
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

一般財団法人岡山経済研究所 

〒700-0823 岡山市北区丸の内 1 丁目 15-20 

ＴＥＬ 086-234-6534 

ＦＡＸ 086-231-5303 

http://www.okayama-eri.or.jp/ 

Email:video@oeri.jp 

  

ＤＶＤ一覧表 
（202１年１1 月現在） 



岡山経済研究所では、会員の皆様の社内研修用としてビデオの無料貸出をいたしており

ます。貸出を希望される場合は、中国銀行本・支店の窓口、または当研究所へご連絡くださ

い。原則として貸出本数は１回につき５本以内とし、貸出期間は10日以内（新作は７日以内）

とします。受渡しはお近くの中国銀行本・支店の窓口、または当研究所とさせていただきま

す。また、お客様のご都合により宅配便もしくは郵送でのお届け（送料はお客様負担）もいた

しますので、ご相談ください。 

また、ＰＨＰ研究所の『ビデオアーカイブズプラス』も無料でご利用いただけますので、ご活

用ください。 
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区分 コード タ　イ　ト　ル 時間 内　　　　　容　　　　　　　　　　　　　　　　制作年

1997年12月

ア－45 （1）「仕事の心構え」を考える 　　　 21分

ア－46 （2）「あいさつ」を考える 　　　 16分

ア－47 （3）「ことばづかい」を考える 　　　 19分

ア－48 （4）「礼儀・マナー」を考える 　　　 21分

ア－49 （5）「気配り・心配り」を考える 　　　 20分

2000年11月

2001年12月

ア－60 （1）「 新人だから…」は通用しない！ 　　　 28分
 ５つの問題提起により、企業人としての自覚と仕事に対する責任
感を高める

ア－61 （2） こうすれば「成果」は出せる！ 　　　 23分
どのように成果を生み出していけばよいのか、コンピテンシーをい
かに発揮すればよいかを紹介

2008年6月

ア－79  身だしなみと挨拶　　　 44分
身だしなみや挨拶の仕方から、出社と退社のマナー、会社のしく
み、オフィスでの基本態度までを学ぶ

ア－80  仕事の優先順位と報・連・相　　　 51分
指示の受け方から、仕事の優先順位のつけ方、報告・連絡・相談
のコツまで、実践的な仕事のスキルを学ぶ

ア－81  相手の心をつかむ来客応対&訪問　　　 42分
敬語の使い方から来客応対の席次、アポイントメントの取り方、名
刺交換のマナー、訪問先でのマナーを学ぶ

新
入
社
員
向
け

（1） 見直します！
　　　正しい敬語と言葉づかい

（2） 守ります！
　　　仕事のルールと社員の倫理

（3） 実践します！
　　　いつもお客さま第一主義

電話応対の基本的な心構えから電話の取り次ぎ方、アポイントの
取り方など、具体的なケースを通して解説

ア－76 34分

30分

30分
CS（顧客中心主義）・グローバリゼーションとこれからの職業人とし
て必要なビジネスコンセプトを解説

ア－71

ア－72

ア－73

ア－74

ア－75

19分

24分

社会人・企業人としてふさわしい言葉づかいを習得

「大きな不正、不祥事も、ほんのささいなことから始まる」という事例
を紹介し、常に正しく、けじめをもって行動するよう啓発

CS（顧客満足）とは何かを自らの仕事に即して理解させ、常にお客
様中心で考え、行動するよう動機づけする

　 ⃝START DASH 新入社員トレーニングキット／ビジネススキル・パワーアップ編（ア－71〜ア－75）                                　　　2006年

【電話編】電話上手になることがプロへ　の近道

（1） セルフマネジメントのスキル
　　〜PDCAではじまる仕事のプランニング〜

ア－77

ア－78

42分

39分

（4） ビジネス文書のスキル
　　〜仕事で使うドキュメント作成の基本〜

（5） ビジネスマインド
　　〜求められる行動指針と視点〜

ア－57

ア－58

ア－59

　 ⃝新入社員のための こんなときどうする？ 仕事のマナー（ア－76〜ア－78）                                                   　　　　　 2007年1月

ビジネス会議を建設的なものにするためのポイントを解説

27分
仕事と人を結び、あらたな価値を紡ぎ出すビジネスコミュニケーショ
ンの基本的なルールと考え方を学ぶ

　 ⃝仕事の原点（ア－45〜ア－49）

　 ⃝社会人の常識 企業人の責任（ア－57〜ア－59）  

　 ⃝君は「成果」を出せるか（ア－60・ア－61） 

　 ⃝ビジネスマナー・バイブル（ア－79〜ア－83）

読みやすく、分かりやすいビジネス文書を書くためのポイントを、具
体的な事例を上げて解説

30分
自立的に仕事を進め、業績を高めるためのセルフマネジメントの技
術について解説

25分

 この仕事は、“なぜ大切なのか” “どういう意味があるのか” さらに
は「あいさつ」や「礼儀・マナー」がなぜ仕事の基本なのかを忘れ
て、ただ流れ作業的に仕事をこなしてはいないだろうか。
このシリーズでは、もう一度「仕事の原点」に立ち戻りながら、仕事
の意味、自己啓発の意義を、新入社員から中堅社員に自ら考えて
もらうことをねらいとしている

22分

（2） ビジネス会議のスキル
　　〜成果を生み出すポイントとルール〜

（3） ビジネスコミュニケーションのスキル
　　〜報連相と仕事を動かすコミュニケーション〜

職場で必要な最低限のコミュニケーションとして「あいさつの大切
さ」「指示の受け方」「報連相のポイント」などを解説

名刺交換やお客様の応接・応対、職場での基本的な仕事のマナー
について解説

【コミュニケーション編】
ひと声、ひと声が職場を変える、一日を変える

【職場の基本マナー編】
信頼される社会人になるために必要なものとは？
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区分 コード タ　イ　ト　ル 時間 内　　　　　容　　　　　　　　　　　　　　　　制作年

ア－82  電話応対のコツとビジネス文書　　　 42分
電話応対をはじめ、電子メール、ビジネス文書まで情報伝達手段
の特徴と使い方のマナーを学ぶ

ア－83  ミス& トラブルの対処法　　　 36分
ミスやクレームなどの「いざというとき」に対処できる実践的スキル
を学ぶ

2008年2月

ア－89  フォローアップ・セミナー 65分
仕事の意義を再確認しながら、自らのモチベーション・アップを促し
ていく
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  2011年1月

　 ⃝ケースで考える仕事の基本と心構え（ア－90〜ア－93） 2011年3月

ア－90  君ならどうする？仕事の基本と心構え　　　 26分
社会人としての姿勢や心構えに関する領域で、配属後に生じがち
な問題行動や周囲との関係を壊す思考パターンを提示

ア－91  君ならどうする？ビジネス電話　　　 29分
対応マニュアルにない状況を提示し、自分ならどう対処するか、そ
れはなぜかを考える

ア－92  君ならどうする？応対応接　　　 29分
対応マニュアルにない状況を提示し、自分ならどう対処するか、そ
れはなぜかを考える

ア－93  君ならどうする？ビジネスコミュニケーション 22分
対応マニュアルにない状況を提示し、状況対応力を高め、現場で
のスキル発揮の動機づけを促す

ア－94  仕事への不安感をどう乗り越えるか　　　 25分

ア－95  ビジネス社会でのコミュニケーションを考える 29分

ア－96  なぜ、ビジネスマナーが必要なのか　　　 21分

ア－97  ビジネス社会のルール・コンプライアンスを考える 23分

ア－98 「心が伝わる」ビジネスマナーの基本　 88分
形だけのビジネスマナーではなく、思いやりや心配りの大切さを考
えさせる
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2012年1月

2013年3月

ア－99  学生と社会人の違い　　　 23分

ア－100  社会人に必要な５つの意識　　　 19分

　 ⃝新社会人のためのビジネスマインド養成シリーズ（ア－94〜ア－97）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  2011年12月

新
入
社
員
向
け

ア－85

ア－86

ア－87

ア－88

財務3表（貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー）を学ぶこと
によって、会社のお金に関する知識を身につける

相手に分かりやすく効果的に伝えるために、論理的思考の技術を
応用したプレゼンテーションの技術を身につける

仕事への主体性、継続的自己学習という自分らしい良いキャリアを
築くために必要なポイントを学習する

PDCA の基本的な考え方を確実に理解し、実践する力を身につけ
る最適教材
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2010年12月

40分

 会社の数字
    〜財務3 表から読み解く会社経営〜

32分

31分

35分

 ロジカル・プレゼンテーション
    〜納得・合意を得て相手を動かす技術〜

 キャリア・デザイン
    〜自分らしく働くためのヒント〜

 これで成果が変わる PDCAの基本
 仕事の質を高めるために

ケースドラマを使って分かりやすく提示し、ディスカッションを通して
気付きを促す。自由にテーマを選べる“テーマ完結型”

メール中心のコミュニケーションに慣れてしまい対人関係が苦手な
学生、新入社員、若手社員向け研修用教材

 あなたの常識・良識は大丈夫 ?!
 社会人やっていいこと・悪いこと

　 ⃝新入社員ブートキャンププログラム（ア－85〜ア－87）

　 ⃝仕事の基本とルール（ア－99・ア－100）

ア－84 45分
「社会人として身につけたいマナー」「仕事の取り組み方」「社内・外
でのモラル」について考えさせ、解説
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008年12月
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区分 コード タ　イ　ト　ル 時間 内　　　　　容　　　　　　　　　　　　　　　　制作年

2013年3月

ア－101  ビジネスマナーの大切さ　　　 23分

ア－102  ビジネスマナーを身につける　　　 24分

ア－103  新入社員のための「社会人のルール」　　 43分
新入社員が社会に出てからぶつかる問題を再現し、その答えをま
なぶことで、新入社員の意識改革を図る
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2013年12月

ア－104  新入社員のための報連相の基本　　 48分
ビジネスコミュニケーション＜報連相＞の要点をドラマ形式で解説
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2014年1月

ア－105  ソーシャルメディアのリスクと正しいつきあい方 35分
自分の置かれている立場を認識させ、社会人としてネットとどのよ
うにつきあうべきかを伝える
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2011年9月

