Growth College チャンネル一覧表
A01 経営学は人物学である 毎月更新

経営者・経営幹部
毎月更新

企業経営を営む方々を対象に、経営にとっ
て大切なことは何かを考えていただくこと
を目的にしています。
日本や世界の経営者
を事例に挙げながら、企業経営にとって大
切なことは何かを学びます。社会に貢献す
ることで、社会から感謝される会社を目指
します。

A02 経営幹部は戦略参謀

毎月更新

＜プレゼンター＞NISSOKENグループ代表
第１回 玉琢かざれば器と成らず
第２回 至道有りと雖も学ばざれば
その善きを知らざるなり
第３回 学びて思わざれば則ち罔し
第４回 人物は企業経営の本質を見る力を持つ
第５回 高尚な目的は滅私の姿勢を引き出す

毎月更新

成功している企業になるためには、経営者
の力だけでなく、経営者を支える戦略参謀
が必要です。経営幹部は、経営者を支える
ためにどうあるべきなのか、経営者の代弁
者になり会社をけん引するためにはどの
ように考え、
どのような力を得る必要があ
るのかを学びます。

A03 社長と幹部が学ぶビジネスの本質 毎月更新

A04 中小企業の月次景気ウォッチャー 毎月更新

A05 私の起業家精神 毎月更新

第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回

戦略参謀はどういう役割か
情報参謀たれ
情報参謀として学ぶ
社長一人の力では成長・発展しない
戦略参謀の条件①
戦略参謀の条件②

第１回 戦事業成功の第一条件人物のあるなし 第６回
第２回 経営の基本と機能を知る
第７回
第８回
事前の一策を練る習慣を持つ
第３回 経営の基本と機能を知る
第９回
企業の目的とは何か
第４回 顧客を創造するのは企業の行為である
第５回 顧客活動をいかに行っているか

第６回
第７回
第８回
第９回
第10回

経済について
景気について
消費について
消費関連統計の見方について
企業行動の分析

毎月更新

世の中の多くのことは、企業の経営者の意
志、変革心、実行力から生まれています。成
功を収めている企業経営者も、それぞれに
苦難や逆境を乗り越えて今があります。創
業の想いや、
どのような想いで経営をされ
ているか、企業経営者に語っていただきま
す。

A06 我が社の事業承継 毎月更新

A07 スターバックスはなぜ成功したのか 毎月更新

毎月更新

世界に約3万店舗展開しているスターバッ
クス。創業者のハワード・シュルツ氏の分析
から、スターバックスの考え方、教育など
様々な観点で学びます。自社に活かすヒン
トもたくさん得ることができます。

田舞毎月更新
徳太郎

中沢毎月更新
則夫氏

済指標にみる企業活動
海外との経済取引
物価と雇用
景気と現状の見通し 新着
進行するインフレ
新着

＜プレゼンター＞各企業経営者
毎月更新
第１回 能勢鋼材株式会社
(代表取締役 能勢 孝一氏)
第２回 株式会社カービューティーアイアイシー
(代表取締役社長 舊役 哲史氏)
第３回 株式会社志賀商店
(代表取締役社長 原 真知氏)

毎月更新

企業の命題は永続です。
とりわけ事業承継
問題は看過できない喫緊の問題です。そこ
で、事業承継が成功している企業の先代と
後継者の双方から語っていただき、様々な
成功の要因を探っていきます。貴社の後継
者育成のヒントを得ることができます。

新着

気づきを高める
お客様のお困りごとをどう解決するか
愛は知る事から始まる 顧客のお困り
を知らなければ愛はうまれない
お客様の視点 企業の視点
新着
社会への貢献

＜プレゼンター＞大和総研エコノミスト
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回

田舞毎月更新
徳太郎

第７回 戦略思考は貴方も持っている
簡単紐解き『戦略の発生源』
第８回 戦略参謀の条件③
第９回 アンゾフの成長戦略マトリックス

＜プレゼンター＞NISSOKENグループ代表

毎月更新

経済の基本的な知識や経済の動向、指標
の読み方や傾向などを、大和総研のエコノ
ミストである中沢則夫氏に解説していただ
きます。企業を取り巻く経済環境を読み、対
応策を考える企業経営者は必見です。その
時々の時流、経済情勢に合わせた内容で
す。

