生産管理・技術
●カリキュラム

ものづくりのためのAI入門講座

J
A
G
A
T

●受講期間

通信教育

教材

2ヵ月

●税込受講料

1 基礎編
１ 人工知能とは

25,920円

２ 機械学習（教師あり学習）
３ 機械学習（教師無し学習）

テキスト2冊、添削問題2回〔Web提出〕

4 深層学習（ディープラーニング）

※受講にはインターネット環境が必要となります。インターネット環境の詳細は弊社営業担当まで
お問合せください。

2 実践編

●受講対象者

１ 予測

・話題となっているAIの概要を知りたい方
・これから業務でAIの導入・活用に携わる予定の技術者
・製造業でAIをどう活用したらよいかわからない方

２ 類似品の分類
３ 異常検出
4 自動制御

●ねらい

本講座は、AI（人工知能）の幅広い応用範囲のなかでも製造業を対象と
し、ものづくりの現場の生産システム制御、異常検知、予知保全を目的とし
たAI活用法が学べる内容です。
一般的な人工知能の概要および、製造業での生産管理・制御・検知・保全
について、解析・制御の実例をPython言語を基に解説します。

※教材構成、カリキュラム等は予告なく変更
する場合があります。

●レベル

・入門・初級レベル

※プログラミングの基礎知識をお持ちの方であれば理解が容易ですが、前提知識がなくても学
習できます。

●到達目標

提携団体通信教育

・AIの概要、データ解析の仕組みがわかるようになります。
・AIの製造業での応用のヒントを得ることができます。

NIPPON MANPOWER

NMPキャリアの学び

検索

※本講座は、㈱工学研究社との提携講座です。

004-RZE-08-1711-01

部下の心をつかみ、やる気を高める

製造リーダーのＯＪＴ実践コース
受講対象 製造・技術部門の管理・監督者

3カ月

受講期間

一人ひとりの個性を発揮し、魅力ある職場づくり
ができる新時代に対応したＯＪＴの考え方・進め
方がマスターできます。

特別受講料

12,960円（税込）

UNIT1 仕事の基本を徹底する
第1章 ＯＪＴの基礎知識

OJTとは何か／OJTの進め方／OJT成功のポイント／これからのOJT

第2章

上手な指示・命令の出し方

上司が模範を示す／部下への仕事の任せ方／上司の意図をしっかり理解しよう ほか

第3章

①実際の指導の現場でおこった事例を体系的に示し、
指導・解決のポイントを解説します。
②指導対象（女性の部下、年齢が上の部下、パート・
アルバイトなど）、個性（気の弱い部下、大ざっぱ
な部下など）等に応じた指導・解決のポイントを、
ケースを通して解説します。
③指導を受ける側の気持ちを解説しているので、部
下の気持ちがわかるＯＪＴの考え方・進め方がマス
ターできます。

正しい仕事の進め方

作業標準の守らせ方／仕事の重要性を教えよう／上手な中間フォローの仕方

ほか

UNIT2 チーム力を向上させる
第1章

報・連・相と5Ｓ

報・連・相の重要性を教える／5Ｓの徹底で活性化された職場づくりを

ほか

第2章 コミュニケーションづくりの方法
聞き上手になろう／活発なミーティングの方法／上手なリーダーの育て方 ほか

第3章

職場の風土づくり

改善提案を正しく評価しよう／安全な職場づくりの方法

ほか

UNIT3 部下の能力を引き出す
第1章

部下のやる気の引き出し方

第2章

部下の能力向上の図り方

第3章

さまざまな部下への対応

部下をやる気にさせるひと言／目的を明示して,やる気を出させよう

ほか

プロ意識を醸成しよう／計画的な多能工化の進め方 ほか

監修

女性の部下への指導法／年上の社員の指導法／外国人社員の指導法

石月言成（人材マネジメント研究所代表）

PHP人材開発 http://hrd.php.co.jp/
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ほか

教材構成 テキスト3冊・添削3回

会計・財務

よくわかる原価の仕組み講座

◆税込受講料

「原価マインド」の養成・強化！

J
A
G
A
T

3 カ月

◆受講期間

会員：15,120円
一般：18,360円

1

【受講対象者】
原価の仕組みを理解し、コスト意識を高め
ることを目指している全業種の方、新入社員、
若手社員など。

2

ねらい
今日、コスト率の低い企業への転換は、緊急のテ
ーマとなっており、この傾向は今後も変わらないも
のと思われます。本講座は、新入・若手社員の方々を
対象に、
「原価」に関する基礎知識を習得できる内容
になっています。