2015年12月

ア－106 （1） 社会人のマナー・現場のルール　　　 40分

ア－107 （2） 仕事のチームワーク・現場改善 　　　 35分

ア－108  社会人の常識・非常識　 65分
上司と部下の考え方のズレを“職場での常識の違い” という切り口でケー
スドラマを用いて解説。新入社員視聴パートと上司視聴パートに分けている
ので、部下だけではなく上司も学ぶことができる　　　　　　　2016年2月

ア－110  新版 社会人やっていいこと悪いこと 56分
本ＤＶＤは、社会人として“やっていいこと悪いこと”をドラマを通じて
考え、成長に向けた第一歩を踏み出してもらうことを目的としてい
る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018年2月

1995年12月

2005年11月

イ－34  正しいビジネス語の話し方　　　 40分
バイト語を話す若手従業員を主な対象に、相手に好感を与えるた
めの「ビジネス言葉遣い」の基本を解説

2006年11月

イ－44  アクターズ・メソッドで学ぶ7つの秘訣　　　 50分
顧客満足を実現するためのお客様応対の実際を、営業マン、店頭
の接客要員など接遇担当者向けに分かりやすく解説

イ－48  ビジネス敬語入門 53分
敬語の基本ルールや間違いパターンを、ビジネスシーンでよく見聞
きする事例を取り上げながらわかりやすく解説
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2008年3月

イ－50
 ［実践1］品格あるマナーで好感度アップ
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009年6月

75分

イ－51
 ［実践2］気くばりで顧客満足度アップ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009年11月

65分

イ－52
 ［実践3］心くばりで感動を共有しよう
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009年11月

71分

新
入
社
員
向
け

ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー

　 ⃝CS実現のためのお客さま応対（イ－44）

　 ⃝そのバイト語はやめなさい！（イ－34）

イ－49 59分
お客様の不満や不安を最小限に留め、円滑に解決へ導くスキル
を、３つのステップで紹介
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2009年5月

ホスピタリティの考え方とトレーニング方法を収録。あらゆる接客
サービス業の「ホスピタリティ」教育に最適

　 ⃝〈トレーニング・シリーズ〉お客様をファンにする ホスピタリティ・マインド（イ－50〜イ－52）

 すぐに役立つ！クレーム対応の技術
　　対面・メール編

ア－109 90分
長年にわたる指導歴のなかで、井村コーチが実際に選手たちに
語ってきた言葉を収録
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2016年2月

イ－25

イ－26

27分

24分

当たり前になっている悪い習慣、見過ごされているケジメのなさな
ど「気配り」「ケジメ」のマナーの見直し

「電話」「接客」の事例から、言葉づかい・態度・身だしなみなどの
“どこがおかしいのか” “なぜ大切なのか” を考える

　 ⃝仕事の気配り・職場のマナー（イ－25・イ－26）

 井村雅代コーチの　「できない」から逃げるな！

（1）「 職場の一日」
　　　　気配り・ケジメをチェック！

（2）「 お客様への応対」
　　　　電話・接客をチェック！

本DVDは、「どういう人材が製造現場で求められているのか」「どう
すれば求められる人材になることができるのか」を新入社員自身
が考え、実践していくために最適な教材

　 ⃝初級ビジネスマナー（ア－101・ア－102） 

　 ⃝製造社員やっていいこと・悪いこと（ア－106・ア－107）

絶対にしてはいけないビジネス上のタブーとビジネスマナーの基本
がしっかり学べる
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区分 コード タ　イ　ト　ル 時間 内　　　　　容　　　　　　　　　　　　　　　　制作年

イ－53  介護スタッフの接遇マニュアル　 45分
介護スタッフとして働く意識とマナー、コミュニケーション能力が高
められる。現場から寄せられた事例を基に対応方法を解説
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2009年8月

2003年7月

2006年5月

2007年5月

2008年2月

ウ－133  論理的思考の基礎スキル　　　 20分
企画立案、課題発見、説得・説明などビジネスや日常のコミュニ
ケーションにも有用な「MECE」「演繹法」「帰納法」を解説

ウ－134  問題解決の技術　　　 30分
ビジネスで起こりうる様々な問題に関して、論理的思考のスキルを
活用し、最適な解決策を導き出すための「問題解決の技術」を解説

ウ－135  伝える技術　　　 30分
コミュニケーションや説得・説明に際して、論理的思考のスキルを
どう活用するのか、「伝える技術」を解説

ウ－137  研修インストラクター養成講座　　 40分
初めて社内研修をするインストラクターに、研修を実施するための
考え方や進め方について解説
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  2009年2月

2009年4月・10月

ウ－138  与信管理の基礎　　　 35分

ウ－139  倒産の兆候を見抜く　　　 34分

ウ－140  倒産と債権回収　　　 33分

ウ－142  箱田忠昭の時間活用術　 88分
「活きた時間の使い方」と「仕事の進め方」について分かりやすく映
像化。「時間管理の達人」を目指す
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  2009年3月

　 ⃝知らなかったでは許されない！ 個人情報セキュリティ対策（ウ－119）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年3月

　 ⃝これだけは知っておきたい 会社数字の読み方・使い方（ウ－120）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年6月

　 ⃝大事故から会社を守る！ 職場のヒューマンエラー対策（ウ－121）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年10月

わかったつもりで意外に理解し切れていない「情報セキュリティ」の
常識を解説

ウ－120 50分
売上高と利益の違いからROA、流動比率といった指標の意味とそ
の活用法まで、初心者向けに易しく解説。営業担当者にも必見

ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー

一
般
社
員
向
け

　 ⃝問題解決を加速する　論理的思考（ウ－133 〜ウ－135） 

　 ⃝トレーナーズ・トレーニング講座（ウ－122）

　 ⃝JISQ15001：2006完全対応 プライバシーマーク入門（ウ－116）

　 ⃝ドラマで学ぶ 危ない会社の見分け方（ウ－138 〜ウ－140）

　 ⃝できる社員の仕事術 成果を高める報告・連絡・相談（ウ－ 33）

（1） 報・連・相の考え方・進め方
（2） ケースで学ぶ報・連・相

 ・プライバシーマークの基礎知識編
 ・従業員の遵守事項編

 ・個人情報セキュリティの基本
 ・個人情報管理の進め方

 ・財務諸表の読み方
 ・会社数字の活用法

ウ－119 40分

 メンター・先輩社員に求められる
 新入社員の指導・支援の考え方・進め方

 新型インフルエンザ対策
 私たちがしなければならないこと

ウ－136 58分
自立型社員育成のノウハウが満載。「メンター制度」の教材としても
活用できる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2008年12月

ドラマを通して、いかにして危ない会社を見破るか、企業を複眼的
に見る目を磨くとともに、債権保全の具体的な方法を学ぶ

ウ－141 45分
新型インフルエンザ対策推進のための教材。企業・家族を守るた
めの具体的方策を紹介
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  2009年7月

ウ－122 80分
企業内教育に携わるすべての方に必要な人材育成のためのコン
セプトと基礎スキルを紹介

 ・ヒューマンエラーとは？
 ・ヒューマンエラーはこう防ぐ
　　　─事務現場編・生産現場編─

 ・研修・勉強会の実践テクニック
 ・職場を強くするOJTの実践テクニック

60分ウ－33

50分ウ－116
プライバシーマークを既に取得した組織、これから取得を目指す組
織の全従業員が理解しておきたい基礎知識を紹介

第１巻では、報・連・相の基本とポイントを解説。第２巻は、具体的な６つのケースで構
成。若手・中堅社員から管理者まで理解しやすい内容となっている

ウ－121 70分
日常業務のなかで直面しがちな事例をもとに、意識・無意識の中で
直面するヒューマンエラーの芽に対してとるべき言動を解説

イ－54 82分
本DVDでは、クレームの原因を明らかにし、顧客離れ、SNS炎上な
どのトラブルを生まないための電話応対について学習する
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2017年1月

 ケースで学ぶ　「クレーム電話」対応の基本
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区分 コード タ　イ　ト　ル 時間 内　　　　　容　　　　　　　　　　　　　　　　制作年

ウ－143  オフィスの事務改善 61分
書類の捨て方から、改善運動のやり方まで手間とコストをかけずに
できるオフィス事務の改善を解説
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2009年9月

ウ－144  ケーススタディで学ぶ 報連相の基本 98分
上司と部下が一体となってお互いに情報を共有し、思いを共有す
るための「報連相」の風土づくりに最適教材
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2010年1月

ウ－145  私たちのコンプライアンス 75分
９つのケースドラマと解説を通して、日頃の行動に問題がないかを
確認しコンプライアンスの基本を学ぶ
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2010年8月

ウ－146  箱田忠昭のプレゼンの基本技術 71分
プレゼンの構成・スライド作成のコツから効果的な話し方、質疑応
答の上手なさばき方までを分りやすく解説
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2010年7月

ウ－147  ビジネス傾聴入門 83分
日頃、無意識に行っている「聞き方」とその問題点を明らかにしながら、ビジ
ネスパーソンに求められる「傾聴」の考え方とノウハウを解説
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　2010 年10 月

ウ－148  財務諸表の概要〈全体像をつかむ〉　　　 46分

ウ－149  重要な会計原則〈ルールを理解する〉　　　 47分

ウ－150  財務分析〈メッセージを引き出す〉　　　 63分

ウ－151  いますぐ役立つ！質問のスキル 72分
相手の考えや本音を引き出し会話をスムーズに進める３つのタイ
プの質問の使い方を分りやすく解説
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  2011年4月

ウ－153  私たちのコンプライアンスⅡ 65分
日ごろ起こりがちなコンプライアンス違反をドラマで取り上げ、知識
を高めるとともに、行動の振り返りを行う
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  2011年4月

ウ－154 （1） 全社戦略と事業ドメイン　　　 37分

ウ－155 （2） 事業戦略　　　 46分

ウ－156 （3） 環境分析フレームワーク　　　 54分

ウ－157 （4） 成長戦略とイノベーション　　　 34分

ウ－158 （1） 収益性分析　　　 38分

ウ－159 （2） 効率性分析　　　 38分

ウ－160 （3） 安全性分析　　　 44分

ウ－161 （4） 成長性分析　　　 15分

ウ－162  新入社員の育て方・伸ばし方　　 47分
最近の若者の特徴を理解し、彼らの前向きな気持ちを引き出すた
めの指導方法をドラマと解説で学習できる
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2014年3月