社長は経営を通して何をすべきか
憤せずんば啓せず
指導者の４つの条件
知るとは何か 新着

＜プレゼンター＞NISSOKENグループ代表

毎月更新

社長と幹部がビジネスの本質を理解しな
ければ、経営情報や経営知識を得ても効
果的に活用することはできません。事業成
功の条件を学ぶことで、社長や幹部がビジ
ネスの本質を理解し、事業成功へのチャン
スをつかんでいただきます。

第６回
第７回
第８回
第９回

田舞毎月更新
徳太郎

＜プレゼンター＞各企業経営者
毎月更新
第１回 株式会社共栄
(代表取締役会長 栫 正治氏)
(代表取締役社長 栫 浩多郎氏)
第２回 株式会社黒田精機製作所
(代表取締役会長 黒田 敏裕氏)
(執行役員 黒田 崇裕氏)

第３回 喜多ハウジング株式会社
（取締役相談役 喜多 計世氏）
(代表取締役社長 西谷 清氏)
第４回 株式会社ホーム創建 新着
（取締役会長 阿部 利典氏)
(代表取締役社長 三品 弘一氏)

＜プレゼンター＞NISSOKENグループ代表
第１回 伝説の人ハワード・シュルツ
第２回 スターバックスが成功したのはなぜか？
第３回 ハワード・シュルツのミッションと
バリュー
第４回 自社のミッションとバリューは何か？
第５回 ハワード・シュルツの責任感と
負けじ魂と共感性

田舞毎月更新
徳太郎

第６回 ハワード・シュルツの可能思考
第７回 事業計画より誠意が物を言うこともある
第８回 助言を素直に受け入れる人は「意を誠」
にしている人
第９回「今日は誰に給料を出そうか」と
心配した日もあった 新着
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Growth College チャンネル一覧表
B01 経営幹部の役割とは何か

管理職
毎月更新

会社の業績をあげて成長発展させていく
ためには、経営幹部としての能力を高めて
いくことが不可欠です。社長の考えを具体
化して、現場に浸透させていくことができ
る幹部が存在することで、会社は飛躍的に
成長発展していくことができるのです。経
営幹部として求められる役割や心構え、責
任を学びます。

B02 幹部に必要なコミュニケーション

第１回
第２回
第３回
第４回
第５回

経営幹部の責任とは？
目標達成するためのマネジメント
仕事のできる部下の育成を急げ
社長の代弁者となる
経営幹部としてのリーダーシップとフォロワーシップ

毎月更新

組 織 のコミュニ ケーションを 円 滑 にし、
個々の能力も伸ばしつつ、組織全体が活性
化することを目指して学びます。経営幹部、
はじめて管理職になる方、また、その候補
となる方必見です。効果的な組織のコミュ
ニケーションスキルのナレッジ（知識）を得
ることができます。

B03 中小企業における新卒採用

B04 人財育成の重要ポイント

第１回
第２回
第３回
第４回
第５回

組織のコミュケーション
第６回 【実践編①】クレーム対応・応対のコ
報告・連絡・相談
ミュニケーション
報告・連絡・相談のタイミングについて
第７回 【実践編②】人財育成に必要な「ティー
報告・連絡・相談を妨げているものは何か
チング」と「コーチング」
報告・連絡・相談が出来る部下を育てるた 第８回 【実践編③】本音で語り合うための雰囲
めに
気の醸成
第９回 【実践編④】伝えたいことを伝えること
ができる(アサーションについて) 新着

B05 人が辞めない社風づくり

第１回 ≪前編≫なぜ会社は新卒採用をするのか
≪後編≫会社に貢献してくれるまでに
どれくらい時間がかかるのか
第２回 新卒採用と中途採用の違い
第３回 従業員資産
第４回 採用・教育・啓発・定着

B06 仕事に活かすマーケティングの基本と実践

毎月更新

顧客づくりの鍵となる
「顧客ニーズ」の捉え
方やマーケティングを学び、基本的な「考
え方やマインド（共感力）」を掴んでいただ
きます。さらに、マーケティング戦略の立案
という形を通して、部下育成に活かせる基
礎知識を身につけることができます。

