
ビジネストレーニング講座

無料体験版

ご利用ガイド
この度は当講座無料体験版をご請求いただき、誠にありがとうございます。
本ガイドでは、「学びオンライン プラス」、「受講進捗状況管理システム」

また、当講座についてご紹介しています。
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体験版の受講期限は1カ月です。
受講期限日は「学びオンライン プラス」ホーム画面でご確認ください。

受講期限の延長はできませんのでご注意ください。
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●「お客様番号」…「体験版ご利用のご案内」メールにあるお客様番号（11 ケタ）を入力します。
●「お申し込み時の電話番号」…体験版をお申込みいただいた際の電話番号を入力します。

「学びオンライン プラス」サイトを開きます。

https://mpp.u-can.jp

1 「利用登録する」ボタンをクリックします。

※利用環境や条件については、「学びオンラ
インプラス」サイト、「利用環境・条件」お
よび「利用規約」で ご確認ください。

※各画面イメージは、実際の表示画面と一部
異なる場合があります。

2 「お客様番号」「電話番号」を入力します。

スマートフォン パソコン

3 画面の案内にしたがって、登録を完了します。

登録後は、登録完了画面にある「ホームへ」をクリックして「ホーム画面」をご覧ください。

●会員登録後は、パソコン・スマートフォンのどちらでも同じログインIDとパスワードでログインできます。

●上記 の画面をブックマークして（「お気に入り」に入れて）おくと、今後のご利用に便利です。

※迷惑メール防止で受信制限を行っている場合『u-can.ne.jp』と『u-can.co.jp』から送信されるメールを

受信できるようご設定ください。

Web学習システム

学びオンライン プラス 登録方法
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Web学習システム

学びオンライン プラス 主な機能

スマートフォンパソコン

「体験版」では はご利用いただけません。

３

他の受講講座…複数の講座を受講されている方は、ここで表示する講座を切り替えます。

お知らせ…ユーキャンからのお知らせが表示されます。

学習メニュー（テスト＆動画など）…講師がポイントを解説した動画や、復習に役立つ練習問題などがご利
用いただけます。

●「学びオンライン プラス」のサービスを活用した具体的な学習方法につきましては、ログイン後に、

各講座の学習メニューから説明をご覧いただけます。

質問する…疑問点をWebメールまたは「質問テンプレートメール」で質問できます。

●Webメールでは、「学びオンラインプラス」の画面から直接質問を入力できます。「質問テンプレート
メール」では、質問用のメールをあなたがお使いのメールアドレス宛に発行し、そのメールに返信すること
で質問できます。

●質問したい教材名称が選択リスト中にない場合は、「その他教材」などを選択してください。その際には、
質問の本文の冒頭に「質問したい教材名」を必ず入力してください。

●「質問テンプレートメール」は、件名を変更せずにご利用ください。件名には重要な情報が含まれており、
変更されますと、ご質問への回答が遅くなる、または回答をお送りできなくなる場合がございます。

●受付可能な質問内容は、原則としてご受講中の講座の学習内容や学習方法に関することのみとさせて

いただいております。ご質問の内容によっては回答を差し上げられない場合もございますのでご了承

ください。

●学習内容以外のご質問（「学びオンラインプラス」の操作方法がわからない、教材の紛失など）は、
「ホーム画面」の「質問する」をクリックし、「学習以外の質問」をご利用ください。