　 ⃝ビジネスを読み解くキーワード　企業の現状をつかむ経営分析編（ウ－158 ～ウ－161）                                         　2013年6月

　 ⃝ビジネスを読み解くキーワード　勝ち残る経営戦略編（ウ－154 ～ウ－157）                                                         　 2013年4月

一
般
社
員
向
け

　 ⃝財務諸表から経営を読み解く　アカウンティング（ウ－148 〜ウ－150）                                                              　 2010年10月

 すべては1枚のアンケートから
 「たいへん満足」を生むサービス哲学とは

アカウンティングとは、株主などの利害関係者に企業の経営状態
を報告することを目的として、一定のルールに基づいて、企業の財
務情報を記録・整理すること。このプログラムでは、アカウンティン
グを学ぶ意味や領域、到達段階を３つのレベルにけ学習する

ウ－152 45分
13年連続顧客満足度日本一のホンダカーズ中央神奈川の、アン
ケートがもたらすCS サービスの真髄に迫る
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  2011年9月

企画立案や企業活動の戦略理解のために有用な、経営戦略と戦
略発想のためのフレームワークを手軽に学ぶことができるビジネス
における戦略構築に必須の基本的なキーワードを広くカバーして
おり、個々人の企画立案やアイデア発想、状況分析の質の向上は
もちろん、チームでのディスカッションの共通言語として、コミュニ
ケーションの活性化、業務品質向上にも有効

経営分析とは、財務諸表から得られる数値を分析・比較・検討し
て、企業の財政や経営状態を把握すること。それぞれの巻で収益
性、効率性、安全性、成長性の各分析項目について代表的な指標
を解説している
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区分 コード タ　イ　ト　ル 時間 内　　　　　容　　　　　　　　　　　　　　　　制作年

2014年2月

ウ－163 （1） 全社員編　　　 38分 日頃の業務の中に潜む情報漏洩リスクの診断テストを交えて解説

ウ－164 （2） 管理職・システム担当者編　　　 18分 情報漏洩を起こしにくい組織作りへの対策を盛り込んで解説

2014年10月

ウ－165  データの特性を知る　　　 93分

ウ－166  確率分布と標本データ　　　 103分

ウ－167  部分から全体を把握する（推定） 　　　 93分

ウ－168  部分から全体を把握する（検定） 　　　 105分

ウ－169  データ間の関連の強さと因果関係を知る　　　 90分

ウ－170  多変量解析手法を用いて予測を行う　　　 97分

2014年9月

ウ－171  英文Ｅメールの基本と状況別対応（1） 　　　 77分

ウ－172  状況別対応（2） 　　　 67分

ウ－173  状況別対応（3） 　　　 72分

ウ－174  私たちのコンプライアンスⅢ　　 90分
本DVDは、単なるコンプライアンス教育にとどまらず、社会人としての正しい
考え方・行動をわかりやすく収録。コンプライアンス違反をなくすために、社
員一人ひとりの意識改革を図る教材として最適 　　　　　　　　2015年8月

2014年9月

ウ－175 よくわかる情報セキュリティ講座　ＤＩＳＣ 1 53分
第1章 情報セキュリティの最新事情と企業の取り組み
第2章 オフィスでの情報セキュリティ

ウ－176 よくわかる情報セキュリティ講座　ＤＩＳＣ 2 53分
第3章 オフィス外での譲歩セキュリティ
第4章 インターネットに潜む“見えない脅威”への対応

エ－48 （1） なぜ成績が上がらないのか？ 　　　 28分
営業活動がうまくいかないのはなぜか、どこに問題があるのかを、
ある営業社員の1 日の活動から考える

エ－49 （2） 顧客の心をいかにとらえるか　　　 30分
顧客から歓迎されるためには「顧客の心をとらえる営業」が重要で
あることを説き、その考え方・進め方を具体的に紹介

2007年5月

エ－53  成長へのチャンスを掴むセールスマインド 22分
セールスの重要性への意識付けから求められる能力、ソリューショ
ン時代の営業活動に必要な基本的な営業プロセスを解説

エ－54  出会いを創造するアプローチ　　　 22分
営業活動のファーストステップとして、お客様へのアプローチ方法と
ノウハウ、ターゲットの絞り方などを学ぶ

エ－55  課題共有へのヒアリング　　　 27分
お客様の状況を把握し、課題を共有するためにも重要なヒアリング
を通して、お客様との信頼関係を構築する過程を学ぶ

エ－56  価値を共有するプレゼンテーション　　　 19分
成約へつながる効果的な提案のために、仮説をつくり、顧客を巻き
込み、検証を重ねる「プレゼンテーション」のポイントを学ぶ

　 ⃝すぐにできる情報セキュリティ対策（ウ－ 163・ウ－164）

営
業
社
員
向
け

一
般
社
員
向
け

　 ⃝セールススキルアップシリーズ　基本編（エ－53〜エ－58）

　よくわかる情報セキュリティ講座（ウ－171〜ウ－173） 

　 ⃝ビジネス統計学入門（ウ－165〜ウ－170）

　 ⃝「顧客の心をとらえる営業」実践心得 〜こうすれば顧客から歓迎される〜（エ－48・エ－49）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年

本講座では、分析や思考のツールとして、あるいは説得やプレゼン
テーションのツールとして、ビジネスで使える統計学の習得を目指
す。難解になりがちな数学的要素を極力省き、30例もの豊富な演
習によって、ツールとしての統計の活用方法を興味を維持しながら
自然に学ぶことができる

短時間で英文ｅメールの書き方についてのポイントが学べる。英文
ｅメールライティングへの自信を高め、仕事の質を向上させたいビ
ジネスパーソンに必須の映像講座

　 ⃝ビジネス英文Ｅメール講座（ウ－171〜ウ－173）
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区分 コード タ　イ　ト　ル 時間 内　　　　　容　　　　　　　　　　　　　　　　制作年

エ－57  決断を促すクロージング　　　 24分
クロージング（成約）をスムーズに行うために必要なスキルやノウ
ハウを学ぶ。また、値引きなど交渉術についても解説

エ－58  顧客満足と収益を高めるアフターフォロー 18分
成約後も、お客様の満足度を高め、より優秀な顧客を増やしていく
ポイントを学ぶ

エ－59  吉野真由美のテレアポ成功術　 54分
電話でのアポイントの重要性とプロのアプローチのノウハウをわか
りやすく映像化
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008年11月

エ－60  好かれる営業・嫌われる営業 71分
アプローチからプレゼン、反論への対処法、クロージング、フォロー
アップまで、お客様の心をつかむセールストークをわかりやすく解
説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009年11月

エ－61 （1） ニーズとSTP 　　　 30分
マーケティング戦略策定の基本的な流れと、その要素、そこで必要
となるフレームワークとキーワードの概要を解説

エ－62 （2） ４P 戦略　　　 30分
マーケティング戦略を策定する際に、マーケティングミックスで検討
する４つの要素と関連するキーワードを解説

エ－63 （3） 規模の経済と経験曲線　　　 35分
激しい競争環境下でも業界ナンバーワン以外の企業が生き残れる
のはなぜなのか、企業の生き残り戦略とその背景にある考え方を
解説

エ－64 （4） ブランド戦略と購買モデル　　　 25分
顧客に自社製品を選んでもらい購買につなげるために、押さえて
おきたいブランド購買モデルに関するフレームワークとキーワード
を解説

2014年1月

エ－65 （1） 計画立案と業務改善　　　 37分

エ－66 （2） セールス活動の基本　　　 37分

エ－67 （3） 提案と交渉の基本　　　 34分

エ－68 （4） 情報収集と共有の基本　　　 32分

エ－69 （5） コミュニケーションの基本　　　 38分

エ－70 （6） お客様の心を理解する　　　 48分

エ－71 （7） 強いチームを作る　　　 47分

1995年11月

オ－80 （1） リーダーの特性とは何か？ 　　　 29分
リーダーシップとは「部下が認めて初めて成り立つ」ことを知り、「部
下を通じて成果を上げること」の大切さを学ぶ

オ－81 （2） リーダーの機能とは何か？ 　　　 30分 部下に対する個別指導の重要性を学ぶ

オ－82 （3） リーダーの状況適合とは何か？ 　　　 27分
「部下一人ひとりの変化」「仕事・組織を取り巻く環境変化」への対
応から「起きた変化にどう対応していくか」を学ぶ

2006年10月

営
業
社
員
向
け

管
理
・
監
督
者
向
け

　 ⃝セールス実践スキル講座（エ－65 ～エ－71）

営業初心者の方のスキル習得はもちろん、日常業務の中でのスキ
ルの見直し、職場での勉強会などに広く活用することができる

　 ⃝リーダーシップ強化コース（オ－80〜オ－82）

　 ⃝判例・事例から学ぶ セクハラ・グレーゾーン（オ－168）

　 ⃝ビジネスを読み解くキーワード　売れるマーケティング編（エ－61 ～エ－64）                       　　　　　　　　　　　　　　　　2012年11月

 ・討議用ドラマ編
 ・検証・解説編

 職場のメンタルヘルスケア 部下の「うつ」
 上司にできること 早期発見から復職支援まで

35分
「うつ」の早期発見と早期対処、うつ傾向にある部下への接し方な
ど、あらゆる企業・職場に対応できる内容
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2007年5月

従来の研修では触れなかったセクハラのグレーゾーンとプチセクハ
ラについてわかりやすく解説。研修教材として最適

オ－168

オ－184

60分
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区分 コード タ　イ　ト　ル 時間 内　　　　　容　　　　　　　　　　　　　　　　制作年

オ－185  コーチング・スキル実践講座「傾聴・承認・質問」 106分
コーチングのコアスキル「傾聴・承認・質問」の考え方・進め方をわ
かりやすく解説
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007年7月

オ－187  平成21年度　監査役監査のポイント　　　 107分
ベテラン会計士が、最新の財務諸表監査や内部統制監査状況を
踏まえ、着目点と果たすべき役割を平易に解説
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2009年6月

オ－189  管理者として　やっていいこと・悪いこと 55分
部下は、上司の背中を見て育つといわれている。管理者の人間力
を高めるために、上司のあり方、基本を見つめなおす
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2009年9月

オ－190  部下の実力を高める実践OJT 55分
部下の仕事のプロセスのなかから成長課題を見出し指導・育成す
ることの大切さを、ケースドラマを通して理解できる
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2009年7月

