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キャリア⾃律⼈的資本に
関する情報開⽰

リスキリング学び直し

1

ライトワークスの eラーニング受け放題
エンタープライズの多様な⼈材開発の現場に「学びのスタンダード」を提供してきたライトワー
クスが提案する新しい学びのかたち “まなびプレミアム” が、貴社のお悩みをまるごと解決します。

1000以上の豊富なeラーニングやコースラインナップと使いやすいユーザーインターフェースで、
従業員の「⾃律学習」を促進します。

“まなびプレミアム” 3つの特⻑

⾼い
コストパフォーマンス

企業教育現場に適した
クオリティ＆ラインナップ

かつ低価格

発展性

⾃律学習ポータルから
学習プラットフォームへの

連携がスムーズ

学びの仕掛け

学びが楽しくなる、
⾃律学習が加速する

仕掛け

1 2 3

教育現場でよく聞くお悩み
⼈的資本経営が求められるこれからの時代において、「リスキル・学び直し」等の学習機会の戦
略的提供は、⼈材戦略における重要な要素となっています。

コストの都合で
⼀部の社員にしか
研修や学習環境を
届けられない…

研修、eラーニング、
OJT…いろいろな教育
施策を実施してきたが
だんだん管理が⼤変に
なってきた…

社員ひとりひとり
もっと⾃主的に
学習してほしい…
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情報セキュリティ関連 ハラスメント対策コンプライアンス

管理職向け中堅社員向け

若⼿社員向け

全社教育

2

1. ⾼いコストパフォーマンス
充実の教材ラインナップ

⻑年エンタープライズのニーズに応え続けてきたことで、ライトワークスには、企業が求めるク
オリティに応える制作ノウハウと、教育現場に必要なラインナップが充実しています。

• ⼀⾊先⽣の法律レッスン
• 反社会的勢⼒排除の基礎知識
• 事例で学ぶ特許・実⽤新案
• 業務フローで学ぶ下請法 等

• 論理的思考を⾝につけるクリティカルシンキング
• ビジネスの課題を解決する数値分析

• 多様なスタイルを持つリーダーシップ
• ⾦融取引の基礎

• ダイバーシティのエッセンス
• 部下を育て組織を強くする1on1ミーティング

• SOGIハラスメント対策の
基礎知識
• パワーハラスメント対策の
基礎知識 等

• 情報セキュリティのエッセン
ス
(サイバー攻撃対策)
• ISMSのエッセンス
• SNSのモラルとルール 等

階層別教育

• ビジネスマナー
• ビジネス⽂書

• タイムマネジメント

内定者・新⼊社員向け
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（eラーニング受け放題サービスポジショニングマップ）

低コスト

⾼コスト

コ
ン
テ
ン
ツ
の

幅
が
狭
い

コ
ン
テ
ン
ツ
の

幅
が
広
い

LMS（学習管理システム）を収益基盤に持つライトワークスだからこそ、多様なコンテンツを
破格のコストで提供可能です。

A社 B社

経営⼈材向けのコンテンツ
が充実しているが、⾼価格
帯のため、対象が管理職以
上の社員など、限られた展
開になりがち。

1. ⾼いコストパフォーマンス
“まなび” を「選ばれた⼈のもの」から「すべての⼈のもの」へ

DX教材やIT系動画教材はじ
めラインナップは幅広いが、
⾼価格のため全社導⼊の
ハードルが⾼い。

企業の社員教育に求められるコンテンツラインナップを全ての社員へ展開できる価格で

“まなび”を「⼀部の層だけが享受できる特典」から「誰もが得られる機会/チャンス」へ！

800円/⽉
1⼈あたり

100 IDの場合 500 IDの場合 1,000 IDの場合

640円/⽉
1⼈あたり

450円/⽉
1⼈あたり

10,000 IDの場合

74円/⽉
1⼈あたり
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2. 発展性
“まなび” を「バラバラなもの」から「集約されたもの」へ

“まなびプレミアム” は、ライトワークスが提供するLMS（学習管理システム）「CAREERSHIP®」
をベースに開発されました。
そのため、CAREERSHIP®と連携させることで、他のあらゆる学習と共に集約することができます。
単なる「受け放題サービス」にとどまらない、ミライの “発展性” を⾒据えることができる唯⼀の
サービスです。

※CAREERSHIP®の導⼊は別途契約が必要です

•受講管理
•学習履歴管理
•コース化
•オートメーション化
•スキルの可視化
•スキルの管理

• スキルアップ・キャ
リアアップの可視化
• 他者/ロールモデル
の可視化

CAREERSHIP®で実現できる教育運⽤

参考・発展的運⽤のイメージ

まずは、⾃律学習・⾃⼰啓発学習の⼿段とし
てeラーニング受け放題 “まなびプレミアム”
を導⼊。

⾊々な教育施策が進⾏し、学習の⼊⼝が分散、
学習履歴データも分散して蓄積。

それぞれ個別に運⽤していた施策を⼀つの統
合的なプラットフォーム「企業内⼤学」とし
て構築。

LW UNIVERSITY ライトワークス花⼦

まなびプレミアム

LW UNIVERSITYについて

LW

LW

“まなびプレミアム” は企業内⼤学での
教育施策のひとつとして展開

オリジナル
コンテンツ
（内製教材）

集合研修 他社
コンテンツ
（eラーニング教材）

®

eラーニング
受け放題受講 受講履歴管理
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3. 学びの仕掛け
“まなび” を、「与えられるもの」から「⾃ら求めるもの」へ

私たちは、既存の知識や常識がすぐに陳腐化する「常に学んでいなければならない時代（Age of 
Learning）」に⽣きています。
だから、常に⾃ら学ぶことを求める「学ぶことがうまいひと」をつくることに、途⽅もない価値
があると考えます。
そんな考えのもと、新しいコンセプトのコンテンツシリーズを提供します。

LearningHacker 今後のラインナップ
“まなび上⼿なひとをつくる” 、楽しいシリーズが続々とリリース予定！！

なぜ、いま「LearningHacker」が必要か？

これまで、インプットする教材のことは考えら
れてきましたが、受け⼊れる器としての「学ぶ
ひと」のことは考えられていませんでした。

LearningHackerは “まなび上⼿なひとをつ
くる” ために体系化されたコンテンツです。

eラー
ニング

集合
研修 OJT

ひと ひと

学びのパフォーマンスがUP！⾃ら学ぶ･
学びを楽しむひとを育てることが⼤事！

ーコンセプトー

“まなび上⼿なひとをつくる”
＝⾃ら学ぶひと、学びを楽しむひとをつくる
⽬的のもと、学び⼿のための「学習⼿法」や
「学び⽅のヒント」に関するユニークな情報を
⼿軽に吸収できるコンテンツシリーズです。
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導⼊事例

全グループ社員約20,000⼈へ「必要な時に、必要な学び」
の機会を届けることを実現。“リスキリング” の思わぬ障壁
も解消し、学び直しが加速した。

• ⾃律的な学びが⼀部の社員に限られていた
• 気軽に学びたいeラーニングを通常研修と同じ申込式（申請-承認フローあ
り）にすることは、管理者の⼿間があるだけでなく、受講者にとっても学
びたいことを学びにくい⼼理的ハードル（「わざわざ」「今さら」など）
があった

• 全社員へ導⼊できるeラーニングを検討していたが、コスト、ラインナップ、
品質など相応しいものがなかなか⾒つからなかった

• 今後の⼈財開発戦略を⾒据え、様々な会社が提供する研修やeラーニングを
統合する必要があった

抱えていた悩み

導⼊後の成果

• 全グループ社員約20,000万⼈へ⾃律的な学びを後押しする「いつでも、どこ
でも、誰にでも」学びの機会を提供できた

• まなプレに限り⾃由受講式（申請-承認フローなし）にすることで、「今す
ぐ学習」「スキマ学習」「こっそり学習」が可能になり、受講数が徐々に増
えており、特に中堅社員の学び直しを中⼼に活⽤している。

• コンプライアンス、情報セキュリティなどの全社員向け教育や、新⼈、管理
職向けなどの階層別教育が汎⽤コンテンツで対応できる⼟台ができた。

• もともと実施していた集合研修や他社のeラーニング教材などと統合したプ
ラットフォームを構築できた

他、まなびプレミアム導⼊企業多数！
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ライトワークスについて
株式会社ライトワークスは、「ミライの『はたらく』を、明るくする」を理念に、eラーニングコ
ンテンツや、LMS（学習管理システム）を提供し、企業の⼈材育成をサポートしています。

TEL 03-5275-7370 MAIL lw-info@lightworks.co.jp

創業から20年⽬で1,500社が利⽤し、上場企業のうち売上TOP100社の47％に導⼊頂いています。

製造業界、⾦融業界、総合商社、
製薬業界、官公庁・団体、他
各種業界でぞくぞく導⼊中
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2001 2005 2010 2015 2020

1500社!!

社名 株式会社ライトワークス

設⽴ 2001年7⽉1⽇

上場市場 東京証券取引所グロース市場

所在地 〒102-0083 東京都千代⽥区麹町5-3-3 麹町KSスクエア

代表取締役 江⼝夏郎

事業概要 次世代型学習管理・⼈材開発プラットフォーム、
及び付帯するコンサルティングサービスの提供

従業員数 連結 約120名

関係⼦会社 株式会社ライトエデュケーション
来宜信息科技（上海）有限公司

URL https://www.lightworks.co.jp/

mailto:lw-info@lightworks.co.jp
https://www.lightworks.co.jp/case-studies/11985
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英 中
ベト

ナム

ビジネスス

キル
初級 ビジネス入門 タイムマネジメント

タイムマネジメントの重要性を理解し、自分のキャパシティの範囲内

で仕事をコントロールする方法を身に付けることができます。

1時間

1章 タイムマネジメント概要

2章 仕事の計画を立てる

3章 処理できる仕事量を増やす

4章 処理すべき仕事の量を減らす

5章 仕事に費やせる時間を増やす

6章 総合テスト

○ ○

ビジネスス

キル
初級 ビジネス入門 チームワーク

チームワークの重要性を理解し、共通の目標に向かってメンバーと

協力していく方法を身に付けることができます。

1時間

1章 チームワークとは 

2章 良好な関係を築く意識をもつ 

3章 良好な関係を築くよう行動する 

4章 課題を共有する 

5章 解決に向けて協力する 

6章 総合テスト

○ ○

ビジネスス

キル
初級 ビジネス入門 目標管理

目標管理の重要性を理解し、常に目標をもって仕事に取り組む方

法を身に付けることができます。

1時間

1章 目標管理概要 

2章 目標の設定方法を知る 

3章 目標の達成方法を知る 

4章 目標の管理方法を知る 

5章 総合テスト

○ ○

ビジネスス

キル
初級 ビジネス入門 ビジネスマナー

ビジネスマナーの重要性を理解するとともに、基本的なビジネスマ

ナー実践の方法を身に付けることができます。

1時間30

分

1章 ビジネスマナー概要

2章 ビジネスでの基本マナー

3章 電話応対のマナー

4章 お客様応対のマナー

5章 組織活動におけるマナー

6章 冠婚葬祭のマナー

7章 総合テスト

○ ○

ビジネスス

キル
初級 ビジネス入門 ビジネス文書

ビジネス文書の重要性を理解するとともに、ビジネス文書の作成方

法を身に付けることができます。

1時間

1章 ビジネス文書概要 

2章 社内文書 

3章 社外文書 

4章 電子メール 

5章 FAX 

6章 総合テスト

○ ○

ビジネスス

キル
初級

ゲームでサクッと学ぶ お仕

事の基本（GSL版）

自分も相手も大切にする「アサーティブコミュニ

ケーション」

アサーションとは「自分も相手も大切にする自己表現の方法」で

す。本教材を通じて、若手社員が直面しがちなコミュニケーション

シーンの確認と、そのシーンに関連したクイズの実施を通じてアサー

ションについて学び、上司・同僚・顧客との最適なコミュニケーション

の方法を身につけることができます。早期退職の防止にも役立つ教

材です。 1時間30

分

はじめに

セルフチェック

「過度な要求」

「感情的な攻撃」

「不公平に感じる叱責」

「不愉快な行為」

「放任主義」

「専門外の指示」

「理不尽な攻撃」

「内に秘めた不満」

「配慮が欲しいとき」

「無理難題」

虎の巻

ビジネスス

キル
初級

ゲームでサクッと学ぶ お仕

事の基本（GSL版）
GSL戦国ビジネスマナー

若手社員が実務で最低限必要となるビジネスマナーの基礎知識

をクイズ形式のゲームを通じて学ぶことができます。ゲームの要素を

盛り込むことで、受講者が能動的かつ無意識的に知識を獲得する

工夫を施しました。 1時間

オープニング

「疾風！来客訪問城」

「怒涛！言葉城」

「激烈！通信城」

「風雲！社内城」

「決戦！確認城」

虎の巻

ビジネスス

キル
初級

ゲームでサクッと学ぶ お仕

事の基本（GSL版）

部課長＆お客様と盛り上がる「バブル崩壊の

真実」

「政治」「国際」「経済・産業」「エネルギー・テクノロジー」「社会」

「文化・スポーツ」の6つの分野について、最新の時事を楽しみなが

ら学ぶことができます。
30分

オープニング

「グルメ・スポット・ファッション」

「ブーム・カルチャー」

「時事・社会」

「芸能・スポーツ」

「バブル経済・政治」

ビジネスス

キル
初級

ゲームでサクッと学ぶ お仕

事の基本（GSL版）
クイズで学ぶ「一般常識」

一般常識についてクイズ形式で学び、社会人としてのビジネス基礎

力を強化することができます。

30分

「言葉遣い」

「手紙・メールのマナー」

「電話・会社訪問のマナー」

「ビジネス用語」

「企業・業界知識」

「慣用句・ことわざ」

共同著作：株式会社日経HR

ビジネスス

キル
初級

ゲームでサクッと学ぶ お仕

事の基本（GSL版）
クイズで学ぶ「政治・経済のキホン」

政治・経済の基本についてクイズ形式で学び、社会人としてのビジ

ネス基礎力を強化することができます。

30分

「国会・内閣・政党」

「憲法・法律・裁判」

「世界と日本」

「国際機関」

「金融・財政」

「地方自治・産業」

共同著作：株式会社日経HR

ビジネスス

キル
初級

ゲームでサクッと学ぶ お仕

事の基本（GSL版）
クイズで学ぶ「社会のキホン」

社会の基本についてクイズ形式で学び、社会人としてのビジネス基

礎力を強化することができます。

30分

「国民生活（1）」

「国民生活（2）」

「日本地理」

「世界地理」

「日本史」

「世界史」

共同著作：株式会社日経HR

ビジネスス

キル
初級

ゲームでサクッと学ぶ お仕

事の基本（GSL版）
クイズで学ぶ「文化・スポーツのキホン」

文化・スポーツの基本についてクイズ形式で学び、社会人としてのビ

ジネス基礎力を強化することができます。

30分

「文学」

「芸術」

「思想」

「芸能」

「スポーツ」

共同著作：株式会社日経HR

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセンシャル 10分

【1】基礎編

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセンシャル 15分

【2】ものの見方・課題設定編

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセンシャル 20分

【3】情報分析・推論編

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセンシャル 10分

【4】主張編

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセンシャル 5分

【1】基礎編

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセンシャル 15分

【2】数値を比較する

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセンシャル 15分

【3】数値を分解する

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセンシャル 15分

【4】数値の法則性を見い出す

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセンシャル 15分

【1】アカウンティングとは？

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセンシャル 30分

【2】損益計算書

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセンシャル 35分

【3】貸借対照表

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセンシャル 15分

【4】キャッシュフロー計算書

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセンシャル 30分

【5】財務分析

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセンシャル 10分

【1】マーケティングとは？

ビジネスにおけるコミュニケーション能力の基盤となる論理的思考お

よび論理的コミュニケーションの基礎を身に付けることができます。

ビジネスを行う上で必要な、数値分析の基礎および適切な仮説を

立ててアクションにつなげる方法を身に付けることができます。

ビジネスを行う上で必要な、財務会計の基礎を身に付けることがで

きます。

ビジネスを行う上で必要な、マーケティングの考え方を身に付けるこ

とができます。

論理的思考を身につけるクリティカルシンキン

グ

ビジネスの課題を解決する数値分析

ビジネスの成果を数字で表すアカウンティング

売れる仕組みを作るマーケティング

目次大カテゴリ 中カテゴリ

標準

学習時

間

外国語対応

カテゴリ 講座タイトル 教材概要
備考

（監修者情報等）

（注）動作対応環境詳細については製品サポートページ https://www.lightworks.co.jp/support/environment をご参照ください。

