
企業の人財力を強化する！

人生100 年時代の社会人基礎力
　― 全社でつけるならe- ラーニングで！

自部門 / 自社にあるデータをビジネスに活用したいとお考えの方におすすめします。Power BI Desktop を用い、シナリオに沿って分析演習を進
めていただくことができるコースです。令和 2 年度情報通信白書によると「データを活用している企業」は、全体で 7 割に上りますが、「業務領
域別に見たときデータ活用をしている企業」は平均 2 割程度にとどまっています。これからは、どのようにデータを活用しビジネスにつなげられる
かが企業存続のカギといわれています。すべての現場が「自部門のデータ」を活用してビジネス改革を図っていく時代になりつつあります。

【現場でデータ活用シリーズ】データ活用入門 ～活用ストーリーと演習で学ぶ
DU010　　　学習期間：60日　　標準学習時間：6時間　　受講料：¥11,000（税込）

DX が求められる背景、利用されるテクノロジーの概要を理解し、自社や自部門が DX にどのように取り
組むかを具体的に検討するための情報整理としてお役立ていただけるコースです。
今、企業には DX が求められています。デジタルを活用して、新しい製品やサービス、新しいビジネス・
モデルを創出し、競争上の優位性を確立することを DX（デジタルトランスフォーメーション）と呼んでい
ます。企業存続のためには、デジタルテクノロジーを活用し、その波に乗っていくことが求められています。

2 時間で学ぶDX (デジタルトランスフォーメーション) 速習コース ～DXとは何かを理解し、ビジネス戦略に役立てる
61H08　　　学習期間：60日　　標準学習時間：2時間　　受講料：¥11,000（税込）
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● コース検索 検索アイラーニング コースコード　 ※コースコードには、5桁のコースコードを入れて検索してください

● アイ・ラーニングは、次代を担う人財の育成を支援します。

本社：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町4-3   国際箱崎ビル

● お問い合わせ先    
e-Mail            ： contact@i-learning.jp　
フリーダイヤル： 0120-623-629  
＜9：00～17：00＞ 土日祝日弊社休業日を除く

i-Learning facebook：
www.facebook.com/ilearningjp/

i-Learning mail magazine：
www.i-learning.jp/form/mail.html

アイ・ラーニング  https://www.i-learning.jp/

DXへの理解を深める

データをビジネスに活かす

e- ラーニングコース

ベーシックスキルに加えて、職種や役割に適したプラススキルを身につけることが業務に大いに役立ちます。
業務を進めるための目的にあわせた、以下のようなプラススキルもおすすめします。

プロジェクトマネジメントに関する基礎知識が集約されたコースですべてのビジネスパーソンにお役立てい
ただけるコースです。プロジェクトマネジメントは、プロジェクトマネージャーだけが必要とするスキルでは
ありません。大きな仕事を細かく分割して管理する手法です。プロジェクトリーダーやメンバー、支援部
門であっても、自身の業務に取り入れることで業務効率、品質の向上を図ることが可能となります。

デジタル技術を活用したビジネスを考えたい、業務改善に活かしたいと考えてはいるものの、クラウドや
AI などの技術について漠然と知っているだけでビジネスや実生活との結びつきがよくわからない、といっ
たビジネスパーソンにお役立ていただけるコースです。現代は、テクノロジーによって社会が大きく変革さ
れる時代です。技術が想像を超えるようなスピードで発展することで、昨日まで夢物語であったことが明
日には実現されていることも珍しくありません。当事者として変革に参加するために、積極的に技術を使っ
ていけるようになりましょう。

プロジェクトマネジメント概説
61M01　　　学習期間：60日　　標準学習時間：10時間　　受講料：¥41,800（税込）

IT 基礎とデジタルリテラシー入門
61N06　　　学習期間：60日　　標準学習時間：3時間　　受講料：¥11,000（税込）

業務効率と業務品質の向上を図る

デジタルリテラシーを強化する

https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=61N06お申し込み

https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=61M01お申し込み

https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=DU010お申し込み

https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=61H08お申し込み

全社研修／部門研修に全社研修／部門研修に

人財育成担当の皆様へ
さまざまな人と仕事をしていく上で必要な基礎力のことを『社会人基礎力』といいます。
経済産業省が提唱する社会人基礎力は、「前に踏み出す力」「考え抜く力」「チームで働く力」の3つの能力から
構成されており、「職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力」とされています。