オ－191  DISC １ 　　　 76分
収録内容　・リーダーシップとチームマネジメント　・ビジョンメイキン
グとタスクの見極め　・チームビルディング

オ－192  DISC ２ 　　　 41分
収録内容　・モチベーション・マネジメント　・コンピテンシー・マネジ
メント

オ－193  強いチームをつくる技術（DVD） 　　　 74分
アサーティブ・コミュニケーションを活用したチームづくりをかりやす
く解説
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2010年3月

オ－194  パワハラと熱血指導　　　 23分
熱血指導部長と見解の異なる主任、その間で奮闘する課長の三
者をドラマで描き、パワハラにならない指導のあり方を解説

オ－195  パワハラ解決技法　　　 25分
職場を蝕むパワハラには迅速な対応が欠かせない。パワハラのタ
イプ別解決技法をドラマと解説でわかりやすく展開

オ－196  ケースで学ぶ 人事考課の基本と実践（DVD） 　　　 120分
考課のバラツキや不公平感をなくし、部下のやる気を高めるため
の人事考課の考え方や実践ポイントを解説
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2010年7月

オ－197  セクハラになる時、ならない時　　　 24分
どのような時にセクハラになり、どのような時にはならないのかを事
例をもとに考える

オ－198  あなたならどうする？ 　　　 25分
微妙なセクハラ事例の当事者となった時、どのような対応をすれば
よいかを考える教材

オ－199 （1） 新入社員・若手社員編　　　 20分

オ－200 （2） 中堅社員・管理職編　　　 20分

オ－201 （3） 取締役・経営者編　　　 17分

オ－202 （4） 工場編　　　 25分

オ－203  新型うつ 23分
これまでの「うつ」の常識が通用しない「新型うつ」が報告されてい
る。その特徴と対応方法を管理職向けにコンパクトに解説
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2012年3月

　 ⃝事例で考える　パワハラ解決法（オ－194・オ－195）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2009年10月

管
理
・
監
督
者
向
け

　 ⃝強いチームを作り上げる リーダーシップと組織マネジメント（オ－191・オ－192） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009年6月

管理・監督者に求められる実践!
リーダー型マネジメント

 成長が実感できるES
 輝く笑顔が感動のサービスを生む！

62分

59分
ネッツトヨタ南国の社員が仕事に取り組む様子を紹介。働くことの
意義とやりがいがCS につながることを学ぶ
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2008年1月

「事例研究」と「ポイント解説」の二部構成。どこにでもあるわかりや
すい内容で、あらゆる企業・職場に対応した内容
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2008年8月

オ－186

オ－188

　 ⃝組織と個人を守る！階層別コンプライアンスシリーズ（オ－199 ～オ－202）                                                    　　　　 2012年1月

　 ⃝わかったつもりでいませんか？　セクハラ対策の新常識（オ－197・オ－198）                                                　　　　　 2010年11月

本ビデオは、職務や立場に応じて起こしやすい違反例を取り上げ、
ドラマ形式でわかりやすく解説ケースドラマ編と解説編に分けてあ
るため、事例編視聴の後、ディスカッションを行うことで研修効果を
高められる
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区分 コード タ　イ　ト　ル 時間 内　　　　　容　　　　　　　　　　　　　　　　制作年

オ－204 （1） 新入社員・若手社員編　　　 26分 パワハラの正しい知識と受けないための姿勢を学ぶ

オ－205 （2） 中堅社員・管理職編　　　 27分 パワハラが起きない組織にするために何をすべきかを学ぶ

オ－206 （3） 製造・作業現場編　　　 26分 製造・作業現場で多発するパワハラ防止に最適

オ－207  誰でも身につくリーダーシップ 47分
リーダーの心得と手法を具体的にドラマで解説
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2014年2月

オ－208  一次評価者のための目標管理入門　　 45分
部下が意欲的に働き、会社と個人が成長する職場づくりをするた
めの目標管理と人事評価の基本を解説
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2010年4月

オ－209  ポジティブ・アクション 30分

管理職の意識とコミュニケーションの違いで女性の意識がどのように変わっ
ていくのかをドラマで演出。ポジティブ・アクションにどのような気持ちで取り
組めば良いのかを紹介。管理職の意識を変革し、女性の活躍の場の拡大
を図る組織に最適　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2010年6月

オ－210  管理者の役割とは何か　　　 29分

オ－211  強いチームをどうつくるか　　　 26分

オ－212  人を育て、伸ばすための基本　　　 22分

オ－213  管理者に求められる自己革新とは　　　 28分

2015年5月

オ－214  基礎知識編　　　 27分

オ－215  陥りやすい評価エラー　　　 29分

オ－216  面談編　　　 30分

2016年3月

オ－217  労務管理の基本的考え方　　　 12分

オ－218  労務管理と人事制度　　　 42分

オ－219  働く時間を管理する　　　 34分

オ－220  社員の健康を管理する　　　 34分

オ－221  働きやすい職場環境づくり　　　 36分

オ－222  職場のハラスメント対策　　　 52分

　 ⃝管理者のための〈マネジメント革新〉シリーズ（オ－210 〜オ－213）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2015年3月

　 ⃝階層別・職種別パワー・ハラスメントシリーズ（オ－204 ～オ－206）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2012年9月

管
理
・
監
督
者
向
け

部下の実力を引き出すマネジメントのあり方を学ぶ、管理者のため
のベーシック教材。強いチーム・組織をつくるために、どのような行
動が求められるのかを、身近な事例のドラマを通して学習すること
ができる

　 ⃝これだけでできる人事考課（オ－214〜オ－216）

　 ⃝これだけでできる労務管理（オ－217〜オ－222）

本シリーズでは、公正で納得性の高い人事考課を実現するために
はどうすればよいのか、また人事考課本来の目的である部下の育
成に向けてどのように取り組んでいけばよいのか、人事考課のポ
イントと留意点を解説

本シリーズでは、生産性が高く働きやすい職場作りに必要な労務
管理の考え方や進め方、基礎スキルを職場の運営責任者である
管理職及びその候補の方々を対象に解説多岐にわたる職場の労
務管理に関する知識がこれだけで習得できるよう、職場運営やコ
ンプライアンス上のポイントといった日常の注意点から、労働紛争
やハラスメントの予防といったリスク対策までを含む、幅広いテーマ
を網羅
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区分 コード タ　イ　ト　ル 時間 内　　　　　容　　　　　　　　　　　　　　　　制作年

2016年7月

オ－223 （1） ストレスチェックを活用したセルフケア 25分

オ－224 （2） 部下が休職する前にできること 　　　 25分

オ－225  受けよう、活かそう！ストレスチェック　　　 15分

「ストレスチェック制度」の従業員の受検促進のためには、制度の目的や仕
組みへの理解を進めることが不可欠である。本DVDは、「ストレスチェック制
度」の目的や実施の方法、従業員への不利益な取扱いはないことなどのポ
イントを、分かりやすくコンパクトに解説　　　　　　　　　　　　　    2016年7月

オ－226  ケースで学ぶ　マタニティ・ハラスメント 40分

2017年１月１日施行の改正男女雇用機会均等法および改正育児・介護休
業法に基づいて解説。どのような言動がマタハラになるのかケースドラマを
通してハラスメントを防止するための正しい考え方を学ぶ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2017年3月

オ－227
フィードバック入門
　　ー部下を立て直し成長を促す技術ー

120分

フィードバックは“人が育ちにくい問題”を解決するために効果的にアプロー
チである。本ＤＶＤは、６つのケースドラマから具体的なアプローチが学べる
教材である
                                                                                　　 2017年8月

オ－228 上司のハラスメント ーグレーゾーンをなくそう！ー 70分
上司・管理職がハラスメントの知識と考え方をメンバーに啓発し、
ハラスメントのない職場づくりを目指す
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2017年8月

オ－229 ケースで学ぶ セクシャルハラスメント 50分
本ＤＶＤでは、ケースドラマを通じてセクハラの境界線を知り、職場
からセクハラの芽を早期に摘むための考え方と知識を学ぶ
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2018年1月

オ－230 上司のコンプライアンス 70分
本ＤＶＤでは、ケースドラマを通じてセクハラの境界線を知り、職場
からセクハラの芽を早期に摘むための考え方と知識を学ぶ
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2018年8月

オ－23１ ケースで学ぶ上司のハラスメント２ 65分
本ＤＶＤは、ハラスメントに対処するとき問題となっているグレー
ゾーンの対応のポイントをケースを通して学ぶことができる
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2018年12月

オ－23２ 管理職が知っておくべき「働き方改革関連法」 60分
働き方改革法は、2019年4月から段階的に施行されます。
本DVDでは、企業の現場で働く管理監督職が最低限知っておくべ
き改正内容と運用のポイントを解説　　　　　　　　　　　2018年12月

オ－233
ケースで学ぶ　実践！フィードバック
　　ーあなたは部下の成長を支援できているか？ー

86分

ドラマと解説で「フィードバック」の進め方を実践的に学ぶことがで
きる。「フィードバックを簡潔に学びたい」「さまざまなケースを知りた
い」「評価面談に取り入れたい」という場合におすすめの教材
　                                         　　　　　　　　　　　　　　2019年7月

カ－４  社会人としての基本　〜なぜが人間的成長を促す 40分

1989年6月

カ－13 （1）〈 成果が上がる〉５Sの進め方 　　　 17分

カ－14 （2） Seiri〈整理〉　　　 19分

カ－15 （3） Seiton〈整頓〉　　　 14分

カ－16 （4） Seiso〈清掃〉 　　　 17分

カ－17 （5） Seiketsu〈清潔〉　　　 15分

カ－18 （6） Shitsuke〈躾〉　　　 17分

製
造
現
場
向
け

管
理
・
監
督
者
向
け

　 ⃝５S実践のポイント（カ－13〜カ－18） 

　 ⃝元気な職場をつくるメンタルヘルス７（オ－223・オ－224）

 プロフェショナルとしての基本
〜なぜでいい物づくりをする〜

 身につけよう改善の基本
 〜なぜで成果を上げる〜

セルフケア、ラインによるケアのそれぞれで、ストレスチェックを活
かして個々の健康管理や部下管理をすることが求められている。
職場のメンタルヘルス対策の基本に立ちながら、新し い制度を日
常に組み込む方法を提示する教材