3

特色

原価の基本を理解する
・原価の重要性を理解する
・原価の中身を理解する
・原価の活用の仕方を理解する 他

原価を仕事に活用する
・原価を仕事に活用するための基本
・原価を仕事の目標設定に活用する
・原価を仕事の改善に活用する 他

原価を業務の革新に活用する
・コストマネジメントの基本を理解する
・業務プロセス別のコストマネジメントを理解する
・技術開発におけるコストマネジメント 他

ケースで学ぶコストマネジメント
サ ブ
テキスト

・製造業務編
・物流業務編
・販売・流通業務編

教材

NIPPON MANPOWER

検索

他

学習ガイド、テキスト（３冊）
、
サブテキスト（１冊）、添削問
題（必須３回、任意１回）、質
問票

提携団体通信教育

・「原価マインド」の養成・強化に重点をおき、「原
価」を主体的にとらえ、業務効率を向上させる基
本スキルを学習します。
・仕事を数字（金額）で捉えるようになることに
より、特にムダやロスを排除した質の高い業
務成果を目指すことができます。
・理論ではなく、日常の業務に役立つ実務能
力を習得する内容で、原価計算も極力平
易に解説しています。
NMPキャリアの学び

通信教育

カリキュラム

004-ORNH-1712-05

ビジネス・パーソンに必要な財務・会計知識を確実に習得！

よくわかる財務・会計基礎講座
ねらい

財務会計分野を包括的に学び、経営の視点に立って考える
こんな方におすすめ

【使用教材】
●学習ガイド
●テキスト（3冊）

入社3年〜中堅社員以上。財務・会計知識を必要とする方。

Point「習得すべき内容が明確で学習しやすい! 付属のツールを使って、各種分析ができる!」

●添削：記述式（3回）
●CD-ROM（財務分析ツール集）
●質問票

●インパクトのあるテキスト構成…そのセクションで学ぶべきテーマを明確にし、さら
に習得すべき内容は「Point」の項目で簡潔に要点を押さえ、印象付けます。
●財務分析ツール集を収録したCD-ROMで学習内容の確実な習得を強力にバックアップ
…数値を入力すると、収益性や流動性、企業価値といった項目が自動計算され、学習
内容の確実な習得と再確認に便利です。

カリキュラム ※教材・カリキュラム等は予告なく変更になる場合があります。
■テキスト1
■テキスト2
■テキスト3
CD-ROM

財務諸表のできるまで
財務分析と財務管理への展開
企業財務と投資価値・企業価値

■CD-ROM動作環境 ・OS／WindowsVista、7、8 のいずれかの日本語版が正常に動作すること。
・ディスプレイ／800×600 16ビットハイカラー以上
・ビデオ／サウンドボード搭載パソコン（要CD-ROMドライブ）
※本講座を受講するには、Microsoft Excel2007、2010 のいずれかがインストールされていることが必要になります。
※Mac OSには対応しておりません。
※ご利用のパソコンが BTO 方式によるもの、および自作によるものの場合には、動作環境が整っているときでも、動作を保証することはいたしかねます。

受講期間

3ヵ月

添削回数

3 回（記述式）

会員：20,520 円（税込）
受講料 一般：23,760円（税込）

NIPPON MANPOWER

NMPキャリアの学び

検索

004-ORNH-1712-06
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IT・パソコン

これさえやれば困らない！

J
A
G
A
T

Web
（
一度でわかる！Excel2013マスターコース 添削）

通信教育

ねらい

リボン 操作を含めたExcel2013の使い方を基本から実践までしっかりマスターできます。

【使用教材】
●学習ガイド

こんな方におすすめ

内定者、新入社員、入門〜標準レベルの操作方法をマスターしたい方。

Point 厳選した教材でムダなく効率的に学習できます！
《テキスト》①大画面とわかりやすい解説で、効率的に学習できます。②サンプルフ
ァイルはインターネット経由でダウンロードできるので、効果的な復習が可能です。
※サンプルファイルを開く為には、Excel2013がインストールされていることが必要です。
《サブテキスト》PCに関する一歩進んだ知識や便利ワザ、また、特に仕事上にお
いて、実務ですぐに活用できる書式フォーム等について、よくあるケースをピック
アップして、制作工程の詳しい解説をしています。

●テキスト（全１冊）
（株）技術評論社発行
｢今すぐ使えるかんたん Excel2013｣を使用

●サブテキスト｢快適ガイド｣（全１冊）
●添削問題（全２回）
●質問票

カリキュラム ※教材・カリキュラム等は予告なく変更になる場合があります。

●Excel2013の基本操作 ●表作成の基本 ●数式や関数の利用 ●文字とセルの書式
●セル･シート･ブックの操作 ●表の印刷 ●グラフの利用 他
は、Web を利用して、通信教育講座の添削採点サービスなどをご提供するものです。
●インターネットに接続可能なパソコンや周辺機器およびブラウザ等は、予めお客様にご用意いただく必要が
ございます。また、プロバイダーとの契約料や通信費等もお客様のご負担となります。
● mtest の推奨動作環境は、OS：Windows、ブラウザ：Internet Explorerです。バージョン等については、
弊社営業担当までお問い合わせください。