B07 幹部必須の財務の知識

第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回

＜プレゼンター＞NISSOKENパートナー講師
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回

社員さんが定着する社風作り
モチベーションのマネジメント
組織は必ずズレが生じる
理念は仕事の意味づけ
社員さんのエンゲージメントが高い
組織の特徴

B09【幹部用】
仕事に効く、ちょっといい話

新チャンネル

第１回
第２回
第３回
第４回
第５回

中小企業診断士

＜プレゼンター＞ＭＧＳ税理士法人 代表社員
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回
第８回

決算書の読み方
決算書の読み方
決算書の読み方
決算書の読み方
決算書の読み方
決算書の読み方
決算書の読み方
決算書の読み方

第1巻①
第1巻②
第1巻③
第2巻①
第2巻②
第2巻③
第3巻①
第3巻②

第９回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回
第16回

決算書の読み方 第3巻③
決算書の読み方 第3巻④
事業承継①
事業承継②
事業承継③
事業承継④
事業承継⑤
相続税の基礎知識①

第17回
第18回
第19回
第20回

松本毎月更新
一郎氏

塚本修志氏
毎月更新

パワーハラスメントについて①
パワーハラスメントについて②
パワーハラスメントについて③
パワーハラスメントについて④
パワーハラスメントについて⑤

＜プレゼンター＞箕面・学問の道「時習堂」館長
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回

古永
泰夫
毎月更新

相続税の基礎知識②
相続税の基礎知識③
相続税の基礎知識④
相続税の基礎知識⑤

＜プレゼンター＞社会保険労務士法人コンシェルジュ 代表社員
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回

河尻毎月更新
健作氏

マーケティングとは何か
マーケティングは本当に必要か
マーケティングとセールスの違いとは
お客様の事をもっと知ろう
マーケティング戦略を立てよう

毎月更新

社員用で好評の北山先生の仕事に効く、
ちょっといい話の幹部向けのチャンネル。
幹部としての日々の悩みに、ヒントを得ら
れる内容です。

児玉
毎月更新
貴則

第６回 コミュニケーション①
第７回 コミュニケーション②
第８回 組織への関心と実行度

＜プレゼンター＞NISSOKEN経営コンサルティング主任研究員

毎月更新
B08 知らなかったでは済まされない幹部必須のビジネス法務

2022年4月1日より、中小企業にもパワハラ
防止法（正式名称：改正労働施策総合推進
法）の防止措置が義務付けられます。社長、
幹部が知らなかったでは済まされません。
大事な社員が生き生きと働くためには大
事な情報です。義務化自体は知っていても
何に注意をすればいいのか。何をしてはい
けないのか、わかりやすくお伝えしていた
だきます。

採用成功のコツ①
採用成功のコツ②
可能性採用
中小企業における新卒採用「最強はWhy」

社内教育制度のデザイン
フィードバックスキル
アクティブラーニング
ストレッチアサインメント
ダイアログによる教育効果の向上
体系的教育の視点を持つ

毎月更新

幹部として理解しておかなければいけな
い財務の知識、法律の知識があります。い
ざという時に大きな損失をださないため
にもＭＧＳ税理士法人の代表社員 松本一
郎氏に難しい内容をわかり易く解説してい
ただき、基礎知識を学んでいきます。

第５回
第６回
第７回
第８回

＜プレゼンター＞NISSOKEN取締役

毎月更新

モチベーションの低い社員さんが多いと
お客様からの印象も悪く、社員さんが育ち
ません。そこで重要な要素が社風です。人
と企業の可能性を“ツナグ”採用支援のス
ペシャリストである河尻健作氏に、社員さ
んのエンゲージメントを高める社風づくり
のヒントをお伝えしていただきます。

河尻毎月更新
健作氏

＜プレゼンター＞NISSOKENパートナー講師

毎月更新

社員教育、部下指導、後輩育成に必要な能
力を学びます。人を育てるということはどう
いうことなのか、なぜ育たないのか、
どうす
れば効果的に育てることができるのか。人
材育成に関する基本を学んでいただきま
す。自分のやり方にエッセンスを加えるヒ
ントを得ることができます。

田舞毎月更新
富太郎

＜プレゼンター＞NISSOKEN取締役

毎月更新

企業が永続していくためには、自社の価値
観に合う人財を採用する必要があります。
人と企業の可能性を“ツナグ”採用支援の
スペシャリストである河尻健作氏に、中小
企業の新卒採用、および人財育成のヒント
をお伝えしていただきます。

末武
毎月更新
弘稔

＜プレゼンター＞NISSOKEN専務取締役

北山毎月更新
顕一氏

人間力を高める
人生成功の公式
知識・見識・胆識
啐啄同時
人生のフェアウェイ
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Growth College チャンネル一覧表
C01 会社は利益を上げなければならない