５Sとは何か、５Sをなぜやらなければならないのか、５Sでどういう
効果が得られるのか、といったことに答え、５Sの効果的な進め方
を紹介

　 ⃝誇りある製造社員を目指す 新・物づくりのこころ“なぜ” で仕事が面白くなる（カ－４〜カ－６）                 　　　　 　　　  2007年11月

最近の製造事情を踏まえて、具体的な例をあげながら、物づくりの
基本的な考え方と心構えを若手社員にわかりやすく紹介

カ－５

カ－６

30分

25分
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区分 コード タ　イ　ト　ル 時間 内　　　　　容　　　　　　　　　　　　　　　　制作年

1994年

カ－23 （1） 起きるケースと起こす人　　　 17分

カ－24 （2） 失敗はこうすれば防げる　　　 14分

カ－25 （3） 職場の機械・設備に潜む災害　　　 11分

カ－26 （4） 小さな改善で大きな災害を防ごう　　　 12分

カ－27 （5） 災害は安全意識では防げない　　　 21分

カ－28 （6） 無災害職場をつくるための仲間づくり 22分

1996年5月

カ－33 （1） 管理・監督者の役割と責任　　　 22分
過去の事例から“安全配慮義務” についての理解を深め、安全に
対する役割と責任を再認識させる

カ－34 （2）「 不安全行動」防止の指導心得 　　　 23分
 事例をもとに指導のあり方や実際の指示の与え方について具体
的なケーススタディで視聴

カ－35 （3）「 不安全状態」排除の指導心得 　　　 21分
 事故・災害を未然に防ぐ職場管理のポイントについて具体的な事
例を見ながら考える

2006年11月

カ－55  成果が出る「５S」の考え方進め方（DVD） 　　　 60分
「生産性向上」「品質改善」など、ねらいを定めて成果をあげる考え
方から実践的な進め方まで、わかりやすく紹介
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2008年6月

カ－56  監督者の基本心得　　　 31分
管理監督者が果たすべき役割とは何か、継承すべき職場風土とは
どのようなものかをわかりやすく紹介

カ－57  人を活かすOJT 　　　 30分
部下のモラルを高め、意欲を引き出すための具体的ポイントを身
近なケースドラマをもとに紹介

カ－58  問題解決のリーダーシップ　　　 28分
日々山積する課題に対して、現場レベルで対応していくために、基
本となる問題解決の考え方を紹介

2010年9月

カ－59  ISO27001認証取得に向けた　情報セキュリティ講座 48分
ISO27001そして情報セキュリティマネジメントとは何か、その概要と
重要性を解説

カ－60  ISO14001認証取得に向けた　環境マネジメント講座 45分
ISO14001の概要と環境マネジメントについて、その概要と有効性
について解説

カ－61  ISO9001認証取得に向けた　品質マネジメント講座 40分
ISO9001について、その概要と品質マネジメントの原則、認証取得
のステップを解説

2011年7月

カ－64
 ISO27001認証取得に向けた
　　　情報セキュリティ講座

40分
情報セキュリティマネジメントシステムの構築とISO27001認証取得
のための具体的なポイントを解説

カ－65
 ISO14001認証取得に向けた
　　　環境マネジメント講座

67分
ISO14001の要求事項に沿って認証取得のための手順を具体的に
解説

カ－66
 ISO9001認証取得に向けた
　　　品質マネジメント講座

50分
ISO9001規格の中でも特に重要な「４章　品質マネジメント要求事
項」について詳しく解説

製
造
現
場
向
け

事故・災害の実例をまじえながら、２大要因であるヒューマンエラー
と機械・設備の不具合を解説

　 ⃝ISO・安全マネジメントDVD講座 〜導入編〜（カ－59〜カ－63）

　 ⃝これで納得！ 職場の５S（カ－54）

　 ⃝管理・監督者の安全OJT（カ－33〜カ－35）

　 ⃝安全活動の急所（カ－23〜カ－28）

事故・災害の実例をまじえながら、２大要因であるヒューマンエラー
と機械・設備の不具合を解説

60分カ－54

　 ⃝強い製造現場をつくる 第一線監督者の使命と役割（カ－56〜カ－58）                               　　　　　　　　　　　　 　　　　2007年11月

 ・職場が変わる！５S の基本
・実践！職場の５S ─生産現場編・事務現場編─

 プライバシーマーク認証取得に向けた
 個人情報保護講座

55分

カ－67

５S の基本から実践までをドラマを交えながらわかりやすく解説

 OSHMS 認証取得に向けた
 労働安全衛生マネジメント講座

 プライバシーマーク認証取得に向けた
 　　　個人情報保護講座

 OSHMS 認証取得に向けた
 　　　労働安全衛生マネジメント講座

45分

カ－68

プライバシーマークの要求事項に沿って認証取得のための手順を
具体的に解説

労働安全衛生マネジメントシステム（OSHMS）の要求事項に沿って
認証取得のための手順を具体的に解説

プライバシーマーク制度の概要と認証取得のプロセスについて解
説

労働安全衛生マネジメントシステム（OSHMS）について、その概要
と認証取得に向けたポイントを解説

　 ⃝ISO・安全マネジメントDVD講座 〜詳細編〜（カ－64〜カ－68）

カ－62

カ－63

39分

34分
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区分 コード タ　イ　ト　ル 時間 内　　　　　容　　　　　　　　　　　　　　　　制作年

カ－69  あなたが守る!製造現場のコンプライアンス　　　 45分
製造現場で起こりがちな問題を事例ドラマで取り上げ解説。日々の
仕事の振り返りと今後の仕事の姿勢を見つめなおす
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2011年12月

カ－70
（1） 内部監査員が理解しておくべき
　　　　ISO規格のポイント

31分
ISO9001、ISO14001の2015年版の特徴を大まかにつかむための
最適教材

カ－71 （2） 内部監査員の役割と監査の進め方　　　 57分 内部監査員の役割や質問の仕方など、具体的なポイントを紹介

カ－72 （3） 内部監査ケーススタディ（ISO9001） 　　　 86分
製造業・サービス業・建設業の身近なケース事例を取り上げ、
ISO9001に即してどのような視点で監査を行えばよいかを解説

ケ－83 （1） 導入編　　　 30分

ケ－84 （2） 実践編　　　 60分

ケ－85 （3） 資料編（CD-ROM）　　　

病
院
向
け

ス－７  私たちのホスピタリティ挑戦！（DVD） 　　　 54分
石橋内科（姫路市）が取り組むホスピタリティ浸透の仕組みや、や
りがいを生みだす職場、職員の挑戦を紹介
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2010年1月

2000年6月

ソ－４ （1） ストレスを正しく理解しよう　　　 20分
ドラマと専門家の解説を通してストレスを正しく理解し、「心の健康」
の大切さを認識

ソ－５ （2） ストレスの予防と解消法　　　 18分 実践的なストレスの予防法と解消法を紹介

ソ－49  信頼される公務員 モラル・倫理編（DVD） 　　　 44分
公務員一人ひとりのモラル・倫理への意識や関心を高め、今後の
課題や実践すべきことを考えていく
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009年12月

2015年3月

ソ－50 （1） メタボリックシンドローム　　　 27分

ソ－51 （2） 血圧　　　 28分

ソ－52 （3） 血糖値　　　 28分

ソ－53 （4） 脂質（LDL コレステロール） 　　　 28分

ソ－54  「マイナンバー制度」の基礎知識　　 55分
マイナンバー制度の概要をはじめ、準備で発生する業務や事業者
に求められる実務、留意点などポイントとリスクをわかりやすく解説
2015年6月

製
造
現
場
向
け

　 ⃝〈ISOマネジメントシステム〉内部監査のポイント（カ－70〜カ－73）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2016年1月

経
営
者
向
け

そ
の
他

　 ⃝会社を守るBCP（事業継続計画）作成（ケ－83 ～ケ－85）（DVD、CD-ROM）        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2012年10月

ISO14001 に即したケーススタディ集と、ISO9001/ISO14001の総合
システムを収録

カ－73

本DVDは、実際に起こった災害を忠実に再現して映像化。それぞれの事例
の災害防止のポイントを一般化し、どのような工場、機械設備でも通用する
ようまとめている。日本語・英語・中国語・タイ語・インドネシア語に対応
2017年6月

カ－74 90分

（4） 内部監査ケーススタディ
　　（ISO14001および総合システム）

〈災害事例に学ぶ〉製造現場の安全対策

毎年受けている健康診断。せっかく受診していても健康づくりへの
関心の不足、健診内容についての理解不足から、必要な対策がと
れないままの人が少なくないこのDVDシリーズはそんな状況を踏ま
えて、自分で健康づくりのことを考えるきっかけをつくり、検査の内
容、検査値と健康上のリスクの関係、予防や対策をわかりやすく解
説

大震災や台風、事故、感染症など未曾有の災害が発生したとき、
企業は従業員の生命をまもり、いち早く事業を再開し、通常業務を
取り戻さねば、社会的責任を果たすこともできないばかりか存続の
危機に陥ってしまう。BCP（事業継続計画）とは、そうならないため
に、災害に如何に対処し、事業の再開と継続を図っていくかを事前
に計画しておくことである。その作成ポイントをわかりやすく解説し
ていく

　 ⃝クイズで考える健診結果の見方、活かし方（ソ－50〜ソ－53）

　 ⃝働く人のメンタルヘルス（ソ－４・ソ－５）

81分
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集合研修の教材として『「心が伝わる」ビジネスマナーの基本』が最適です！
「コミュニケーションが苦手」「自分の主張をうまく伝えられない」……。そんな若者に、
形だけのビジネスマナーではなくその根本にある思いやり、心配りを教え、愛される
企業人に育てる教材です。

※ただし、社内LANなど、別途セキュリティ設定がされている
回線の場合、正常にログイン・動画再生ができない場合が
ございます。導入前にホームページの推奨動作環境のページ
でご確認いただきますようお願いいたします。

★ビデオライブラリー収録

 　パソコンにプロジェクターをつないで画面で
みせる、または人数分のパソコンを用意して同時
に視聴させるなどが可能です。ビデオ視聴後に
意見交換や実習を交えて研修を進めることが
できます。（1 IDで10人同時アクセス可能）

