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テレワークでも社員教育を効率的に⾏う
LMSへ搭載可能なIT・ビジネス教育コンテンツ

No カテゴリ タイトル

1 Python Python環境構築⼊⾨
Windows10でPythonを利⽤する環境構築が私にもできた！

P3

2 Python Python⼊⾨ 1
構⽂の基本を理解し制御フローツールを使えるようになる

P4

3 Python Python⼊⾨ 2
関数を体得しライブラリを使えるようになる

P5

4 Python Pythonデータ分析
Pythonを使ってデータ分析を⾏なっていく

P6

5 Python Scikit-learnで機械学習 P7

6 Java Java基礎前編 P8

7 Java Java基礎後編 P9

8 PMP 【PMP受験】
PMP受験資格のための35時間PM講座

P10
※1

9 ITプロ
ジェクト
マネジメ
ント

ITヒューマンスキル(創造⼒) P12

10 PMP 【PDU対象】
ITヒューマンスキル(コミュニケーション⼒)

P13

11 PMP 【PDU対象】
PMBOK®ガイドに⾒る迅速型プロジェクトマネジメントへの適⽤⽅法

P14

12 ヒューマ
ンスキル

スポーツジャーナリストが教えるビジネス⼒をアップする⼼理の⾒抜き⽅ P15

13 ヒューマ
ンスキル

ビジネスに活かすためのアスリートから学ぶ⽬標設定の仕⽅ P15

14 ヒューマ
ンスキル

怒りを味⽅につける9つの習慣 P15

15 ヒューマ
ンスキル

社会⼈3年⽬〜5年⽬のビジネスパーソンのための
仕事の効率を33.1%アップするダンドリ術

P16

16 DX DX戦略はじめの⼀歩 P16

17 RPA RPAはじめの⼀歩 P16

18 G検定
E資格

G検定基礎講座＋模擬試験
JDLA認定プログラム「3ヶ⽉で現場で潰しが効くディープラーニング講座」

P17

動画でIT・ビジネススキルを学べ、リスキリングに最適なコースを揃えております。
なお、必要となるテーマがあればオーダーメードで制作させていただきます。

動画学習シリーズ

2

・P３以降の価格は、当社が使⽤するビデオサーバー(Vimeo)を利⽤して学習する際の
1名あたりの価格となります。
・LMSへ搭載をご希望の場合は利⽤⼈数や期間等でお⾒積りをさせていただきます
・LMSへ⼀部搭載不可のコースもございます。
・E資格対応：JDLA認定プログラム「3ヶ⽉で現場で潰しが効くディープラーニング講座」は
別途資料がございます。資料ご希望の旨をご連絡ください。



講師 代⽥佳⼦

学習⽬的 WindowsでPython環境を構築する / Pythonのインストール、ツール
を使って実⾏環境を整える / Visual Studio Code使って環境インス
トール / anacondaツールのインストール

前提知識 特に必要ありません

学習対象者 これからWindows環境でPythonプログラミングを始める⽅

概要 Windows環境でPython環境（Python.jpからDL/Visual Study Code 
/Anaconda)を整える。Jupyter Notebook等を使って実⾏環境の整え⽅
を実際の画⾯操作と解説を通じて習得できます。

⽬次 ▶全1時間
1章 Pythonのインストール
2章 Pythonの実⾏
3章 Anacondaを使ってツールの準備
4章 Jupyter Notebookを利⽤しPythonを実⾏
5章 Google ColabやSpyderを利⽤する
6章 まとめ -Pythonの学習を進めるにあたり-

価格 19,800円/1名 180⽇間

Python環境構築⼊⾨
Windows10でPythonを利⽤する環境構築が私にもできた！



講師 代⽥佳⼦

学習⽬的 Pythonの制御構造について理解する

前提知識 特に必要ありません

学習対象者 これからWindows環境でPythonプログラミングを始める⽅

概要 チュートリアルを使ってPythonのプログラミングの基本となる構⽂
を習得します。制御構造について実践的な演習操作と解説で理解す
ることによりPythonプログラミングができるようになります。

