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2021年度 自己啓発プログラム 講座一覧 
（一部抜粋） 

 

コース名 分野 内容 

TOEIC Listening ＆ Reading 

公式 e ラーニング 3 か月 

※90日間 

TOEIC 
約150時間学べる。弱点把握と8種のトレーニングで、一人ひとり自分

のペースで学べます。 

TOEIC Listening ＆ Reading 

公式 e ラーニング 6 か月 

※180日間 

TOEIC 
約150時間学べる。弱点把握と8種のトレーニングで、一人ひとり自分

のペースで学べます。 

TOEIC 公式 e ラーニング基礎編 

Listening ＆ Reading 3 か月 

※90日間 

TOEIC 
英語初中級者向け。英語基礎スキルを伸ばす 5種のトレーニングで、

一人ひとり自分のペースで学べます。 

TOEIC 公式 e ラーニング基礎編 

Listening ＆ Reading 6 か月 

※180日間 

TOEIC 
英語初中級者向け。英語基礎スキルを伸ばす 5種のトレーニングで、

一人ひとり自分のペースで学べます。 

TOEIC800点突破 TOEIC 

・確実に成果を出したい方向け 

・受講前後での TOEIC オンライン受験付き                                 

・オンラインですべての学習が実施可能                                 

・他の教材を学習する必要のない、内容完結型の研修 

・日々の学習の指針となるデイリープラン付き                                 

・学習アドバイザーによる定期的なフォロー実施                                

TOEIC600点突破 TOEIC 

・確実に成果を出したい方向け 

・受講前後での TOEIC オンライン受験付き                                 

・オンラインですべての学習が実施可能                                 

・他の教材を学習する必要のない、内容完結型の研修 

・日々の学習の指針となるデイリープラン付き 

・学習アドバイザーによる定期的なフォロー実施                                

【e ラーニング】TOEIC® L&R テスト

730点突破コース 
TOEIC 

目標スコアを突破する「TOEIC のテスト対策」とビジネス英語の「実践

力」を両立して学習できる講座 

【e ラーニング】TOEIC® L&R テスト

600点突破コース 
TOEIC 

目標スコアを突破する「TOEIC のテスト対策」とビジネス英語の「実践

力」を両立して学習できる講座 
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コース名 分野 内容 

【e ラーニング】TOEIC® L&R テスト

500点突破コース 
TOEIC 

目標スコアを突破する「TOEIC のテスト対策」とビジネス英語の「実践

力」を両立して学習できる講座 

【e ラーニング】英単語パワーアップコ

ース TOEIC テスト編 
TOEIC TOEIC で必須となる語彙 3,456語を徹底的に学習する講座 

AI オンライン講座 

TOEIC L&R800点突破コース 
TOEIC 

AI がカリキュラムを個別カスタマイズ、合理的・科学的な学習で効率的

に英語力と TOEIC スコアアップができます。  

AI オンライン講座 

TOEIC L&R650点突破コース 
TOEIC 

AI がカリキュラムを個別カスタマイズ、合理的・科学的な学習で効率的

に英語力と TOEIC スコアアップができます。  

AI オンライン講座 

TOEIC L&R470点突破コース 
TOEIC 

AI がカリキュラムを個別カスタマイズ、合理的・科学的な学習で効率的

に英語力と TOEIC スコアアップができます。  

TOEIC® L&R TEST対策コース 

ベーシックプラン 6 か月 
TOEIC 

忙しい社会人の方向けに 3分からスキマ時間学習を可能とした

TOEIC® TEST対策学習アプリ。 

TOEIC® L&R TEST対策コース 

ベーシックプラン 12 か月 
TOEIC 

忙しい社会人の方向けに 3分からスキマ時間学習を可能とした

TOEIC® TEST対策学習アプリ。 

TOEIC® L&R TEST対策コース 

パーソナルコーチプラン 3 か月 
TOEIC 

忙しい社会人の方向けに 3分からスキマ時間学習を可能とした

TOEIC® TEST対策学習アプリ。 

コーチの伴走により効率的、かつ着実に学習結果が得られます。 

TOEIC® L&R TEST対策コース 

パーソナルコーチプラン 6 か月 
TOEIC 

忙しい社会人の方向けに 3分からスキマ時間学習を可能とした

TOEIC® TEST対策学習アプリ。 

コーチの伴走により効率的、かつ着実に学習結果が得られます。 

TOEIC TEST対策900点（Web

講義付） 
TOEIC テキストとWeb講義で効率的に得点アップを狙います。 

TOEIC TEST対策750点（Web

講義付） 
TOEIC スコアアップに特化した独自カリキュラムで試験の攻略法を学びます。 

TOEIC TEST対策650点（Web

講義付） 
TOEIC スコアアップに特化した独自カリキュラムで試験の攻略法を学びます。 

TOEIC TEST対策500点（Web

講義付） 
TOEIC スコアアップに特化した独自カリキュラムで試験の攻略法を学びます。 
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コース名 分野 内容 

TOEIC TEST受験準備（Web講

義付） 
TOEIC 先ずは 400点を目指せる基本的な攻略法を学びます。 

TOEIC®L&R 600突破 ※

KICKOFF FOR THE TOEIC® 

L&R 

TOEIC TOEIC®600点突破を目指している方向け 

TOEIC®L&R 800突破※

ADVANCED TRAINING FOR 

THE TOEIC® L&R 

TOEIC TOEIC®800点突破を目指している方向け 

TOEIC650点実現コース 

BRIDGE to TOEIC  Target 

650 

TOEIC 

聴き取り・読み取りのコツを伝授し、TOEIC テストで差が出る「英語を

理解するスピード」を高めます。また、TOEIC テストで高得点を取るだけ

でなく、実際の場面でも通用する本当の英語力を養います。 

TOEIC450点実現コース 

BRIDGE to TOEIC  Target 

450 

TOEIC 

英語に自信がなく、中高の英語をしっかり見直したい、後で困らない文

法力を身に付けておきたいという方に最適のコース。TOEIC攻略のポイ

ントであるリスニングとリーディングの基礎力を固め、更なる飛躍を目指し

ます。 

TOEIC®テスト リスニング強化コー

ス 

（40分 × 12回） 

TOEIC 【マンツーマン】自宅学習と連動し、効率よく解答のコツを身に着けます。 

TOEIC®テスト リーディング強化コ

ース 

（40分 × 12回） 

TOEIC 【マンツーマン】自宅学習と連動し、効率よく解答のコツを身に着けます。 

パーソナル学習アプリ TOEIC®L&R

テスト 超入門 
TOEIC TOEIC® L&R 受験のための基礎力養成を目標にしたコースです。 

パーソナル学習アプリ TOEIC®L&R

テスト 500点 
TOEIC 

500点突破に必要な語彙力と文法知識を養い、スコアを上げやすいと

言われているリスニングパート、及びパート５攻略を目標にしたレベルで

す。 

パーソナル学習アプリ TOEIC®L&R

テスト 600点 
TOEIC 

文法や語彙の確認と並行して、実戦形式の模擬試験を多く学習して

いただき、基礎固めと得点力をバランスよく身につけることを目標にしてい

ます。 

パーソナル学習アプリ TOEIC®L&R

テスト 700点 
TOEIC 

700点突破に必要なスキルや頻出語彙の習得、パート 3・4 の攻略な

どに注力し、効率よくスコアアップを狙います。 

パーソナル学習アプリ TOEIC®L&R

テスト 800点+ 
TOEIC 

実戦形式の問題を中心に、シャドーイングや速読などハードトレーニング

を取り入れました。800点～満点が目標の方が対象 
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コース名 分野 内容 