近年では人生100 年時代ともいわれていて、階層別にキャリア開発が必要とされています。
そのため、社会人基礎力は新人だけではなく中間層にも必要だと考えられるようになってきました。

多様な働き方が推進される今、社会人基礎力を全社で高め、企業の人財力を強化するためには e- ラーニングが
効果的です。アイ・ラーニングでは、この社会人基礎力にデジタル時代を生き抜くために必要なセキュリティ
リテラシーを加えてベーシックスキル群としてご提供しています。
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前に踏み出す力

チームで働く力

考え抜く力　

安心・安全のために

実は「ちょっと知っているからこそ騙される」ケースが大半だとも
言われます。正しいセキュリティリテラシーを身につけ、「お客様」
「自社」「あなた自身」のための安心・安全を確保しましょう。

企業の基礎力となるベーススキルとなるコミュニケーションとチームワーク、そして論理的な思考でビジネスを
とらえる力を強化するクリティカル・シンキングをベーシックスキルとしています。
加えて、セキュリティリテラシーを正しく学ぶことで、社員一人ひとりが日常業務の中でセキュリティを意識し
た情報の取扱いができるようになるためのコースセットです。

● ベーシックスキルコースセット

コミュニケーションのエッセンス
62A02　　　学習期間：90日　　標準学習時間：8時間　　受講料：¥21,450（税込）

●良好なコミュニケーションを築く基本要素
●コミュニケーションの基本スキル
●仕事を円滑に進めるコミュニケーション・スキル
●お客様との良好な信頼関係を築くコミュニケーション・スキル
・事前テスト、章末テスト付き 全60問

■ 学習内容

●クリティカル・シンキングとは
●イシューを特定する
●解釈する
●構造化を行う (1)
●構造化を行う (2)
●総合演習
・章末テスト、総合テスト付き 全42問

●SNS使用者全てに必要なセキュリティリテラシーの基礎
●情報を取り扱う企業人としてのセキュリティリテラシー
●ここだけは、企業の現場でも知ってもらいたいセキュリティリテラシー
・クイズ付き

■ 学習内容

デジタル時代に必要なセキュリティリテラシー
61N07　　　学習期間：60日　　標準学習時間：3時間　　受講料：¥11,000（税込）

次頁でご紹介

https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=62A02お申し込み

https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=62A37お申し込み

https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=62A01お申し込み

https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=61N07お申し込み

ベーシックスキル ベーシックスキル

良好なコミュニケーションを築くことはあらゆる場面で重要です。
人間関係やビジネスでの、ほんの少しの成功体験の積み重ねが
「前に踏み出す力」につながっていきます。

ビジネスにおいて、適切かつ効果的なコミュニケーションを行うため
の方法を身につけることができます。

チームワークの重要性を理解し、共通の目標に向かってメンバーと
協力していく方法を身につけることができます。

業務において IT を利用する社会人全てに身につけてほしいセキュリ
ティ基礎知識を学び、日常業務の中でセキュリティを意識した情報
の取扱いができるようになります。

ビジネスにおけるコミュニケーション能力の基盤となる論理的思考およ
び論理的コミュニケーションの基礎を身につけることができます。

クリティカル・シンキングのエッセンス
62A01　　　学習期間：90日　　標準学習時間：10時間　　受講料：¥21,450（税込）

ビジネス環境が複雑化する中で、クリティカル・シンキングがあら
ためて脚光を浴びています。物事の本質をとらえ、今重要なことは
何か「考え抜く力」を養うために最適な思考法と言えるでしょう。