⽬次 ▶全1時間35分
1章 "値"を⼊⼒し変数に取り組む
2章 変数の使い⽅を理解する
3章 複数の値を扱う配列の理解
4章 関数を使った配列の基本的な使い⽅
5章 変数と配列の利⽤
6章 順次構造／制御フローを理解する
7章 if⽂／for⽂/while⽂の利⽤
8章 制御構造の解説

価格 19,800円/1名 180⽇間

Python⼊⾨ 1
構⽂の基本を理解し制御フローツールを使えるようになる



講師 代⽥佳⼦

学習⽬的 Pythonの制御構造について理解する

前提知識 特に必要ありません

学習対象者 Python⼊⾨1を学習した⽅

概要 Pythonに関する関数、例外処理、ライブラリを理解してクラスやオ
ブジェクトを実践的な画⾯演習と解説により習得することができま
す。

⽬次 ▶全1時間40分
1章 関数の理解
2章 引数の理解
3章 関数を呼び出す
4章 エラー/例外処理 1
5章 エラー/例外処理 2
6章 標準ライブラリの理解
7章 外部ライブラリの利⽤
8章 Nampyを使って配列を操作
9章 クラス変数、インスタンス変数

価格 19,800円/1名 180⽇間

Python⼊⾨ 2
関数を体得しライブラリを使えるようになる



講師 代⽥佳⼦

学習⽬的 Pythonで機械学習を⾏うためベースとなるデータを理解し整理する
⼒を養う

前提知識 特に必要ありません

学習対象者 Python⼊⾨1・２を学習した⽅、またはPythonについて基本的な理解
がある⽅

概要 機械学習プログラミングを⾏う前に「データ」が、今どういった状
況にあるのかを判断する⼒が必要となります。
データの持つ意味やパターンを判断することで予測するという機械
学習プログラミングの基本的な⼒をつけます。
PandasやMatplottlibを理解し需要予測を⾏ないグラフ化を⾏なうこ
とを学習します。

⽬次 ▶全1時間50分
1.Pandasを使ってデータを扱う
2.ファイルを読み込みデータの内容をみて任意の位置
を取得、変更する

3.条件に基づく値での絞り込みを⾏う
4.データフレームに列や⾏を追加、削除する
5.特定の条件に基づき値が合致したものを結合や修正.  
をする

6.平均気温と販売本数の相関を確認する
7.notebookツールを利⽤する
8. データフレームを作り、様々な修正を⾏う
9. matplotllibを使って折線グラフ等を作る

価格 19,800円/1名 180⽇間

Pythonデータ分析
Pythonを使ってデータ分析を⾏なっていく
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講師 代⽥佳⼦

学習⽬的 Scikit-learnを理解し需要予測ができる⼒を養う

前提知識 特に必要ありません

学習対象者 Python⼊⾨1・２を学習した⽅、またはPythonについて基本的な理解
がある⽅

概要 Python Scikit-learnで機械学習では気温や降⽔量をもとにした清涼飲
料⽔の需要予測を⾏いながら説明変数、⽬的変数を理解しmatplotlib
を使って作図を⾏うなど、実践的な内容となっております

⽬次 ▶全2時間52分
1. 機械学習を⾏う前に基礎理解
2. 分割の仕⽅
3. コードの実⾏
4. Matplotlibを使って作図を作る
5. パラメータの最適化
6. 決定⽊、⽊構造
7. グラフにて可視化する
8. ランダムフォレスト
9. 評価の指標
10.特徴変数
11.パラメータの調整
12.グラフビジュアライズを使って可視化させる

価格 19,800円/1名 180⽇間

Scikit-learnで機械学習
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講師 代⽥佳⼦

学習⽬的 Javaの基本を理解するために、Javaで何ができるのかプログラミン
グの考え⽅を理解しながら実際の操作画⾯を⾒て、聞いて理解しま
す。統合開発環境であるEclipsを利⽤しJavaプログラミングの基礎的
なスキルを習得します。書籍や記事等でJavaを学んだ⽅も、講義形
式の動画で実際の操作演習によりJavaプログラミングへの理解が深
まります。