【e ラーニング】TOEFL ITP®テスト 

攻略コース 
TOEFL 

TOEFL ITP®テストの対策学習ができるコースです。本番テストに準じ

て、リスニング、文法、リーディングの 3 セクションに分けて学習を進めま

す。 

【e ラーニング】総合英語トレーニング 

初級 
英語全般 

4技能+語彙+文法力の「6 つの力」を総合的に底上げするための講

座 

【e ラーニング】総合英語トレーニング 

中級 
英語全般 

4技能+語彙+文法力の「6 つの力」を総合的に底上げするための講

座 

【e ラーニング】総合英語トレーニング 

上級 
英語全般 

4技能+語彙+文法力の「6 つの力」を総合的に底上げするための講

座 

パーソナル学習アプリ ビジネス英語 

初級 
英語全般 

3,000語程度の語彙力獲得と、簡単な会話ができることを目標として

います。 

パーソナル学習アプリ ビジネス英語 

中級 
英語全般 

6,000語程度の語彙力獲得と、英語で日常業務ができることを目標と

しています。 

パーソナル学習アプリ ビジネス英語 

上級 
英語全般 

実践的なビジネス英語を身に付ける上級コース。ニュースやビジネスシチ

ュエーションの英語を題材に、語彙力と「読む・聞く・話す」を鍛えます。 

【e ラーニング】PowerWords 

Hybrid コース 

英語・ 

語彙 

単語を覚えるだけではなく、文脈の中での使い方を身につけることで、確

実に使える単語 6,000語を身につける講座 

【e ラーニング】基礎からの英文法トレ

ーニングコース 

英語・ 

文法 

中学レベルから高校上級レベルの英文法を総復習し、実践力と応用

力を身につける講座 

トーキングマラソン 3 ヵ月コース 
英語・ 

話す 

1日 10分スマホに向かってゲーム感覚で英語を話すことで、とっさの場

面で躊躇せずに英語を話せるように力をつける講座 

オンライン英会話 総合コース 12

回 

英語・ 

話す 

学習目的に応じて毎回６種類のレッスンから自由に選択ができ、ビジネ

スから日常会話まで、様々な場面での英語対応力を身につけることが

できます。 

オンライン英会話 総合コース 20

回 

英語・ 

話す 

学習目的に応じて毎回６種類のレッスンから自由に選択ができ、ビジネ

スから日常会話まで、様々な場面での英語対応力を身につけることが

できます。 

オンライン英会話 Effective 

Conversation 12回 

英語・ 

話す 

受講者が選んだテーマについてスピーチをするところから、レッスンはスター

トします。講師は受講者の話す英語をベースにさまざまな観点からフィー

ドバックを行うことで、伝わりやすい表現や話の展開法を身につけていき

ます。 
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コース名 分野 内容 

オンライン英会話 Effective 

Conversation 16回 

英語・ 

話す 

受講者が選んだテーマについてスピーチをするところから、レッスンはスター

トします。講師は受講者の話す英語をベースにさまざまな観点からフィー

ドバックを行うことで、伝わりやすい表現や話の展開法を身につけていき

ます。 

オンライン英会話 イングリッシュ・クイ

ックマスター zero 英会話 12回 

英語・ 

話す 

日本人学習者が遭遇しやすい身近なシチュエーションを厳選し、 会話

の基本フレーズがすぐに口をついて出てくるようにさまざまな実践練習を

行います。 

オンライン英会話 イングリッシュ・クイ

ックマスター basic 英会話 12回 

英語・ 

話す 

日本人が英語を必要とする日常会話、ビジネス会話、海外旅行などの

場面を厳選し、各場面で頻出する「慣用表現」や「構文表現」が反射

的に口をついて出てくるように実践練習を繰り返していきます。 

オンライン英会話 イングリッシュ・クイ

ックマスター advanced 英会話 

12回 

英語・ 

話す 

中・上級の英語学習者が必要とする日常会話、ビジネス会話、海外

旅行などの場面を厳選し、より複雑な状況で、自分の考えを述べ、自

分を表現できる会話力を身につけていきます。 

総合英語コース 入門 
英語・ 

聞く 
英語の基礎から学びたい方向け 

総合英語コース 8  
英語・ 

聞く 
総合的な英語力をバランスよく強化したい方向け 

オンライン英会話ビジネスコース 20

回 
英会話 初級から上級までカバーするオンラインビジネス英会話 

オンライン英会話ビジネスコース 40

回 
英会話 初級から上級までカバーするオンラインビジネス英会話 

ビジネス英会話毎日 25分（3 ヶ月

間） 
英会話 

豊富な講師/教材で初心者～上級者に対応  ※ビジネス英会話教

材＆ビジネス認定講師選択可能 

ビジネス英会話毎日 25分（3 ヶ月

間）スピーキングテスト付き 
英会話 

豊富な講師/教材で初心者～上級者に対応 ※ビジネス英会話教材

＆ビジネス認定講師選択可能 

ビジネス英会話月8回（3ヶ月間） 英会話 
豊富な講師/教材で初心者～上級者に対応 ※ビジネス英会話教材

＆ビジネス認定講師選択可能 

ビジネス英会話月8回（3ヶ月間）

スピーキングテスト付き 
英会話 

豊富な講師/教材で初心者～上級者に対応 ※ビジネス英会話教材

＆ビジネス認定講師選択可能 

日常英会話毎日 25分（3 ヶ月

間） 
英会話 豊富な講師/教材で初心者～上級者に対応 

日常英会話毎日 25分（3 ヶ月

間）スピーキングテスト付き 
英会話 豊富な講師/教材で初心者～上級者に対応 

日常英会話月 8回（3 ヶ月間） 英会話 豊富な講師/教材で初心者～上級者に対応 
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コース名 分野 内容 