質問・回答履歴/ユーキャンからの連絡

●ご質問への回答メールは、「受信トレイ」と、ご登録された「メールアドレス」に届きます。

学習スケジュール…学習スケジュールを作成できます。標準的な学習スケジュールが登録してあるので、

あなた自身のスケジュールに変更できます。

●「学びオンライン プラス」ご利用中は、ブラウザなどの「戻る」ボタンは使用しないでください。ログアウトやシステムエラー

となり、正常なデータ処理ができない場合があります。

●ログイン後は、90分間以上操作を行わないと、自動的にログアウトします。その場合は、お手数ですが再度ログインしてください。

●動画の視聴には、大量のデータ通信が発生する場合があります。スマートフォン・タブレット端末をご使用の場合は、無線

LAN(Wi-Fi)環境でのご利用をお勧めします。なお、データ通信料はお客様のご負担となります。



講座受講の流れ学習の進め方

❶ 学習前スキル診断を受ける

現在のスキルをチェックします。難しく考える必要はありませんので気軽に受けて
みましょう。

動画
事例学習形式の動画です。失敗事例を

もとにビジネスシーンの必須知識を楽しく

疑似体験しながら学習します。

学習前のスキルを5つの軸ごとにチェックします。各軸ごとに
5問の四肢択一問題が出題されます。
制限時間があり、途中中断・再受験はできません。

体験版ではご利用いただけません

❷ 学習スタート

各章ごとに以下の流れで学習を進めます。

学習のまとめ 動画解説の重要ポイントが確認できます。

確認テスト
動画で学んだ内容を確認できるテストです。
何度でもチャレンジOKです。

体験版では3章分ご利用いただけます

❸ 学習後スキル診断を受ける

学習後のスキルをチェックします。学習で習得したスキルを発揮できるよう頑張り
ましょう。

体験版ではご利用いただけません

学習後のスキルを5つの軸ごとにチェックします。各軸ごとに
5問の四肢択一問題が出題されます。
制限時間があり、途中中断・再受験はできません。

❹ 修了証明書を発行 体験版ではご利用いただけません

講座の修了後、修了証明書を
発行します。学習前と学習後
のスキル診断結果をレーダー
チャートで比較できます。
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以上で講座修了です。
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◆◆営業向け講座◆◆