前提知識 Javaの基礎に関する初歩的な理解があると望ましい

学習対象者 これからJavaプログラミングを始める⽅

概要 操作演習や講義による解説でJavaの基礎となるプログラミングを理
解します。統合開発環境であるEclipseを使ってどのように考え、ど
のようにプログラミングを⾏なっていくのか、テーマごとに詳細の
解説によりJavaの基本を習得することができます。

⽬次 ▶全2時間40分
1. Javaを理解し開発環境を準備する
2. Eclipseを利⽤する
3. クラスの作成
4. コンパイルとデータ型を理解する
5. 変数宣⾔
6.配列を使う
7.計算式の記述
8.デバック
9. 順次構造と条件式を理解する
10. 制御構造
11. 制御構造(続き)
12. 制御構造(続き)
13.エラーが発⽣したときの対応
14.例外処理

価格 19,800円/1名 180⽇間

Java基礎前編
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講師 代⽥佳⼦

学習⽬的 Javaの基本を理解するために、Javaで何ができるのかプログラミン
グの考え⽅を理解しながら実際の操作画⾯を⾒て、聞いて理解しま
す。オブジェクト指向の基本を理解しながらJavaによるプログラミ
ングスキルを習得します。書籍や記事等でJavaを学んだ⽅も、講義
形式の動画で実際の操作演習によりJavaプログラミングへの理解が
深まります。

前提知識 Java基礎前編を学習していることが望ましい

学習対象者 これからJavaプログラミングを始める⽅

概要 操作演習や講義による解説でJavaの基礎となるプログラミングを理
解します。統合開発環境であるEclipseを使ってどのように考え、ど
のようにプログラミングを⾏なっていくのか、テーマごとに詳細の
解説によりJavaの基本を習得することができます。

⽬次 ▶全2時間20分
1.オブジェクト指向の概略を理解する
2.クラス宣⾔の基本的な構造を理解する
3.クラスを作る
4.メソッドを実⾏する
5.制御構造、変数を理解する
6.プリミティブ基本型を使う
7.クラスの定義
8.継承構造を作っていく
9.スーパークラスのコンストラクタ
10.インプリメンツを使ってインターフェースを実装する
11.型変換、キャストを利⽤する
12.クラス Date
13.Java util dateを理解する

価格 19,800円/1名 180⽇間

Java基礎後編
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講師 佐藤義男
特徴 オンデマンド学習とオンラインライブ講座の受講でPMP資格試験申請要件であ

る35時間の学習証明書を発⾏いたします。
本講座は35時間(5⽇間)の⽇程に縛られる事なく、効率的に申請要件をクリア
できるPMP資格試験対応講座です。
オンデマンド 28時間 + オンライン 7時間の受講で35時間の学習証明書を発⾏
致します。
グループ討議を⾏うことが望ましいので、1社 3-4名で1グループができるよう
にお申し込みください。

学習
⽬的

論理思考⼒、概念化⼒、問題分析⼒の⼿法を学び、実務において「価値の創
造・問題解決」を着実に遂⾏する⼒を習得する

前提
知識

特に必要ありません。

学習
対象者

・プロジェクト・マネージャー
・プロジェクト・リーダー
・プロジェクト・マネージャーを⽬指す⽅

概要 組織で必要な３つのITプロジェクトマネジメントの創造⼒スキルの要素を学ぶ。
−ITプロフェッショナルに必要なITヒューマンスキル（創造⼒）として、問題
解決⼿法を学ぶ。
−問題化したプロジェクトの原因を分析し、その教訓から成功へのプロセスを
学ぶ。
−「正解のない問題」を解く⼒としての概念化⼿法を学ぶ。
*8章の解答例は解答例の動画を参照してください。