チームワーク
62A37　　　学習期間：90日　　標準学習時間：1時間　　受講料：¥10,450（税込）

●チームワークとは
●良好な関係を築く意識をもつ
●良好な関係を築くよう行動する
●課題を共有する
●解決に向けて協力する
●総合テスト
・事前テスト、総合テスト付き 全66問

■ 学習内容

チームワークは組織としての力を最大化させていくことにつながり
ます。どのように意識し、行動することでチームワークが醸成され
るのかを知り「チームで働く力」を高めていきましょう。

社会人基礎力となる「前に踏み出す力」 
「考え抜く力」「チームで働く力」の三要素
に、ビジネスを進めるうえでの「安心・安全」
を加えてベーシックスキルとしました。

e- ラーニングコース

※掲載の e- ラーニングコースは、理解度を確
かめるクイズやテストが付帯しており、間違え
た個所やわからないことを繰り返し、自分の
ペースで学び理解するのに適しています。

one more

合計学習時間：22時間
合計受講料（税込）：￥64,350　（ベーシックスキルコースセット 4コースの合計受講料です）
※各コースごとにお申し込みが必要で、1コースからお申し込みいただけます。なお、コースごとに受講開始日を設定いただけます。

※当コースの学習期間は 60日となりますのでご留意ください。

社会人基礎力社会人基礎力

■ 学習内容
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プロジェクトマネジメントに関する基礎知識が集約されたコースですべてのビジネスパーソンにお役立てい
ただけるコースです。プロジェクトマネジメントは、プロジェクトマネージャーだけが必要とするスキルでは
ありません。大きな仕事を細かく分割して管理する手法です。プロジェクトリーダーやメンバー、支援部
門であっても、自身の業務に取り入れることで業務効率、品質の向上を図ることが可能となります。

デジタル技術を活用したビジネスを考えたい、業務改善に活かしたいと考えてはいるものの、クラウドや
AI などの技術について漠然と知っているだけでビジネスや実生活との結びつきがよくわからない、といっ
たビジネスパーソンにお役立ていただけるコースです。現代は、テクノロジーによって社会が大きく変革さ
れる時代です。技術が想像を超えるようなスピードで発展することで、昨日まで夢物語であったことが明
日には実現されていることも珍しくありません。当事者として変革に参加するために、積極的に技術を使っ
ていけるようになりましょう。

プロジェクトマネジメント概説
61M01　　　学習期間：60日　　標準学習時間：10時間　　受講料：¥41,800（税込）

IT 基礎とデジタルリテラシー入門
61N06　　　学習期間：60日　　標準学習時間：3時間　　受講料：¥11,000（税込）

業務効率と業務品質の向上を図る

デジタルリテラシーを強化する

https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=61N06お申し込み

https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=61M01お申し込み

https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=DU010お申し込み

https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=61H08お申し込み

全社研修／部門研修に全社研修／部門研修に

人財育成担当の皆様へ
さまざまな人と仕事をしていく上で必要な基礎力のことを『社会人基礎力』といいます。
経済産業省が提唱する社会人基礎力は、「前に踏み出す力」「考え抜く力」「チームで働く力」の3つの能力から
構成されており、「職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力」とされています。

近年では人生100 年時代ともいわれていて、階層別にキャリア開発が必要とされています。
そのため、社会人基礎力は新人だけではなく中間層にも必要だと考えられるようになってきました。

多様な働き方が推進される今、社会人基礎力を全社で高め、企業の人財力を強化するためには e- ラーニングが
効果的です。アイ・ラーニングでは、この社会人基礎力にデジタル時代を生き抜くために必要なセキュリティ
リテラシーを加えてベーシックスキル群としてご提供しています。

課題 /職種別

前に踏み出す力

考え抜く力

チームで働く力

安心・安全のために

DXへの理解
業務効率と
業務品質の
向上

デジタル
リテラシーを

強化

データを
ビジネスに
活かす

社会人基礎力

one more

ベーシックスキル

プラススキル

人生100 年時代の社会人基礎力
　― 全社でつけるならe- ラーニングで！

社会人基礎力社会人基礎力