社員・パート・アルバイト
毎月更新

企業経営を永続させるためには、会社は
売上・利益を上げていかなければなりませ
ん。そのためには、全社員が「利益」
とは何
か、なぜ必要なのかを理解することが必要
です。会社が利益を上げなければならない
理由を多方面から学びます。

C02 数字は不思議と仕事を面白くする

C05 仕事って何？会社って何？

第１回 利益・売上・コスト
第２回 売上高を上げるその①
第３回 売上高を上げるその②

＜プレゼンター＞NISSOKENパートナー講師 毎月更新
杵渕 隆
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回

C06 組織として成果を出すための
『仕事のキホン』

第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回

C07 自分のアイデアを活かせば業務改善は面白い

C09 仕事で磨く人間力

第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回

第１回
第２回
第３回
第４回
第５回

竹内
毎月更新
規貴

なぜチームワークは必要なのか
チームや組織を作るための要素
コミュニケーション
指示の受け方
チームに与える一人一人の影響

＜プレゼンター＞NISSOKEN業務管理部 毎月更新
小島 玲
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回

スタートを設定する
自ら課題を楽しむ
効果的な休憩の取り方
問題を歓迎する
やり直しを減らす
生産性をアップさせるゴール設定のコツ

堀本
毎月更新
華花

＜プレゼンター＞コスモ教育出版マネージャー
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回

笑顔とあいづちだけで聞き上手になる
傾聴だけでも人間関係を豊かに
結論から伝えましょう
伝える目的を明確にする
思い・気持ちを感じよう

松岡
毎月更新
幸治

＜プレゼンター＞NISSOKEN 企業研修 関西統括責任者
第１回 仕事上の知識や技術の習得を通して
どのような力が磨かれるか
第２回 上司の真意
第３回 失敗が怖い！
第４回 やりがいはどこにある？
第５回 感情との向き合い方

C10 トップ営業マンが考えている大切なこと
お 客 様 に 喜 ば れ 信 頼されるトップ 営 業
パーソンとなるためには、マインドとスキ
ルの両面の成長が必要です。自分自身の
営業パーソンとしての体験をもとに、スキ
ルの土台となる営業マインドについて学
びます。

永木
千尋
毎月更新

＜プレゼンター＞NISSOKEN経営企画室

毎月更新

「人間力」を磨き高めていくのが職場であ
り仕事です。仕事を通してどのような力が
磨かれるのか、事例を交えながら解説しま
す。仕事へのやりがい、感情との向き合い
方を学び、仕事そのものの意義を高めて
いきます。

訪問のマナー①
訪問のマナー②
あいさつとお辞儀
社会人としての基本的な心構え
クレーム応対
マナーの必要性
マナーテスト（後半）

第７回 社会人の評価
第８回 自由と気まま

内定がゴールじゃない
仕事・働くをプチ哲学する
ワクワクしてますか
社会人の流儀
社会人に求められること
入社前にやっておくべきこと

毎月更新

日々の業務で、何気なく行っている
「話を聞
く」
「伝える」方法を学びます。
これらを意識
的に行っていくことで、仕事上の人間関係
や生産性の向上につながっていきます。

谷崎
毎月更新
里佳

＜プレゼンター＞NISSOKENカスタマーサクセス部門

毎月更新

これからの時代、中小零細企業が生き残っ
ていくためには、生産性アップが必要不可
欠です。自分の人生を、会社を、そして社会
をより良いものにするために、生産性アッ
プのコツ・考え方を学び、
自らのスキルアッ
プを目指します。

C08 仕事が上手くいく！聞き方・伝え方とは？

第８回
第９回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回

電話応対の基本①
電話応対の基本②
来客対応の基本
お茶の接待
名刺交換の基本
知っていますか？上座下座
マナーテスト（前半）

毎月更新

若手社員、新入社員の皆さんが仕事をする
うえで、大切な取り組み姿勢や仕事のポイ
ントを学びます。何事も基本が大切です。
それは、
どんな業種、業態であっても共通
して存在します。基本を押さえている人は
何事にも左右されずに成長でき、会社の成
長につながっていきます。

求められている力
エンゲージメントを高めるヒント
顧客を感動させるサービス
スターバックスの人材育成
驚異の定着率の謎
エンゲージメントを高めることによる
効果

＜プレゼンター＞NISSOKENマネージャー

毎月更新

ビジネススキルを上げることも大切ですが、
それ以前に社会人としての心構えや仕事と
の向き合い方（スタンス）を学ぶことが大
切です。ビジネスで成果を上げるうえで欠
かせない、仕事に対する姿勢について学
び、社会人に求められるヒントを得ること
ができます。