各
コース
の
学習
⽬的

PMP資格試験申請要件である「PM教育受講証明書」(35HR)を4つのコースを履
修し取得する
コース1：ITプロジェクトマネジメント修得
グループ討議⽤の演習課題あり。講師提出の演習課題あり。
⽬的
PMBOK®ガイド準拠のプロジェクトマネジメント技法を修得することにより、
社外で通じるプロジェクト・マネジャーを育成する
プロジェクト・マネージャーのための⼈間系スキル強化
コース2
⽬的
プロジェクト・チームを効果的にマネジメントするために必要な⼈間系スキル
(⼈間関係スキルと⾏動特性)を向上する
迅速型プロジェクトマネジメントへの適⽤⽅法〜PMBOKガイドにみるアジャ
イル開発アプローチ〜
コース3
⽬的
PMBOK®ガイドの改訂ポイント(特にアジャイル開発アプローチの追加部分を学
び、迅速型プロジェクトマネジメントへの適⽤⽅法を習得する
PMP資格新試験対策
コース4
⽬的
PMBOK®ガイドの内容理解と模擬問題により、PMP®資格試験に合格するために
必要な知識を習得する

価格 110,00円/1名
(1社最低お申し込み⼈数は6名様から⽇程を調整させていただきます)

PMP受験資格のための35時間PM講座

LMSへの搭載は不可のコースです
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コース1 ITプロジェクトマネジメント修得
イントロダクション
ITプロジェクトマネジメント実践法
１．プロジェクトマネジメント最新動向
２．プロジェクト失敗の原因
３．発注側に求められるスキル
４．プロジェクト実施計画の作成
５．ケーススタディ１
（プロジェクト実施計画書作成）

3名から4名を1グループとしグループ演習
６．プロジェクトマネジメント実践
（失敗事例から学ぶ）

７．ケーススタディ２（失敗事例）
3名から4名を1グループとしグループ演習

８．プロジェクトの監視・コントロール
９．プロジェクトの終結
10．プロジェクトマネジメント⼒強化の実際

コース2 プロジェクト・マネージャーのための⼈間系スキル強化
１． 今、⼈間系スキルが重要
２． ITプロジェクト・マネジャーの成功条件
３． ITプロフェッショナルに必要なスキル
４． PMコンピテンシー診断

実習：診断ツールの活⽤
５． PMコンピテンシー向上アプローチ
６． プロジェクトにおけるリーダーシップ
演習１：ERP導⼊プロジェクトにおけるリーダーシップ

3名から4名を1グループとしグループ演習
思いやり型リーダーシップ
実習：あなたの「思いやり型リーダー」度は？
演習２：チーム形成「新サービスの提案」
3名から4名を1グループとしグループ演習
個⼈を⾼める
実習：マインドフルネスにより⾃⼰認識を育む

７． プロジェクトにおけるコミュニケーション
演習３：相⼿に期待を伝える体験（ロールプレイ）

８． プロジェクトにおける達成と⾏動

コース3 迅速型プロジェクトマネジメントへの適⽤⽅法
１． DXの現況
２． 様々なＤＸプロジェクト
３． PMI ®北⽶⼤会に⾒るPM新潮流
４． 適応型マネジメント・アプローチ
５． PMBOK®ガイド第6版の変更内容
６． アジャイル開発の適⽤例
７． IT業界への提⾔
８． ケーススタディ：「企業向けアジャイル導⼊案」

3名から4名を1グループとしグループ演習

コース4(Zoomによるライブ研修)
PMP資格新試験対策
１．PMP資格概要
２．PMP新試験の変更点
３．出題傾向と対策
４．覚えておくべきポイント
５．模擬試験
６．解答と解説
７．受験準備と参考情報
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講師 佐藤義男

学習⽬的 論理思考⼒、概念化⼒、問題分析⼒の⼿法を学び、実務において
「価値の創造・問題解決」を着実に遂⾏する⼒を習得する。

前提知識 特に必要ありません。

学習対象者 ・プロジェクト・マネージャー
・プロジェクト・リーダー
・プロジェクト・マネージャーを⽬指す⽅

概要 組織で必要な３つのITプロジェクトマネジメントの創造⼒スキルの
要素を学ぶ。
−ITプロフェッショナルに必要なITヒューマンスキル（創造⼒）と
して、問題解決⼿法を学ぶ。
−問題化したプロジェクトの原因を分析し、その教訓から成功への
プロセスを学ぶ。
−「正解のない問題」を解く⼒としての概念化⼿法を学ぶ。
*8章の解答例は解答例の動画を参照してください。