日常英会話月 8回(3 ヶ月間)スピ

ーキングテスト付き 
英会話 豊富な講師/教材で初心者～上級者に対応 

ビジネス英会話入門 4 ヵ月コース 英会話 
スカイプや Zoom を利用し、実物のオリジナルテキストを利用してビジネ

ス会話を学びます。 

ビジネス英会話中上級 4ヵ月コース 英会話 
スカイプや Zoom を利用し、実物のオリジナルテキストを利用してビジネ

ス会話を学びます。 

ビジネス英会話初級 6 ヵ月コース 英会話 
スカイプや Zoom を利用し、実物のオリジナルテキストを利用してビジネ

ス会話を学びます。 

TOEIC®から学ぶスピーキング C コー

ス 4 ヵ月コース 
英会話 

スカイプやZoomを利用し、「公式TOEIC®問題集７」を利用してビジ

ネス会話を学びます。 

TOEIC®から学ぶスピーキング C コー

ス 6 ヵ月コース 
英会話 

スカイプやZoomを利用し、「公式TOEIC®問題集７」を利用してビジ

ネス会話を学びます。 

CNN ニュース・リスニングでディスカッ

ション 
英会話 

スカイプや Zoom を利用し、「CNN ニュース・リスニング」を利用してディ

スカッションを行います。 

Time to Talk初級 4 ヵ月コース 英会話 
スカイプや Zoom を利用し、実物のテキスト「Time to Talk」を利用し

て日常・ビジネス会話の両方を学びます。 

Time to Talk上級 4 ヵ月コース 英会話 
スカイプや Zoom を利用し、実物のテキスト「Time to Talk」を利用し

て日常・ビジネス会話の両方を学びます。 

Authentic Business English 4ヵ

月コース 
英会話 テキストなし。レッスンは事前学習を基に多様なプログラムを受講可能 

Authentic Business English 6ヵ

月コース 
英会話 テキストなし。レッスンは事前学習を基に多様なプログラムを受講可能 

EZ to Talk2 初級～最上級 

※オンライン英会話 24回付 

（診断テスト付 開講後、初級～最

上級の 6 レベルから選択） 

英会話 レベルに応じた英語力をバランスよく強化 

毎日 25分話せるオンライン英会話!  英会話 

オンライン英会話レッスン（1回 25分）を毎日 1回予約可能なプラン

です。世界中から集めた生きた英語を学べる 1.5万本以上の動画教

材の利用は無制限。動画で学んだ新たな表現やボキャブラリーをオンラ

イン英会話で実践できるプランです。学習レベルの設定はサービス内で

各自自由に行うことができ、自分の現在のレベルを確認できる英語力

診断も受講可能です。 
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コース名 分野 内容 

毎日 25分話せるオンライン英会話

3 ヶ月 専用ビジネスコース、重要単

語チェック付き 

英会話 

ビジネスに必要な会話表現をマスターするコース付き（初級・中級・上

級合わせて約 390本）プランです。学んだ内容を実践で試すオンライ

ン英会話レッスン（1回 25分）は毎日 1回予約可能。ビジネスに必

要なボキャブラリーを 99％網羅した単語テスト機能も付いているので、

ビジネス英語をここで完全にマスターしましょう。 

毎日 25分話せるオンライン英会話

6 ヶ月 専用ビジネスコース、重要単

語チェック付き 

英会話 

ビジネスに必要な会話表現をマスターするコース付き（初級・中級・上

級合わせて約 390本）プランです。6ヶ月まとめてのご利用でお得な割

引があります。学んだ内容を実践で試すオンライン英会話レッスン（1

回 25分）は毎日 1回予約可能。ビジネスに必要なボキャブラリーを

99％網羅した単語テスト機能も付いているので、ビジネス英語をここで

完全にマスターしましょう。 

動画で学んで好きな日にオンライン

英会話プレミアム 3 ヶ月 専用ビジネ

スコース、重要単語チェック付き 

英会話 

ビジネスに必要な会話表現をマスターするコース付き（初級・中級・上

級合わせて約 390本）プランです。学んだ内容を実践で試すオンライ

ン英会話レッスン（1回 25分）は、学習ポイント 600点（動画 5～

6本学習分に相当）を貯めて週末などの好きなときにまとめて受講でき

ます。ビジネスに必要なボキャブラリーを 99％網羅した単語テスト機能

も付いているので、ビジネス英語をここで完全にマスターしましょう。 

動画で学んで好きな日にオンライン

英会話プレミアム 6 ヶ月 専用ビジネ

スコース、重要単語チェック付き 

英会話 

ビジネスに必要な会話表現をマスターするコース付き（初級・中級・上

級合わせて約 390本）プランです。6ヶ月まとめてのご利用でお得な割

引があります。学んだ内容を実践で試すオンライン英会話レッスン（1

回 25分）は、学習ポイント600点（動画 5～6本学習分に相当）

を貯めて週末などの好きなときにまとめて受講できます。ビジネスに必要

なボキャブラリーを 99％網羅した単語テスト機能も付いているので、ビジ

ネス英語をここで完全にマスターしましょう。 

学習サポートコーチング付き 動画で

学んで好きな日にオンライン英会話 

プレミアム 3 ヶ月 

英会話 

学習期間中に月１回、英語学習のやる気を引き出す日本人の専門コ

ーチの学習カウンセリングを受講できる初心者向けプランです。コーチの

指導に従って動画学習をしながら、毎回目標を決めてオンライン英会話

1回 25分を受講して振り返りを行います。世界中から集めた生きた英

語を学べる動画 1.5万本の学習も無制限。英語学習を習慣化させて

学習効果を高めたい人にもお勧めです。 
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コース名 分野 内容 

動画で学んで好きな日にオンライン

英会話！プレミアム 
英会話 

世界中から集めた 1.5万本以上の動画で生きた英語を学んで頂ける

プランです。e-ラーニングは無制限、学習ポイント 600点（動画 5～6

本学習分に相当）を貯めるごとにオンライン英会話レッスンを１回受講

することができるので、週末などを利用してまとめてレッスンが受講できる

お得なプランです。学習レベルの設定はサービス内で各自自由に行うこ

とができ、自分の現在のレベルを確認できる英語力診断も受講可能で

す。 

日常英会話 初級（20分×20

回） 
英会話 

【マンツーマン】簡単な受け答え、身の回りのことを話せることを目標とし

たテキストです。 

日常英会話 中級（20分×20

回） 
英会話 

【マンツーマン】日本人が苦手とする場面での表現や対応の仕方をしっ

かりと身に着けていきます。 

日常英会話 上級（20分×20

回） 
英会話 

【マンツーマン】日常のより高いレベルでの英語コミュニケーションを学べる

テキストです。 

ビジネス英会話 初～中級（20分

×20回） 
英会話 

【マンツーマン】ビジネスに必要な語彙や表現、構文を基礎からしっかり

学べるテキストです。 

ビジネス英会話 上級（20分×20

回） 
英会話 

【マンツーマン】ビジネス英会話特有の慣習や異文化の中でのビジネスル

ールも学べます。 

e ラーニングとスカイプ英会話（中上

級） 

Assertive Business 

Communication 

英語・ 

話す 

【eラーニング→課題添削指導→スカイプ英会話】ビジネスシチュエーショ

ンにおいても自信を持って英語でコミュニケーションを取ることができるよう

な英語力を目指します。 

e ラーニングとスカイプ英会話（上

級） 

International Communication 

英語・ 

話す 

【e ラーニング→課題添削指導→スカイプ英会話】ビジネスの場面にお

いてもよりロジカルに、より簡潔に英語で表現する力を身に付けるための

コースです。「読む、聴く、書く、話す」4技能を総合的に高めていくことを

目指します。 

毎日スカイプ英会話 ３か月間

（中級） 

会話テスト、テキスト 1冊付き 

Private Conversation Online 

英会話 

【スカイプ英会話】講師とのマンツーマンレッスンです。時間や場所に拘束

されることなく、「Business Result Pre-intermediate」を使用してレ

ッスンを行い、十分な会話力が身に付きます。１日25分間のレッスンを

毎日、約 90日間（約 37.5時間）。 

毎日スカイプ英会話 ３か月間

（中上級） 

会話テスト、テキスト 1冊付き 

Private Conversation Online 

英会話 

【スカイプ英会話】講師とのマンツーマンレッスンです。時間や場所に拘束

されることなく、『Business Result Intermediate』を使用してレッス

ンを行い、さらに会話力が身に付きます。１日 25分間のレッスンを毎

日、約 90日間（約 37.5時間）。 
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コース名 分野 内容 

Private Conversation Online   

個別チケットコース 

4 ヵ月 16回実施コース  

英会話 

【スカイプ英会話】講師とのマンツーマンレッスンです。時間や場所に拘束

されることなくレッスンを行い、十分な会話力が身に付きます。１日 25

分間のレッスンを 16回（約 6.5時間）。週 1回のレッスンで気軽に

受講できる講座です。 

Private Conversation Online 

個別チケットコース 

4 カ月 24回実施コース 

英会話 

【スカイプ英会話】講師とのマンツーマンレッスンです。時間や場所に拘束

されることなくレッスンを行い、十分な会話力が身に付きます。１日 25

分間のレッスンを24回（約10時間）。週1-2回のレッスンで英語力

を維持できます。 

Private Conversation Online 

個別チケットコース 

4 ヵ月 40回実施コース  

英会話 

【スカイプ英会話】講師とのマンツーマンレッスンです。時間や場所に拘束

されることなくレッスンを行い、十分な会話力が身に付きます。１日 25

分間のレッスンを 40回（約16.5時間）。週2-3回のレッスンで英語

力をさらに向上できます。 

英会話(フィリピン) 月 8回   英会話 

日常英会話～ビジネス英会話まで！自由予約制のマンツーマンレッス

ン 

【受講目安】初級～上級  

※デジタルテキスト含む 

英会話(フィリピン) 月 8回   英会話 
日常英会話～ビジネス英会話まで！自由予約制の 

マンツーマンレッスン 

英会話(フィリピン) 月 8回 ※

TOEIC®L&R対策レッスン用紙面

テキスト 1冊含む 

英会話 
日常英会話～ビジネス英会話まで！自由予約制の 

マンツーマンレッスン 

英会話(ネイティブ・邦人)  月 8回    英会話 
日常英会話～ビジネス英会話まで！自由予約制の 

マンツーマンレッスン 

ビジネス英語 スピーキングコース スピーキング 

・1回目のレッスンから「話せない」が起きないカリキュラム 

・受講前後での TOEIC オンライン（S テスト）受験付き 

・他の教材を学習する必要のない、内容完結型の研修 

・日々の学習の指針となるデイリープラン付き 

・学習アドバイザーによる定期的なフォロー実施           

E-mail ライティングコース ライティング 

・受講前後での TOEIC オンライン（Writing テスト）受験付き 

・添削課題の取り組みによって実践的な力を養成 

・日々の学習の指針となるデイリープラン付き 

・学習アドバイザーによる定期的なフォロー実施    
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コース名 分野 内容 