第７回
第８回
第９回
第10回
第11回
第12回

エンゲージメントとは何か
社員さんが頑張り続ける理由
エンゲージメントの歴史
仕事の心理的報酬
成長報酬
生み出される価値

毎月更新

社会人としてふさわしいビジネスマナーの
基本を認識し、それを職場や日常生活に活
かせることを目指します。単なるテクニック
ではなく、相手にあなたの思いやりや気づ
かいを伝えるため、マナーを習得する目的
も考えながら学びます。

竹内
毎月更新
規貴

＜プレゼンター＞NISSOKEN経営企画室

毎月更新

エンゲ―ジメントとは会社に対する愛着心
であり、組織への帰属意識であり、会社へ
の信頼感です。エンゲ―ジメントを高める
ことで、労働生産性の向上、社員さんの意
欲向上や離職率防止、業績の向上につな
がります。エンゲ―ジメントを上げていく
ために社員として何が出来るのかを学び
ます。

C04 社会人に必要なビジネスマナー

第７回 会社は絶えず成長・発展しなければな
なぜ利益は必要か
らない
会社の永続は必要不可欠
会社はお客様に貢献しなければならない 第８回 会社は利益を通して社会に貢献しなけ
ればならない
会社は絶えず革新しなければならない
会社は社員の生活と将来を保証しなけれ 第９回 まとめ
ばならない
第６回 会社は新しい商品を開発・研究しなけれ
ばならない
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回

毎月更新

経営感覚の一つは数字です。
日常の仕事と
数字を結びつける知識を身につけること
で仕事が面白くなり、成果を得ることがで
きます。若手社員さん、新入社員の皆さん
が、少しずつ会社の数字を理解できるよう
になることを目指します。

C03 エンゲージメントが自らを成長させる

＜プレゼンター＞NISSOKEN取締役会長 毎月更新
松原 誠

＜プレゼンター＞NISSOKEN大阪研修センター副所長代理
第１回
第２回
第３回
第４回

中小企業診断士

金井 哲郎

営業の仕事はお客様の問題解決
お客様を知る
問題の本質を知る
分かりやすくお伝えする

C11 仕事で活かす可能思考

＜プレゼンター＞NISSOKEN取締役 企業研修本部長 梅原 隆広

仕事をしていく上でテクニカル面の充実も
重要ですが、その根底にある「物事の考え
方」が大きな影響を与えています。物事を
前向きに解釈する「可能思考」を学ぶこと
で、日々の仕事に活かすヒントを得ること
ができます。

C12 バタバタからの卒業

第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回

仕事の段取り術
「計画性」について考えてみると、イメージ
できても説明するのは難しいです。段取り
上手な人の仕事の仕方を参考に、段取りと
は何か、
どうすれば段取りよくなれるかな
ど、イラストを使って分かりやすく解説して
いきます。物事を効率よく進めるためのヒ
ントを得ることができます。

第７回
第８回
第９回
第10回
第11回

不安・恐れの受け止め方
自信が無いときの対処法
能力が無いからできない？
経験がなければどうしたらよい？
成果を出せない時の心のもちよう
思い込み決めつけの罠

だったらやってみよう
やるか・やらないか
習慣化する
私は運が良い
過去は変えられる？ 新着

＜プレゼンター＞NISSOKEN経営企画室
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回

C13 一流選手の人間力

段取りの良い仕事が生み出す３つの効果
仕事の全体像を把握しよう
段取り実践に必要な技術
チームの段取りレベルを高めよう
傍を楽にする働き方を実現しよう 新着

＜プレゼンター＞ＮＰＯ法人ベースボールスピリッツ理事長

プロ野球の3球団で打撃投手、イチローの
専属バッティングピッチャーや中学野球
チームの監督などさまざまな経験をされ
た奥村幸治氏。一流から学んだ一流の人
間力について、事例をもとにお伝えしてい
ただきます。