⽬次 ▶全3時間40分
１．組織で必要なスキル
２．ITプロフェッショナルに必要なスキル
３．問題発⾒と課題設定
４．問題の原因分析
５．問題分析技法
６．プロジェクト運営における問題原因分析
７．問題分析実施例
８．ケーススタディ（問題プロジェクト原因分析）
９．概念化⼒

価格 16,500円/1名 180⽇間

ITヒューマンスキル(創造⼒)
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講師 佐藤義男

学習⽬的 情報の獲得と理解、相⼿に影響を与えたり協働への引導する⼒、さ
らにはチームを統率して動機付けし、⽬的を達成する上で必要な知
識、スキル、および振舞いを習得する。

前提知識 プロジェクト・マネジャー、リーダー、またはそれを⽬指す⽅

学習対象者 ・プロジェクト・マネージャー
・プロジェクト・リーダー
・プロジェクト・マネージャーを⽬指す⽅

概要 PDU対象講座（Leadership:4PDUs）です。プロジェクトマネジャーと
してチームを統率し⽬的を達成するために必要なコミュニケーショ
ンスキルを学びます。−ITプロフェッショナルに必要なヒューマン
スキルのうち、「コミュニケーション⼒」を⾼めるスキル（リー
ダーシップ、コミュニケーション、達成と⾏動）を取り上げ、演習
を通して実践する。

⽬次 ▶3時間52分
1. 今、⼈間系スキルが重要
2. ITプロジェクト・マネジャーの成功条件
3. ITプロフェッショナルに必要なスキル
4. PMコンピテンシー診断
5. PMコンピテンシー向上アプローチ
6. プロジェクトにおけるリーダーシップ
−演習１：ERP導⼊プロジェクトにおけるリーダーシップ
思いやり型リーダーシップ
−実習：あなたの「思いやり型リーダー」度は？
−演習２：チーム形成「新サービスの提案」
個⼈を⾼める

7. プロジェクトにおけるコミュニケーション
−コミュニケーション・マネジメントの進め⽅
相⼿に期待を伝える
−演習３：相⼿に期待を伝える体験（ロールプレイ）
8. プロジェクトにおける達成と⾏動
−演習４：⽂具購⼊システム構築プロジェクトにおける達成重視

価格 16,500円/1名 180⽇間

【PDU対象】ITヒューマンスキル(コミュニケーション⼒)

LMSへの搭載は不可のコースです
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講師 佐藤義男

学習⽬的 PMBOK®ガイド第6版の改訂ポイント（特にアジャイル開発アプロー
チの追加部分）を学び、迅速型プロジェクトマネジメントへの適⽤
⽅法を修得する。

前提知識 プロジェクト・マネジャー、リーダー、またはそれを⽬指す⽅

学習対象者 ・新⼈のプロジェクトマネージャーの⽅
・プロジェクトリーダーの⽅またはそれを⽬指す⽅
・PMBOK®ガイド第6版の変更点を把握したい⽅

概要 PDU対象講座（Leadership:6PDUs）です。⽬まぐるしく変化する技術
動向に対応し、ビジネスイノベーションを推進するために、スピー
ド重視の迅速型プロジェクトマネジメントが求められています。
PMBOK®ガイド第6版の改訂ポイント、特にアジャイル開発アプロー
チの追加部分を学び、迅速型プロジェクトマネジメントへの適⽤⽅
法を習得しましょう！
本講座は、迅速型プロジェクトマネジメント（スピード重視のア
ジャイル開発アプローチ）を学びます。
＊ビジネス変化に迅速に対応できるスピード重視の現実的対応が急
務である。
＊アジャイル開発の本質、導⼊成功のポイントを理解する。

⽬次 ▶全3時間13分
１．今、ＤＸへの対応が急務
２．様々なＤＸプロジェクト
３．PMI ®北⽶⼤会に⾒るPM新潮流
４．適応型マネジメント・アプローチ
５．PMBOK®ガイド第6版の変更内容
６．アジャイル開発の適⽤例
７．IT業界への提⾔
８．ケーススタディ：「企業向けアジャイル導⼊提案」