営業の基本

営業のマナー

第1章 営業の役割 豊かな時代の営業とは？／ 必要とされる営業になるには？

第2章 営業の目的 営業は何を売るべきなのか？ ／ 売れる営業の考え方

第3章 営業のマナー 身だしなみの注意点 ／ 挨拶の4つのポイント ／ 正しいお辞儀のしかた

第4章 お客様へのアプローチ お客様に好かれるには？

第5章 情報の活用 情報に強くなるには？ ／ 情報の生かし方

第6章 仕事の効率化 効率的に仕事を進めるには？ ／ 時間活用のテクニック

第7章 スケジューリング 訪問順位の決め方 ／ 訪問回数商談時間の決め方

第8章 商談の導入 話しやすい雰囲気の作り方 ／ 世間話上達法

第9章 コミュニケーション お客様との付き合い方 ／ 苦手なお客様への対応法

第10章 会話の基本 聞き上手になるには？ ／ 聞き方のテクニック

第11章 ボディランゲージ 言葉以外の表現法 ／ ボディランゲージの注意点

第12章 質問の技術 顧客ニーズを把握するには？ ／ 隠れたニーズを見つけるには？

第13章 セールストーク セールスポイントとは何か？ ／ セールストークの組み立て方

第14章 プレゼンテーション 抵抗を感じさせない話し方 ／ その気にさせる話し方

第15章 お客様の反論 反論と拒否の違いとは？／ 反論の出どころをつかむには？

第16章 反論への対応 反論の受けとめ方 ／ うまく反論に対応するには？

第17章 契約の決め手 タイミングのつかみ方 ／ 商談のいい終わり方

第18章 引き下がり方 断りへの対応法 ／ いい印象を与える引き下がり方

第19章 苦情対応 苦情対応の基本 ／ ピンチをチャンスに変えるには？

第20章 自己管理 体調管理の注意点 ／ 最高のパフォーマンスを発揮するには？

第1章 営業は信頼関係から お客様に信頼されるには？ ／ 会社の代表

第2章 自分自身を売るためのマナー マナーは営業のスタートライン

第3章 印象を高める身だしなみ 見た目への意識 ／ 身だしなみの基本

第4章 営業らしい立ち居振る舞い 姿勢を正す ／ 座り方・立ち方

第5章 営業は挨拶から なぜ挨拶が必要か？ ／ お辞儀のしかた

第6章 来客応対のマナー 訪問客への接し方 ／ ご案内のしかた

第7章 営業らしい言葉遣い 敬語の使い方 ／ 営業の言い方

第8章 営業電話のマナー お客様への電話のかけ方／ アポイントの取り方

第9章 営業のメールマナー メール使用時の留意点 ／ メールの書き方

第10章 訪問のマナー 不意の訪問は避ける ／ 訪問時の振る舞い方

第11章 座席のマナー 正しい席順 ／ 応接室での待ち方

第12章 名刺交換のマナー 正しい名刺交換 ／ 複数の人同士の名刺交換

第13章 紹介のマナー 同行者の紹介 ／ 後任者の紹介

第14章 退出のマナー お客様は見ている ／ 次回につなげる

第15章 酒席のマナー 酒席での接待マナー ／ 気持ちのよい接待

第16章 冠婚葬祭のマナー お見舞いのしかた ／ 通夜・告別式への参列のしかた

第17章 謝罪のマナー お客様の気持ちを理解する ／ 正式な謝罪のしかた

第18章 相手への気遣い 根回しの技術

第19章 たかがマナー、されどマナー 親しき仲にも礼儀あり

全14講座 カリキュラム一覧

体験版では各講座の赤字の章（3章分）をご体験いただけます
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営業のための部下育成