 © LIGHTWORKS Corporation.
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まなびプレミアム対象eラーニング教材一覧 Ver.2023.05.01

英 中
ベト

ナム

目次大カテゴリ 中カテゴリ

標準

学習時

間

外国語対応

カテゴリ 講座タイトル 教材概要
備考

（監修者情報等）

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセンシャル 10分

【2】環境分析

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセンシャル 15分

【3】STP分析

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセンシャル 25分

【4】4P分析

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセンシャル 15分

【5】長期的戦略課題

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセンシャル 10分

【6】購買プロセス

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセンシャル 15分

【1】リーダーシップの概要

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセンシャル 25分

【2】4つのスタイル

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセンシャル 15分

【1】ファイナンスとは何か？

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセンシャル 20分

【2】ビジネスの経済的価値とは何か？

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセンシャル 15分

【3】キャッシュフローとは何か？

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセンシャル 25分

【4】リスクとは何か？

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセンシャル 25分

【5】ビジネスのリスクとリターン

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセンシャル 15分

【6】企業価値

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセンシャル 25分

【1】基礎編

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセンシャル 35分

【2】ポジションによる競争優位

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセンシャル 15分

【3】組織能力による競争優位

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセンシャル 25分

【4】戦略立案に役立つツール

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセンシャル 30分

【5】経営戦略の策定プロセス

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセンシャル 20分

【1】基礎編

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセンシャル 30分

【2】応用編

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセンシャル 20分

【1】基礎編

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセンシャル 25分

【2】ネゴシエーションの基本構造

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセンシャル 35分

【3】交渉戦略の立案

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセンシャル 20分

【4】交渉戦略の実践

ビジネスス

キル
中級 Business Essentials The Essence of Critical Thinking 10時間 ○

ビジネスス

キル
中級 Business Essentials The Essence of Numerical Analysis 10時間 ○

ビジネスス

キル
中級 Business Essentials

The Essence of Corporate

Management
10時間 ○

ビジネスス

キル
中級 Business Essentials The Essence of Accounting 10時間 ○

ビジネスス

キル
中級 Business Essentials The Essence of Marketing 10時間 ○

ビジネスス

キル
中級 Business Essentials The Essence of Strategic Thinking 10時間 ○

ビジネスス

キル
中級 Business Essentials The Essence of Leadership 8時間 ○

ビジネスス

キル
中級 Business Essentials The Essence of Finance 8時間 ○

ビジネスス

キル
中級 Business Essentials

The Essence of Management

Strategy
8時間 ○

ビジネスス

キル
中級 Business Essentials The Essence of Communication 8時間 ○

ビジネスス

キル
中級 Business Essentials The Essence of Negotiation 10時間 ○

ビジネスス

キル
中級 商务技能经典系列 批判性思维的精髓 10時間 ○

ビジネスス

キル
中級 商务技能经典系列 数值分析的精髓 10時間 ○

ビジネスス

キル
中級 商务技能经典系列 市场营销的精髓 10時間 ○

ビジネスス

キル
中級 商务技能经典系列 领导力的精髓 8時間 ○

ビジネスス

キル
中級 商务技能经典系列 金融学的精髓 10時間 ○

ビジネスス

キル
中級 商务技能经典系列 经营战略的精髓 10時間 ○

ビジネスス

キル
中級 商务技能经典系列 会计的精髓 10時間 ○

Win-Winな合意を目指すネゴシエーション

ビジネスを行う上で必要な、マーケティングの考え方を身に付けるこ

とができます。

リーダーが身に付けるべき知識、能力要件と、状況に応じて発揮す

べきリーダーシップ、スタイルの基本を身に付けることができます。

ファイナンス理論を用いた投資の意思決定の方法を身に付けること

ができます。

経営戦略の基礎理論を理解し、戦略分析、戦略立案を行うため

の基本的なフレームワークについての知識を身に付けることができま

す。

ビジネスにおいて、適切かつ効果的なコミュニケーションを行うための

方法を身に付けることができます。

交渉プロセスを理解した上で、効果的な交渉の方法を身に付ける

ことができます。

売れる仕組みを作るマーケティング

多様なスタイルを持つリーダーシップ

ビジネスの意思決定をするファイナンス

競争を勝ち抜くための経営戦略

ビジネスを円滑に進めるためのコミュニケーショ

ン

（注）動作対応環境詳細については製品サポートページ https://www.lightworks.co.jp/support/environment をご参照ください。
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まなびプレミアム対象eラーニング教材一覧 Ver.2023.05.01

英 中
ベト

ナム

目次大カテゴリ 中カテゴリ

標準

学習時

間

外国語対応

カテゴリ 講座タイトル 教材概要
備考

（監修者情報等）

ビジネスス

キル
中級 商务技能经典系列 谈判的精髓 10時間 ○

ビジネスス

キル
中級 商务技能经典系列 沟通的精髓 10時間 ○

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセスキル診断 クリティカル・シンキング スキル診断

クリティカル・シンキングに関する基礎的なスキルを把握することができます。
20分

－

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセスキル診断 数値分析 スキル診断

数値分析に関する基礎的なスキルを把握することができます。
20分

－

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセスキル診断 アカウンティング スキル診断

アカウンティングに関する基礎的なスキルを把握することができます。
50分

－

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセスキル診断 マーケティング スキル診断

マーケティングに関する基礎的なスキルを把握することができます。
60分

－

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセスキル診断 リーダーシップ スキル診断

リーダーシップに関する基礎的なスキルを把握することができます。
20分

－

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセスキル診断 ファイナンス スキル診断

ファイナンスに関する基礎的なスキルを把握することができます。
30分

－

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセスキル診断 経営戦略 スキル診断

経営戦略に関する基礎的なスキルを把握することができます。
50分

－

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセスキル診断 コミュニケーション スキル診断

コミュニケーションに関する基礎的なスキルを把握することができます。
20分

－

ビジネスス

キル
中級 ビジネスエッセスキル診断 ネゴシエーション スキル診断

ネゴシエーションに関する基礎的なスキルを把握することができます。
40分

－

ビジネスス

キル
中級 論理構築 問題発見の基本

ビジネスにおける問題発見の重要性と基本的な知識を学習しま

す。

30分

・今の時代に必要なスキルとは

・解決すべき真の問題は何か？

・【ケースで考える】解決すべき真の問題は何か？

・曖昧な要求に応える

・【ケースで考える】曖昧な要求に応える

・「問題」とは何か？

・【ケースで考える】「問題」とは何か？

・問題発見のチェックポイント

・確認テスト

○

ビジネスス

キル
中級 論理構築 問題発見のスキル

ビジネスに役立つ基礎的な問題発見の手法をケースを交えて学習

します。

30分

・なぜ論理的思考力が必要なのか

・多面的に見る

・【ケースで考える】多面的に見る

・システム思考で全体のつながりを見る

・【ケースで考える】システム思考で全体のつながりを見る

・思い込みを排除する

・【ケースで考える】思い込みを排除する

・批判的に考える

・【ケースで考える】思批判的に考える

・なぜ論理把握が必要なのか

・因果関係に注意する

・【ケースで考える】因果関係に注意する

・コンテキスト思考で見えない背景を読み取る

・【ケースで考える】コンテキスト思考で見えない背景を読み取る

・安易な一般化に注意する

・【ケースで考える】安易な一般化に注意する

・原点に立ち戻る

・【ケースで考える】原点に立ち戻る

・確認テスト

○

ビジネスス

キル
中級 論理構築 問題解決の基本

ビジネスにおける問題解決の基礎知識と代表的な手法やフレーム

ワークをケースを交えて学習します。

30分

・真の問題解決とは

・問題解決のプロセス

・問題を深掘りして定義する

・問題の根本原因を見つける

・【ケースで考える】問題の根本原因を見つける

・問題の要素を整理するコツ＜MECEに考える＞

・MECEに分解するための3つの切り口

・フレームワークを活用してMECEに考える

・【ケースで考える】3Cのフレームワーク

・Whyツリーで問題を要素分解する

・【ケースで考える】Whyツリーで問題を要素分解する

・対策の立案とは

・【ケースで考える】対策の立案

・仮説と検証を繰り返す

・【ケースで考える】仮説と検証を繰り返す

・Howツリーで対策を考える

・【ケースで考える】Howツリーで対策を考える

・対策の優先順位を決める

・実行計画への反映と実施

・確認テスト

○

ビジネスス

キル
中級 論理構築スキル診断 問題発見・問題解決 スキル診断

問題発見・問題解決に関する基礎的なスキルを把握することがで

きます。
40分

－

ビジネスス

キル
中級 ビジネス・コミュニケーション ヴォイスセラピー(R)による接客力向上の極意

接客における声の重要性を理解し、コミュニケーションを円滑にする

ための練習方法を体得することができます。
1時間

1章ヴォイスセラピーとは

2章理想の店舗体験

3章ヴォイスセラピー10のトレーニング

4章クイズ

ビジネスス

キル
中級 ビジネス・コミュニケーション クレーム対応の極意

クレームとは何かを理解し、クレームの基本的な対処方法を身に付

けることができます。

1時間

1章 はじめに 

2章 一般的なクレームへの対応 

3章 セルフチェック 

4章 悪質なクレームへの対応 

5章 反社会的勢力への対応 

6章 ケーススタディー 

7章 確認テスト 

制作・著作：株式会社ライトワークス／株式

会社エス・ピー・ネットワーク

ビジネスス

キル
中級 ビジネス・コミュニケーション

Japanese Culture and Japanese

Business Ways（日本の文化とビジネスの

あり方）

外国人が日本企業で働く際の文化背景の相違を理解し、外国人

の視点から見た日本のビジネススタイルの独自性を把握する事がで

きます。

45分

第1章 日本のエチケット

第2章 日本語コミュニケーションスタイル

第3章 日本の働き方

第4章 報告、発表、会議

第5章 日本の意思決定
○ ○

・日本語版はなし

・3ヶ月間での提供のみ

制作・著作：ジャパン・インターカルチュラル・コ

ンサルティング／株式会社ライトワークス

ビジネスス

キル
中級 ビジネス・コミュニケーション

日本的文化和商?工作方式（日本の文化

とビジネスのあり方）

外国人が日本企業で働く際の文化背景の相違を理解し、外国人

の視点から見た日本のビジネススタイルの独自性を把握する事がで

きます。
45分

第1章 日本のエチケット

第2章 日本語コミュニケーションスタイル

第3章 日本の働き方

第4章 報告、発表、会議

第5章 日本の意思決定

○ ○

・日本語版はなし

・3ヶ月間での提供のみ

制作・著作：ジャパン・インターカルチュラル・コ

ンサルティング／株式会社ライトワークス

ビジネスス

キル
中級

マネジメント応用スキル診

断
経営戦略II スキル診断

経営戦略の応用的なスキルを把握することができます。

30分

－

○

ビジネスス

キル
中級

マネジメント応用スキル診

断
マーケティングII スキル診断

マーケティングの応用的なスキルを把握することができます。

30分

－

○

ビジネスス

キル
中級

マネジメント応用スキル診

断
アカウンティングII スキル診断

アカウンティングの応用的なスキルを把握することができます。

1時間

－

○

ビジネスス

キル
中級

マネジメント応用スキル診

断
財務会計II スキル診断

財務会計の応用的なスキルを把握することができます。

30分

－

（注）動作対応環境詳細については製品サポートページ https://www.lightworks.co.jp/support/environment をご参照ください。
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英 中
ベト