少人数の勉強会、プレゼンテーションなどに
新入社員研修で半日間、「ビジネスマナー」を
教えることになった。初めにビデオをみせて、
意味や意義を理解させてから実習したいのだ
が、適当なビデオ教材はないだろうか？

こんなシーンでご活用いただけます！

研修動画コンテンツ
1200本（400タイトル）一斉配信！ビデオライブラリー

ＰＨＰ研究所が30年以上にわたって制作してきたビデオ作品から、厳選した約400タイトル
1200コンテンツを、ストリーミング配信でご覧いただけます。新刊も続々ＵＰし、最新の教育
課題にも対応。

【ビデオ視聴】

全視聴、またはチャプターごとの視聴を選択し、ストリーミング配信で
ご覧いただけます。

掲載ジャンル
■ 新入社員教育
■ 若手／中堅社員教育
■ 管理・監督者教育

■ 生産／製造／ものづくり
■ 営業／販売／サービス
■ 経営課題／ＣＳ

■ ＴＰＭ／現場改善／安全活動
■ ＱＣ／ＩＳＯ／環境
■ 健康／メンタルヘルス

■ 食品衛生
■ 公務員向け
■ 講話／ゼミナール

■ バーチャル講義

〈掲載ビデオコンテンツ一例〉

新入社員教育ジャンル

最も大切なビジネス・コミュニケーション
の一つである「報連相」の要点をドラマ
形式で紹介。配属前に押さえておいて
ほしいポイントを盛り込んでいます！

『新入社員のための報連相の基本』
経営課題・ＣＳジャンル

日ごろ起こりがちなコンプライアンス
違反をドラマで取り上げ、コンプライ
アンスの知識を高めるとともに、自身
の行動の振り返りができる内容です。

『私たちのコンプライアンス』
生産／製造／ものづくりジャンル

安全衛生の必須事項を厳選し、ドラマ
形式で紹介。「なぜそうするのか」を
考えさせ、「安全」「衛生」「健康」に
対する意識を高めます。

『安全衛生の基本と心得』
教育プログラム立案に、ライブラリー資料として活用していただけま
す。ビデオコンテンツで、教育プログラムに組み込むべき具体的な
学習項目を確認することにより、研修計画を立てることができます。

『メンタルヘルス 職場を元気にするコミュニケーション』が最適です！
ストレスに強い人づくり、上司と部下とのコミュニケーションや元気な職場の仕組み
づくりの具体的な方法を紹介しています。
働きやすい元気な職場づくりの実現にお役に立つ内容です。

★ビデオライブラリー収録

ID・パスワードでログインすれば、いつでも、どこでも

好きな場所で、
空いた時間に自学自習

社長から、幹部に「メンタルヘルス」を勉強させ
るよう指示があったが、地方支店の在籍者もい
るので全員に集まってもらう時間がない。

【会員サイト】

【ログイン】

インターネットに接続したパソコンから
お申し込み時にお渡しする
ID・パスワードでログインします

会員サイトからご覧になる
ビデオジャンルを選んでクリック

人事スタッフの
情報収集に役立つ！

松下幸之助の
経営観・人間観を学ぶ！

経営者の心得とは何か。責任
者はどうあるべきか。
松下幸之助の哲学を学んで
いただけるPHP研究所ならで
はのコーナーです。

★松下幸之助に学ぶ成功塾収録

松下幸之助講座が
おすすめです！

https://www.php-el.jp/va-plus/　　推奨動作環境

 　所属先のパソコンでの視聴を義務づけ、レポート提出の
課題を出してはいかがでしょうか。インターネットに接続した
パソコンがあれば、場所や時間を選ばず学習できます。
スマートホンやタブレットＰＣからの
アクセスも可能です。
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（２０２１年１１月９日現在） 

 

新入社員教育 

若手／中堅社員教育 

管理・監督者教育 

製造／現場改善／安全／５S 

営業／サービス／CS／ホスピタリティ 

コンプライアンス／ハラスメント 

経営課題 

健康／メンタルヘルス 

食品衛生 

講話／ゼミナール 

バーチャル講義 

公務員向け／その他 



 
  

新入社員のための 
こんなときどうする？ 仕事のマナー 

新入社員教育 

①【電話編】電話上手になることがプロへ 
 の近道！！ 
②【コミュニケーション編】ひと、ひと 
 言が職場を変える、一日を変える 
③【職場の基本マナー編】信頼される社会 
 人になるために必要なものとは？ 

＜改訂版＞信用を高める 
ビジネスマナー チェック＆実践！ 

①携帯電話編 
②パソコン編 
③職場の人間関係編 
④他社訪問編 
⑤仕事の進め方編 
⑥お客様お迎え編 
⑦ビジネス電話編 
⑧言葉づかい編 
⑨社会人としてのけじめ編 
⑩気配り編 

新入社員向け 
速習 ビジネスマナー！ 

①信頼される電話応対 
②好感をよぶ接客・訪問 

新入社員実力養成講座 
会社を変えるのは君たちだ！ 

①《心構え編》自分の人生に責任を持とう！ 
②《けじめ・マナー編》信頼される社会 
 人の条件 
③《電話応対編》受け方・かけ方のポイント 
④《来客・訪問編》応対・応接のポイント 

社会人の常識・企業人の責任 

①見直します！ 正しい敬語と言葉づかい 
②守ります！ 仕事のルールと社員の倫理 
③実践します！ いつもお客さま第一主義 

新入社員研修 
君は「成果」を出せるか 
めざせ！ ハイパフォーマー 

① 「新人だから…」は通用しない！ 
②こうすれば成果は生み出せる！ 

新入社員・ケーススタディ集 
あなたならどうする？！ 

先輩・上司のための 
「成果を生み出す新入社員」の育て方 

①新人の可能性を引き出す 
②新人の問題解決を支援する 

競合他社に差をつける 
必勝のプレゼンテーション 

①基本心得 必勝のための３つのスキル 
②事前準備 説得力あるコンセプト＆ロジック 
③本番当日 聞き手の心をつかむテクニック 

①知ったかぶりの仕事では… 
 ～仕事に対する心構えを考えあう 
②規則を軽く考えていませんか？ 
 ～会社生活のルールを考えあう 
③チームの一員になるとは 
 ～職場の人間関係を考えあう 
④ひと言の伝達モレが… 
 ～報告・連絡の大切さを考えあう 
⑤要領よく仕事をするとは 
 ～仕事のすすめ方を考えあう 

新“なぜ”から見直す仕事の基本 
～本当の実力を身につけるために～ 

①いま求められる 役割と心構え 
②いま求められる 仕事の取り組み方 
③いま求められる コミュニケーション 

できる社員の仕事術 
事例でわかる「問題解決力」の高め方 

①問題解決の考え方と基本スタイル 
②問題解決ケーススタディ 

できる社員の仕事術 
成果を高める報告・連絡・相談 

①報・連・相の考え方・進め方 
②ケースで学ぶ報・連・相 

新入社員の指導・支援の考え方・進め方 

コーチングに学ぶ 
人を育てる「ほめ方・叱り方」 

①ほめること、叱ることの意義 
②ほめ方・叱り方の基本 
③ケーススタディ 
＜EXTRA＞ほめ言葉のフレーズ集 

ＯＪＴ事例集 
部下育成実践のポイント 

ケーススタディで学ぶ 
報連相の基本［基本編］ 

ケーススタディで学ぶ 
報連相の基本［実践編］ 

①日常の勤務態度に問題がある 
②部下本人の個人的な資質に問題がある 
③周囲の人の仕事に支障を及ぼしている 

［ケーススタディ］ 
部下を伸ばすコーチング 

①信じて、認めて、任せてみる 
②部下の問題解決を援助する 
③自ら伸びる部下に育てる 

目標の設定から中間フォロー・評定面談まで 
目標管理のためのコーチング 

①達成意欲を高める目標設定 
②目標達成のための中間フォロー 
③評定面談とビジョン・コーチング 

新・管理者の使命と役割 

①管理者は改善・改革の推進者であれ！ 
②管理者よ、経営マインドを養え！ 
③自律的活動ができる管理者になれ！ 

社員が変わる 経営が変わる 

「成果目標管理」による人事戦略 

①人事制度編 
 「成果主義」をいかに定着させるか 
②人材活用編 
 「成果目標」が社員の実力を引き出す 

「成果目標管理」ケーススタディ集 

①なぜトラブルが起きるのか 
 ～管理者の問題発言・問題行動～ 
②どうすればトラブルを防げるのか 
 ～管理者の心得９つのポイント～ 

こんな管理者が問題を起こす！ 
～トラブル防止のための責任者心得～ 

①バランス・スコアカードによる目標設定 
②部門経営のためのアカウンティング 
③ヒューマン・キャピタル・マネジメント 
④コーチングによるリーダーシップ 

競争を勝ち抜く管理者のための 

Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏｒｅコース 

①リーダーの特性とは何か？ 
②リーダーの機能とは何か？ 
③リーダーの状況適合とは何か？ 

初級管理者 意識変革セミナー1 

リーダーシップ強化コース 

これで成果が変わる ＰＤＣＡの基本 

「プロ」としての意識とスキルを身につける 
フォローアップ・セミナー 

初級管理者 意識変革セミナー2 
部下育成強化コース 

①部下のやる気を引き出すとは？ 
②相手にあわせた部下指導とは？ 
③部下のスキル・アップをはかるＯＪＴ 

初級管理者 意識変革セミナー３ 
問題解決力強化コース 

①問題発見の遅れと損失 
②なぜ問題が起こるのか？ 
③問題をどのように解決するか！ 

コーチング・スキル実践講座 
「傾聴・承認・質問」 

管理・監督者に求められる 
実践！ リーダー型マネジメント 

研修インストラクター養成講座〈ベーシック〉 

誇りある製造社員をめざす 
新・物づくりのこころ 
～“なぜ” で仕事が面白くなる～ 

①社会人としての基本 
②プロフェッショナルとしての基本 
③身につけよう改善活動の基本 

強い製造現場をつくる 
第一線監督者の使命と役割 

部下の実力を高める実践ＯＪＴ 
プロセスの中に育成課題が見える 

管理者としてやっていいこと･悪いこと 
部下は上司の言動を見て育つ！ 

ケーススタディで学ぶ 
報連相の基本［上司編］ 

①監督者の基本心得 
②人を活かすＯＪＴ 
③問題解決のリーダーシップ 

若手／中堅社員教育 管理・監督者教育 製造／現場改善／安全／５Ｓ 

製造社員の報告
ホウ

・連絡
レン

・相談
ソウ

 