価格 16,500円/1名 180⽇間

【PDU対象】PMBOK®ガイドに⾒る迅速型
プロジェクトマネジメントへの適⽤⽅法

LMSへの搭載は不可のコースです
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品名 ビジネスジャーナリストが教える
ビジネス⼒をアップする⼼理の⾒抜き⽅

講師 瀬⼾⼝ 仁

学習
⽬的

・相⼿の⼼理に寄り添い、コミュニケーションが円滑
にとれるようになる

・どんな場⾯でも相⼿の⼼が読め、⾃由に相⼿を動か
せるようになる

・こじれた⼈間関係を修復・改善する能⼒を⾝につけ
る

前提知識 特に必要ありません。

学習
対象者

・⼈間関係に悩んでいるビジネスパーソン
・相⼿の⼼理を掴んでモチベーションを上げたい⽅

概要 特に商談、プレゼン、交渉…ビジネスの現場ではさまざまなコミュニケーションが必要です。コミュニケーション
において重要なのは、相⼿の⼼理に沿った応対をすること。スポーツジャーナリストが、⽬の動きやボディーラン
ゲージから相⼿の⼼理を読み解く⽅法を解説します。
ビジネスに役⽴つ⼼理の読み取り⽅は3つ。
それは、「6つの⽬の動き」「14のボディランゲージ」「8つの⼼のボディランゲージ」です。
この3つの柱を⾝につければ、⼈の⼼を掴むことができます！
スポーツで得た知⾒をビジネスやプライベートでも応⽤できるよう、⾝近な事例を交えて解説。35年間のスポーツ
ジャーナリスト経験から導き出した秘伝のテクニックを惜しむことなく伝授します！

コース時間 ▶31分

価格 9,900円/1名 180⽇間

品名 ビジネスに活かすためのアスリートから学ぶ
⽬標設定の仕⽅

講師 瀬⼾⼝ 仁

学習
⽬的

・効果的な⽬標設定の⽅法を理解し、設定した⽬標へ
の迷いがなくなる

・⾝近なゴール（⽬標）を達成するための3つのスキ
ルが⾝につく

・⼤きくて遠いゴール（夢）を達成するための3つの
スキルが⾝につく

前提
知識

特に必要ありません。

学習
対象者

・どのように⽬標を設定したらよいか悩んでいる⽅
・どのように夢を実現したらよいか悩んでいる⽅

概要 このコースではトップアスリートへの取材を35年間続けてきたスポーツジャーナリストが導き出した、⽬標設定の
極意を学ぶことができます。
ビジネスに活かすゴール設定には、3つの柱が重要です。
（１）⽬標達成へのマインドの作り⽅
（２）⾝近なゴール到達への3つの法則
（３）⼤きくて遠いゴール到達への3つの法則

この3つの柱を⾝につければ、夢を叶えて、ビジネスで成功できるようになります！⾝近なゴール（⽬標）達成が
⼤きくて遠いゴール（夢）の実現に結び付く、多くのアスリートの成功法則を基にその具体的な⽅法を伝授します。
以下の内容を名前をあげたトップアスリートから学んでいきます。
≪⽬標達成へのマインドの作り⽅≫
吉⽥沙保⾥と伊調馨の違い、松井秀喜、橋本聖⼦