ナム

目次大カテゴリ 中カテゴリ

標準

学習時

間

外国語対応

カテゴリ 講座タイトル 教材概要
備考

（監修者情報等）

ビジネスス

キル
中級

マネジメント応用スキル診

断
管理会計II スキル診断

管理会計の応用的なスキルを把握することができます。

30分

－

○

ビジネスス

キル
中級

マネジメント応用スキル診

断
ファイナンスII スキル診断

ファイナンスの応用的なスキルを把握することができます。

1時間

－

○

ビジネスス

キル
中級

マネジメント応用スキル診

断
リーダーシップII スキル診断

リーダーシップの応用的なスキルを把握することができます。

30分

－

○

ビジネスス

キル
中級

マネジメント応用スキル診

断
マネジメント応用総合 スキル診断

マネジメント全般の応用的なスキルを把握することができます。

1時間

－

○

ビジネスス

キル
中級 DX推進 デザイン思考の基本

デザイン思考とは何かについて知識を深める教材です。定義のほ

か、ビジネスにおいて求められる背景、イノベーションとの関係性、実

践方法などについて学びます。 20分

はじめに

デザイン思考とは何か

理解度をチェック 監修：中野明

ビジネスス

キル
中級 DX推進 デザイン思考のステップ1

ユーザーの隠れたニーズを発見するために不可欠な、「行動観察」

および「共感」の方法について理解を深めます。
20分

はじめに

行動を観察し共感する

理解度をチェック 監修：中野明

ビジネスス

キル
中級 DX推進 デザイン思考のステップ2

ユーザーの本音（インサイト）を見つけ出し、問題を定義するため

の手法について理解を深めます。
20分

はじめに

インサイトを見つけ出す

理解度をチェック 監修：中野明

ビジネスス

キル
中級 DX推進 デザイン思考のステップ3

発想の幅を広げ、多様な解決策を創出するための方法について理

解を深めます。
20分

はじめに

解決策を創造する

理解度をチェック 監修：中野明

ビジネスス

キル
中級 DX推進 デザイン思考のステップ4

デザイン思考の特徴的な開発手法である「ラピッド・プロトタイピン

グ」について理解を深めます。
20分

はじめに

プロトタイピングを繰り返し市場に投入する

理解度をチェック
監修：中野明

ビジネスス

キル
中級 DX推進 組織におけるデザイン思考

デザイン思考を組織に導入するにあたって直面する問題とその対処

方法について理解を深めます。
20分

はじめに

組織への導入ポイント

理解度をチェック 監修：中野明

ビジネスス

キル
中級 DX推進 DXの基礎知識

DXとは何か、求められる社会的な背景も含めて理解を深めます。

20分

はじめに

DXを理解する

理解度をチェック 監修：ピーシーアシスト株式会社

ビジネスス

キル
中級 DX推進 DX人材の要件（マインド＆思考法）

DXの推進に必要なマインドおよび各種思考法について理解を深

めます。

20分

はじめに

DX人材に必要なマインド＆思考法

理解度をチェック 監修：ピーシーアシスト株式会社

ビジネスス

キル
中級 DX推進 DX人材の要件（知識＆スキル）

DXの推進に必要な知識やスキルについて理解を深めます。

20分

はじめに

DX人材に必要な知識＆スキル

理解度をチェック 監修：ピーシーアシスト株式会社

ビジネスス

キル
中級 DX推進 DXを推進するデジタル技術（IoT）

DXの推進に不可欠な技術の1つ、IoTについて理解を深めます。

15分

はじめに

IoTの基本

IoT活用事例

理解度をチェック

監修：ピーシーアシスト株式会社

ビジネスス

キル
中級 DX推進 DXを推進するデジタル技術（AI）

DXの推進に不可欠な技術の1つ、AIについて理解を深めます。

15分

はじめに

AIの基本

AI活用事例

理解度をチェック
監修：ピーシーアシスト株式会社

ビジネスス

キル
中級 DX推進

DXを推進するデジタル技術（クラウドコン

ピューティング）

DXの推進に不可欠な技術の1つ、クラウドコンピューティングについ

て理解を深めます。
15分

はじめに

クラウドの基本

クラウド活用事例

理解度をチェック

監修：ピーシーアシスト株式会社

ビジネスス

キル
中級 DX推進 DXを推進するデジタル技術（XR）

DXの推進に不可欠な技術の1つ、XRについて理解を深めます。

15分

はじめに

XRの基本

XR活用事例

理解度をチェック
監修：ピーシーアシスト株式会社

ビジネスス

キル

上級

（MBA）
MBAマネジメント養成講座 経営戦略

企業間の競争について理解し、競争優位を築くための戦略を立て

る上で重要なフレームワークについての知識を身に付けることができ

ます。
15時間

1章 経営戦略概論 

2章 競争の類型 

3章 市場支配力に基づく競争優位性（Structure-based

Advantages） 

4章 組織能力に基づく競争優位性（Capability-based

Advantages） 

5章 優位性のダイナミズム

○ ○

ビジネスス

キル

上級

（MBA）
MBAマネジメント養成講座 マーケティング

ビジネスで必要となるマーケティングの基本的な考え方、および経

営にかかわる判断や意思決定のビジネスフレームワークについての

知識を身に付けることができます。 15時間

1章 マーケティングの概要 

2章 マーケティング機会の分析 

3章 標的マーケットの選定  

4章 プロダクト戦略 

5章 セールスプロモーション戦略

○ ○

ビジネスス

キル

上級

（MBA）
MBAマネジメント養成講座 財務会計

企業経営における財務会計およびディスクロージャーの基本的な

考え方を身に付けることができます。
15時間

1章 財務会計の現在 

2章 財務諸表によるディスクロージャー 

3章 財務諸表の読み方－資産と負債  

4章 財務諸表の読み方－資本会計と損益計算書

ビジネスス

キル

上級

（MBA）
MBAマネジメント養成講座 管理会計

企業経営における管理会計の基本的な考え方、および原価計算

などの計算手法を身に付けることができます。
15時間

1章 管理会計と原価計算 

2章 経営管理

ビジネスス

キル

上級

（MBA）
MBAマネジメント養成講座 ファイナンス

現在価値の考え方、株式や債券の基本理論、投資の判断基

準、ポートフォリオやCAPMの理論などを身に付けることができます。

15時間

1章 現在価値と投資の意思決定 

2章 債券・株式の価格 

3章 リスク 

4章 市場の効率性と資本構成 

5章 オプション

○ ○

ビジネスス

キル

上級

（MBA）
MBAマネジメント養成講座 アカウンティング

企業経営における財務会計と管理会計の基本的な考え方を学び

ます。財務諸表を用いた各種分析手法のほか、原価計算や損益

分岐点分析の方法などを身に付けることができます。 15時間

1章 アカウンティングの現在

2章 財務諸表によるディスクロージャー

3章 財務諸表の作成－資産と負債

4章 財務諸表の作成－資本会計と損益計算書

5章 原価の計算と経営管理

○

ビジネスス

キル

上級

（MBA）
MBAマネジメント養成講座 リーダーシップ

企業経営におけるリーダーシップの基本的な考え方、およびリーダー

に必要な意思決定の手法やコミュニケーション能力を身に付けるこ

とができます。 15時間

1章 リーダーとは 

2章 モチベーション 

3章 集団形成 

4章 コミュニケーション 

5章 組織デザイン 

6章 変革

○ ○

マネジメント

スキル
管理者必修 コーチング

管理者がメンバーをサポートするために必要なコーチングの知識を

習得することができます。 2時間

1章　プレコーチング 

2章　コーチングスキル 

3章　まとめテスト

監修：山田淳子

株式会社アツコ バウンス 代表取締役

（注）動作対応環境詳細については製品サポートページ https://www.lightworks.co.jp/support/environment をご参照ください。
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まなびプレミアム対象eラーニング教材一覧 Ver.2023.05.01

英 中
ベト

ナム

目次大カテゴリ 中カテゴリ

標準

学習時

間

外国語対応

カテゴリ 講座タイトル 教材概要
備考

（監修者情報等）

マネジメント

スキル
管理者必修 労務管理

管理者がメンバーの労務管理をするために必要な知識を習得する

ことができます。
2時間

1章　労働法規と労働契約 

2章　就業規則と労働時間 

3章　労働条件と労務管理 

4章　新しい労務管理の問題 

5章　まとめテスト

監修：佐藤方俊

財団法人 日本監督士協会 常任理事

マネジメント

スキル
管理者必修 目標管理

管理者がメンバーをサポートするために必要な、目標管理の知識を

習得することができます。
2時間

1章　目標管理とは 

2章　目標設定のプロセス 

3章　目標達成のプロセス 

4章　成果評価のプロセス 

5章　まとめテスト

監修：佐藤方俊

財団法人 日本監督士協会 常任理事

マネジメント

スキル

中間管理職のためのチーム

マネジメント
部下の成長を後押しする「キャリアデザイン」

キャリアデザインとは何かを理解し、若手社員のキャリアデザインのサ

ポートとモチベーションの向上を通じて、組織のパフォーマンスアップを

実現できるようになると同時に、自身のキャリアをデザインできるよう

になることを目標としています。

1時間30

分

1章 理解度チェック

2章 キャリアデザインとは

3章 キャリアをデザインする

4章 キャリアデザインの旅

監修：西尾久美子

京都女子大学教授

マネジメント

スキル

中間管理職のためのチーム

マネジメント

メンバーのエネルギーを引き出す「フィードバッ

ク」

フィードバックとは何かを理解し、適切なフィードバックが個人および

組織の成長を促すことを理解します。ポジティブ・フィードバックとネガ

ティブ・フィードバックについて、それぞれの特徴と使い方を学ぶことが

できます。

1時間30

分

1章 理解度チェック

2章 フィードバックとは

3章 ポジティブ・フィードバック

4章 ネガティブ・フィードバック

監修：西尾久美子

京都女子大学教授

マネジメント

スキル

中間管理職のためのチーム

マネジメント
部下を一人前に育てる「デレゲーション」

権限委譲とは何かを理解し、適切な権限委譲が個人および組織

の成長を促すことを理解します。権限委譲の理論と実践方法を習

得することができます。
1時間30

分

1章 理解度チェック

2章 権限委譲とは何か？

3章 権限委譲の基盤づくり

4章 権限委譲の実践

監修：西尾久美子

京都女子大学教授

マネジメント

スキル

中間管理職のためのチーム

マネジメント
風通しのよい職場をつくる「チームビルディング」

チームビルディングとは何かを理解し、適切なチームビルディングが風

通しのいい組織をつくり組織の成長を促すことを理解します。チーム

ビルディングにおけるリーダーの役割について学ぶことができます。
1時間30

分

1章 理解度チェック

2章 チームとは何か？

3章 チームビルディングの方法

4章 リーダーの役割

監修：西尾久美子

京都女子大学教授

マネジメント

スキル

中間管理職のためのチーム

マネジメント
しなやかなチームをつくる「ダイバーシティ」

ダイバーシティとは何かを理解し、ダイバーシティの現状と課題を理

解します。中間管理職としてダイバーシティマネジメントを実践するこ

とができるようになることを目標としています。
1時間30

分

1章 理解度チェック

2章 ダイバーシティとは何か？

3章 多様な人材

4章 ダイバーシティマネジメントを実践する

監修：西尾久美子

京都女子大学教授

マネジメント

スキル

中間管理職のためのチーム

マネジメント

タフな相手を説得する「アサーティブコミュニケー

ション」

アサーティブコミュニケーション（相手を尊重ながら自己主張・自己

表現するコミュニケーション）の本質を理解し、実践するために有効

な知識やスキルを習得することができます。
1時間30

分

1章 理解度チェック

2章 アサーティブコミュニケーションの基礎

3章 アサーティブコミュニケーションの方法

4章 アサーティブコミュニケーションの応用

監修：西尾久美子

京都女子大学教授

マネジメント

スキル
管理者必修スキル診断 コーチング スキル診断

コーチングの知識を分野ごとに測定することにより、自分の現在のレ

ベルを把握することができます。 30分

－

マネジメント

スキル
管理者必修スキル診断 労務管理 スキル診断

法令や労働問題の知識を分野ごとに測定することにより、自分の

現在のレベルを把握することができます。 30分

－

マネジメント

スキル
管理者必修スキル診断 目標管理 スキル診断

目標管理の知識を分野ごとに測定することにより、自分の現在のレ

ベルを把握することができます。 30分

－

セールスス

キル
セールス基礎

セールス入門 1 ―セールスの全体像と最初

に押さえるべきポイント

セールス初心者を対象として、セールスの仕事の全体像を紹介し、

成果を上げるため理解しておくべき基本的な用語や考え方につい

て解説する。また、セールスの仕事の魅力や仕事のプロセスを説明

し、OJTの効果を高める。

30分

・セールスとは何か？

・セールスの分類(1) 誰に売るのか

・セールスの分類(2) どうやって売るのか

・セールスの分類(3) 何を売るのか

・セールスの視点を身につける方法：購買経験の振り返

り

・セールスの基本原則

・セールスの鍵を握る3つのポイント(1) 情報の非対称性

・セールスの鍵を握る3つのポイント(2) タイミング

・セールスの鍵を握る3つのポイント(3) 予算

・確認テスト

セールスス

キル
セールス基礎 セールス入門 2 ―仕事の魅力とプロセス

セールス初心者を対象として、セールスの仕事の全体像を紹介し、

成果を上げるため理解しておくべき基本的な用語や考え方につい

て解説する。また、セールスの仕事の魅力や仕事のプロセスを説明

し、OJTの効果を高める。

30分

・セールスと目標数字

・セールスの仕事のいい所

・セールスの仕事の注意点

・セールスのプロセスと求められるスキル(1) ニーズの発生

・セールスのプロセスと求められるスキル(2) ヒアリング

・セールスのプロセスと求められるスキル(3) ソリューション

提案

・セールスのプロセスと求められるスキル(4) プレゼンテー

ションとネゴシエーション

・セールスのプロセスと求められるスキル(5) 営業法務・

営業業務・ビジネス文書

・確認テスト

セールスス

キル
セールス基礎

対話を通して戦略的な情報を集めるヒアリン

グの基礎

セールス初心者を対象として、セールスで行うヒアリングの意義目

的、および効果的なヒアリングを行うためのプロセスを解説する。

40分

・ヒアリングの目的

・ヒアリングの難しさ

・ヒアリングを効果的に進める原理

・ヒアリングの準備(1) 必要情報の抽出

・ヒアリングの準備(2) ヒアリング相手の調査

・ヒアリングの準備(3) アポ取り

・ヒアリングの準備(4) ヒアリングガイドの作成

・ヒアリングの実践(1) オープニング

・ヒアリングの実践(2) 質問

・ヒアリングの実践(3) 効果的な質問の仕方

・ヒアリングの実践(4) クロージング

・ヒアリングのまとめ(1) 議事録の作成

・ヒアリングのまとめ(2) ヒアリング結果の分析

・ヒアリングのまとめ(3) 次回へのアクション

・確認テスト

セールスス

キル
セールス基礎 営業契約の基礎知識１　契約とは何か

セールス初心者を対象として、契約に関する基本事項を解説す

る。また、セールスが扱う契約書の種類を一つずつ取り上げて、それ

ぞれの契約書の意義目的やチェックポイントを説明する。

30分

・契約の成立～口約束でも契約になる？

・契約書の意義～契約書はどんな時に役立つか？

・契約書のチェックポイント～契約書と覚書ではどちらが

上？

・契約と法律の関係～契約と法律はどちらが優先され

る？

・契約違反への対応～相手が契約違反をしたらどうす

る？

・損害賠償の請求条件～どのような損害を請求の対象

にするか？

・電子契約と電子認証～印鑑がなくても契約は有効？

・電子契約導入のメリットと課題～印鑑不要以外のメ

リットは？

・確認テスト

セールスス

キル
セールス基礎

営業契約の基礎知識２　最初に知っておき

たい契約

セールス初心者を対象として、契約に関する基本事項を解説す

る。また、セールスが扱う契約書の種類を一つずつ取り上げて、それ

ぞれの契約書の意義目的やチェックポイントを説明する。

30分

・秘密保持契約～どのような場合に締結する？

・秘密保持契約のチェックポイント～既知の情報も秘密

にしなければならないの？

・売買契約～売買契約にも種類がある？

・売買契約のチェックポイント～契約不適合責任とは？

・業務委託契約～請負と委任の違いは？

・業務委託契約のチェックポイント～成果物の権利は誰

のもの？

・取引基本契約と個別契約～どちらが優先される？

・取引基本契約のチェックポイント～すべて取引基本契

約に入れておけば安心なのか？

・確認テスト

（注）動作対応環境詳細については製品サポートページ https://www.lightworks.co.jp/support/environment をご参照ください。
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英 中
ベト