実践英文ビジネスライティング 

Entry/final Test  

+添削 8回 

英語・ 

書く 

グローバルビジネスに必要な英文書作成スキルを習得。 

英文構成の基礎から洗練された表現まで幅広く学べます。 

～英語がドンドン口から出る！～  

瞬発スピーキング レベル３（オンラ

イン英会話なし） 

英語・ 

話す 

電子書籍によりスマホ等で学習可能 

音声/映像教材あり 

リポートWEB提出可 

～英語がスイスイ耳から入る！～  

瞬解リスニング レベル１（オンライン

英会話つき） 

英語・ 

聞く 

電子書籍によりスマホ等で学習可能 

音声/映像教材あり 

リポートWEB提出可 

～英語がスイスイ耳から入る！～  

瞬解リスニング レベル１（オンライン

英会話なし） 

英語・ 

聞く 

電子書籍によりスマホ等で学習可能 

音声/映像教材あり 

リポートWEB提出可 

～英語がスイスイ耳から入る！～  

瞬解リスニング レベル２（オンライン

英会話つき） 

英語・ 

聞く 

電子書籍によりスマホ等で学習可能 

音声/映像教材あり 

リポートWEB提出可 

～英語がスイスイ耳から入る！～  

瞬解リスニング レベル２（オンライン

英会話なし） 

英語・ 

聞く 

電子書籍によりスマホ等で学習可能 

音声/映像教材あり 

リポートWEB提出可 

～英語がスイスイ耳から入る！～  

瞬解リスニング レベル３（オンライン

英会話なし） 

英語・ 

聞く 

電子書籍によりスマホ等で学習可能 

音声/映像教材あり 

リポートWEB提出可 

e ラーニングとスカイプ英会話（中

級） 

Everyday Business 

Communication 

英語・ 

聞く 

【e ラーニング→課題添削指導→スカイプ英会話】既に持ち合わせてい

る英語知識を、リスニングとスピーキングで構成される「会話」という場で

確実にアウトプットする力を身に付け、「話せるようになるため」のコースで

す。 

実践単語力強化コース 頻出語彙

6,614語 

英語・ 

語彙 
短期間で効率よく語彙力を伸ばします。 
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コース名 分野 内容 

実践単語力強化コース ビジネス

(2,300) 

英語・ 

語彙 
短期間で効率よく語彙力を伸ばします。 

“やりなおし”英語基礎 英会話 
これまでに習った英語を復習しながら、実践で使える「活きた英語」にす

るための講座です。 

はじめての日常中国語会話入門 中国語 
中国語の起源や特徴、日本語との違い、会話に必要な四声、発音の

仕方などをわかりやすく説明しています。 

ビジネス中国語会話入門 中国語 
よく使う、また様々なシーンで応用の効く言葉や表現を厳選して中国語

を学ぶ講座です。 

DVD で学ぶ！ゼロからカンタン中国

語入門 
中国語 

音声/映像教材 DL あり 

リポートWEB提出可 

超速中国語 PLUS Stage1 中国語 
中国語は初めてという方に向けたコースです。発音から簡単な日常会

話を学習し、一人で中国に出掛けても困らないレベルを目指します。 

超速中国語 PLUS Stage2 1st 中国語 

初級からステップアップしたい方に向けたコースです。発音や簡単な文法

は既にマスターしているが、出張や赴任時に使えるフレーズや単語を学

びたいという方におすすめです。 

超速中国語 PLUS Stage2 2nd 中国語 
実践ビジネス力を養成したい方へのコースです。Stage2 1st を受講さ

れた方が対象で、継続学習として、より実践的な表現を学べます。 

ものづくり現場で使える「中国語表

現」入門 
中国語 

技術現場ならではのフレーズ、中国語表現を学習します。海外の生産

拠点でのチェックポイントが頭の中で整理でき、現場の人とのコミュニケー

ションを促進することを目的とします。 

“論説体”中国語読解力養成コース

「入門~初級」 

（初回受講:必携参考書付き） 

中国語 
中国語学習経験ゼロから受講できます。平均的な難易度の文書体

（論説体）中国語文を読解できるようになります。  

“論説体”中国語読解力養成コース

「入門~初級」 

（二回目以受講:必携参考書な

し） 

中国語 
中国語学習経験ゼロから受講できます。平均的な難易度の文書体

（論説体）中国語文を読解できるようになります。  

第二外国語 月 8回    英語全般 Skype不要！自由予約制のマンツーマンレッスン 
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コース名 分野 内容 

事業戦略 ビジネス知識 

激変する経営環境に即応する全社戦略・事業戦略・機能部門別戦

略について、実践的な分析手法や事例を豊富に紹介。３C分析、

KSFなど必須キーワードをわかりやすく解説しています。 

マーケティング ビジネス知識 

マーケティングの基礎的な考え方から導入までのエッセンスを紹介。「売

れるしくみ作り」の視点から、「顧客満足・創造マーケティング」の考え方

を学ぶ。事例を豊富に掲載しています。 

ロジカル・シンキング ビジネス知識 

問題発見や課題解決を図るための論理的思考法（MECE、ロジックツ

リーなど）や分析ツールを体系的に学習。演習には、実務で活用するこ

とが可能なケーススタディを掲載しています。 

イノベーティブ・シンキング  ビジネス知識 

想定外をチャンスに変え、イノベーションを生み出す発想法を学習するコ

ースです。スキャニング法やシナリオ・プランニングなどの発想法をはじめ、

イノベーションを生み出すプロセスを体系的に学習します。 

マネジメント・コントロール ビジネス知識 

人と組織に関する「目標設定・目標達成度の測定と評価・評価結果

のフィードバック」というマネジメント・サイクルを学習。実務に即した事例

を豊富に紹介しています。 

チーム・ビルディング ビジネス知識 

事業目標の達成に向けた効果的なメンバーの効果的な巻き込み方

（やる気を引き出すモチベーションとインセンティブなど）・組織パワーを

発揮するための考え方と行動を習得します。 

アカウンティング ビジネス知識 

財務諸表の読み方、分析方法などの計数感覚を養います。「財務三

表」および「短期的・長期的な意思決定」を具体的な事例で学習しま

す。管理会計についても解説しています。 

ビジネス交渉術 ビジネス知識 

交渉の理論・スキルをマスターし、戦略的思考を習得します。「目標

値、争点の構造化」「立場の構造化」「プロセスの構造化」など、実務に

即した事例を豊富に紹介しています。 

論理的コミュニケーション ビジネス知識 

ビジネスコミュニケーションの目的を把握し、ロジカルに思考し、効果的に

達成できるための論証、論理構成、表現手法を習得します。具体的な

ノウハウや事例を豊富に紹介しています。 

MBA シリーズ（2科目）（基本レ

ポート） 
ビジネス知識 

MBAシリーズの中から 2科目を選択。ロングケースからの出題を中心に

した講師添削型の応用問題で構成 

MBA シリーズ（2科目）（応用レ

ポート） 
ビジネス知識 

MBAシリーズの中から 2科目を選択。ロングケースからの出題を中心に

した講師添削型の応用問題で構成 

MBA シリーズ（3科目）（基本レ

ポート） 
ビジネス知識 

MBAシリーズの中から 3科目を選択。テキスト内容の徹底理解を目的

にしたコンピュータ添削の基本問題で構成 
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コース名 分野 内容 