営業のための計数管理

第1章 部下育成は上司の仕事 部下育成は目標達成への近道 ／ 部下育成は提案型営業と同じ

第2章 部下育成は上司次第 忙しいときも指導・育成のチャンス／ 信頼関係が大前提

第3章 部下の目標を設定しよう 期待と役割を具体的に示す ／ 部下の目標設定時の留意点

第4章 育成計画を立てよう 育成方針と育成計画

第5章 動機づけで部下のやる気を引き出そう タイプによって動機づけの方法は異なる ／ 動機づけの強さとは

第6章 能力に応じて仕事を割り当てよう 職務拡大と職務充実をバランスよく ／ 経験の積み重ねが重要

第7章 仕事の任せ方次第で部下は伸びる 「権限委譲」＝「丸投げ」ではない／ 最後まで温かく見守ろう

第8章 部下指導の中心はOJT OJTとOff－JT ／ 直接指導と間接指導

第9章 部下によって育成方法を変えよう 「説明した」＝「できる」ではない／ 部下の成熟度に合わせよう

第10章 「きく」ことで部下は育つ 「聞く」と「聴く」との違い／ 傾聴のためのテクニック

第11章 コーチングで部下の潜在能力を引き出そう 部下に答えを考えさせるには？／ コーチングとOJTの使い分け

第12章 報告のさせ方ひとつで部下は伸びる 報告させる内容と手順は決めておこう／ 部下からの報告は肯定的に受け止めよう

第13章 最高の報酬は「褒める」こと 上司の喜びが最高の報酬／ 褒める基準は部下にある

第14章 褒め方ひとつで部下は変わる 良い結果だけを褒めていないか／ 褒めるタイミングが重要

第15章 部下を育てる叱り方 モチベーションを下げない叱り方 ／ タイプによって叱り方を変えよう

第16章 叱り上手な上司を目指そう 「叱る」＝「怒る」ではない／ 「人」と「行動」で分けて考えよう

第17章 指示の出し方で部下の行動が決まる 指示の目的とポイントを伝えよう ／ 具体的に行動できる言葉を使おう

第18章 適切な管理のもとで部下を育てよう 指揮命令は直属の上司から ／ 複数の部下の管理のポイント

第19章 部下を正しく評価しよう 達成基準と評価基準を明確に ／ 途中経過をフィードバックしよう

第1章 計数管理の基本 計数管理はなぜ必要なのか？ ／ 計数管理の心構え

第2章 基礎知識－売上高－ 売上高とは？ ／ 売上高の分析手法

第3章 基礎知識－費用－ 費用と経費の違いとは？／ 効率的な費用の使い方

第4章 基礎知識－利益－ 利益とは？ ／ 売上と利益の考え方

第5章 利益の構造 値引きの考え方 ／ 利益を増やす考え方

第6章 損益分岐点 損益分岐点とは？

第7章 数値活用の基本 数値を味方につけるには？ ／ 数値に強い営業になるには？

第8章 数値の表現 数値の上手な伝え方 ／ グラフ活用のポイント

第9章 マーケットシェア マーケットシェアとは？／ マーケットシェアの拡大方法

第10章 売上予測 売上予測のテクニック

第11章 営業計画 営業計画の立て方 ／ 営業計画の精度を上げるには？

第12章 企業会計の基礎知識 企業会計とは？

第13章 貸借対照表 貸借対照表の基本 ／ 貸借対照表を活用するには？

第14章 損益計算書 損益計算書の基本 ／ 損益計算書を分析するには？

第15章 キャッシュフロー計算書 キャッシュフロー計算書の基本／ キャッシュフロー計算書の見方

第16章 財務分析 会社の財務構造 ／ 財務分析のポイント ／ 財務分析の活用法

第17章 連結決算の基礎知識 連結決算とは？

第18章 代金回収 代金回収の重要性

６



営業のクレーム対応

社会人の基本

第1章 クレームとは何か？ クレームと苦情の違い ／ クレーマーと悪質クレーマー

第2章 クレーム対応の心構え すべてを未然に防ぐことはできない

第3章 クレーム対応の基本 スピードと誠意 ／ クレーム対応で差をつける

第4章 クレームが起きたらすべきこと 三現主義とは？

第5章 人間は感情の動物！？ 感情を吐き出させる ／ 頭の中はクールに、対応はホットに

第6章 怒りへの対処法 謝るにも細心の注意を ／ 無理難題を言う顧客には？

第7章 何が起きているのか 事実を正確につかむ ／ ５Ｗ２Ｈを明らかに

第8章 「聴き」上手になろう 思い込みを排して聴く ／ サインを返す

第9章 顧客の本心をつかむ 言葉以外の表現にも注意する ／ 質問で返す

第10章 具体的な要求を明らかにする 顧客の２つの要求 ／ 無理な要求だったら…

第11章 どこまで対応するのか 最終防衛ラインを明らかにする

第12章 顧客を説得する論理 説得の論理 ／ 論理を組み立てる

第13章 顧客を説得する伝え方 顧客の損得を述べる ／ 相手の感情に配慮した断り方

第14章 折り合いをつける WIN/WINの関係を築く／ 相手の価値観を理解する

第15章 クレーム交渉の終わり方 交渉の終わりを見逃さない ／ 最後まで気を抜かない

第16章 再発防止のためにすべきこと
真の原因を明らかにする／ 二次的クレームを起こさない／ 解決の手だてを早急に