ナム

目次大カテゴリ 中カテゴリ

標準

学習時

間

外国語対応

カテゴリ 講座タイトル 教材概要
備考

（監修者情報等）

セールスス

キル
セールス基礎

営業契約の基礎知識３　ビジネスで結ばれ

るその他の契約

セールス初心者を対象として、契約に関する基本事項を解説す

る。また、セールスが扱う契約書の種類を一つずつ取り上げて、それ

ぞれの契約書の意義目的やチェックポイントを説明する。

30分

・システム開発契約～請負型、委任型、混合型の違い

は？

・システム開発契約のチェックポイント～トラブル回避のた

めにすべきことは？

・代理店契約～代理店にもタイプがあるのか？

・販売代理権の範囲～独占販売と非独占販売の違い

は？

・代理店契約のチェックポイント～権利・義務と禁止事

項とは？

・提携契約～どのような提携契約が結べるのか？

・共同開発契約～契約の注意点は？

・特許ライセンス契約～特許権をライセンスするとは？

・確認テスト

セールスス

キル
セールス基礎

顧客に信頼されるソリューション提案の基礎１

ソリューション提案とは

セールス初心者を対象として、ソリューション提案を伴う営業に関す

る基本事項とソリューション提案のプロセスを解説する。
30分

・ソリューション提案の定義

・ソリューション提案と伝統的営業スタイルとの違い

・ソリューション提案のプロセス

・確認テスト

セールスス

キル
セールス基礎

顧客に信頼されるソリューション提案の基礎２

ソリューション提案の実践

セールス初心者を対象として、ソリューション提案を伴う営業に関す

る基本事項とソリューション提案のプロセスを解説する。

30分

(1) 基礎資料の整備

(2) 顧客の絞り込み

(3) 顧客へのアプローチ

(4) 顧客ニーズの把握

(5) 取引の実現性の確認

(6) ソリューション提案の作成

(7) プレゼンテーションからクロージング

(8) 後続活動

確認テスト

セールスス

キル
セールス基礎

顧客に信頼されるソリューション提案の基礎３

ソリューション提案成功の鍵

セールス初心者を対象として、ソリューション提案を伴う営業に関す

る基本事項とソリューション提案のプロセスを解説する。

30分

・買い手の行動原則を知る

・顧客から評価される営業担当になる

・リソースマネジメント

・コミュニケーション

・確認テスト

セールスス

キル
セールス基礎 プロセスでチェック！ 受発注業務の基礎知識

セールス初心者を対象として、商取引を行う際に買い手と売り手が

取り交わす各種書類（証憑）の役割と適切な作成方法について

解説する。

30分

・取引のプロセスと取引関連書類

・見積書とは何か？

・見積書の注意点

・注文書・注文請書とは何か？

・納品書とは何か？

・検収書・受領書とは何か？

・請求書とは何か？

・領収書とは何か？

・確認テスト

セールスス

キル
セールス基礎

相手の心を動かすプレゼンテーション1　プレゼ

ンテーションの基本

セールス初心者を対象として、プレゼンテーションを適切に実施する

ために必要となる各種スキルやノウハウについて解説する。																												
10分

・営業のプレゼンとは？

・営業のプレゼンの目的

・営業のプレゼンで求められるスキルとは？

・確認テスト

セールスス

キル
セールス基礎

相手の心を動かすプレゼンテーション2　プレゼ

ンテーション資料の形式

セールス初心者を対象として、プレゼンテーションを適切に実施する

ために必要となる各種スキルやノウハウについて解説する。																						

15分

・プレゼン用テンプレートを活用する

・プレゼン資料の基本構成

・プレゼンスライドの基本構成

・プレゼンスライドの作成ルール

・確認テスト

セールスス

キル
セールス基礎

相手の心を動かすプレゼンテーション3　プレゼ

ンテーション資料作成のポイント

セールス初心者を対象として、プレゼンテーションを適切に実施する

ために必要となる各種スキルやノウハウについて解説する。																	

15分

・知識のギャップに対処する

・情報をモレなく整理する

・話のつながりを明瞭にする

・ピラミッドストラクチャで構成する

・確認テスト

セールスス

キル
セールス基礎

相手の心を動かすプレゼンテーション4　プレゼ

ンテーション実施のポイント

セールス初心者を対象として、プレゼンテーションを適切に実施する

ために必要となる各種スキルやノウハウについて解説する。																													

15分

・第一印象をマネジメントする

・プレゼンの作法に留意する

・質疑応答をコントロールする

・プレゼンスキルを磨く

・確認テスト

セールスス

キル
セールス基礎

セールスパーソンのためのビジネス文書作成術

1　ビジネス文章の基本

セールス初心者を対象として、高品質なビジネス文書を作成するた

めに必要となる各種スキルやノウハウについて解説する。																									

15分

・ビジネス文書とは？

・書くために「考える」

・読み手に必要な情報を書く

・品質を管理する

・確認テスト

セールスス

キル
セールス基礎

セールスパーソンのためのビジネス文書作成術

2　ビジネス文章の作成スキル

セールス初心者を対象として、高品質なビジネス文書を作成するた

めに必要となる各種スキルやノウハウについて解説する。																													

20分

・課題の設定

・情報の収集

・推論の実践

・主張の構築

・確認テスト

セールスス

キル
セールス基礎

セールスパーソンのためのビジネス文書作成術

3　ビジネス文章の体裁

セールス初心者を対象として、高品質なビジネス文書を作成するた

めに必要となる各種スキルやノウハウについて解説する。																									

30分

・三部構成

・ピラミッドストラクチャ

・パラグラフ

・センテンス

・用語

・確認テスト

店舗オペ

レーションス

キル

店舗スタッフトレーニング お店の数字（1） 小売業界編

小売業の店舗で働くにあたり、最低限必要な数字に関する知識を

習得することができます。
1時間

1章 なぜ数字が大事なの？

2章 お店で使う数字を見てみよう

3章 数字は仕事と直結している

4章 お店で数字を使ってみよう

確認テスト

監修：黒川孝雄

株式会社フランチャイズ研究所 代表

店舗オペ

レーションス

キル

店舗スタッフトレーニング お店の数字（1） サービス業界編

サービス業を営む店舗で働くにあたり、最低限必要な数字に関する

知識を習得することができます。

1時間

1章 なぜ数字が大事なの？

2章 店舗で使う数字を見てみよう

3章 数字は仕事と直結している

4章 店舗で数字を使ってみよう

確認テスト

監修：黒川孝雄

株式会社フランチャイズ研究所 代表

店舗オペ

レーションス

キル

店舗スタッフトレーニング お店の数字（1） 飲食業界編

飲食業を営む店舗で働くにあたって、最低限必要な数字に関する

知識を習得することができます。

1時間

1章　なぜ数字が大事なの？

2章　お店で使う数字を見てみよう

3章　数字は仕事と直結している

4章　お店で数字を使ってみよう

確認テスト

監修：黒川孝雄

株式会社フランチャイズ研究所 代表

店舗オペ

レーションス

キル

店舗スタッフトレーニング 接客マナーの基本 小売業界編

店舗スタッフとして顧客満足の重要性を理解するとともに、接遇・マ

ナーの基本動作を習得します。さらに、小売業界に特化した事例

を用いることで、より実践的に学習します。
1時間

1章 接客マナーはこんなに大切

2章 接客マナーの基本動作

3章 こんなときどうする？

確認テスト

監修：黒川孝雄

株式会社フランチャイズ研究所 代表

店舗オペ

レーションス

キル

店舗スタッフトレーニング 接客マナーの基本 飲食業界編

店舗スタッフとして顧客満足の重要性を理解するとともに、接遇・マ

ナーの基本動作を習得します。さらに、サービス業界に特化した事

例を用いることで、より実践的に学習します。
1時間

1章 接客マナーはこんなに大切

2章 接客マナーの基本動作

3章 こんなときどうする？

確認テスト
監修：黒川孝雄

株式会社フランチャイズ研究所 代表

店舗オペ

レーションス

キル

店舗スタッフトレーニング 接客マナーの基本 サービス業界編

店舗スタッフとして顧客満足の重要性を理解するとともに、接遇・マ

ナーの基本動作を習得します。さらに、飲食業界に特化した事例

を用いることで、より実践的に学習します。 1時間

1章 接客マナーはこんなに大切

2章 接客マナーの基本動作

3章 こんなときどうする？

確認テスト

監修：黒川孝雄

株式会社フランチャイズ研究所 代表

（注）動作対応環境詳細については製品サポートページ https://www.lightworks.co.jp/support/environment をご参照ください。

 © LIGHTWORKS Corporation.
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英 中
ベト