内潟 修司

奥村 幸治氏

第１回 日本とアメリカのコーチングの違い
第２回 成功する秘訣は強い体と○○
第３回 なぜ？イチローは何時間も集中して

第８回 イチローがチームをまとめる為にとった行動とは？
第９回 闘将！星野仙一 誰にも負けない野球への情熱
第10回 闘将！星野仙一 少年野球からパワーをもらい○○を決めた!!
バットを振り続けることができるのか 第11回 カル・リプケンが賞賛!!日本の子供たちと５１番
第４回 心を鍛えるルーティーンで大切なこと 第12回 楽天・田中将大が１６０球を投げた
次の日にとった驚きの行動 新着
第５回 イチロー流プラス思考の作り方
今の子は○○力が弱い！
第６回
第13回 楽天・田中将大 苦しい時でも力を
辞めずに続けるには○○感が必要
発揮できるのはなぜ？ 新着
第７回

C14 目標設定の意義と方法

＜プレゼンター＞NISSOKEN 企業研修 関西統括責任者

効果的な目標設定することは、個人にとっ
ても組織にとっても重要なスキルの一つ
です。押さえるべきポイントを押さえた効
果的な目標設定をすることで、個々人の成
長や創り出すパフォーマンスを向上させる
ことができます。

第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回

チャンネルの全体像
目標とは何か
目標設定の効果
効果的な目標設定の方法
目標実現のために
目標が持つ影響力

C15 目標実現アンバサダーになろう！
過去の目標実現アンバサダー大会で受賞
された皆さまの発表動画をご視聴いただ
けます。半年〜3年先の仕事目標をどのよ
うに実現してきたのか、その体験談から普
段の仕事のヒントもたくさん得ることがで
きます。

松岡 幸治

＜プレゼンター＞NISSOKEN 企業研修 関西統括責任者
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回

松岡 幸治

セルビス 宍戸堅一様
まなぶ 岩佐広人様
ライフマインド 角倉僚介様
オートアロウ 村木竜様
びわこホーム 森島靖子様
玉寿司 山田公平様

C16 働くってなぁに？
働くことの意味、働くことの姿勢や心構えを
学びます。理解を深めることで仕事で成果
をつくり、仕事のやりがい、働きがいを感じ
ることができます。

C17 プロが教える簡単動画作成術
ジョブナビでは自社で動画作成を行いま
すが、動画作成が初めての方、もっと上手
く作成したいという方に向けて、動画作成
のポイントをお伝えします。よりよい動画
づくりにご活用ください。

第６回 優先順位を明確にする４分類思考
第７回 向上心が夢ある人生をつくる
第８回「ハタを楽にする」ための動機付け

第１回 働くことはハタを楽にさせること
第２回 楽しく働くコツは自分の仕事に好奇
心を持つ事
第３回 働くって思う事・学ぶ事・実践する事
の３つで楽しくなる
第４回 あなたの向上心は高い方ですか？
第５回 生産性を高める方法

＜プレゼンター＞NISSOKEN経営企画室

永山 良介

第１回 パワーポイントで簡単にできる動画作成
第２回 パワーポイント動画のクオリティを上げよう
第３回 ＺＯＯＭでできる動画作成
第４回 Ｗｉｎｄｏｗｓ
「フォト」で簡易編集
「動画の前・後をカット」
第５回 Ｗｉｎｄｏｗｓ
「フォト」で簡易編集
タイトル作成とテロップ入れ 新着

C18 仕事に効くちょっと良い話

＜プレゼンター＞箕面・学問の道「時習堂」館長

学問の道「時習堂」の館長である北山顕一
氏は、現パナソニック入社後、本社秘書室
にて山下社長の秘書や松下幸之助商学部
院学院長などを就任し、様々な体験、教え、
教訓を学び実践されました。それらの学び、
仕事で取り組む際の重要なポイントやコ
ツをわかりやすくお伝えしていただきます。

第７回
第８回
第９回
第10回
第11回

第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回

社会人とは
義務感と使命感
天国と地獄の違い
インドの民話
いい街と悪い街
潜在能力

第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回

ＺＯＯＭについて 準備いただくもの
入室方法
セッティング
表示方法(１) 新着
画面の共有 新着
表示方法(２) 新着

北山 顕一氏

思いやりの心を持つ
共命
縁を大切に
挨拶の大切さ
メモする習慣

C19 ＺＯＯＭの使い方
（初級編）
ZOOMの使い方についてご案内いたしま
す。

C20 Excelと仲良くなろう

＜プレゼンター＞NISSOKEN経営企画室

仕事で多くの方が使用されるExcelを、
より
効果的に活用するために関数について学
んでいただきます。

第１回
第２回
第３回
第４回

計算を扱う関数
条件を扱う関数
条件付き計算
条件付き計算 その２

永禮 大樹

新着

2022年7月5日現在