うつ

第17章 詫び状を書く際の留意点 安易な詫び状は危険！ ／ 詫び状の書き方

第18章 ネット社会におけるクレーム対応 クレームメールへの対応法 ／ 悪意をもった書き込みへの対応

第19章 クレームは宝の山 クレーム対応から生じるメリット ／ クレームの共有化

第1章 社会人になるということ 学校生活と会社生活の違い ／ 社会人としての責任

第2章 働くということ 仕事の報酬 ／ 仕事と私生活

第3章 社会人の心構え 仕事の教わり方 ／ 「指示待ち人間」から「自律型人材」へ

第4章 企業のしくみ 企業の目的と社員の役割／ 利益を得るには？

第5章 企業の社会的責任 会社の存在意義 ／ ゴーイングコンサーン

第6章 職場生活の基本 職場のルール ／ 職場の共通認識

第7章 職場の人間関係１ 求められる人間関係能力／ 信頼されるということ

第8章 職場の人間関係２ 上司とのつきあい方 ／ 先輩・同僚とのつきあい方

第9章 印象を高める身だしなみ 見た目への意識 ／ 身だしなみの基本

第10章 挨拶のしかた なぜ挨拶が必要か？ ／ お辞儀の作法

第11章 正しい言葉遣い 敬語の使い方 ／ 大人の言い方

第12章 仕事の進め方１ PDSサイクル ／ 仕事の優先順位

第13章 仕事の進め方２ 指示命令の受け方 ／ ホウ・レン・ソウ

第14章 仕事の進め方３ ミスをしたときの対応 ／ 叱られ方

第15章 問題意識をもとう 現状に興味をもとう ／ 評論家になってはいけない

第16章 ビジネス文書の基本 ビジネス文書とは ／ ビジネスメールとは

第17章 キャリア開発 キャリアとは？ ／ 意図的な偶然を引き寄せる

第18章 自己啓発 自己啓発の重要性 ／ 自己啓発の時間をつくる

第19章 自己管理 体調管理に気をつける ／ 心の健康

◆◆ビジネススキル講座◆◆

７



社会人のためのマナー

社会人のための計数管理

第1章 マナーの必要性 なぜマナーが必要か？ ／ マナーは自分自身のためでもある

第2章 マナーを守るということ 親しき仲にも礼儀あり ／ 若いうちにこそ身につけよう

第3章 マナーは身だしなみから 見た目への意識 ／ 身だしなみの基本

第4章 美しい立ち居振る舞い 姿勢を正す ／ 座り方・立ち方

第5章 挨拶から始まる なぜ挨拶が必要か？ ／ お辞儀のしかた

第6章 来客応対のマナー 訪問客への接し方 ／ 案内のしかた

第7章 正しい言葉遣い 敬語の使い方 ／ 大人の言い方

第8章 電話のマナー 電話の受け方 ／ 電話のかけ方

第9章 メールのマナー メールの留意点 ／ メールの書き方

第10章 訪問のマナー 不意の訪問は避ける ／ 訪問時の振る舞い方

第11章 座席のマナー 正しい席順 ／ 応接室でのマナー

第12章 名刺交換のマナー 正しい名刺交換 ／ 複数の人同士の名刺交換

第13章 紹介・異動時のマナー 同行者の紹介 ／ 後任者の紹介

第14章 退出・お見送りのマナー 退出のマナー ／ お見送りのマナー

第15章 酒席のマナー 酒席での心得 ／ お酒のつぎ方

第16章 冠婚葬祭のマナー お見舞いのしかた ／ 通夜・告別式への参列のしかた

第17章 身の回りのマナー 整理整頓もマナー ／ 持ち物にも気を配る

第18章 たかがマナー、されどマナー どこかで誰かが見ている／ 継続は力なり

第1章 会社で扱う数値 計数はなぜ必要なのか？

第2章 売上高とは 売上高に注目 ／ 売上高の分析手法

第3章 費用とは 費用と経費の違い ／ 効率的な費用の使い方

第4章 利益とは ５つの利益 ／ 売上と利益の考え方

第5章 決算とは 決算は会社の通信簿 ／ 決算を見るために

第6章 会計とは 会計の役割と機能 ／ 財務会計と管理会計の違い

第7章 資産とは 資産とはお金の使い道 ／ 資産効率とは？

第8章 負債とは 負債の必要性と意義 ／ 負債をコントロールする

第9章 純資産とは 資本金とは？ ／ 純資産と負債

第10章 予算とは 予算を作成する理由 ／ 差異分析の重要性

第11章 原価とは 原価を知る必要性 ／ 原価計算

第12章 簿記の仕組み 簿記とは？ ／ 複式簿記と仕訳

第13章 棚卸とは 棚卸の必要性 ／ 棚卸の戦略的活用法

第14章 貸借対照表とは 貸借対照表の基本 ／ 貸借対照表を活用するには？

第15章 損益計算書とは 損益計算書の基本 ／ 損益計算書を分析するには？

第16章 キャッシュフロー計算書とは キャッシュフロー計算書の基本／ キャッシュフロー計算書の見方

第17章 経営分析の基本 会社の財務構造 ／ 財務分析のポイント ／ 財務分析の活用法

第18章 損益分岐点とは 損益分岐点の考え方 ／ 損益分岐点の出し方

第19章 計数を見るときの心構え 情報力を身につけよう
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ビジネス文書