受講期間

提携団体通信教育

Information

2ヵ月

添削回数

2回

受講料

会員： 9,720円（税込）
一般：12,960円（税込）

本講座は、Web（インターネット）添削コースです。添削課題はWeb上で提出していただきます。

検索

004-ORNH-1701-08

関数の仕組み のツボをおさえて、今すぐ仕事に活用！

仕事に直結! Excel2013関数のツボコース（Web
添削）
ねらい
◆仕事に活かせるExcelの｢関数｣を実践的に学習します。
◆関数を基礎からしっかり学ぶことで、Excelの活用範囲をさらに
広めることができます。

Point
●具体的なビジネス事例を基に、仕事の業務効率が上がる関数を厳選
して解説。
●Excelの操作方法だけでなく、売上や取引などに関するビジネスの
基本知識も併せて学習。

カリキュラム
●関数の基本 ●請求書の作成 ●売上データの集計 ●顧客住所録の作成
●社員情報の統計 ●賃金計算書の作成 ●出張旅費伝票の作成
●参考学習：さまざまな関数の利用 ●総合問題
受講期間

2

ヵ月

添削回数

【使用教材】
●学習ガイド
●テキスト（全１冊）
●添削問題（全２回）

こんな方におすすめ
●Excelの関数を基礎から学習したい方。
●仕事に活かせるExcelの関数を学習したい方。
●Excel関数の使い方と、ビジネスの基本知識を合わせて学習したい
新入社員の方。
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NIPPON MANPOWER

NMPキャリアの学び

2

回

会員： 9,720円（税込）

受講料 一般：12,960円（税込）

●質問票
※教材にはExcel2013は含まれて
おりません。

は、Web を利用して、通信教育
講座の添削採点サービスなどをご提供するも
のです。
●インターネットに接続可能なパソコンや周辺
機器およびブラウザ等は、予めお客様にご用
意いただく必要がございます。また、プロバ
イダーとの契約料や通信費等もお客様のご負
担となります。
● mtest の推奨動作環境は、OS：Windows、
ブラウザ：Internet Explorerです。バージョ
ン等については、 弊社営業担当までお問い合
わせください。

NIPPON MANPOWER

NMPキャリアの学び

検索

004-ORNH-1701-09

資格・検定

ＣＢＴ試 験 対応！

J
A
G
A
T

ＩＴパスポート合格コース

通信教育

ねらい

はじめてITパスポート試験合格を目指す方が、無理なく
学習できます。

【使用教材】
●テキスト
●問題集

こんな方におすすめ

・はじめて学習する方でITパスポート試験の合格を目指す方。
・体系的にIT知識を学習したい方。

Point

CBT試験に対応した学習でITパスポート試験の合格を目指します。

●ミニテスト
●板書まとめノート
●総合確認テスト（1回）
●添削問題（全４回）
●質問用紙

カリキュラム ※教材・カリキュラム等は予告なく変更になる場合があります。

●企業活動 ●法務 ●経営戦略マネジメント ●ビジネスインダストリ ●システ
ム戦略 ●ソフトウェア開発 ●プロジェクトマネジメント ●サービスマネジメン
ト ●システム監査 ●情報に関する理論 ●アルゴリズムとプログラミング ●コ
ンピュータ構成要素 ●システム構成要素 ●ソフトウェア 等
受講期間

2 ヵ月

添削回数

4回

受講料

13,300 円（税込）
NIPPON MANPOWER

NMPキャリアの学び

検索

提携団体通信教育

※本講座は、大原学園グループとの提携講座です。
※お申込書等には必ず生年月日（西暦）をご記入ください。生年月日の欄がないときは、備考欄
や余白にご記入ください。

004-QB8-08-1712-06

色彩について基礎から学べ、2つの公的資格にも対応！

基礎から学べる! カラー検定受験講座 3級コース
ねらい

基礎から検定試験合格までの実力を養成！

【使用教材】
●学習ガイド
●テキスト１冊

こんな方におすすめ

流通・建築・印刷・住宅関連等の各業界の方、カラー検定の合格を目指す方

Point「初心者も安心。スタディブックが学習をナビゲート!」

●スタディブックは、カラーをふんだんに使い、また図や写真を豊富に用いた構成で、重要ポイントを視覚的に
理解していただけます。●練習問題集では、学習内容を整理するとともに、弱点を発見し、基礎力を養成しま
す。さらに巻末の各試験に対応した模擬試験により、出題パターンの確認と実践力の養成を行い、本試験への万
全の備えをしていただけます。●テキストは日本色研事業株式会社が出版したものを使用しています。

