ビジネススキル
フリーハンドでスグに描けて仕事力アップ！

「図解スキル」マスター講座

J
A
G
A
T

（Web映像付き）

通信教育

“図解思考”の開発者による最新メソッド

2 カ月

◆受講期間

会員：16,500円
◆税込受講料
一般：19,800円

カリキュラム
テキスト1

【受講対象者】

入門編

・図解スキルの基礎知識
・図の特性を理解しよう

・ビジネスパーソン・職種
（企画職・営業職・
戦略室・広報 PR・人事など）
・ポジション
（新人研修担当・
チームリーダー・経営者など）

・図解スキル修得のポイント

テキスト2

ねらい

活用編

・図解スキルで伝える技術を磨く
・分析力をアップする図解スキル

図解スキルの基本的な知識と活用方法を身につける

・図解のメリットや特性、
基本的な作成ルールを習得します。
・図解スキルを活用することで、複雑な情報もシンプルかつ的確
に表現できる方法を習得します。
・図解スキルをマスターすることで、
コミュニケーションの質やス
ピードが高まります。

・問題解決のための図解スキル
・図解スキルをビジネスに活用する

サブテキスト
・ライフデザインは図解でできる

特 色
「図解思考」
メソッドの基礎を学び、
ビジネスシーンで実践するた
めの講座
テキストと動画教材により、
「図解スキル」
による、
図を使った
見える化テクニックの基礎が確実に身につきます。
様々なビジネスシーンを想定した
「図解スキル」
の活用法
を学ぶことができます。
サブテキストでは、自分自身のライフデザインを
テーマに、
図解スキルを磨きます。
NMPキャリアの学び

・キャリアデザインを図解で考える
・図解を使ってスキルアップ

学習ガイド、テキスト（２冊）、サブ

教材 テキスト（１冊）、添削問題（２回・記
述式）、Web映像教材、質問票

※教材構成、カリキュラム等は予告なく変更
する場合がございます。

NIPPON MANPOWER

提携団体通信教育

検索

004-ORNH-10-1912-06

課題解決力もアップ！

誰でもかんたんマーケティング入門

（Web映像付き）

◆受講期間

3 カ月

◆税込受講料

会員：15,400円
一般：18,700円

カリキュラム

【受講対象者】
・マーケティングは直接自分には関係ないと思っ
ている方
・課題解決力をアップさせたい方

ねらい
・マーケティングはかんたんで楽しく、ワクワクするものだ
と思えるようになります。
・マーケティングは身近にあるということを知り、時事問題や
身の回りの出来事をマーケティング思考で見ることができる
ようになります。
・「課題解決力」がアップし、業務でも活かせるようになり
ます。

特 色
・ヒット商品の事例を豊富に使い、「マーケティング」とは
何なのかの導入部分が充実しています。
・サブテキストでは、最新のデジタルマーケティングに
ついて学べます。

1

マーケティングって何？
・ヒット商品には理由がある
・マーケティングとは？
・誰にでも求められるマーケティング思考
・確認テスト＆コラム

2

マーケティングの移り変わりを知る
・市場が変わればマーケティングも変わる
・おさえておきたいマーケティングトレンド

3

マーケティング思考の型を知ろう
・マーケティングを考えるためのサイクル
・マーケティング思考に活用できるツールはこれ！

4

マーケティングサイクルを組み立てよう
・お客様を知ろう
・お客様にとっての「価値は」何？
・価値をどう届けるか？

5

デジタルマーケティングの基本
・デジタルマーケティングが必要になった背景
・従来型マーケティングとの比較
・代表的な手法

教材

NIPPON MANPOWER

NMPキャリアの学び

検索

学習ガイド、テキスト（２冊）、サブテキ
スト（１冊 ）、添 削 問 題（ ２ 回・W e b 添
削）
、Web映像教材、質問票
※教材構成、カリキュラム等は予告なく変更する
場合がございます。
004-ORNH-10-1912-01
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ビジネススキル