MBA シリーズ（3科目）（応用レ

ポート） 
ビジネス知識 

MBA シリーズの中から３科目を選択。ロングケースからの出題を中心に

した講師添削型の応用問題で構成 

～ｅラーニング受け放題～（半年プ

ラン） 
仕事の進め方 

約 300 コースを定額で学習できる e ラーニングです。 

ビジネスですぐに実践活用できるコースや、大学の講義で使用される教

養が身につくコースを多数ラインナップし、働くすべての方に幅広い学びの

場を提供します。 

企業経営アドバイザー（Web講義

付） 
経営管理 営業先でも使える経営全般について学べます。 

新・マーケティング基本 経営管理 
電子書籍によりスマホ等で学習可能 

リポートWEB提出可 

学び放題 6 カ月プラン ビジネス 
650コース以上の動画を期間中好きなだけ視聴でき、ハイクオリティなビ

ジネスナレッジを体系的に学ぶことが可能。 

学び放題 12 カ月プラン ビジネス 
650コース以上の動画を期間中好きなだけ視聴でき、ハイクオリティなビ

ジネスナレッジを体系的に学ぶことが可能。 

学び放題プラス 6 カ月プラン ビジネス 

650 コース以上の動画に加え、経営学の基礎となる 7科目を学ぶこと

ができる e ラーニング(eMBA2.0)を期間中好きなだけ視聴でき、ハイク

オリティなビジネスナレッジと経営に関する基礎知識を体系的に学ぶこと

が可能 

学び放題プラス 12 カ月プラン ビジネス 

650 コース以上の動画に加え、経営学の基礎となる 7科目を学ぶこと

ができる e ラーニング(eMBA2.0)を期間中好きなだけ視聴でき、ハイク

オリティなビジネスナレッジと経営に関する基礎知識を体系的に学ぶこと

が可能 

eMBA2.0（クリティカル・シンキン

グ） 
ビジネス 

クリティカル・シンキングの基礎を短期間で効率的に学び、ビジネスマンに

必須の論理思考力を身に着けます。 

eMBA2.0（マーケティング） ビジネス 
マーケティングの基礎を短期間で効率的に学び、顧客に「買ってもらえる

仕組み」の構築力を身に着けます。 

eMBA2.0（経営戦略） ビジネス 
経営戦略の基礎を短期間で効率的に学び、ビジネスの成功確率を高

める戦略を生み出す力をつけます。 

eMBA2.0（組織行動とリーダーシッ

プ） 
ビジネス 

組織行動とリーダーシップの基礎を短期間で効率的に学び、ヒトの特徴

を知り、組織で目標を達成する力を身につけます。 

eMBA2.0（アカウンティング） ビジネス 
アカウンティングの基礎を短期間で効率的に学び、企業活動を「おカネ」

の面から読み取る力を身につけます。 
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コース名 分野 内容 

Unlimited 6 カ月プラン ビジネス 
140 コース以上の動画を期間中好きなだけ「英語」で視聴でき、ハイク

オリティなビジネスナレッジを体系的に学ぶことが可能 

表現力アップ↑大人の語彙力

《Web提出可》 
対人力 知識としての「語彙」ではなく、実践的な「語彙力」を身につけます。 

偉大なリーダーに学ぶ 

周りを「巻き込む」仕事術 
対人力 

古今の偉人たちが実践してきた、必要な人材を巻き込むセオリーを知

り、人望や人格によらない７つの巻き込みテクニックが身につきます。 

好感度グーンとアップ 

新・ビジネスマナーコース 
対人力 

基本的なビジネスマナーから仕事の人間関係、ビジネス文書、冠婚葬

祭まで、社会生活のマナーを幅広く習得し、若手ビジネスパーソンのマナ

ーに対する不安を払拭します。 

マネージャーのための組織開発入門 風土醸成 
電子書籍によりスマホ等で学習可能 

リポートWEB提出可 

1on1式メンバーの育て方 風土醸成 

部下との信頼関係を築き、成長を支援するために行う、1対 1 の定期

的な対話、”１on1”について、実践スキルを身につけます。 

1on1 を継続によって、自律したメンバーを育成します。 

コーチング実践コース 
部下指導 

育成 
部下指導・育成の考え方が変わり、自己変革ができます。 

コーチング実践コース（質問スキル

編） 

部下指導 

育成 
職場で活かせる実践ポイントをケースで学びます。 

フィードバック入門（Web添削) 
部下指導 

育成 

部下育成に悩むマネージャーのための「最強の」部下育成法を学びま

す。 

「アンガーマネジメント」実践コース

（Web添削） 
対人力 怒りの感情を上手にコントロールする方法を学びます。 

計画的な OJT を実践する 

部下指導・育成コース 

部下指導 

育成 

教え上手、育て上手な上司になるための、OJT スキルを身につけるコー

スです。職場で起こりうるケースを想定し、その解決方法を豊富なワーク

シートを使って学習します。  

～任せる人ほどうまくいく！～ 任せる

心得・任せるコツ 
マネジメント 

“任せる”ができるようになるための心の壁を理解すると同時に、メンバー

が快く引き受けてくれるためにチームリーダー、管理者として日頃からどう

あるべきかについて学習します。  

「任せる」技術 
部下指導 

育成 

仕事を「任せる」ということについて、事前の準備からその後のフォローなど

の具体策まで学びます。 

メンター養成コース 
部下指導 

育成 
メンターに求められるスキルと能力を基礎から学べます。 
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コース名 分野 内容 