≪⾝近なゴール到達への3つの法則≫
松坂⼤輔、イチロー、ジョニーベンチ、⽯川遼、本⽥圭佑、三宅宏美
中村俊輔＆本⽥圭佑、松井稼頭央

≪⼤きくて遠いゴール到達への3つの法則≫
積み重ね、ドリームキラー、過去は関係ない

コース時間 ▶31分

価格 9,900円/1名 180⽇間

ビジネススキルシリーズ①

品名 怒りを味⽅につける9つの習慣

講師 瀬⼾⼝ 仁

学習
⽬的

・怒りを上⼿にコントールできるようになる
・幸せと成功を⼿に⼊れることができる
・⼀流のアスリートが実践しているテクニックを知る
ことができる

前提知識 特に必要ありません。

学習
対象者

・怒りで１⽇を台無しにしてしまう⽅
・最近、ムカッとすることがあった⽅

概要 怒りのコントロールを学ぶと、怒りへのさまざまな対処法を⾝につけることができます。
その対処法を「９つの習慣」として紹介し、⻑年スポーツジャーナリストとして活躍した講師が、スポーツジャー
ナリストならではの視点で、⽇常⽣活の中で怒りをコントロールしていく⽅法を解説します。
怒りを知り、うまく味⽅にすれば、モチベーションやパフォーマンスのアップにつながります。

コース時間 ▶33分

価格 9,900円/1名 180⽇間
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品名 DX戦略はじめの⼀歩

講師 ⼤⾕ 更⽣

学習
⽬的

・DXに取り組むと⾃社事業にどんなメリットがあるかを理解することができる
・⾃社でDX化を進めるために何が⾜りないかを理解することができる
・⾃社でDX化を進めるために何をやらなければならないかに気づくことできる

前提知識 特に必要ありません。

学習
対象者

・⾃社のDX化を検討したいと思っている
・DXに関して情報がありすぎて混乱している
・DXに取り組まなければならないと思っているけど、何から⼿をつけたらいいか、
わからない

概要 DXとは何か、成功事例に学び、そしてDX推進の第⼀歩を推し進められるように考え⽅や取り組みを理解します

学習
項⽬

概要
DXとは何か
DX実現の3ステップ
DXの効果
2つのDX
DXの成功事例に学ぶ：その1
DXの成功事例に学ぶ：その2
DXはじめの⼀歩デジタイゼーション
デジタイゼーション実現のメリット
デジタイゼーション最初に取り組むこと：ファイル整理のコツ
デジタイゼーション最初に取り組むこと：捨てるコツ
本講座の振り返り

コース時間 ▶50分

価格 3,960円/1名 180⽇間

品名 社会⼈3年⽬〜5年⽬のビジネスパーソンのための仕事の効率を33.1%アップするダンドリ術

講師 ⼤⾕ 更⽣

学習
⽬的

・迷わず判断できるようになる
・〆切に追われることなく、余裕を持って仕事に取り
組めるようになる

・周りの助けを借りやすくなる

前提知識 特に必要ありません。

学習
対象者

・どの仕事から取り掛かるか、迷うことがよくある⽅
・いつも仕事に追われて時間が⾜りない⽅
・割り込み仕事で予定が狂わされてしまう⽅
・〆切に間に合わないことがよくある⽅
・周りの助けを借りることができず、⼀⼈で抱えてしまう⽅

概要 締め切りに追われ、いつも余裕がない…。そんな状況をこの講座で解消しましょう。この講座ではあなたの仕事の効率を
33.1％⾼める「段取り術」を学びます。
段取りよく仕事を進めるためには3つの⼒が必要です。
3つの⼒とは、「決断⼒」「実⾏⼒」「継続⼒」です。この3つの⼒を学べば、仕事の効率を33.1％アップできます！
既存業務をだいたいこなせるようになった、社会⼈3年⽬〜5年⽬のビジネスパーソンの⽅！その仕事のやり⽅で、この先本
当に⼤丈夫ですか？
あなたの将来のために、段取り術を⾝につけ、仕事の効率を上げましょう！

コース時間 ▶63分

価格 9,900円/1名 180⽇間

ビジネススキルシリーズ②

品名 RPA導⼊はじめの⼀歩

講師 ⼤⾕ 更⽣

学習
⽬的

・迷わず判断できるようになる
・〆切に追われることなく、余裕を持って仕事に取り
組めるようになる

・周りの助けを借りやすくなる

前提知識 特に必要ありません。

学習
対象者

・⾃社のDX化を検討したいと思っている
・DXに関して情報がありすぎて混乱している
・DXに取り組まなければならないと思っているけど、
何から⼿をつけたらいいか、わからない