001-S10-NB8N0-1912-01

2

会員受講料
か月

一般受講料

14,300

円

（税込）

19,800 円

J
A
G
A
T

（税込）

■業務の見える化（引継ぎ・改善に備える）、業務の標準化（高い業務
品質維持）、業務の教育ツール（メンバーの育成）などで活用できるマニュ
アルの特性を理 解し、その作成方法と活用（維持管理）の仕組みやポイント
を学びます。

通信教育

■仕事を「見える化」し「標準化する」ということはどういうことなのかを理 解
します。
■マニュアル作成の基本となる考え方やポイントなどを学びます。
■マニュアル 作りのステップを実 践的に学習し、さまざまな例を見ながら業 務
に沿ったマニュアルが作れるように学習します。

【マニュアルの意義と活用】 【実践 マニュアルの作成】
①仕事の基準を考える

・仕事の基準と企業や職場が

抱える課題
・仕事の基準を設定する取り組み

②マニュアルの捉え方・考え方

・マニュアルに対する偏見と誤解
・マニュアルとは ほか

③マニュアルの価値と業務改善
・マニュアルを活かす
・業務改善とマニュアル ほか

■マニュアル例

B8N0

・マニュアル作成の基本
・テーマの選定と目標設定 ほか

②マニュアルの検証と完成

・マニュアルの検証と留意点
・マニュアルの最終チェックと完成

③マニュアル活用の仕組み
・マニュアルの活用
・マニュアル活用の促進 ほか

④マニュアルの改訂・改善

・マニュアルの改訂・改善の考え方
・改訂等への対応

テキストは、eText（ 電子書籍）での
閲覧も可能です。

提携団体通信教育

● テキスト 2冊
● 添削 2回（Web提出可）

①マニュアルの作成

※教材構成・カリキュラムなどは変更になる場合があります。
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ビジネススキル

通信教育

J
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A
T

提携団体通信教育

コンプライアンス入門コース

会員：14,300円
◆税込受講料
一般：17,600円

※本講座は、一般社団法人 日本経営協会
との提携講座です。

コンプライアンスを理解し、不祥事防止策のポイントを習得する

カリキュラム

1

【受講対象者】
コンプライアンスについて基礎から学びたい方。

ねらい
・本コースは、
今日、
ビジネスパーソンにとって必須の要
件ともいえるコンプライアンスの基本知識について事
例を通して総合的に習得することをねらいとしています。

特

2

第１章
第２章
第３章
第４章

コンプライアンスとは何か
企業経営とコンプライアンス
コンプライアンスの対象
コンプライアンスの担い手

第１章

コンプライアンス体制とリス
クマネジメント
リスクマネジメントの基本
企業不祥事が発生する主な原
因とは
リスクをコントロールするた
めのポイント

第２章
第３章
第４章

色

・第1単元では、
コンプライアンスの意味を解説し、
コンプラ
イアンスの対象となるステークホルダーや関連する法律
の概要について、
経営者の視点と管理職や一般従業員の
視点の両面から理解することを目的としています。
・第2単元では、
コンプライアンス体制の具体的内容の
一つであるリスク管理体制の整備にあたってのポイン
トを理解することを目的としています。
・事例集では、
これまでに起きた企業不祥事につい
て、
不祥事の類型毎にそのメカニズムを検討し、
予防のためのポイントを解説します。

事例集

第１章
第２章
第３章
第４章

教材

NIPPON MANPOWER

NMPキャリアの学び
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2 カ月

◆受講期間

検索

不適切会計・不正融資
表示・品質偽装
リコール隠し・燃費不正
情報漏洩 他

学習の手引、テキスト（１冊）、
事例集（１冊）、添削問題（２回）
※教材構成、カリキュラム等は予告なく変更
する場合がございます。

004-ORNH-10-1912-02