[仕事の便利術]上手な「聴き方」コ

ース 
対人力 相手のメッセージの真意を聴き取り受容するスキルを学びます。 

ビジネスマネージャー検定（Web講

義付） 

部下指導 

育成 
公式テキストとWeb講義で効率的に学べます。 

[仕事の便利術]上手なテレワークコ

ミュニケーション 
対人力 

テレワーク環境下でもメンバーどうしでスムーズな意思疎通が図れて、仕

事の生産性も高まるしくみづくりを身につけます。 

[仕事の便利術]上手な「話し方」 対人力 
相手に「この人の話は解かりやすい」と言われる話し方のコツを学びま

す。 

～わかりやすく、簡潔に、印象深く～

話す力を磨く 
対人力 

電子書籍によりスマホ等で学習可能 

映像教材付き 

リポートWEB提出可 

～読ませる文章・伝わる文章～文

章力を磨く 
対人力 

電子書籍によりスマホ等で学習可能 

リポートWEB提出可 

必ず伝わる！ わかりやすく説明する

技術 
対人力 

電子書籍によりスマホ等で学習可能 

リポートWEB提出可 

ツカミがとれてオチもつく 

話の組み立て方コース 
対人力 

状況に応じた適切な話の組み立て方（話す順番・パターン）を身につ

けます。型をふまえ、伝える力をさらに高めるための「ツカミ」「展開」「オ

チ、まとめ」の技を磨きます。 

チームの潜在パワーを最大限に引き

出す 

ファシリテーション・スキル習得コース 

マネジメント 

議論が活発になることでチームメンバーの主体性を引き出し、全員の納

得感の高いコンセンサスを形成するための具体的な７つのスキルを体系

的に習得します。 

（リモート対応）Meeting ＆

Facilitation 
ミーティング 

グローバル環境でのミーティングの基本を学びながら、新たにオンライン会

議のコツも含めた日本語解説を加えたリモート対応版 

実践 ファシリテーション ～会議の

成果を最大にする！ 
対人力 

電子書籍によりスマホ等で学習可能 

リポートWEB提出可 

ファシリテーション・スキル 対人力 
あらゆる話し合いの場で参加者の合意を形成し最適解へと導くスキルを

身につけます。 
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コース名 分野 内容 

時間内に最良の結論を出す 5 つの

ルール 短時間で必ず決まる！会議

術【オンライン会議対応】 

マネジメント 
ダイバーシティ標準の「時間内に最良の結果を出す会議術」とオンライン

会議のテクニックが学べるコースです。 

新・実力管理者（総合レポート

付）コース 
マネジメント 

管理者必須の 7 つの能力を習得し、「自分の考えを、人を動かして実

現する」業績直結型の管理者を育成します。「ロングケース」をもとに全

単位から出題する「総合レポート付」コースです。 

新・実力管理者コース マネジメント 

管理者必須の 7 つの能力（目標指向力、業務運営能力、組織能

力、動機づけ能力、育成能力、信頼感、自己革新能力）を習得し、

業績直結型の管理者を育成するコースです。 

ベーシックマネジメント 21 マネジメント マネジメントの基本をビジュアル教材で学習します。 

「マネジメント」に関する e ラーニング

講座パック 
マネジメント 部下育成・リーダーシップに必須な指導方法を学びます。 

「コンプライアンス」に関する e ラーニン

グ講座パック 
コンプライアンス コンプライアンスに関しての導入から応用までを学びます。 

「ハラスメント」に関するeラーニング講

座パック 
人事・労務 

ハラスメントについて自らでは気が付かない必要な知識・対策を学びま

す。 

事例で学ぶ情報セキュリティ（Web

講義付） 
マネジメント Web講義とテキストでポイントを押さえながら学びます。 

～自律型人材をめざす～ 人生

100年時代の社会人基礎力を磨く 
仕事の進め方 

「人生 100年時代の社会人基礎力」である３つの能力（12 の能力

要素）を理解し、そのスキルを身につけます。そして、今後自身が「どう

活躍するか」「何を学ぶのか」「どのように学ぶか」という３つの視点を押さ

え、自らのキャリアを自らの力で切りひらいていける「自立型人材」になる

ことを目指すコースです。 

アドラー心理学に学ぶ「実行力」の高

め方(Web添削） 
仕事の進め方 「行動力」「実現力」をアップさせ、成果を生む考え方を学びます。 

最小の努力で最大の効果を生む合

理的手抜き 
仕事の進め方 

ムダな努力にさようなら！いまの仕事のやり方を根本から見直し、成果

のあがる“楽々仕事術”を身につけます。 

～心と仕事をスッキリさせる～ 整

理・整頓力を磨く 
仕事の進め方 

電子書籍によりスマホ等で学習可能 

リポートWEB提出可 

ヒューマンエラーのメカニズム 100

（郵便添削/Web添削）選択 

仕事の 

進め方 

人間につきもののミスを減らす工夫と、重大な事故にさせないための仕

組みづくりについて学びます。 
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コース名 分野 内容 

図解・グラフ・イラストを上手に使う 

１分で伝わる資料のつくり方 

仕事の 

進め方 

資料の構成、文章やタイトル、見出し、図解といったより良く伝わるため

のテクニック、のルールを学びます。 

戦略立案ツール（フレームワーク）

マスター 
業務効率化 戦略立案のノウハウを学びます。 

仕事の見える化 マニュアル化 思考力 
電子書籍によりスマホ等で学習可能 

リポートWEB提出可 

業務のカイゼンマニュアル 業務効率化 業務改善に対する基本を習得します。 

ラテラル・ロジカル・クリティカル 

仕事によく効く！思考術コース 
思考力 

論理的、創造的、批判的なものの見方の特徴と、6 つの思考法（演

繹法、帰納法、類推思考、仮説思考、弁証法、背理法）を理解し、

仕事に活用できるようにします。 

コンサルタント直伝！アイデア発想か

ら事業計画まで 

イノベーションの創り方コース 

ビジネス知識 

イノベーションにおいては、アイデアを生み出すだけでなく、実際に計画に

落とし込み、実現につなげていくことが求められます。そのアイデア発想か

ら事業計画づくりまでを、経験豊富な現役コンサルタントが直伝するコー

スです。イノベーションの核となるアイデアの発想だけでなく、その実現まで

のダンドリを含めた実践的な内容を学習することができます。 

～デキる人の思考プロセス～ロジカル

思考力を身につける 
思考力 

電子書籍によりスマホ等で学習可能 

リポートWEB提出可 

立ち向かう・考え抜く・成し遂げる 

映画に学ぶ！ヒーローの問題解決

力 

思考力 

問題解決のポイントを古今東西の名作映画のシーンから楽しく学ぶこと

ができます。問題解決を専門とする著者が、ビジネスに役立つテクニック

を伝授します。 

～あるべき姿を実現する～問題発

見・解決力を伸ばす 
思考力 

電子書籍によりスマホ等で学習可能 

リポートWEB提出可 

課題解決のための 思考術コース 思考力 図解とイラストで分かり易く解説 

課題解決のための企画力強化コー

ス 
思考力 

課題に対する多面的・多角的な見方を理解し、担当業務の潜在的な

課題を発掘する力を習得します。また周囲の関係者を説得するための

課題を企画構想として整理する力を習得します。 

自分を成長させるための「５つの原

則」（郵便添削） 
思考力 変化の時代における自らの「必要度」を高めるメソッドを学びます。 
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コース名 分野 内容 