①現場を活性化する報・連・相 
②報・連・相で改善促進・トラブル防止 

〔製造監督者の役割を考える〕 
社外工戦力化のために何ができるのか 
アウトソーシング（製造請負）をうまく活用するために 

①社外工をどうサポートすればよいのか 
②よい現場・強い現場づくりをめざして 

「心が伝わる」ビジネスマナーの基本 

新入社員のための「社会人のルール」 

新入社員のための「報連相の基本」 

「理解できない」では済まされない！ 
新入社員の育て方・伸ばし方 
価値観のギャップを埋めるコミュニケーション 

管理者のための 
〈マネジメント革新〉シリーズ 

①管理者の役割とは何か 

②強いチームをどうつくるか 

③人を育て、伸ばすための基本 

④管理者に求められる自己革新とは 

製造社員やっていいこと・悪いこと 

①社会人のマナー・現場のルール 

②仕事のチームワーク・現場改善 

社会人の常識・非常識［新入社員編］ 

社会人の常識・非常識［上司編］ 

これから働くみなさんへ 
安全衛生の基本と心得 

①なぜ、安全活動なのか 
②なぜ、労働衛生なのか 
③なぜ、健康づくりなのか 

［クイズで高めよう安全意識］ 
製造現場の“不安全”を探せ！ 

①安全ＱＵＩＺ どこが不安全状態？ 
②安全ＱＵＩＺ どれが不安全行動？ 

これだけは身につけたい 
「安全の基本」講座 

①安全の基礎知識 編 
②安全の基本ルール 編 

成果が出る「５Ｓ」の考え方・進め方 
テーマをもって実践しよう 

管理・監督者の安全ＯＪＴ 
あなたの指導が部下を守る！ 

①管理・監督者の役割と責任 
   ～安全配慮義務とは何か～ 
②［不安全行動］防止の指導心得 
③［不安全状態］排除の指導心得 

「クレーム電話」応対の基本 

【新版】社会人 やっていいこと・悪いこと 
成長できる人の考え方・行動とは？ 

経営品質の全社的革新手法！ 
「シックスシグマ」導入・実践のポイント 
～ＴＱＣ、ＴＱＭからの出発～ 

①導入編 早わかり！シックスシグマ 
②実践編 シックスシグマの具体的手法 

誰にでもできる！ 
改善 ＫＡＩＺＥＮ道場 

①着眼！ 仕事のあるところ改善あり 
②着想！ 思い込みこそ改善の壁 
③着手！ 実行こそが改善のすべて 

【製造社員必修】誰でもできる 
改善の基本テクニック 

①こうすれば改善テーマが見えてくる 
②見直しをしよう 人手作業の改善 
③効率を上げよう 機械加工の改善 
④短縮化を図ろう 生産期間の改善 
⑤ロスをつかもう 標準時間による管理 
⑥ロスをなくそう 作業効率の改善 

人が育つトヨタ式改善の進め方 
競争力に強いモノづくりのポイント 

①大改革に成功点 
－なぜチャレンジ企業は成果が出たのか 

②着手のポイント 
－「５Ｓ」と「かんばん」 

③改善のポイント 
－「標準化」と「改善のサイクル」 

しっかり実践！ 
事例で学ぶ安全活動 

〈ヒューマンエラー編〉 
〈機械・設備編〉 
〈安全配慮の作業手順書を作成する〉 

わかりやすいＴＯＣ実践教室 

①TOC の考え方と進め方 
②成功事例に学ぶＴＯＣ 

SNS から考える 新社会人の責任 

入社１年目で考えてほしいこと 

①４月 社会人として仕事をするということ 

②５月 上司や先輩から信頼されるために 

③６月 仕事の意味を考える習慣を 

④７月 小さな成功体験を 

⑤８月 自分なりの成長目標を持とう 

⑥９月 人間関係をよりよいものにするために 

⑦１０月 優先順位を意識した仕事をしよう 

⑧１１月 誰かのために役立つ仕事をしよう 

 

 NEW 



 
  

［実践５Ｓ］「目で見る管理」の進め方 

①「目で見る管理」の基本 
②目で見る「現品管理」 
③目で見る「作業管理」 

①５Ｓで事務能率を上げよう 
②ソフトの５Ｓ 
－ファイル・事務処理・応接を変える－ 

③ハードの５Ｓ 
－用具・用品・環境を変える－ 

早く・正しく・楽に・安く 
事務間接部門の５Ｓ 

こうすればできる 
５Ｓ徹底のノウハウ 

①５Ｓの徹底で革命を起こそう！  
②＜整理＞の徹底 
～層別管理と不要品除去 

③＜清掃＞の徹底 
～発生源対策と清掃点検 

④＜整頓＞の徹底 
～機能的保管と「探す」の排除 

⑤＜清潔＞の徹底 
～目で見る管理と５Ｓ標準化 

⑥＜躾＞の徹底 
～規律ある職場づくり 

⑦＜事務の５Ｓ＞の徹底 
～付加価値を生む事務工場づくり 

⑧＜安全の５Ｓ＞の徹底 
～非定常作業・やりにくさの追放 

基本を徹底する ５Ｓの鉄則 
着眼点と取り組み方

５Ｓ実践のポイント 
意識が変われば工場も変わる 

①＜成果が上がる＞５Ｓの進め方 
②Seiri＜整理＞ 
不要品はこうしてなくそう 

③Seiton＜整頓＞ 
探すムダを一掃しよう 

④seisou＜清掃＞ 
ゴミなし汚れなしの職場を創ろう 

⑤seiketsu＜清潔＞ 
衛生的な美しい環境を維持しよう 

⑥shitsuke＜躾＞ 
決められたことをきちんと守ろう 

製造／現場改善／安全／５Ｓ 

①「品質管理」とは何か 
②チェックシートとヒストグラム 
③特性要因図とパレート図 
④散布図と層別 
⑤管理図（シューハート管理図） 

［よくわかる］ 

ＱＣの基本 

部下の成果がグングン上がる 
実践！ セールス・コーチング 

①セールス・コーチングの基本と考え方 
②実践的セールス・コーチングの進め方 

「顧客の心をとらえる営業」実践心得 
こうすれば顧客から歓迎される 

①なぜ成績が上がらないのか？ 
②顧客の心をいかにとらえるか 

プロが教える１０分間セールス塾 

①成果が上がる訪問計画の立て方、 
 活かし方 
②断られないアポイントメントの取り方 
③相手をグッと引き込む用件の切り出し方 
④顧客をその気にさせる商品説明の決め手 
⑤相手の心をガッチリつかむキーワード 
⑥この一押しで決めるタイミングと話法 

夢ハウス「本物で安い」木造住宅で急成長 

地域密着・高シェア戦略！ 
オガワホーム「信頼づくりは現場にあり」 

営業／ｻｰﾋﾞｽ／CS／ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ 

＜ＩＳＯマネジメントシステム＞ 
内部監査のポイント 

①内部監査員が理解しておくべき 
ＩＳＯ規格のポイント 

②内部監査員の役割と監査の進め方 
③内部監査ケーススタディ（ＩＳＯ9001） 
④内部監査ケーススタディ 
（ＩＳＯ14001 および統合システム） 

アンシン建設工業 
驚異的〈シェアと集客力〉の秘密に迫る！！ 

お客さまの心をつかむ 
実践！ ホスピタリティ 
気づく・考える・行動する 
 

営業／ｻｰﾋﾞｽ／CS／ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ 

新和建設 最強のＣＳ施工集団 
妥協なき姿勢がお客様に満足と感動を与える 

私たちのホスピタリティ挑戦 

感動なくして販売なし 
本気のＣＳはここまでやる！ 
ホンダクリオ新神奈川 

働きやすい職場づくりのために 

グレーゾーンをなくそう！ 

お互いを思いやる職場づくりのために 

上司のコンプライアンス 
違反をしない姿勢・させない責任 

【改訂版】上司のハラスメント２ 
グレーゾーン対応のポイント 

ＶＤＴ症候群の予防と対策 

メンタルヘルス・ケア実践のための 
職場のストレスマネジメント 

①管理監督者の役割 
②部下の心をひらく相談対応のノウハウ 

ストレスチェック制度対応 
メンタルヘルス・マネジメント

①チェックしよう！ あなたのストレス 
②チェックしよう！ ラインによるケア 

メタボリックシンドローム 
あなたは大丈夫？！

①メタボリックシンドロームとは？ 
②メタボリックシンドロームからの脱出 

生活習慣病と食生活 
あなたの食事は大丈夫？

運動不足解消 
手軽にできる体力アップ法

職場のメンタルヘルスを考える 
心身症 
－心と体のケア－

タバコと健康 
煙の害は周囲にも！

職場のメンタルヘルスを考える 
テクノストレス 
－その対応と予防法－

働く人のための健康 
生活習慣病

①予防ができる！  生活習慣病 
②食事で改善！  生活習慣病 
③運動で防ごう！  生活習慣病 

職場のメンタルヘルスケア 
部下の「うつ」上司にできること 
早期発見から復職支援まで

新型インフルエンザ対策 
私たちがしなければならないこと 

メンタルヘルス 
職場を元気にするコミュニケーション 

コンプライアンス／ハラスメント

お客さまをファンにする 
ホスピタリティ・マインド 

お客さまをファンにする 
ホスピタリティ・マインド 

お客さまをファンにする 
ホスピタリティ・マインド 

ネッツトヨタ南国 
輝く笑顔が感動のサービスを生む！ 

今求められる 
実践！ コンプライアンス経営

①コンプライアンス経営のポイント 
②責任者のためのコンプライアンス 

田坂広志「経営」を語る 
企業倫理を考える 
「よい会社」の条件とは

①仕事の目的を考える 
②企業の役割を考える 

＜改訂版＞早わかりシリーズ 

危機管理編 

①これだけは知っておきたい 
「コンプライアンス」 

③これだけは知っておきたい 
「セクシュアルハラスメント」 

私たちのコンプライアンス 

私たちのコンプライアンスⅡ 

あなたが守る！ 
製造現場のコンプライアンス 

 