ナム

目次大カテゴリ 中カテゴリ

標準

学習時

間

外国語対応

カテゴリ 講座タイトル 教材概要
備考

（監修者情報等）

店舗オペ

レーションス

キル

店舗スタッフトレーニング
店舗スタッフのための顧客満足度（CS）管

理

小売業や飲食業、サービス業などの店舗で働くにあたり、商品・

サービスの品質を高め維持する必要性と、顧客満足度（CS）と

の関係について学習します。 30分

1章 お客様とお店

2章 顧客満足度（CS）のお話

3章 まとめ

確認テスト

監修：黒川孝雄

株式会社フランチャイズ研究所 代表

店舗オペ

レーションス

キル

店舗スタッフトレーニング
店舗管理者のための顧客満足度（CS）管

理

小売業や飲食業、サービス業などの店舗で働くにあたり、店舗管理

者として理解すべき商品・サービスの品質を高め維持する必要性

と、顧客満足度（CS）との関係、顧客満足度の向上・維持の具

体的方法について学習します。 30分

1章 店舗運営における顧客満足度（CS)管理

2章 顧客満足度のコントロール

3章 顧客満足度調査と分析・改善

4章 顧客満足度を支える従業員満足度（ES）

確認テスト

監修：黒川孝雄

株式会社フランチャイズ研究所 代表

店舗オペ

レーションス

キル

店舗スタッフトレーニング チームワーク

小売業や飲食業、サービス業などの店舗で働くにあたり、組織内に

おけるチームワークの重要性を学習します。

30分

1章 チームワークが大事

2章 人間関係が基本

3章 力を合わせて大きな力を発揮しよう

4章 まとめ

確認テスト

監修：黒川孝雄

株式会社フランチャイズ研究所 代表

店舗オペ

レーションス

キル

店舗スタッフトレーニング
店舗管理者のためのコミュニケーション・人材

育成術

小売業や飲食業、サービス業などの店舗で働くにあたり、店舗管理

者がパート・アルバイトなどの人材を効果的に育成し、健全で活気

のある職場環境を構築していくための基礎的な知識や心構えにつ

いて学習します。
30分

1章 経営理念と行動指針

2章 店舗管理者の役割

3章 リーダーシップ

4章 コミュニケーション

確認テスト

店舗オペ

レーションス

キル

店舗スタッフトレーニング 労務管理のしくみ

労働基本法を中心とする労働法規に則り、労働者の労働時間、

賃金、安全衛生、採用および解雇などを適切に管理するための基

礎知識を学習します。
1時間

1章 労務管理と労働法規

2章 就業規則と代表的な労働条件

3章 そのほかの労働条件と労務管理

4章 労務管理の新課題

確認テスト

監修：社会保険労務士法人 みらいコンサ

ルティング

店舗オペ

レーションス

キル

店舗スタッフトレーニング 人事・組織管理のしくみ

組織の人事管理業務の全体像を掴むとともに 、特に店舗におけ

る人材を有効に活用するための基礎知識を学習します。

1時間

1章 組織管理

2章 人事管理

3章 人事評価と処遇制度

4章 給与計算の仕組み

確認テスト

監修：社会保険労務士法人 みらいコンサ

ルティング

店舗オペ

レーションス

キル

店舗スタッフトレーニング
お店のコンプライアンス ～働く人のためのモラル

とルール

職業人としての社会的責任を自覚するとともに、店舗の日常業務

で起こりうる法的･社会道徳的問題について、自ら適切に判断する

力を養います。 40分

1章 働く人と社会・地域

2章 身近なケースから学ぼう

3章 判断に迷ったら

確認テスト

監修：黒川孝雄

株式会社フランチャイズ研究所 代表

店舗オペ

レーションス

キル

店舗スタッフトレーニング
お店のコンプライアンス ～店舗管理者のため

のCSR

小売業や飲食業、サービス業などの店舗で働くにあたり、店舗管理

者として理解しておくべき店舗管理業務に関する法令について、そ

の法的知識と違反防止対策について学習します。 30分

1章 はじめに

2章 コンプライアンスの概要

3章 ケースで学ぶ店舗コンプライアンス

確認テスト

店舗オペ

レーションス

キル

店舗スタッフトレーニング OJTの進め方

店舗で働く店長や教育担当者がOJTを実施する上で、効果的に

スタッフを育てるための理論や手法について、実際に起こりがちな

シーンを確認しながら体系的に学習することができます。 40分

1章 基礎編（OJTとは）

2章 実践編（計画）

3章 実践編（教える）

4章 実践編（評価）

5章 まとめ

店舗オペ

レーションス

キル

店舗スタッフトレーニング 知っておくと安心！SNSの怖さ

店舗スタッフが仕事に関連した悪ふざけを安易にSNSに投稿するこ

との怖さを理解でき、慎重な行動を促すことにより、店舗スタッフお

よび企業をSNSトラブルから守ります。 20分

第1章 転落危険度セルフチェック

第2章 マンガ「転落ストーリー」

第3章 SNSの危険性

店舗オペ

レーションス

キル

ショッパーズ＆トレーナーズ・

アイ
接客オペレーション

小売業における「接客オペレーション」について学習します。「店舗ス

タッフ全員が的確な接客オペレーションを実施することの重要性」を

理解した上で、具体的にどうすればお客様に満足感を提供できる

のかをクイズを通じて学びます。

30分

なるほど接客オペレーション

クイズ！接客オペレーション

店舗オペ

レーションス

キル

ショッパーズ＆トレーナーズ・

アイ
スタッフ印象

小売業における「スタッフ印象」について学習します。「スタッフがお客

様に良い印象を与えることの重要性」を理解した上で、具体的にど

うすれば良い印象を与えられるのかをクイズを通じて学びます。 30分

なるほどスタッフ印象

クイズ！スタッフ印象

店舗オペ

レーションス

キル

ショッパーズ＆トレーナーズ・

アイ
売場演出

小売業における「売場演出」について学習します。「売場演出がな

ぜ必要なのか」を理解した上で、クイズを通じて「具体的な演出方

法」についての理解を深めていきます。 25分

なるほど売場演出

クイズ！売場演出

店舗オペ

レーションス

キル

ショッパーズ＆トレーナーズ・

アイ
説明・提案

小売業における「説明・提案」について学習します。「店舗スタッフ

全員がお客様に対して適切な説明と提案を実施することの重要

性」を理解した上で、具体的にどうすればお客様に満足感を提供

できるのかをクイズを通じて学びます。

25分

なるほど説明・提案

クイズ！説明・提案

店舗オペ

レーションス

キル

ショッパーズ＆トレーナーズ・

アイ
クリンリネス

小売業における「クリンリネス」について学習します。まず、「店舗を

清潔に保つことの重要性」を理解します。さらに、クリンリネスを日常

業務で実践するためのポイントについてクイズ形式で学びます。
25分

なるほどクリンリネス

クイズ！クリンリネス

英語を学ぶ
グローバルビジネスエッセン

シャル
グローバルビジネス入門

企業が海外進出を検討する際に必要な基礎知識、手続きフ

ロー、留意点を習得します。とくに、現地状況を知るための調査項

目や調査手段を詳しく学習します。 1時間

1章 グローバルビジネスに求められる基本能力

2章 グローバルビジネスの背景

3章 グローバルビジネスの基礎知識

4章 グローバルビジネスの実践

確認テスト

英語を学ぶ
グローバルビジネスエッセン

シャル
英文ビジネスレター/Eメールのエッセンス

ビジネスシーンにおける英文レターの記載ルール、および英文を使っ

たEメールの送受信ルールを習得することができます。

1時間

1章 英文ビジネスレター

2章 英文ビジネスEメール

確認テスト

英語を学ぶ
グローバルビジネスエッセン

シャル
英文契約書のエッセンス

英文契約書の基礎知識および締結フローを習得します。さらに、

英文契約書に特有の構成や表現を理解し、読み込む際のポイン

トを学習します。
１時間

1章 英文契約書を学ぶ意義

2章 英文契約書の基礎知識

3章 グローバルビジネスの実践プロセスと契約書

4章 英文契約書の基本構造

5章 NDAに対する基本動作

6章 契約における競争戦略

確認テスト

英語を学ぶ
グローバルビジネスエッセン

シャル
IFRS（国際会計基準）の基礎

IFRS（国際会計基準）とは何かを理解し、IFRS適用により既

存の会計基準がどう変わるのかを学びます。
１時間

1章 IFRSの背景

2章 IFRSの基本的な考え方

3章 IFRSを理解するためのキーワード

確認テスト

英語を学ぶ

700点突破！ 英語フレー

ズで学ぶTOEIC(R)テスト

対策

700点突破！ 単語・フレーズの効果的学習

法

音声付きのアニメーションで英単語の効果的な学習方法を学びま

す。 4分

解説

シリーズ5タイトルセットで提供

英語を学ぶ

700点突破！ 英語フレー

ズで学ぶTOEIC(R)テスト

対策

700点突破！ 英語フレーズで学ぶ

TOEIC(R)テスト対策（1）

5フレーズ×5STEPの学習を繰り返し実施します。

1トレーニング教材には500フレーズが搭載されています。

ー

ー

シリーズ5タイトルセットで提供

英語を学ぶ

700点突破！ 英語フレー

ズで学ぶTOEIC(R)テスト

対策

700点突破！ 英語フレーズで学ぶ

TOEIC(R)テスト対策（2）

5フレーズ×5STEPの学習を繰り返し実施します。

1トレーニング教材には500フレーズが搭載されています。
ー

ー

シリーズ5タイトルセットで提供

（注）動作対応環境詳細については製品サポートページ https://www.lightworks.co.jp/support/environment をご参照ください。
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まなびプレミアム対象eラーニング教材一覧 Ver.2023.05.01

英 中
ベト

ナム

目次大カテゴリ 中カテゴリ

標準

学習時

間

外国語対応

カテゴリ 講座タイトル 教材概要
備考

（監修者情報等）

英語を学ぶ

700点突破！ 英語フレー

ズで学ぶTOEIC(R)テスト

対策

700点突破！ 英語フレーズで学ぶ

TOEIC(R)テスト対策（3）

5フレーズ×5STEPの学習を繰り返し実施します。

1トレーニング教材には500フレーズが搭載されています。

ー

ー

シリーズ5タイトルセットで提供

英語を学ぶ

700点突破！ 英語フレー

ズで学ぶTOEIC(R)テスト

対策

700点突破！ 英語フレーズで学ぶ

TOEIC(R)テスト対策（4）

5フレーズ×5STEPの学習を繰り返し実施します。

1トレーニング教材には500フレーズが搭載されています。

ー

ー

シリーズ5タイトルセットで提供

英語を学ぶ TOEIC(R)TESTシャワー
TOEIC(R)TESTシャワー・実力判定（25

分）

TOEIC（R）TESTの受験対策ができるほか、英語のリスニング力

および文法力を強化することができます。

25分

はじめに（教材構成と操作方法）

テスト（14問）

問題著作：株式会社リント

英語を学ぶ TOEIC(R)TESTシャワー
TOEIC(R)TESTシャワー・実力判定（50

分）

TOEIC（R）TESTの受験対策ができるほか、英語のリスニング力

および文法力を強化することができます。

50分

はじめに（教材構成と操作方法）

テスト（35問）

問題著作：株式会社リント

英語を学ぶ TOEIC(R)TESTシャワー
TOEIC(R)TESTシャワー・実力判定（120

分）

TOEIC（R）TESTの受験対策ができるほか、英語のリスニング力

および文法力を強化することができます。

2時間

はじめに（教材構成と操作方法）

テスト（200問）

問題著作：株式会社リント

英語を学ぶ TOEIC(R)TESTシャワー TOEIC(R)TESTシャワー・一問一答

TOEIC（R）TESTの受験対策ができるほか、英語のリスニング力

および文法力を強化することができます。 2時間

はじめに（教材構成と操作方法）

テスト（35問） 問題著作：株式会社リント

英語を学ぶ ビジネス英語力トレーニング 言語変換メソッド

日本語と英語の言語構造の違いを明確に理解し、自分の意思を

英語で明確に発信ができるようになることを目標としています。

4時間

1章 イントロダクション

2章 心理モード

3章 文法モード

4章 全体まとめ

オンラインレッスンとセットでの提供のみ

英語を学ぶ ビジネス英語力トレーニング 日本語英語変換トレーニング1000

日本語と英語の言語構造の違いを明確に理解し、自分の意思を

英語で明確に発信ができるようになることを目標としています。

2時間

1章 イントロダクション

2章 日本語英語変換トレーニング1000

オンラインレッスンとセットでの提供のみ

Microsoft

Officeを学

ぶ

Microsoft Office2019 Word 2019エントリー

本教材は、Microsoft Word 2019について、入門的な知識・

操作方法を習得することを目的としています。

2時間

1章 はじめに

2章 Microsoft Wordの画面

3章 文書作成の基本

4章 文書の体裁を整える

5章 その他の便利な機能

おわりに

Microsoft

Officeを学

ぶ

Microsoft Office2019 Word 2019ベーシック

本教材は、Microsoft Word 2019について、標準的な知識・

操作方法を習得することを目的としています。

2時間

1章 はじめに

2章 文書の保存と印刷

3章 表の作成

4章 文書の校閲

5章 その他の便利な機能

おわりに

Microsoft

Officeを学

ぶ

Microsoft Office2019 Word 2019アドバンス

本教材は、Microsoft Word 2019について、発展的な知識・

操作方法を習得することを目的としています。

2時間

1章 はじめに

2章 図形や画像の挿入

3章 長文文書作成のサポート

4章 ウェブ用Word

5章 その他の便利な機能

おわりに

Microsoft

Officeを学

ぶ

Microsoft Office2019 Excel 2019エントリー

本教材は、Microsoft Excel 2019について、入門的な知識・操

作方法を習得することを目的としています。

2時間

1章 はじめに

2章 Microsoft Excelの画面

3章 データ入力の基本

4章 表の体裁を整える

5章 目的に応じた印刷

6章 その他の便利な機能

おわりに

Microsoft

Officeを学

ぶ

Microsoft Office2019 Excel 2019ベーシック

本教材は、Microsoft Excel 2019について、標準的な知識・操

作方法を習得することを目的としています。

2時間

1章 はじめに

2章 表計算機能の活用

3章 グラフの作成

4章 関数の基礎知識

5章 その他の便利な機能

おわりに

Microsoft

Officeを学

ぶ

Microsoft Office2019 Excel 2019アドバンス

本教材は、Microsoft Excel 2019について、発展的な知識・操

作方法を習得することを目的としています。

2時間

1章 はじめに

2章 データベースの管理

3章 マクロの作成

4章 Excel　VBA

5章 ウェブ用Excel

6章 その他の便利な機能

おわりに

Microsoft

Officeを学

ぶ

Microsoft Office2019 PowerPoint 2019エントリー

本教材は、Microsoft PowerPoint 2019について、入門的な

知識・操作方法を習得することを目的としています。

2時間

1章 はじめに

2章 Microsoft PowerPointの画面

3章 プレゼンテーションの構成

4章 スライドの作成とデザイン

5章 図形や画像の挿入

6章 その他の便利な機能

おわりに

Microsoft

Officeを学

ぶ

Microsoft Office2019 PowerPoint 2019ベーシック

本教材は、Microsoft PowerPoint 2019について、標準的な

知識・操作方法を習得することを目的としています。

2時間

1章 はじめに

2章 スライドショーの準備と実行

3章 表やグラフの挿入

4章 マスターとテンプレートの活用

5章 その他の便利な機能

おわりに

Microsoft

Officeを学

ぶ

Microsoft Office2019 PowerPoint 2019アドバンス

本教材は、Microsoft PowerPoint 2019について、発展的な

知識・操作方法を習得することを目的としています。

2時間

1章 はじめに

2章 アニメーションの活用

3章 動画の挿入、編集

4章 ウェブ用PowerPoint

5章 その他の便利な機能

おわりに

Microsoft

Officeを学

ぶ

Microsoft Office Word 基礎編

本教材は、Microsoft Officeシリーズのうち、Microsoft Word

の基礎的な知識・操作方法を習得することを目的としています。

※本教材ではOffice 2016の画面で説明しています。また、基本

的な操作はOffice 365（クラウド版）にも対応しています。 1時間30

分

1章　はじめに

2章　Microsoft Word の画面

3章　文書作成の基本

4章　文書の体裁を整える

5章　文書の保存と印刷

6章　その他の便利な機能

おわりに

（注）動作対応環境詳細については製品サポートページ https://www.lightworks.co.jp/support/environment をご参照ください。
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英 中
ベト

ナム

目次大カテゴリ 中カテゴリ
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学習時

間

外国語対応

カテゴリ 講座タイトル 教材概要
備考

（監修者情報等）

Microsoft

Officeを学

ぶ

Microsoft Office Word 応用編

本教材は、Microsoft Officeシリーズのうち、Microsoft Word

について、より深い知識や効率的な操作方法を習得することを目

的としています。

※本教材ではOffice 2016の画面で説明しています。また、基本

的な操作はOffice 365（クラウド版）にも対応しています。

1時間30

分

1章　はじめに

2章　表の作成

3章　図形や画像の挿入

4章　文書の校閲

5章　長文文書作成のサポート

6章　Word Online

7章　その他の便利な機能

おわりに

Microsoft

Officeを学

ぶ

Microsoft Office Excel 基礎編

本教材は、Microsoft Officeシリーズのうち、Microsoft Excel

の基礎的な知識・操作方法を習得することを目的としています。

※本教材ではOffice 2016の画面で説明しています。また、基本

的な操作はOffice 365（クラウド版）にも対応しています。 1時間30

分

1章　はじめに

2章　Microsoft Excel の画面

3章　データ入力の基本

4章　表の体裁を整える

5章　目的に応じた印刷

6章　表計算機能の活用

7章　その他の便利な機能

おわりに

Microsoft

Officeを学

ぶ

Microsoft Office Excel 応用編

本教材は、Microsoft Officeシリーズのうち、Microsoft Excel

について、より深い知識や効率的な操作方法を習得することを目

的としています。

※本教材ではOffice 2016の画面で説明しています。また、基本

的な操作はOffice 365（クラウド版）にも対応しています。

1時間30

分

1章　はじめに

2章　グラフの作成

3章　データベースの管理

4章　関数の基礎知識

5章　マクロの作成

6章　Excel VBA

7章　Excel Online

おわりに

Microsoft

Officeを学

ぶ

Microsoft Office PowerPoint 基礎編

本教材は、Microsoft Officeシリーズのうち、Microsoft

PowerPointの基礎的な知識・操作方法を習得することを目的と

しています。

※本教材ではOffice 2016の画面で説明しています。また、基本

的な操作はOffice 365（クラウド版）にも対応しています。

1時間30

分

1章　はじめに

2章　Microsoft PowerPoint の画面

3章　プレゼンテーションの構成

4章　スライドの作成とデザイン

5章　図形や画像の挿入

6章　スライドショーの準備と実行

7章　その他の便利な機能

おわりに

Microsoft

Officeを学

ぶ

Microsoft Office PowerPoint 応用編

本教材は、Microsoft Officeシリーズのうち、Microsoft

PowerPointについて、より深い知識や効率的な操作方法を習

得することを目的としています。

※本教材ではOffice 2016の画面で説明しています。また、基本

的な操作はOffice 365（クラウド版）にも対応しています。

1時間30

分

1章 はじめに

2章 表やグラフの挿入

3章 アニメーションの活用

4章 動画の挿入、編集

5章 マスターとテンプレートの活用

6章 PowerPoint Online

7章 その他の便利な機能

おわりに

Microsoft

Officeを学

ぶ

Microsoft Office活用
プレゼン資料作成術 ～PowerPointを活用

～

プレゼンの目的を達成するために必要な資料作成のコツとポイント

を習得することができます。

（※PowePointの基本的な操作ができることを前提としていま

す。） 1時間

はじめに

第1章 ゴール設定を間違えない

第2章 プレゼン準備は構成から

第3章 伝わるプレゼン資料の基本テクニック

おわりに

Microsoft

Officeを学

ぶ

Microsoft Office2013 Word 2013基礎編

Microsoft Word 2013の基礎的な知識・操作方法を習得する

ことを目的としています。

1時間30

分

1章　はじめに

2章　Microsoft Word 2013の画面

3章　文書作成の基本

4章　文書の体裁を整える

5章　文書の保存と印刷

6章　その他の便利な機能

おわりに

Microsoft

Officeを学

ぶ

Microsoft Office2013 Word 2013応用編

Microsoft Word2013について、より深い知識や効率的な操作

方法を習得することを目的としています。

1時間30

分

1章　はじめに

2章　表の作成

3章　図形や画像の挿入

4章　文書の校閲

5章　長文文書作成のサポート

6章　Word Online

7章　その他の便利な機能

おわりに

Microsoft

Officeを学

ぶ

Microsoft Office2013 Excel 2013基礎編

Excel 2013の概要を理解し、データ入力方法および表計算機

能の活用方法を身に付けることができます。

1時間30

分

1章　はじめに

2章　Microsoft Excel 2013の画面

3章　データ入力の基本

4章　表の体裁を整える

5章　目的に応じた印刷

6章　表計算機能の活用

7章　その他の便利な機能

おわりに

Microsoft

Officeを学

ぶ

Microsoft Office2013 Excel 2013応用編

Excel 2013で大量のデータを扱う場合の、便利な機能の使い方

を身に付けることができます。

1時間30

分

1章　はじめに

2章　グラフの作成

3章　データベースの管理

4章　関数の基礎知識

5章　マクロの作成

6章　Excel VBA

7章　Excel Online

おわりに

Microsoft

Officeを学

ぶ

Microsoft Office2013 PowerPoint 2013基礎編

PowerPoint 2013の概要を理解し、プレゼンテーションの作成、

編集などの基本的操作を身に付けることができます。

1時間30

分

1章　はじめに

2章　Microsoft PowerPoint 2013の画面

3章　プレゼンテーションの構成

4章　スライドの作成とデザイン

5章　図形や画像の挿入

6章　スライドショーの準備と実行

7章　その他の便利な機能

おわりに

Microsoft

Officeを学

ぶ

Microsoft Office2013 PowerPoint 2013応用編

PowerPoint 2013について、より効果的なプレゼンテーションの

作成、応用法を身に付けることができます。

1時間30

分

1章 はじめに

2章 表やグラフの挿入

3章 アニメーションの活用

4章 動画の挿入、編集

5章 マスターとテンプレートの活用

6章 PowerPoint Online

7章 その他の便利な機能

おわりに

Microsoft

Officeを学

ぶ

Microsoft Office2010 Word 2010基礎編

Microsoft Word 2010の基礎的な知識・操作方法を習得する

ことを目的としています。

2時間

1章　はじめに

2章　Microsoft Word 2010の画面

3章　文書作成の基本

4章　文書の体裁を整える

5章　文書の保存と印刷

6章　その他の便利な機能

おわりに

Microsoft

Officeを学

ぶ

Microsoft Office2010 Word 2010応用編

Microsoft Wordl 2010について、より深い知識や効率的な操

作方法を習得することを目的としています。

2時間

1章　はじめに

2章　表の作成

3章　図形や画像の挿入

4章　文書の校閲

5章　長文文書作成のサポート

6章　Word Web App

7章　その他の便利な機能

おわりに

Microsoft

Officeを学

ぶ

Microsoft Office2010 Excel 2010基礎編

Microsoft Office 2010シリーズのうち、Microsoft Excel

2010の基礎的な知識・操作方法を習得することを目的としていま

す。

2時間

1章　はじめに

2章　Microsoft Excel 2010の画面

3章　データ入力の基本

4章　表の体裁を整える

5章　目的に応じた印刷

6章　表計算機能の活用

7章　その他の便利な機能

おわりに

（注）動作対応環境詳細については製品サポートページ https://www.lightworks.co.jp/support/environment をご参照ください。
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目次大カテゴリ 中カテゴリ
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学習時