逆境をチャンスに変える思考力～レ

ジリエンス入門 
思考力 

レジリエンスを高める方法を理論的に学びます。 

ストレスを受けたときの思考の仕組みと、レジリエンスを発揮するための３

つの力である「緩衝力」「適応力」「回復力」を身に付けます。 

～情報の分析・加工・活用ができる

～情報分析力を鍛える 
思考力 

電子書籍によりスマホ等で学習可能 

リポートWEB提出可 

～仕事を動かす・自分を動かす～実

行力を高める 
思考力 

電子書籍によりスマホ等で学習可能 

リポートWEB提出可 

本学 HP にてテキストの一部閲覧可能 

～DX推進への第一歩～ ～知るこ

とから始めよう～ AI・IoT時代の仕

事と働き方 

思考力 
電子書籍によりスマホ等で学習可能 

リポートWEB提出可 

「日経ビジネス」で経済を読む （雑

誌・年間購読） 
思考力 

電子書籍によりスマホ等で学習可能 

リポートWEB提出可 

いまビジネスパーソンが知っておくべき 

ゼロからわかる DX の基本 
健康・教養 

DX とは何かという基本的な理解だけでなく、DX が企業経営に及ぼす

インパクト、それを現場担当者はどう受け止め、今後の仕事に生かして

いけばいいのかを自分ゴトとして考えるコースです。 

アフターコロナを生き抜く 

チャンスをつかむ未来洞察入門 
ビジネス知識 

「未来を先回りしてチャンスをつかむ」というニーズに応え続ける第一線の

コンサルタントがそのノウハウをわかりやすく伝授。未来を洞察し、それによ

って新しいチャンスをつかむための情報の集め方、考え方を実例も交えな

がらわかりやすく解説します。 

ロジカルに書く技術・伝える技術 書く力 
論理的かつスピーディーに、仕事で役立つ「書く技術」を身につけます。 

ビジネスシーン別に、受け手を意識した「伝える技術」をマスターします。 

ビジネスに役立つＥメール活用コース 業務効率化 Ｅメールの書き方を基礎から学びます。 

ビジネスパーソンのための英文 E メー

ル講座 

ビジネス 

ライティング 
業務に関する E メールを相手に分かり易く書くコツを学びます。 

わかりやすい資料作成の技術 思考力 
電子書籍によりスマホ等で学習可能 

リポートWEB提出可 

～納得の企画書！感動のプレゼ

ン！～企画・プレゼン力を強化する 
プレゼン 

電子書籍によりスマホ等で学習可能 

リポートWEB提出可 
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コース名 分野 内容 

改訂新版 

企画＆プレゼン・スキルアップコース 
プレゼン 

情報収集、企画のまとめ方、表現方法、プレゼンテーションの戦略、パ

ソコンの活用方法などの各ステップを丁寧に学ぶことで、総合的なプレゼ

ンテーション能力が向上します。 

ダイナミックにシンプルに伝える 

プレゼンテーション術コース 
プレゼン 

あきられる「説明」ではなく、人を動かす「プレゼンテーション」を習得しま

す。映像教材を用いて、全身で表現する、表情や立ち居振る舞い等を

段階的に習得します。 

マネジメントのための財務 財務・数字 
電子書籍によりスマホ等で学習可能 

リポートWEB提出可 

利益とコストに強くなる会計 ～管理

会計入門 
財務・数字 

電子書籍によりスマホ等で学習可能 

リポートWEB提出可 

やさしく学べる決算書の読み方基本

コース 
財務・数字 

財務諸表をはじめて学ぶ方にとって最適・最短のコースです。「貸借対

照法」「損益計算書」「キャッシュフロー計算書」の基本的事項から財務

分析の基本まで習得できます。 

(新版）会社の数字入門コース

（Web添削） 
財務・数字 

会社の中でよく使われる数字の仕組みを学ぶことにより、経営上重要な

数字の見方・読み方・意味が理解できます。 

はじめての会社の数字と利益 入門 財務・数字 
新入社員の皆さんから中堅社員の皆さんまで仕事の中でのお金の動き

と利益感覚を磨く入門コースです。 

会社の数字（B/S,P/L）解析トレ

ーニング 
財務・数字 

やさしい事例中心のテキストで，実際の経営数字の扱い方が身につき

ます。 

入門！決算書の見方・活用

（Web講義付） 
財務・数字 Web講義とテキストでポイントを押さえながら学びます。 

IFRS基礎（Web講義付） 財務・数字 Web講義とテキストでポイントを押さえながら学びます。 

数字が苦手な人のための「データ分

析・統計」入門コース（web添削） 
財務・数字 

数字に苦手意識がある人も取り組みやすいワークを通じ、データ分析・

統計の基礎を身につけます。 

NC工作機械入門 機械 NC のメカニズムとプログラミングを具体的に学びます。 

シーケンス制御の基礎（自動化のし

くみ） 
機械 現場保全技術者のためのシーケンス制御基礎講座です。 

現場で役立つ機械の知識 機械 機械設備の基礎を身に着けます。 

機械系技術者のための初歩の電気 機械 メカトロニクス時代の基礎知識 

現場で役立つモータ制御活用講座 機械 モータの種類と特徴が分かります。 
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コース名 分野 内容 

QC検定 2級突破コース 

生産 

製造 

品質 

QC検定対策講座の決定版 

Excel で学ぶ統計的方法の活用講

座 

生産 

製造 

品質 

データをまとめ問題解決・品質管理に活かします。 

トラブルを未然に防ぐ「設計の考え

方」 

生産 

製造 

品質 

実際にトラブルを起こしてしまった図面をもとに、トラブルの原因を理解

し、回避のしかたを身につけます。そのために必要な「加工」「組み立て」

「機械要素」の知識を解説しています。 

生産管理「基本のキ」《Web提出

可》 

生産 

製造 

品質 

生産管理に初めて携わる方を対象とした入門講座です。 

図やイラストで、生産管理に関連する工程をやさしく解説しています。 

利益を生む在庫管理の基本 

生産 

製造 

品質 

利益を生むための在庫管理の手法を習得します。 

JIS にもとづく製図法 

生産 

製造 

品質 

最新の JIS規格にもとづいた投影法や図形の表し方から、いろいろな図

示法までが理解できます。 

利益を生む資材購買・外注管理の

基本 

生産 

製造 

品質 

無駄のない資材購買と共存共栄となる外注管理の手法を学びます。 

Pythonで学ぶ AI活用入門(Web

提出可) 

生産 

製造 

品質 

AI の代表的技術である機械学習に焦点をあて、どのようにプログラミン

グしていくのか、その概観を学ぶ講座です。 

実験計画法の基礎～実務に役立つ

統計学～ 

生産 

製造 

品質 

統計学からステップアップ。実務で使える実験計画法を体系的に学べま

す。 

ものづくり現場の IoTシステム行動編 

生産 

製造 

品質 

実際のIoTシステムの解説を通じ、安全性や安定性の高い標準化、シ

ンプル化されたシステム構築について学習しながら、真の IoTシステム構

築について考えていきます。 

貿易実務検定®B・C級対応 

よくわかる貿易実務コース 
貿易 

貿易実務検定®Ｂ・Ｃ級に合格するために、貿易実務と貿易実務英

語の要点をわかりやすく解説しています。輸出入業務や貿易取引に必

須の英文ビジネスレター、書類の読解力等を学習します。 
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コース名 分野 内容 

貿易実務オンライン講座（基礎

編） 
貿易 基本的な輸出・輸入の流れを体系的に学びます（テキスト付）。 

貿易実務オンライン講座（応用

編） 
貿易 

貿易取引におけるコスト削減、リスク回避の方法を学び、24 のトラブル

事例から対処法を身につけます（テキスト付）。 

貿易実務オンライン講座（英文契

約編） 
貿易 

「売買契約」、「販売店・代理店契約」を中心に英文契約書作成の力

をつけます（テキスト・契約書サンプル集付）。 

即効 Excelシリーズ 瞬速!Excelデ

ータ集計徹底活用コース 
IT・パソコン 

Excel集計・抽出の基礎からピボットテーブルやクロス集計、結果の分

析方法まで学習します。 

もう探さない！データのスマート整理

術（Windows10） 
IT・パソコン 

Windows10 の便利な機能からクラウドやマルチデバイスの活用まで、

デジタル時代におけるデータ・情報整理の考え方やテクニックを学び、ム

ダな探す時間を減らし、仕事をより効率的に進めます。 

なんとなく使っている人のための 

Outlook操作時間を 80％短縮す

る 

IT・パソコン 

Outlook の操作時間短縮につながるテクニックと自分なりのカスタマイズ

方法を身につけるコースです。ムダなく効率的な操作方法と自分の使い

方にあった操作・設定を学ぶことで操作時間を短縮します。 

はじめて学ぶWord&Excel基本コ

ース(2013-2019) 
IT・パソコン 

Windowsの基礎知識とWordとExcelの基礎を一度に学習できる、

初心者向けコースです。操作画面満載のテキストにそってキーを押して

いくだけで、操作法を習得します。 

よくわかる

Word&Excel&PowerPoint201

9 マスターコース 

IT・パソコン ビジネス主要 3 アプリをまとめて習得します。 

やさしく学べる Excel VBA入門

（2013-2019） 
IT・パソコン 

Excel VBA の基礎知識からプログラミングまでサンプルデータを使った演

習で着実に身につけます。自分独自のマクロなどを作成して、業務効率

を向上させます。 

マクロで Excel業務を 80％削減す

る（2013-2019） 
IT・パソコン 

手間と時間のかかるExcelルーチンワークの自動化・効率化を実現する

マクロの作成方法を学習します。豊富なサンプルデータで自分の業務に

合ったマクロを作成できます。 

時短＆ミスゼロ 

面倒作業を自動化！マクロ＆VBA

マスター 

IT・パソコン 

マクロ・VBAの基本を学習し終えた人を対象に、作りたいマクロを作れる

ようになるための知識・スキルを習得するコースです。サンプルデータを利

用して、実際に VBA の操作をしながら学習をすすめ、業務効率化につ

ながる事例を多数取り入れることで、「こんな作業を効率化したい」「こん

な面倒な作業、一瞬で終わるようにしたい」といった悩みに応える実践

的なマクロ・VBA活用方法を学びます。 
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コース名 分野 内容 