●３級スタディブック
●３級練習問題集
●添削問題（全３回）
●質問票
●商工会議所カラーチャート

カリキュラム ※教材・カリキュラム等は予告なく変更になる場合があります。
●BLOCK1 色の性質 ●BLOCK2 光と色について学ぶ ●BLOCK3 光源について学ぶ ●BLOCK 4 色が見えるしくみを理解す
る ●BLOCK5 色はどうやって測るのか ●BLOCK6 色を伝える方法いろいろ ●BLOCK7 色を感じるシステムとは ●BLOCK8
色の与える心理的効果を学ぶ ●BLOCK9 色の組み合わせと色彩調和 ●BLOCK10 色と文化 ●BLOCK11 色彩の応用

は、Web を利用して、通信教育講座の添削採点サービスなどをご提供するものです。
●インターネットに接続可能なパソコンや周辺機器およびブラウザ等は、予めお客様にご用意いただく必要が
ございます。また、プロバイダーとの契約料や通信費等もお客様のご負担となります。
● mtest の推奨動作環境は、OS：Windows、ブラウザ：Internet Explorerです。バージョン等については、
弊社営業担当までお問い合わせください。

受講期間

Information

3ヵ月

添削回数

3回

受講料

会員：14,040円（税込）
一般：17,280円（税込）

本講座は、添削課題の提出方法が選択できます。お申込の際には〔Web添削コース（インターネット）〕または〔マークシート
添削コース（郵送）〕のいずれかを必ずご選択ください。ご記入がない場合は、マークシート添削コースとさせていただきます。

NIPPON MANPOWER

NMPキャリアの学び

検索

004-ORNH-1701-06
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資格・検定

簿記会計のベーシックコース

J
A
G
A
T

日商簿記検定受験講座 3級3カ月コース

通信教育

ねらい

初めて学ぶ方を検定3級合格の実力修得に導く

【使用教材】
●学習ガイド
●テキスト（全２冊）

こんな方におすすめ
初学者歓迎！ 初歩的な会計知識を身に付けたい方。
基礎的なビジネススキルを身に付けたい新入社員の方。

Point「はじめて学ぶ方でも楽しみながら簿記を修得できる!」

●記帳練習帳（解答･解説編付き）
●実践問題集
（過去問を掲載 全１冊）
●添削問題（全３回）
●質問票

初心者へのわかりやすさを考慮し、簿記の原理や仕訳の基礎の把握の
ための導入部分を充実させました。例題にはていねいな解説を付し、
確実なテクニックが身に付くように配慮しました。書いて覚えること
を重視し、演習の繰り返しによって、表作成・帳簿記入の手順を習得
できます。本試験対策として、過去の本試験問題から厳選した実践問
題集をご用意しました。最終の実力チェックにご活用ください。

カリキュラム ※教材・カリキュラム等は予告なく変更になる場合があります。
●テキスト3級商業簿記A
受講期間

提携団体通信教育

3ヵ月

●テキスト3級商業簿記B

添削回数

3回

会員：16,200 円（税込）
受講料 一般：17,280円（税込）

NIPPON MANPOWER

NMPキャリアの学び

検索

004-ORNH-1712-07

簿記実務の習得から検定２級合格まで

日商簿記検定受験講座 2級4カ月コース
ねらい

3級修得者を対象に検定2級合格の実力を養成する

●学習ガイド
●テキスト（全４冊）

こんな方におすすめ
すでに検定3級をマスターし次の目標を2級合格に置いている方

Point「豊富な演習の繰り返しで、着実に実力を養成します」
出題傾向を徹底分析したカリキュラムにより、ムダを省いた受験
学習が可能です。豊富な答案練習の積み重ねで、確かな実力を養
成します。出題頻度の高い表作成、帳簿記入の総合問題には、詳細
な解説を付し、解答の手順が確実に理解できるよう配慮しまし
た。本試験対策として、過去の本試験問題から厳選した実践問題
集をご用意しました。最終の実力チェックにご活用ください。

カリキュラム

【使用教材】

●記帳練習帳（解答・解説編付き）
●実践問題集
（過去問を掲載 全１冊）
●添削問題（全４回）
●質問票

※教材・カリキュラム等は予告なく変更になる場合があります。

●テキスト2級商業簿記A ●テキスト2級商業簿記B
●テキスト2級工業簿記A ●テキスト2級工業簿記B
受講期間

4ヵ月

添削回数

4回

受講料

17,280 円（税込）
18,360円（税込）

会員：
一般：

NIPPON MANPOWER

NMPキャリアの学び

検索

004-ORNH-1712-08
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