間

外国語対応

カテゴリ 講座タイトル 教材概要
備考

（監修者情報等）

Microsoft

Officeを学

ぶ

Microsoft Office2010 Excel 2010応用編

Microsoft Excel 2010について、より深い知識や効率的な操作

方法を習得することを目的としています。

2時間

1章　はじめに

2章　グラフの作成

3章　データベースの管理

4章　関数の基礎知識

5章　マクロの作成

6章　Excel VBA

7章　Excel Wep App

おわりに

Microsoft

Officeを学

ぶ

Microsoft Office2010 PowerPoint 2010基礎編

PowerPoint 2010の概要を理解し、プレゼンテーションの作成、

編集などの基本的操作を身に付けることができます。

2時間

1章　はじめに

2章　Microsoft PowerPoint 2010の画面

3章　プレゼンテーションの構成

4章　スライドの作成とデザイン

5章　図形や画像の挿入

6章　スライドショーの準備と実行

7章　その他の便利な機能

おわりに

Microsoft

Officeを学

ぶ

Microsoft Office2010 PowerPoint 2010応用編

PowerPoint 2010について、より効果的なプレゼンテーションの

作成、応用法を身に付けることができます。

2時間

1章 はじめに

2章 表やグラフの挿入

3章 アニメーションの活用

4章 動画の挿入、編集

5章 マスターとテンプレートの活用

6章 PowerPoint Wep App

7章 その他の便利な機能

おわりに

Microsoft

Officeを学

ぶ

Microsoft Office2010 Access 2010

データベースの概要を理解し、クエリ、フォームの使い方を身に付け

ることができます。

1時間30

分

1章 はじめに

2章 Microsoft Access 2010の画面

3章 テーブルの作成

4章 クエリによるデータの抽出

5章 その他の便利な機能

6章 おわりに

Microsoft

Officeを学

ぶ

Microsoft Officeスキル

診断
Microsoft Excel スキル診断（基礎編）

Microsoft Excelの基礎的なスキルを把握することができます。

25分

－

MicrosoftOffice2013に対応

Microsoft

Officeを学

ぶ

Microsoft Officeスキル

診断

Microsoft PowerPoint スキル診断（基

礎編）

Microsoft PowerPointの基礎的なスキルを把握することができ

ます。

25分

－

MicrosoftOffice2013に対応

Microsoft

Officeを学

ぶ

Microsoft Officeスキル

診断
Microsoft Word スキル診断（基礎編）

Microsoft Wordの基礎的なスキルを把握することができます。

25分

－

MicrosoftOffice2013に対応

Microsoft

Officeを学

ぶ

Microsoft Officeスキル

診断
Microsoft Excel スキル診断（応用編）

MicrosoftExcelの応用的なスキルを把握することができます。

25分

－

MicrosoftOffice2013に対応

Microsoft

Officeを学

ぶ

Microsoft Officeスキル

診断

Microsoft PowerPoint スキル診断（応

用編）

Microsoft PowerPointの応用的なスキルを把握することができ

ます。

25分

－

MicrosoftOffice2013に対応

Microsoft

Officeを学

ぶ

Microsoft Officeスキル

診断
Microsoft Word スキル診断（応用編）

Microsoft Wordの応用的なスキルを把握することができます。

25分

－

MicrosoftOffice2013に対応

働き方改

革を学ぶ
働き方改革

チームで取り組む長時間労働の是正 -働き

方改革の実現に向けて-

時短とは何か、その必要性について社会的な背景（国や企業の

動向等）を踏まえながら理解することができます。そのうえで、チー

ム単位で時短を推進することの重要性と、チームメンバーとして、あ

るいはチームの管理者として時短にどのようにアプローチすべきかにつ

いて習得することができます。

40分

第1章 長時間労働の課題

第2章 今日からできる「仕事の時短」

第3章 「仕事の時短」を発展させる

働き方改

革を学ぶ
働き方改革 ダイバーシティのエッセンス

ダイバーシティに関する知識と情報を得、多様な人材の活躍が企

業の新たな価値の創造につながることを理解することができます。

20分

第1章 基本知識

第2章 これからのダイバーシティ

制作･著作：株式会社ライトワークス／

SCSK株式会社／株式会社クオリア

働き方改

革を学ぶ
働き方改革

ダイバーシティ浸透をはばむハラスメント ―働

きやすい職場をつくるために―

企業が推進するダイバーシティとは何か、職場で起こりうる代表的

なハラスメントについて学び、ハラスメントの加害者や被害者になら

ないための方法を理解し、実践できるようになることを目標としてい

ます。
40分

第1章 ダイバーシティを学ぶ

第2章 ハラスメントを学ぶ

第3章 セクハラを学ぶ

第4章 パワハラを学ぶ

第5章 マタハラ・パタハラを学ぶ

第6章 相談

第7章 確認テスト

働き方改

革を学ぶ
働き方改革

クイズで学ぶ「がん治療と仕事の両立」（管

理職編）

「働き方改革実行計画」のひとつである、「病気の治療と仕事の両

立」の観点から、「がん」についての理解を深めることができます。

がんと診断された社員が「がん治療と仕事の両立」できるよう、積極

的な支援を促します。

46分

第1章 がんの基礎知識

第3章 管理職がすべきこと
制作・著作：株式会社ライトワークス／キャ

ンサー・ソリューションズ株式会社

働き方改

革を学ぶ
働き方改革

無意識の偏見を理解する　～ダイバーシティ

＆インクルージョンの実現に向けて～

下記の内容ができることを目標としています。

・無意識の偏見とは何かを理解する。

・無意識の偏見がもたらす影響について理解する。

・無意識の偏見を乗り越えるための方法を確認する。 30分

自分の傾向を知る 偏見チェック

第1章 無意識の偏見の基礎

第2章 組織における無意識の偏見

第3章 無意識の偏見への対応策

確認テスト

おわりに  監修者からのメッセージ

制作・著作：株式会社ライトワークス／株式

会社アパショナータ

監修：パク・スックチャ

働き方改

革を学ぶ
働き方改革 怒りをコントロールするアンガーマネジメント

怒りとは何かを理解した上で、その怒りをコントロールする各種方法

（アンガーマネジメント）について学びます。また、「アンガーマネジメ

ント診断」では、自分の怒りの傾向を知ることができます。

40分

はじめに

後悔先に立たず

自分の傾向を知る

第1章 怒りとは何か？

第2章 怒りをコントロールする

第3章 怒りを生まないための方法

第4章 確認テスト

おわりに

監修　八木香（株式会社パラスアテナ代表

取締役）

働き方改

革を学ぶ
働き方改革 折れない心をつくる レジリエンス

レジリエンスとは「心の回復力」のことです。レジリエンスは、目まぐる

しく変化する今日の環境の中で、私たちが心身ともに健康で幸せ

な生活を歩むために重要なテーマです。この教材では、レジリエンス

の内容およびレジリエンスを高める方法について学習します。
40分

はじめに

第1章 七転び八起き～レジリエンスとは何か

第2章 逆境を乗り越えるレジリエンス～ABCDEで自分

をコントロールする

第3章 基礎体力としてのレジリエンス～ストレスを受けに

くくするために

第4章 確認テスト

おわりに

監修　八木香（株式会社パラスアテナ代表

取締役）

（注）動作対応環境詳細については製品サポートページ https://www.lightworks.co.jp/support/environment をご参照ください。

 © LIGHTWORKS Corporation.
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ベト

ナム
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標準

学習時

間

外国語対応

カテゴリ 講座タイトル 教材概要
備考

（監修者情報等）

働き方改

革を学ぶ
働き方改革 部下を育て組織を強くする 1on1ミーティング

下記の内容ができることを目標としています。

・1on1ミーティングとは何かを理解する。

・1on1ミーティングの基本プロセスを理解する。

・自信を持って部下との1on1ミーティングに臨めるようになる。

・部下のやる気を引き出すことによって、組織の持続的な成長を担

う人材を育成することができるようになる。

1時間

はじめに

第1章 1on1ミーティングの基礎知識

第2章 1on1ミーティングの準備と進め方

第3章 1on1ミーティングのルール

第4章 信頼関係の構築

第5章 1on1ミーティング実践編

第6章 確認テスト

おわりに

監修　八木香（株式会社パラスアテナ代表

取締役）

働き方改

革を学ぶ
働き方改革 30分でわかる！ 仕事と介護の両立

本教材では、育児・介護休業法を軸に、「仕事と介護の両立」を

実現するためのポイントや、各種支援制度、介護保険制度などに

ついて確認し、働きながら介護を行うための方法についておよそ30

分で理解を深めることができます。
30分

はじめに

第1章 STOP!介護離職

第2章 仕事と介護の両立に必要なこと

第3章 仕事と介護の両立支援制度

第4章 介護保険制度の基礎知識

おわりに

働き方改

革を学ぶ
働き方改革 30分でわかる！ テレワークの基本

テレワークとは何かを理解し、テレワークを適切に実施するための各

種知識を習得します。

30分

テレワークとは？

テレワークの準備

テレワークの勤怠管理

テレワークのコミュニケーション

Web会議の作法

テレワークのモチベーション維持法

テレワークのメンタルヘルス対策

テレワークの情報セキュリティ対策

確認テスト

監修　一般社団法人日本テレワーク協会

働き方改

革を学ぶ
働き方改革 LGBTQ・SOGIEに関する基礎知識

近年の社会情勢や法改正により企業の対応が必須となっている

LGBTQやSOGIEハラについて社員の知識と意識を高め、ハラスメ

ントのない職場環境づくりに個人として貢献できるようになることを

目標としています。

30分

1章 はじめに

2章 LGBTQ・SOGIEに関する基礎知識

3章 LGBTQに関する社会の状況

4章 ハラスメントのない職場環境づくり

CSRを学ぶ CSR CSRエッセンシャル
情報セキュリティのエッセンス（サイバー攻撃対

策）

「標的型攻撃メール」と「ランサムウェア」を中心にサイバー攻撃の特

徴と対策について理解でき、セキュリティへの意識を向上させ、対策

の習慣化を促します。

40分

第1章 サイバー攻撃を理解する

第2章 最新のコンピュータウイルス（標的型攻撃メー

ル）

第3章 最新のコンピュータウイルス（ランサムウェア）

第4章 まとめ

第5章 確認テスト

CSRを学ぶ CSR CSRエッセンシャル ISMSのエッセンス

ISMS制度の概要、ISMSの実務に関しての知識を身に付けること

ができます。

1時間

1章 ISMSの概略 

2章 ISMSの実務 

3章 社内ルール

CSRを学ぶ CSR CSRエッセンシャル
WEBのコンプライアンス ～SNSのモラルとルー

ル 理解度テスト

WEBコンプライアンス、およびWEBメディアの知識の習得により、

WEB関連のビジネス上のリスクを低減することができます。
30分

理解度テスト

制作・著作：株式会社エルテス／株式会社

ライトワークス

CSRを学ぶ CSR CSRエッセンシャル よくわかる！「マイナンバー制度」のポイント

マイナンバーの概要、利用方法、および取り扱い上の注意点に関

する知識を身に付けることができます。
30分

1章 マイナンバーの概要

2章 マイナンバーの利用

3章 マイナンバー取り扱い上の注意点

CSRを学ぶ CSR CSRエッセンシャル
情報セキュリティのエッセンス（マルチリンガル

版）

情報セキュリティに対する基本的な知識と考え方を学習するととも

に、身近で起こりうる情報セキュリティの脅威から身を守る方法を身

につけます。

45分

（言語選択あり）

はじめに

1章　情報セキュリティの基礎

2章　情報セキュリティ対策の実践

まとめ

確認テスト

おわりに

◎ ◎

CSRを学ぶ CSR CSRエッセンシャル

情報セキュリティのエッセンス（マルチリンガル

対応）

日本語目次

情報セキュリティに対する基本的な知識と考え方を学習するととも

に、身近で起こりうる情報セキュリティの脅威から身を守る方法を身

につけます。
45分

はじめに

1章　情報セキュリティの基礎

2章　情報セキュリティ対策の実践

まとめ

確認テスト

おわりに

CSRを学ぶ CSR CSRエッセンシャル 品質管理入門

品質の定義、品質管理の意義と重要性、品質管理の方法といっ

た品質管理の基本的な考え方について学習します。

30分

はじめに

品質とは？

品質管理の基本

品質管理の方法

確認テスト

CSRを学ぶ CSR CSR一問一答 ISMS・一問一答

ISMS制度の概要、ISMSの実務に関しての知識についての問題

を解くことによって、知識の定着を図ります。
1時間

－

無期限無制限ライセンスのみでの提供

CSRを学ぶ CSR CSR一問一答 情報セキュリティ・一問一答

ビジネスパーソンとして知っておくべきコンピュータに関する情報セキュ

リティの基本的な知識と、具体的な対策法についての問題を解くこ

とによって、知識の定着を図ります。 3時間

－

無期限無制限ライセンスのみでの提供

CSRを学ぶ CSR 内部統制
日本版SOX法と内部統制 ～全社員向け

エッセンス～

内部統制の包括的な概念理解から始まり、日本版SOX法に対し

ての日常業務と紐づけた従業員レベルでの理解をすることができま

す。 30分

1章 内部統制とは

2章 企業不祥事の要因

3章 内部統制の仕組み構築のポイント

CSRを学ぶ CSR 楽しく学ぶ情報セキュリティ 情報セキュリティの基礎

情報セキュリティの概要、リスク、および企業による情報セキュリティ

がなぜ必要なのかを解説します。
10分

はじめに

情報セキュリティを理解する 監修:株式会社Geolocation

Technology

CSRを学ぶ
コンプライア

ンス
コンプライアンスBasic

一色先生の法律レッスン　個人情報保護法

１

個人情報保護法の目的と概要、および個人情報保護法の関連

用語を解説します。																													

25分

はじめに

個人情報の定義と関連用語

確認テスト

CSRを学ぶ
コンプライア

ンス
コンプライアンスBasic

一色先生の法律レッスン　個人情報保護法

２

個人情報取扱業務のプロセスと、法律に則った各業務の注意点

について解説します。

30分

はじめに

個人情報の管理

確認テスト

CSRを学ぶ
コンプライア

ンス
コンプライアンスBasic

一色先生の法律レッスン　個人情報保護法

３

個人情報を第三者に提供する際のルール（オプトイン・オプトアウ

ト）と、個人情報を利用する際の注意点について解説します。

20分

はじめに

個人情報の利用

確認テスト

CSRを学ぶ
コンプライア

ンス
コンプライアンスBasic 一色先生の法律レッスン　プライバシーマーク

プライバシーマークの概要と、プライバシーマークを取得するための社

内体制（個人情報マネジメントシステム）について解説します。

30分

はじめに

プライバシーマーク

確認テスト

（注）動作対応環境詳細については製品サポートページ https://www.lightworks.co.jp/support/environment をご参照ください。