仕事に差がつく！ Excel時短テクニ

ック 
IT・パソコン 

Excel でよく使う表計算から Excel関数やグラフ作成、ピボットテーブル

での集計、マクロの作成まで、面倒な作業を時短につなげる 121 のテク

ニックを紹介しています。また、テキストで使用しているサンプルファイル

は、練習用に活用できます。 

魅せる！PowerPoint プレゼンコー

ス(2013-2019) 
IT・パソコン 

色・レイアウト・デザインや、表・図解・アニメーションなど、説得力あるスラ

イド作成に必要な数々のワザを習得し、ワンランク上の説得力あるプレ

ゼンテーションを実現します。 

AI・RPA導入のための業務フロー作

成 
IT・パソコン 

AI時代の業務のあり方や RPA の概要を学び、業務フローを作成する

目的を理解します。 

Python で学ぶ機械学習入門 IT・パソコン Python の基本操作を習得 

マネージャーのための AI導入コース IT・パソコン ビックデータ活用でビジネス改革を目指します。 

数式・Pythonなしでわかるディープ

ラーニング入門 
IT・パソコン ビックデータ活用でビジネス改革を目指します。 

～DX時代の必須知識～ IT マネ

ジメント基本 
IT・パソコン 

ＩＴ領域で押さえておくべき基本的な知識を習得し、ビジネスの推進や

組織のマネジメントに必要な意思決定のための基盤を構築します。 

技ありシリーズ 仕事を自動化・効率

化する！ Excel&Python入門 
IT・パソコン 

Python とプログラミングの基礎を学び、Excel を自動化して業務の効

率化に役立てることを目指すコースです。実際にPythonでExcelを自

動化するプログラムを動かすことで、それらを実際の業務に活用するコツ

を身につけることを目指します。 

～知ることから始めよう～ 早わか

り！ SDGs 
IT・パソコン 

対応が急務となりつつある SDGs／ESG について体系的に学びます。

教材には各種ガイドラインを網羅しており、これから取り組もうとしている

企業や団体にお勧めのコースです。 

技ありシリーズ 仕事が速く・ラクにな

る！ Excel マクロ＆VBA入門 
IT・パソコン 

Excel のマクロと VBA のしくみやコード(プログラム)を、基礎からやさしく

理解します。実践的な例をもとにした学習で、マクロと VBA を使って

Excel の作業を自動化し、業務の効率化を図る方法を身につけます。

初めて VBA に触れる方でもわかりやすい内容になっています。 

Excel マクロ＆VBA入門

（2019/2016/2013） 
IT・パソコン 

簡単なプログラムを組むことでExcelの作業を簡便化・自動化する機能

であるマクロと VBA を学ぶ講座です。 

営業のための Excel ＆

PowerPoint

（2019/2016/2013対応） 

IT・パソコン 
営業の一連のプロセスを素材に、Excel と PowerPoint のスキルアップ

を目指していく講座です。 

マクロなしでできる！Excel集計・抽

出テクニック（2016/2013対応） 
IT・パソコン 

Excel機能と関数の 250以上の集計・抽出テクニックを学び、あらゆる

表に対応できるチカラを身につけます。 
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コース名 分野 内容 

【オーダーメイド課題】Excel 2019 IT・パソコン 
Excel の基礎知識と操作を学びます。能力に応じた課題が与えられ、

着実なスキルアップが期待できます。 

知識ゼロからの Web・5G・IoT・

MaaS・AI・ブロックチェーン 100 

（郵便/WEB）添削選択 

IT・パソコン 
これからのビジネスに必要な ICT の基礎知識を学び、テクノロジーを理

解・活用するための基礎力を高めます。 

新・きれいに書けるボールペン字入門 

～ビジネスペン字の決定版！文部

科学省認定 

健康・教養 文部科学省認定講座 

疲れがとれてパフォーマンスがあが

る！ 

マインドフルネス入門（瞑想アプリ

付） 

健康・教養 

欧米のビジネスエリートが実践するセルフケア法である「マインドフルネス」

の正しい実践法を習得し、心身の安定と仕事のパフォーマンスを向上さ

せます。 

これならわかる！ 資産運用と金融

商品の基礎知識 
健康・教養 

このコースでは、資産運用の基礎知識からそれぞれの金融商品の特徴

やリスク、課税関係、上手な選び方などをテキストと別冊で学習します。

また、確定拠出年金制度を解説した小冊子がついていますので、確定

拠出年金制度に適した金融商品について学ぶのにも最適です。 

～心配が安心に変わる～ 今すぐ備

える！ 防災の基本 
健康・教養 

災害から自分自身や家族、職場の仲間などを守るための「備え」につい

て、今からすぐにできる具体的な方策を学べるコースです。基本的な考

え方と応用できる知恵を身につけ、「在宅避難」「分散避難」についても

理解を深めます。日常のちょっとした工夫や知恵で、災害に遭遇しても

ダメージを最小限に抑える手立てを考えていくコースです。 

１からはじめる！  「栄養学」 健康・教養 

充実したビジネスライフを送るために、健康でいることは欠かせません。こ

のコースでは、栄養学の基本的な知識の学習を通じて、ビジネスパーソ

ンが自らの食生活を振り返り、食を通じた健康増進を図れるようになり

ます。 

知識ゼロからの 税金・年金・保険・

相続・貯蓄・投資・住宅ローン 100 

（郵便添削/Web添削）選択 

健康・教養 
税金から相続、投資、住宅ローンまで、人生に関わる「お金」のことを学

ぶ講座です。 

いつもの生活で無理なく実践！ 「疲

れにくい」カラダをつくる（グッズなし) 
健康・教養 

「疲れにくい」カラダづくりを目指し、正しい健康知識の習得や、「疲れ」に

効くテクニックを実践します。 

いつもの生活で無理なく実践！ 「疲

れにくい」カラダをつくる（グッズ付) 
健康・教養 

「疲れにくい」カラダづくりを目指し、正しい健康知識の習得や、「疲れ」に

効くテクニックを実践します。スマートウォッチ付き！ 

危険物取扱者受験講座（乙種） 資格 
基礎知識習得→例題→レポート→模擬テストのシステムで学習して、

試験合格の実力を身につけます。 
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コース名 分野 内容 

これだけで受かる 

第 1種衛生管理者受験コース 
資格 

初心者でも確実に、第 2種衛生管理者試験に合格するための重要ポ

イントをマスターします。試験対策で必要な用語や、実際の事業場・職

場で役立つ衛生管理知識を習得します。 

これだけで受かる 

第 2種衛生管理者受験コース 
資格 

初心者でも確実に、第 2種衛生管理者試験に合格するための重要ポ

イントをマスターします。試験対策で必要な用語や、実際の事業場・職

場で役立つ衛生管理知識を習得します。 

第二種電気工事士受験講座 資格 
図や写真が豊富なわかりやすいテキストと、例題や章末問題のていねい

な解説で、効率的に合格へ向けた学習ができます。 

危険物取扱者受験講座（甲種）

《Web提出可》 
資格 

基礎知識習得→例題→レポート→模擬テストのシステムで学習し、試

験合格の実力を身につけます。 

メンタルヘルスマネジメント検定Ⅱ種

ラインケアコース(郵便添削/Web添

削)選択 

資格 ドリル式問題集と過去問題で実力アップ 

メンタルヘルスマネジメント検定Ⅲ種

セルフケアコース(郵便添削/Web添

削)選択 

資格 ドリル式問題集と過去問題で実力アップ 

日商簿記検定受検講座 2級・3

級 7 ヶ月コース 
資格 簿記のいろはから 2級合格レベルまで学習します。 

第二種電気工事士「複線図書き方

トレーニング」 
資格 

電気工事士技能試験では、複線図を書くことによって要領よく作業を

進めることができ、作品の確認にも役立ちます。複線図の書き方を理解

し、スピーディーに書けるようにトレーニングしていきます。 

危険物取扱者乙種４類(Web講

義付) 
資格 Web講義とテキストでポイントを押さえながら学びます。 

電験三種・各科目(直前Web講義

付)（1）理論（2）電力（3）機

械（4）法規 選択） 

資格 Web講義とテキストでポイントを押さえながら学びます。 

知っておきたい ICT の基礎（Web

講義付） 
IT・パソコン Web講義とテキストでポイントを押さえながら学びます。 

日商簿記３級（Web動画付） 資格 基礎から決算まで全てを解説したWeb講義で学習します。 

日商簿記２級（Web動画付） 資格 基礎から決算まで全てを解説したWeb講義で学習します。 

情報セキュリティマネジメント（Web

講義付） 
資格 Web講義とテキストでポイントを押さえながら学びます。 
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コース名 分野 内容 

基本情報技術者 試験対策

（Web講義付(1)C (2) Java 

(3)Python (4)CALSⅡ(5)表計

算 選択 

資格 Web講義とテキストでポイントを押さえながら学びます。 

応用情報技術者 試験対策

（Web講義付） 
資格 Web講義とテキストでポイントを押さえながら学びます。 

情報処理安全確保支援士（Web

講義付） 
資格 Web講義とテキストでポイントを押さえながら学びます。 

衛生管理者受験合格（第一種） 資格 
一発合格を目指そうとする人を対象にしたテキストを使用し、効率的に

かつ短期間で学んでいきます。 

衛生管理者受験合格（第二種） 資格 
一発合格を目指そうとする人を対象にしたテキストを使用し、効率的に

かつ短期間で学んでいきます。 

 
 