概要 締め切りに追われ、いつも余裕がない…。そんな状況をこの講座で解消しましょう。この講座ではあなたの仕事の効率を
33.1％⾼める「段取り術」を学びます。
段取りよく仕事を進めるためには3つの⼒が必要です。
3つの⼒とは、「決断⼒」「実⾏⼒」「継続⼒」です。この3つの⼒を学べば、仕事の効率を33.1％アップできます！
既存業務をだいたいこなせるようになった、社会⼈3年⽬〜5年⽬のビジネスパーソンの⽅！その仕事のやり⽅で、この先
本当に⼤丈夫ですか？
あなたの将来のために、段取り術を⾝につけ、仕事の効率を上げましょう！

学習
項⽬

1.RPAとは
1-1.RPAとは
1-2.RPA導⼊のメリット
1-3.最新技術動向
1-4.RPAに適した業務
1-5.主なRPAツールの特徴
1-6.RPA導⼊担当者に必要なスキル

コース時間 ▶62分

価格 3,960円/1名 180⽇間

2.RPA導⼊⼿順
2-1.RPA導⼊⼿順
2-2.RPA運⽤のポイント
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講座名 G検定１発合格を⽬指す！ G検定（ジェネラリスト検定）
基礎講座＋試験対策問題集

概要

本講座は⽇本ディープラーニング協会（JDLA）の Deep Learning 検定試験（G 
検定）の合格を⽬指す対策講座です。 G 検定出題領域のうち、独学での理解
が難しい「機械学習」「ディープラーニング」の技術体系の解説にフォーカ
スしています。ディープラーニングは機械学習の⼿法の⼀つであるため、ま
ず、機械学習について理解したうえで、ディープラーニングの概要および
様々な⼿法について学んでいきます。基礎講座をオンデマンドで学習できる
のと本番想定の練習問題で知識の定着を図ります。

⽬標

・⽇本ディープラーニング協会主催の G 検定に合格する。
・ディープラーニングの基礎知識を有し、ジェネラリストとして、適切な活
⽤⽅針を決定して事業応⽤するための能⼒を習得する。
・AI について正しく理解し、技術的な仕組みを周りに⼈に説明できるように.  
なる。

学習期間 180⽇間

対象者
・ G 検定の合格を⽬指す⽅
・ディープラーニングを活⽤したプロダクトサービスを企画、推進したい⽅
・AI の仕組みや、AIでできること、できないことを正しく理解したい⽅

特徴 ・⽂系の⽅が⾃学では抵抗がある技術部分に特化した集中講座
・G検定対策模擬テスト720題で万全の試験対策

カリキュラム

【基礎講座】
●機械学習の具体的⼿法
・機械学習とは
・機械学習のワークフロー
・教師あり学習
・教師なし学習
・データの扱い
・評価指標
●ディープラーニングの概要
・ニューラルネットワークとディープラーニング
・ディープラーニングのアプローチ
・ディープラーニングを実現するには
●ディープラーニングの⼿法
・活性化関数
・学習率の最適化
・さらなるテクニック
・CNN：畳み込みニューラルネットワーク
・RNN：リカレントニューラルネットワーク
・深層強化学習
・深層⽣成モデル
【模擬問題】
約950問

価格 31,900円(税込) ご利⽤期間：6ヶ⽉間

G検定基礎講座＋模擬試験

3ヶ⽉で現場で潰しが効くディープラーニング講座
E資格認定プログラム[00011]もご提供可能です ※別途資料あります
価格 49万5千円/名(団体割引あります)

本コースはStudy-AI社提携コースです
LMSへの搭載は不可のコースです
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株式会社アドップ・コンテキスト
〒101-0021 東京都千代⽥区外神⽥2-17-3 アヤベビル 5F
HP：https://www.adop-context.jp/
e-mail：infoweb@adop-context.jp

お問い合わせ

オリジナルコンテンツ制作も賜ります。

制作実績

リスキリングを実施したいがコンテンツがない・・・

学習コンテンツがないと学習の機会提供にはなりません。
ご予算、学習内容(表現)、学習タイプ等、
貴社の課題に合わせてご提案させていただきます。