 © LIGHTWORKS Corporation.
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CSRを学ぶ
コンプライア

ンス
コンプライアンスBasic

一色先生の法律レッスン　個人情報保護法

ケーススタディ

個人情報保護法に関連した実際の事件を基にケーススタディを行

います。

15分

はじめに

ケーススタディ

CSRを学ぶ
コンプライア

ンス
コンプライアンスBasic

一色先生の法律レッスン インサイダー取引規

制

インサイダー取引規制の目的、および具体的な規制の内容につい

て解説します。また、インサイダー取引をしない・させないための留意

事項について説明します。 30分

はじめに

インサイダー取引規制

確認テスト

CSRを学ぶ
コンプライア

ンス
コンプライアンスBasic

一色先生の法律レッスン インサイダー取引規

制 ケーススタディ

インサイダー取引規制に抵触した実際の事件を基にケーススタディ

を行います。

10分

はじめに

ケーススタディ

CSRを学ぶ
コンプライア

ンス
コンプライアンスBasic 一色先生の法律レッスン　独占禁止法1

独占禁止法の目的、および公正取引委員会の役割について解説

します。

15分

はじめに

独占禁止法とは

確認テスト

CSRを学ぶ
コンプライア

ンス
コンプライアンスBasic 一色先生の法律レッスン　独占禁止法2

独占禁止法の禁止行為について、具体例を添えて項目別に解説

します。

30分

はじめに

独占禁止法の規制内容

確認テスト

CSRを学ぶ
コンプライア

ンス
コンプライアンスBasic 一色先生の法律レッスン　独占禁止法3

独占禁止法の罰則、および独占禁止法違反の防止・救済措置

（事前相談制度・確約手続制度・リニエンシー制度）について解

説します。 15分

はじめに

独占禁止法の順守

確認テスト

CSRを学ぶ
コンプライア

ンス
コンプライアンスBasic

一色先生の法律レッスン　独占禁止法 ケー

ススタディ

独占禁止法に抵触した実際の事件を基にケーススタディを行いま

す。

15分

はじめに

ケーススタディ

CSRを学ぶ
コンプライア

ンス
コンプライアンスBasic 一色先生の法律レッスン　下請法

下請法の目的、および法律の具体的な内容について解説します。

また、下請法違反をしない・させないための留意事項について説明

します。 30分

はじめに

下請法

確認テスト

CSRを学ぶ
コンプライア

ンス
コンプライアンスBasic

一色先生の法律レッスン　下請法 ケーススタ

ディ

下請法に抵触した実際の事件を基にケーススタディを行います。

15分

はじめに

ケーススタディ

CSRを学ぶ
コンプライア

ンス
コンプライアンスBasic 一色先生の法律レッスン　著作権法１

著作権法の概要、および著作者・著作物の定義を解説します。ま

た、著作権の内容と存続期間について説明します。

25分

はじめに

著作権法とは何か

確認テスト

CSRを学ぶ
コンプライア

ンス
コンプライアンスBasic 一色先生の法律レッスン　著作権法２

著作物を適法に利用するための手順を解説します。また、著作権

法に違反した場合の罰則について説明します。

25分

はじめに

著作物の利用

確認テスト

CSRを学ぶ
コンプライア

ンス
コンプライアンスBasic

一色先生の法律レッスン　著作権法 ケースス

タディ

著作権法に抵触した実際の事件を基にケーススタディを行います。

15分

はじめに

著作権法ケーススタディ

CSRを学ぶ
コンプライア

ンス
コンプライアンスBasic

一色先生の法律レッスン　不正競争防止法

とは

不正競争防止法の目的、および法律の具体的な内容について解

説します。

15分

はじめに

不正競争防止法とは

確認テスト

CSRを学ぶ
コンプライア

ンス
コンプライアンスBasic

一色先生の法律レッスン　不正競争行為の

類型

不正競争防止法で禁止されている行為およびその判別方法を解

説します。また、不正競争防止法違反をしない・させないための留

意事項について説明します。 30分

はじめに

不正競争行為の類型

確認テスト

CSRを学ぶ
コンプライア

ンス
コンプライアンスBasic

一色先生の法律レッスン　不正競争防止法

の違反に関する罰則

不正競争防止法に違反した場合の罰則について解説します。ま

た、不正競争防止法の適用除外となるケースの概要を説明しま

す。 15分

はじめに

不正競争防止法の違反に関する罰則

確認テスト

CSRを学ぶ
コンプライア

ンス
コンプライアンスBasic

一色先生の法律レッスン　不正競争防止法

ケーススタディ

不正競争防止法に抵触した実際の事件を基にケーススタディを行

います。

15分

はじめに

不正競争防止法ケーススタディ

CSRを学ぶ
コンプライア

ンス
コンプライアンスBasic

一色先生の法律レッスン　安全保障貿易管

理（外為法） 概要編

日本の安全保障貿易管理（外為法）の意義・目的を説明し、リ

スト規制・キャッチオール規制の制度概要を解説します。

25分

はじめに

概要編

確認テスト

CSRを学ぶ
コンプライア

ンス
コンプライアンスBasic

一色先生の法律レッスン　安全保障貿易管

理（外為法） 実務編

輸出管理に必要な手続き（該非判定・取引審査・出荷管理）

のポイント、および海外出張時のハンドキャリーの輸出管理上の注

意点について解説します。また、外為法に違反した場合の措置と

海外法令（米国EAR）について紹介します。

25分

はじめに

実務編

確認テスト

CSRを学ぶ
コンプライア

ンス
コンプライアンスBasic

一色先生の法律レッスン　安全保障貿易管

理（外為法） ケーススタディ

外為法に違反した実際の事件およびヒヤリハット事例を基にケース

スタディを行います。

15分

はじめに

ケーススタディ

CSRを学ぶ
コンプライア

ンス
コンプライアンスBasic

一色先生の法律レッスン　商標法 商標の権

利化

商標法の概要や目的について解説します。

25分

はじめに

商標法 商標の権利化

確認テスト

CSRを学ぶ
コンプライア

ンス
コンプライアンスBasic

一色先生の法律レッスン　商標法 商標の管

理・活用

商標の管理・活用の仕方について解説します。

20分

はじめに

商標法 商標の管理・活用

確認テスト

CSRを学ぶ
コンプライア

ンス
コンプライアンスBasic

一色先生の法律レッスン　商標法 ケーススタ

ディ

商標法に抵触した実際の事例を基にケーススタディを行います。

15分

はじめに

ケーススタディ

（注）動作対応環境詳細については製品サポートページ https://www.lightworks.co.jp/support/environment をご参照ください。

 © LIGHTWORKS Corporation.
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まなびプレミアム対象eラーニング教材一覧 Ver.2023.05.01

英 中
ベト

ナム

目次大カテゴリ 中カテゴリ

標準

学習時

間

外国語対応

カテゴリ 講座タイトル 教材概要
備考

（監修者情報等）

CSRを学ぶ
コンプライア

ンス
コンプライアンスBasic 五十嵐先生の法律レッスン　労働法１

労働法の主な目的と役割を説明します。また、労働契約や就業

規則の基本的なルールと、使用者・労働者双方の役割について解

説します。
25分

はじめに

労働法と労働契約

確認テスト

CSRを学ぶ
コンプライア

ンス
コンプライアンスBasic 五十嵐先生の法律レッスン　労働法２

労働時間や賃金の支払い、有給休暇などについて、労働者を守

るための様々なルールを確認します。特に36協定に基づく時間外

労働および「同一労働同一賃金」について、一般社員が理解して

おくべき内容を詳しく解説します。
40分

はじめに

労働条件に関するルール

確認テスト

CSRを学ぶ
コンプライア

ンス
コンプライアンスBasic 五十嵐先生の法律レッスン　労働法３

転勤や配置転換、業務中のけがや病気、労働契約終了などの場

合に適用されるルールについて解説します。

20分

はじめに

労働契約に関するルール

確認テスト

CSRを学ぶ
コンプライア

ンス
コンプライアンスBasic

五十嵐先生の法律レッスン　労働法 ケースス

タディ

労働法に関連した実際の事件を基にケーススタディを行います。

15分

はじめに

ケーススタディ

CSRを学ぶ
コンプライア

ンス
コンプライアンス 反社会的勢力排除の基礎知識

反社会的勢力とは何か、および、最新の動向について学び、反社

会的勢力が企業等の組織にアプローチする方法・日常的な反社

会的勢力のチェック方法・反社会的勢力に強い会社の特徴につい

て理解することができます。 50分

チェックテスト

1章　反社会的勢力を巡る最新動向

2章　反社会的勢力と企業の接点

3章　日常業務における反社チェックのポイント

4章　総括（まとめ）

確認テスト

制作・著作：株式会社ライトワークス／株式

会社エス・ピー・ネットワーク

CSRを学ぶ
コンプライア

ンス
コンプライアンス 製造物責任法 （PL法） （基礎編）

ビジネスで必要となる製造物責任法（PL法）の基本的な考え方

や概念を身に付けることができます。

30分

1章 腕試し

2章 概要

3章 ケーススタディ

4章 理解度テスト

制作・著作：パナソニック株式会社／パナソ

ニック ソリューションテクノロジー株式会社／株

式会社ライトワークス

CSRを学ぶ
コンプライア

ンス
コンプライアンス 契約（基礎編）

ビジネスで必要となる契約の基礎知識を身に付けることができま

す。
30分

1章 腕試し

2章 概要

3章 ケーススタディ

4章 理解度テスト

制作・著作：パナソニック株式会社／パナソ

ニック ソリューションテクノロジー株式会社／株

式会社ライトワークス

CSRを学ぶ
コンプライア

ンス

事例で学ぶ

知的財産マネジメント
事例で学ぶ 特許・実用新案（1）

事業活動において必要となる知的財産についての基本的な考え

方と、知的財産を活用して事業活動を効果的に進めるためのキー

ポイントを身に付けることができます。また、知的財産検定2級試験

に対応しています。

1時間

1章：特許・実用新案（２）　活用段階

2章：特許・実用新案（２）　理解度テスト 制作・著作：パナソニック株式会社／パナソ

ニック ソリューションテクノロジー株式会社／株

式会社ライトワークス

CSRを学ぶ
コンプライア

ンス

事例で学ぶ

知的財産マネジメント
事例で学ぶ 特許・実用新案（2）

事業活動において必要となる知的財産についての基本的な考え

方と、知的財産を活用して事業活動を効果的に進めるためのキー

ポイントを身に付けることができます。また、知的財産検定2級試験

に対応しています。

1時間

1章：特許・実用新案（１）　創造・権利化段階

2章：特許・実用新案（２）　理解度テスト 制作・著作：パナソニック株式会社／パナソ

ニック ソリューションテクノロジー株式会社／株

式会社ライトワークス

CSRを学ぶ
コンプライア

ンス
コンプライアンススキル診断

製造物責任法 （PL法） （基礎編） スキ

ル診断

CSRを学ぶ
コンプライア

ンス
コンプライアンススキル診断 契約（基礎編） スキル診断

CSRを学ぶ ハラスメント ハラスメント対策 ハラスメントの基礎知識

ハラスメントとは何かを理解するための教材です。

5分

ハラスメントの基礎知識

○ ハラスメント対策シリーズとのセット教材です。

CSRを学ぶ ハラスメント ハラスメント対策 セクシュアルハラスメント対策の基礎知識

セクシュアルハラスメントの概要および対応策について知識を深め、

誰もが安心して働ける職場環境の実現を目指します。

30分

はじめに

1章 セクハラの定義

2章 セクハラの責任

3章 組織と個人のセクハラ対策

4章 管理職としてのセクハラ対策

5章 確認テスト

○

CSRを学ぶ ハラスメント ハラスメント対策 マタニティハラスメント対策の基礎知識

マタニティハラスメントの概要および対応策について知識を深め、誰

もが安心して働ける職場環境の実現を目指します。

25分

はじめに

1章 マタハラの定義

2章 マタハラの責任

3章 組織と個人のマタハラ対策

4章 管理職としてのマタハラ対策

5章 確認テスト

○

CSRを学ぶ ハラスメント ハラスメント対策 パワーハラスメント対策の基礎知識

パワーハラスメントの概要および対応策について知識を深め、誰も

が安心して働ける職場環境の実現を目指します。

35分

はじめに

1章 パワハラの定義

2章 パワハラの種類

3章 パワハラの責任

4章 組織と個人のパワハラ対策

5章 管理職としての対応

6章 確認テスト

○

CSRを学ぶ ハラスメント ハラスメント対策 セクシュアルハラスメント事例集

裁判例をベースとしたハラスメント事例の閲覧を通じて、セクシャル

ハラスメントについての理解を深め、受講者がハラスメントの加害

者、あるいは被害者になることを防止します。

30分

本教材について

ほんの少しのいたずら

職場外での行為の代償

宴席での無礼講

管理職の処分の妥当性

管理者のあいまいな対応

相談窓口担当者の責務

CSRを学ぶ ハラスメント ハラスメント対策 マタニティハラスメント事例集

裁判例をベースとしたハラスメント事例の閲覧を通じて、マタニティハ

ラスメントについての理解を深め、受講者がハラスメントの加害者、

あるいは被害者になることを防止します。 15分

本教材について

産休・育休後の解雇

業務軽減に伴う降格

相談しても何もしない上司

CSRを学ぶ ハラスメント ハラスメント対策 パワーハラスメント事例集

裁判例をベースとしたハラスメント事例の閲覧を通じて、パワーハラ

スメントについての理解を深め、受講者がハラスメントの加害者、あ

るいは被害者になることを防止します。

30分

本教材について

大声での叱責

問題がある従業員への注意

研修会での罰ゲーム

遅刻やミスが多い社員への退職勧奨

業務内容が格下げされる配置転換

証拠のないパワハラ

CSRを学ぶ ハラスメント ハラスメント対策 リモートハラスメント対策の基礎知識

リモートハラスメントの概要および対応策について知識を深め、誰も

が安心して働ける職場環境の実現を目指します。

20分

はじめに

リモハラとは何か？

リモハラになる可能性のある行為は？

リモハラの原因は？

リモハラ被害を受けたらどうすればよいのか？

リモハラの被害者・加害者にならないための注意点は？

確認テスト

CSRを学ぶ ハラスメント ハラスメント対策 SOGIハラスメント対策の基礎知識

SOGIハラスメントの概要および対応策について知識を深め、誰も

が安心して働ける職場環境の実現を目指します。

15分

はじめに

SOGIハラ（ソジハラ）とは？

SOGIハラになる可能性のある行為は？

SOGIハラを受けた・見かけたらどうすればよいのか？

確認テスト

ハラスメント対策シリーズとのセット教材です。

単体でのご提供はできません。

自社の事例を加える等のカスタマイズが可能

です（有償オプション）。

（注）動作対応環境詳細については製品サポートページ https://www.lightworks.co.jp/support/environment をご参照ください。
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英 中
ベト