早わかりシリーズ 新危機管理編 

②これだけは知っておきたい 
「パワーハラスメント」 
 

＜改訂版＞早わかりシリーズ 

危機管理編 

②これだけは知っておきたい 
「情報セキュリティ」 

トラブル回避のための人事労務知識シリーズ 

◎導入編 
 ①なぜ、今、リスクマネジメントが求めら

れるのか？ 
◎就業管理編 
 ②「労働時間」に関するケーススタディ 
 ③「休日・休暇」に関するケーススタディ 
 ④「残業削減対策」のケーススタディ 
◎雇用管理編 
 ⑤「パート・契約社員」に関するケースス 
  タディ 
 ⑥「服務規律・懲戒」に関するケーススタ 
  ディ 
 ⑦「退職・解雇」に関するケーススタディ 
◎危機管理編 
 ⑧「セクハラ」に関するケーススタディ 
 ⑨「個人情報」等に関するケーススタディ  
 ⑩「メンタルヘルス」に関するケーススタディ 

経営課題 

成功する採用面接 

①面接官の基本と心得 
②面接での質問の仕方 

ケースで学ぶ 人事考課の基本と実践 

成功する採用活動のノウハウ 

成功する内定辞退防止のノウハウ 

①これだけは知っておきたい 
「私たちの地震対策」 

③これだけは知っておきたい 
「ソーシャルメディアのリスク」 

早わかりシリーズ 新危機管理編 

ケースで学ぶ 
実践！ 考課者訓練 

①STEP1 開講にあたって 
     ～考課者訓練の意義と目的～ 
②STEP2 ケースドラマ編 
     ～事務・営業・技術職の場合～ 
③STEP3 ポイント解説編 
     ～考課のルールと留意点～ 
④STEP4 修了にあたって 
     ～考課者の心得・管理者の使命～ 

情報セキュリティマネジメントの基本 

早わかりシリーズ 

企業コンプライアンス編 

① これだけは知っておきたい 
「独占禁止法」 

② これだけは知っておきたい 
「知的財産法」 

③ これだけは知っておきたい 
「インサイダー取引」 

④ これだけは知っておきたい 
「下請法」 

全従業員で考える 
［ケーススタディ］お客様大事の原点 
仕事と組織を見つめ直す１２のヒント

サービスの原点！ 
「ホスピタリティ」 
お客さまと感動を共有する

災害事例に学ぶ 製造現場の安全対策 

全社員教育用 日本版ＳＯＸ法対応 
内部統制の構築と評価のポイント 

経営計画の立て方と PDCA の徹底 

1－1 経営における経営計画の位置づけ 
  第 1～10 話 

NEW 



 

早わかり 
ＨＡＣＣＰ 

①ポイント解説 HACCP 導入の前提条件 
②事例でわかる［GMP］製造環境の整備 
③事例でわかる

「リテールＨＡＣＣＰ」の基本と実践 

①今なぜリテール HACCP なのか 
②リテール HACCP を成功させるコツ 

食品衛生 みんなで実践！ 安全対策 

①安全対策の基本 
②夏季に注意すべき安全対策 
③繁忙期に注意すべき安全対策 

事例でわかる 
食品業界の５Ｓ

①全員参加で５Ｓを推進しよう！ 
②整理・整頓を徹底しよう！ 
③清掃・清潔を徹底しよう！ 
④躾で５Ｓを習慣づけしよう！ 

異物混入を防ごう 毛髪対策編 

手抜き･うっかりは許されない  
食品衛生の３原則

励行しよう！ 
食品衛生のルール 

チェックしよう！ 
衛生管理の急所 

ＨＡＣＣＰ導入のための 
一般的衛生管理プログラム 

毎日１分間セミナー 
食品衛生５０の基本

①一般的衛生管理 アイデアで改善！ 
②ＨＡＣＣＰ こうすればできる！ 

誰でもできる 
ＨＡＣＣＰ実践教室 
～簡単な改善で安全確保～

①身近に潜む危険な食中毒菌 
②食中毒防止の衛生管理

＜改訂版＞あなたが防ぐ食中毒 
～食中毒菌について知っておこう～ 

＜改訂版＞汚染防止！ 
ノロウィルス対策

①感染力の強いノロウィルス 
②食中毒予防のポイント 

食品衛生法から学ぶ 
食品衛生基礎のキソ

①事故事例からの教訓 食品づくりの責任 
②清潔第一の食品づくり 食品衛生の心得 

手洗いから健康管理まで！ 
＜新版＞毎日の個人衛生

もう一度、見直そう！ 

みんなで守る安全・安心 
衛生管理の手順とルール 

管理・監督者のための 
衛生指導の基本と心得

①
②  

実践！異物混入対策 

①［現場改善編］異物混入ゼロ！への挑戦 
②［クレーム対応編］

【事例編①】毛髪混入の防止 
【事例編②】そ族昆虫の防除 
【事例編③】危険異物の除去

実践！  異物混入対策 
【事例編】

食品衛生 

みんなで実践 異物混入対策 

①現場改善で異物をなくす 
②ＳＮＳ炎上防止とクレーム対応

バーチャル講義 

職場からセクハラをなくすための基礎知識 
大浦綾子（野口＆パートナーズ法律事務所） 

真・報連相実践講座 
中冨正好（組織開発コンサルタント） 

①仕事を前へ進める報告 
②目的意識の高い連絡 
③仕事の壁を破る相談 

独占禁止法 
～知らないと危ないカルテル～ 
藤井康次郎（西村あさひ法律事務所） 

パワーハラスメントの基礎知識 
野口 大（野口＆パートナーズ法律事務所） 

セクシュアルハラスメントの基礎知識 
大浦綾子（野口＆パートナーズ法律事務所） 

マタニティハラスメントの基礎知識 
大浦綾子（野口＆パートナーズ法律事務所） 

経営幹部として期待されていること 
鋳方貞了（アクティブ経営研究所代表取締役所長） 

管理者が心得ておくべき 
パワーハラスメントの留意点  
野口 大（野口＆パートナーズ法律事務所） 

管理者が心得ておくべき 
セクシュアルハラスメントの留意点 
大浦綾子（野口＆パートナーズ法律事務所） 

管理者が心得ておくべき 
マタニティハラスメントの留意点 
大浦綾子（野口＆パートナーズ法律事務所） 

真・報連相マネジメント講座  
中冨正好（組織開発コンサルタント） 

課長に信頼されるための〈図解〉活用術 
多部田 憲彦（図解改善士） 

外国人にうまく自分の意見を伝える 
〈図解〉活用術 
多部田 憲彦（図解改善士） 

パワハラとならない注意・指導方法 
野口 大 
（野口＆パートナーズ法律事務所） 

 

心をひらく 

①一生は一回、命は一個（話：松原哲明） 
②愛をこめて（話：渡辺和子） 
③昔話と私（話：立松和平） 
④チャレンジ精神で生きる（話：佐橋 慶） 
⑤人生の経営戦略をもつ（話：田中真澄） 

石川 洋 指導者の道・人の道 

①着眼大局、着手小局 
②商売は人間道 
③まことと思いやり 
④部下から学ぶ 
⑤散る桜、残る桜 

石川 洋 超常識の発想 

①自在心～足もとを見つめる～ 
②逆転の勝利～感謝からの出発～ 
③三つの絆～生きる拠り所～ 
④善友七事（一） 
 ～苦しみにあって捨てない～ 
⑤善友七事（二） 
 ～なしにくいことをする～ 

①中堅社員の六つの役割 
②中堅社員に必要な能力 
③中堅社員の自己啓発法 

～“あるがまま”からの出発～ 

講話／ゼミナール

バーチャル講義

リーダーのための 
部下の心を動かすコミュニケーション

自分の意見・提案を通すための 
プレゼンテーションスキル講座 
潮田、滋彦（ＰＨＰゼミナール講師） 

実践モチベーション・マネジメント 
佐久間俊和（東京未来大学モチベーシ
ョン行動科学部教授） 

固いアタマを解きほぐす 
ビジネス発想力講座 
潮田、滋彦（ＰＨＰゼミナール講師） 

営業成果を劇的に上げる 
タイムマネジメント成功術 
葉田勉  

真・報連相入門講座 
中冨正好（組織開発コンサルタント）

セルフケアによるストレス対策 

衛生管理の必要性と実施方法 

高額商品が売れる 
お客様の心を動かすセールス講座 

早わかり マイナンバー制度 
相沢正夫（パナソニックソリューショ
ンテクノロジー㈱） 

職場のメンタルヘルス対策 
山本晴義（横浜労災病院 勤労者メンタ
ルヘルスセンター長） 

中間管理職が知っておきたい 
大企業病の問題と治し方 

潮田 、滋彦（ＰＨＰゼミナール講師） 

潮田 、滋彦（ＰＨＰゼミナール講師） 

信頼される公務員 モラル・倫理編 

魅力ある職員・喜ばれる職員 

［窓口対応篇］ 
 ①窓口対応にみる住民の不満・不信 
 ②［ケーススタディ］心配りのある対応の 
  ポイント 
［仕事改善篇］ 
 ③問題意識の育て方・活かし方 
 ④住民に喜ばれるサービス発想の 

ポイント 
［倫理・行動基準篇］ 
 ⑤私たちの使命と役割 
 ⑥［ケ―ススタディ］これが汚職・不正・ 
   非行の芽 
［クレーム対応篇］ 
 ⑦間違いだらけのクレーム対応 
 ⑧どうすれば事前予防ができるか 

公務員向け／その他 

〈ISO9001〉 規格改定のポイント 
森廣義和（一般財団法人日本品質保証 
機構 マネジメントシステム部門 顧問） 

〈ISO14001〉 規格改定のポイント 
森廣義和（一般財団法人日本品質保証 
機構 マネジメントシステム部門 顧問） 

会計財務・ビジネス数字講座 第１部 

ビジネス数字の重要性と活用 
大塚直義（㈱セントエイブル経営 代表取締役） 

会計財務・ビジネス数字講座 第２部 

会計の基礎知識 
大塚直義（㈱セントエイブル経営 代表取締役） 

会計財務・ビジネス数字講座 第３部 

損益分岐点分析の基礎と応用 
大塚直義（㈱セントエイブル経営 代表取締役） 

会計財務・ビジネス数字講座 第４部 

財務分析の基礎 
大塚直義（㈱セントエイブル経営 代表取締役） 
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