ナム

目次大カテゴリ 中カテゴリ

標準

学習時

間

外国語対応

カテゴリ 講座タイトル 教材概要
備考

（監修者情報等）

CSRを学ぶ ハラスメント ハラスメント対策 レイシャルハラスメント対策の基礎知識

レイシャルハラスメントの概要および対応策について知識を深め、誰

もが安心して働ける職場環境の実現を目指します。																													

30分

はじめに

レイハラとは何か？

レイハラになる可能性のある行為

レイハラの背景

レイハラの被害を受けたらどうすればよいのか？

レイハラの加害者にならないように気をつけることは？

レイハラの被害者にならないように気をつけることは？

会社はどのようなレイハラ対策をするべきか？

レイハラの相談をされたらどうすればよいのか？

確認テスト

監修：弁護士 杉田昌平（弁護士法人

Global HR Strategy 代表社員）

CSRを学ぶ ハラスメント ハラスメント対策 カスタマーハラスメント対策の基礎知識

カスタマーハラスメントの概要および対応策について知識を深め、誰

もが安心して働ける職場環境の実現を目指します。

40分

はじめに

カスハラとは何か？

カスハラの判断基準

カスハラ行為のタイプ

カスハラへの罰則

カスハラの実態

従業員に対する企業の責任

カスハラ被害を防ぐ取り組み

カスハラ初期対応のポイント

カスハラ発生時の対応例

カスハラ発生時の心得

加害者にならないために

確認テスト

CSRを学ぶ ハラスメント ハラスメント対策 スメルハラスメント対策の基礎知識

スメルハラスメントの概要および対応策について知識を深め、誰もが

安心して働ける職場環境の実現を目指します。

40分

はじめに

スメハラの基礎知識

スメハラの代表例

スメハラ対策

スメハラ発生時の心得

確認テスト

CSRを学ぶ ハラスメント 職場のケア 職場のメンタルヘルス（ラインケア編）

メンタルヘルスの重要性と社会的背景の理解、および組織マネジメ

ントにおける当領域についての知識を身に付けることができます。

1時間

1章 スタッフケア度チェック 

2章 私たちの生活とメンタルヘルス 

3章 メンタルヘルスの現状 

4章 職場で起こりうるメンタルヘルス不全 

5章 管理職に求められる対応 

6章 まとめ 

7章 まとめテスト 

8章 ケース・スタディ

監修：青木洋二

監修：社会保険労務士法人 みらいコンサ

ルティング

CSRを学ぶ ハラスメント 職場のケア 職場のメンタルヘルス（セルフケア編）

自身がメンタルヘルス不全に陥ることで生じるリスクを理解し、その

回避方法を身に付けることができます。

1時間

1章 ストレス度チェック 

2章 私たちの生活とメンタルヘルス 

3章 メンタルヘルスの現状 

4章 職場で起こりうるメンタルヘルス不全 

5章 ストレス対策 

6章 まとめ 

7章 まとめテスト 

8章 ケース・スタディ

監修：青木洋二

CSRを学ぶ ハラスメント 職場のケアスキル診断
職場のメンタルヘルス（ラインケア編） スキル

診断

職場のメンタルヘルスに関する組織マネジメントの基礎知識につい

て、分野ごとの理解度・スキルを把握することができます。 30分

－

金融知識

を学ぶ
金融基礎 金融取引の基礎

金融全般についての知識および主要な金融商品や取引の概略を

身に付けることができます。

3時間

1章 金融とは 

2章 通貨の種類と役割 

3章 お金の流れ 

4章 金融機関の役割 

5章 金融市場

金融知識

を学ぶ
金融基礎 投資信託のしくみ

投資信託の種類、特徴、売買方法の概略を身に付けることができ

ます。
3時間

1章 投資信託とは 

2章 投資信託のリスク・リターン 

3章 投資信託の種類 

4章 投資信託の売買

金融知識

を学ぶ
金融基礎 株式のしくみ

株式会社や株主という概念から株式を理解するとともに、その種

類、特徴、売買方法の概略を身に付けることができます。

2時間30

分

1章 株式とは 

2章 株式の種類 

3章 株式市場 

4章 株価 

5章 株式の購入 

6章 株式の選択 

7章 修了試験

金融知識

を学ぶ
金融基礎 債券のしくみ

発行条件や債券市場という概念から債券を理解するとともに、その

種類、リスクなどの概略を身に付けることができます。

2時間30

分

1章 債券とは 

2章 債券の種類 

3章 債券市場 

4章 債券の発行条件 

5章 債券のリスク 

6章 債券の利回り 

7章 修了試験

金融知識

を学ぶ
金融基礎 資金移動表

「資金移動表」の構成を理解し、財務諸表からの作成方法を習

得します。さらに、「資金移動表」の分析のポイントや活用方法を

学習します。

1時間

1章　キャッシュの不足要因

2章　資金移動表とは

3章　資金移動表の構成

4章　資金移動表の活用方法

おわりに

修了試験

著作：株式会社横浜銀行／株式会社ライ

トワークス

金融知識

を学ぶ
金融基礎 資金運用表

「資金運用表」の構成を理解し、財務諸表からの作成方法を習

得します。さらに、「資金運用表」の分析のポイントや活用方法を

学習します。
1時間

1章　貸借対照表の見方

2章　資金運用表とは

3章　資金運用表の見方

おわりに

修了試験

著作：株式会社横浜銀行／株式会社ライ

トワークス

SE知識を

学ぶ
業務が分かる SEのための 販売管理入門

企業内の販売管理業務の全体像、他業務との関連、業務の手

順、業務系システムとの関連についての知識を身に付けることがで

きます。
2時間

1章 販売管理の概要 

2章 販売業務 

3章 仕入業務 

4章 在庫管理業務 

5章 他業務との関連 

6章 総合演習

SE知識を

学ぶ
業務が分かる SEのための 財務管理入門

企業内の財務管理業務の全体像、他業務との関連、業務の手

順、業務系システムとの関連についての知識を身に付けることがで

きます。

2時間30

分

1章 財務管理の概要 

2章 会計処理業務 

3章 債権・債務管理業務 

4章 資産・資金管理業務 

5章 管理会計業務 

6章 予算管理業務 

7章 他業務との関連 

8章 総合演習

SE知識を

学ぶ
業務が分かる SEのための 人事・給与管理入門

企業内の人事・給与管理業務の全体像、他業務との関連、業務

の手順、業務系システムとの関連についての知識を身に付けること

ができます。

2時間

1章 人事・給与管理の概要 

2章 社員制度と雇用管理 

3章 人事評価と報酬管理 

4章 給与計算のしくみ 

5章 人事・給与管理システム 

6章 給与計算の具体例 

7章 総合演習

（注）動作対応環境詳細については製品サポートページ https://www.lightworks.co.jp/support/environment をご参照ください。
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まなびプレミアム対象eラーニング教材一覧 Ver.2023.05.01

英 中
ベト

ナム

目次大カテゴリ 中カテゴリ

標準

学習時

間

外国語対応

カテゴリ 講座タイトル 教材概要
備考

（監修者情報等）

Learning

Hacker
スタディハック

覚えていたいあなたのために。

- テスト効果

Learning

Hacker
スタディハック

じわりと攻めよう。

- 近接目標

Learning

Hacker
スタディハック

アウトプットのためにとりあえず寝るべし。

- 睡眠と記憶の定着の関係

Learning

Hacker
スタディハック

身体で覚える！魔法の暗記術。

- ジェスチャー効果

Learning

Hacker
スタディハック

15分間のスイッチオフで、記憶力アップ。

- ウェイクフルレスト

Learning

Hacker
スタディハック

効率的に頭に入れたい人のためのバラバラ戦

法。- インターリーブ学習

Learning

Hacker
スタディハック

あなたの「集中」を守るために。

- 状況修正ストラテジー

Learning

Hacker
スタディハック

集中力アップのために、心をつなぎとめろ。

- マインドワンダリング対策

Learning

Hacker
スタディハック

あなたは手書き派？パソコン派？２種類のメ

モ術を検証！ - 効果的なメモの取り方

Learning

Hacker
スタディハック

「先生モード」で覚えよう。

- 教えるつもり学習法

Learning

Hacker
スタディハック 覚えるより、思い出す。- 3×3の想起学習

Learning

Hacker
スタディハック

勉強だってリソースが重要！

 - 戦略的リソース利用法

Learning

Hacker
スタディハック

インプットした後は、脳に任せよう。

- 記憶の放置

Learning

Hacker
スタディハック

学習パフォーマンスを上げるイメージ術。

- プロセスシミュレーション

Learning

Hacker
スタディハック

「やるやる詐欺」から脱却するための心理作

戦。- WOOP

Learning

Hacker
スタディハック

学びをスパイラルアップ！フレームワーク活用

法。- 自己調整学習

Learning

Hacker
スタディハック

「覚えたつもり」をなくす暗記術。

- 3Rメソッド

Learning

Hacker
スタディハック

逆境があなたにもたらす記憶の効果。

- 望ましい困難と記憶の定着

Learning

Hacker
スタディハック

描く！で情報整理＆記憶の促進。

- マインドマップの効果

Learning

Hacker
スタディハック

頭の中を整理整頓、深い理解を目指す！

- 自己説明の効果

Learning

Hacker
スタディハック

睡眠を挟んで効率アップ！

- インターリービングスリープ学習

Learning

Hacker
スタディハック

ビギナー＋マンガは相性抜群！

- マンガ学習のススメ

Learning

Hacker
スタディハック

教えるときの、つかみ方。

- 好奇心と記憶の関係

Learning

Hacker
スタディハック

「メリットの具体化」がモチベーションと成績を上

げる！ - 効用価値

Learning

Hacker
スタディハック

記憶機能を上げる、10分間の準備運動。

- 運動と記憶機能

Learning

Hacker
スタディハック

メリハリを付けた読み方で、記憶力アップ！

- 音読＋黙読の効果

Learning

Hacker
スタディハック

なぜ？のひと手間で記憶を定着！

- 精緻化質問

Learning

Hacker
スタディハック

復習をブラッシュアップ！思い出し作戦で記憶

を定着。- 想起学習の効果

Learning

Hacker
スタディハック

時短読書で理解効率が高まる！？

- スキミング

Learning

Hacker
スタディハック

自分にタイマーを！勉強の「後回し」から卒業

する方法。- if-then計画の活用

Learning

Hacker
ワークハック

仕事中こっそりしっかり休憩したいあなたへ。-

グリーン・マイクロブレイク

Learning

Hacker
ワークハック

なりきり戦法で能力を引き出せ！ - プライミン

グ効果

Learning

Hacker
ワークハック

異色のハーモニーでパワーアップ。- カフェインの

取り方

Learning

Hacker
ワークハック

ゼンマイ式のタイマーが頭のネジを巻いてくれ

る！？ - ポモドーロ・テクニック

個々人が学ぶ上でつまずきがちなポイントや課題に対し「明日使え

る学びのハック法」を伝えます。本教材を通して、集中して効率的

に学習するためのコツ（学習の順番、記憶定着法、休憩術など）

および学習を習慣化するために必要な考え方やプロセスの作り方を

身に付けられます。

個人が働く中で生産性が落ちてしまいがちなシーンを取り上げ「明

日使えるワークハック法」を伝えます。本教材を通して、仕事に対す

るモチベーションの上げ方、および効率的に仕事を進めるコツを身に

付けられます。

（注）動作対応環境詳細については製品サポートページ https://www.lightworks.co.jp/support/environment をご参照ください。
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まなびプレミアム対象eラーニング教材一覧 Ver.2023.05.01

英 中
ベト

ナム

目次大カテゴリ 中カテゴリ

標準

学習時

間

外国語対応

カテゴリ 講座タイトル 教材概要
備考

（監修者情報等）

Learning

Hacker
ワークハック 耳から始めるウォーミングアップ。- 音楽の効能

Learning

Hacker
ワークハック

ひとりはみんなのために！頑張るんです。- セ

ルフコントロールとモチベーション

Learning

Hacker
ワークハック

ベストな量が幸せを呼ぶ。- カフェイン200mg

の魔法

Learning

Hacker
ワークハック

大事なタスクを後回しにしないためのひと工

夫。

- 完了バイアス

Learning

Hacker
ワークハック

睡眠タイプ別！自分のゴールデンタイムの見つ

け方。- クロノタイプ

Learning

Hacker
ワークハック

悩む時間は長すぎても短すぎてもNG！

- 15分ルール

Learning

Hacker
マネジメントハック

vol.1 部下が動き出す！ワンランク上の管理

術。- 自律促進型マネジメント

Learning

Hacker
マネジメントハック

vol.2 チームの活性化に効くコミュニケーショ

ン。

- 心理的安全性

Learning

Hacker
マネジメントハック

vol.3 部下をやる気にさせる科学的方法。

- ジョブクラフティングとエンゲージメント

Learning

Hacker
マネジメントハック

vol.4 部下のやりがいを引き出す！仕事の捉

え直し術。- ジョブクラフティングの事例

Learning

Hacker
マネジメントハック

vol.5 「やればできる！」が部下のパフォーマン

スを上げる。- 成長マインドセット

個人が働く中で生産性が落ちてしまいがちなシーンを取り上げ「明

日使えるワークハック法」を伝えます。本教材を通して、仕事に対す

るモチベーションの上げ方、および効率的に仕事を進めるコツを身に

付けられます。

マネジメントをする上で課題になりがちなシーンを取り上げ「明日使

えるマネジメントハック法」を新任マネジャー「中西君」のお悩み解決

ストーリーに載せて伝えます。部下の自律性やモチベーションを高

め、よいチームをつくる方法を学ぶことにより、部下の自律的な成長

を促し、チームのパフォーマンス向上に貢献することができます。マネ

ジャーだけでなく、マネジャーを目指すビジネスパーソンにも役に立つ

教材です。

（注）動作対応環境詳細については製品サポートページ https://www.lightworks.co.jp/support/environment をご参照ください。
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