ロジカルシンキング

第1章 ビジネス文書の基本 ビジネス文書とは ／ ビジネス文書作成上の心構え

第2章 ビジネス文書の特徴 ビジネス文書の条件 ／ ビジネス文書の作り方と送り方

第3章 ビジネス文書のマナー 礼儀作法が大切 ／ 敬語の活用と言葉の言い回し

第4章 ビジネス文書作成のしかた ビジネス文書の形式 ／ 5W3Hの重要性 ／ 箇条書きの活用

第5章 社外文書とは 社外文書の役割

第6章 社外文書作成のしかた 社外文書の構成 ／ 前文・主文・末文の文例

第7章 手紙の活用 手紙の良さとマナー

第8章 【実践】社外文書 「案内状」編 ／ 「挨拶状」編

第9章 社内文書とは 社内文書の役割

第10章 社内文書作成のしかた 社内文書の構成

第11章 社内文書の留意点 相手への気遣いが重要

第12章 【実践】社内文書 「移転の案内」編

第13章 ビジネスメールの基礎知識 ビジネスメールとは ／ ビジネスメールのメリット・デメリット

第14章 ビジネスメールの書き方① 件名が重要 ／ 1メールにつき１用件

第15章 ビジネスメールの書き方② 結論先行の方式 ／ メール作成のポイント

第16章 ビジネスメールの書き方③ TO、CC、BCCの使い分け／ 署名は必須

第17章 ビジネスメールの留意点① 早めの返信 ／ 読み直しは必須

第18章 ビジネスメールの留意点② 絵文字・顔文字、開封確認要求の禁止／ メールの利便性に依存しすぎない

第19章 【実践】ビジネスメール 「見積書依頼」編 ／ 「研修報告」編

第1章 熱意だけでは説得できない 論理的に説明する ／ ロジカルシンキングの必要性

第2章 日常の非論理的思考 ニセモノの説得力 ／ 論点のズレ

第3章 ロジカルであるということ 根拠を示す ／ 主張と根拠の関係

第4章 ロジカルであるための前提条件 事実と推測・意見を区別する ／ 二面提示をする

第5章 ロジカルシンキングのための現状認識 情報の分類・整理のしかた ／ 分類の切り口を設定する

第6章 効率的な分類・整理 MECEとは？ ／ フレームワークの活用

第7章 主張と根拠をつなぎとめる So What？ ／ Why So？

第8章 論理を構造化する ロジックツリーとは？ ／ ピラミッドストラクチャーとは？

第9章 筋道を通す論理展開法① 帰納法とは？ ／ 帰納法の留意点

第10章 筋道を通す論理展開法② 演繹法とは？ ／ 演繹法の留意点

第11章 誤った論理展開 逆は必ずしも真ならず ／ 対偶をとるとは？

第12章 説得のための論理構築 帰納法と演繹法の活用法／ トゥールミンモデルとは？

第13章 反論に論理的に応える 反論と拒否は違う ／ 反論になっていない反論

第14章 強弁に負けない論理 強弁への対応法① ／ 強弁への対応法②

第15章 対立の論理的解消法 弁証法的対応 ／ 合意形成のポイント

第16章 ロジカルな推論のしかた フェルミ推定とは？ ／ フェルミ推定の実践法

第17章 人間の非合理性を理解する プロスペクト理論とは？／ 参照点で変わる満足度

第18章 ロジカルシンキングの実践 考える習慣をつける ／ ロジカルシンキング実践の心構え
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プレゼンテーション

リーダーシップ

第1章 プレゼンテーションとは プレゼンテーションは「手段」／ 「内容」と「発表技術」は車の両輪

第2章 説得の三要素 「信頼性」とは ／ 「論理性」と「熱意」

第3章 プレゼンテーションの前に 目的を明らかにする／ 時間・場所・相手を明らかする

第4章 プレゼンテーションの準備 内容の準備 ／ プレゼンツールの準備

第5章 プレゼン資料の作成１ 原稿は作るべきか？／ 資料作成のポイント

第6章 プレゼン資料の作成２ 文章表現の基本 ／ スライド上での文章表現

第7章 プレゼン資料の作成３ チャートの活用 ／ グラフ・イラストの活用

第8章 話し方の心構え 自信をもって話す／ あがり防止法

第9章 見栄えを良くする 身だしなみ ／ 姿勢

第10章 プレゼンターの所作 お辞儀のしかた ／ 手の動き

第11章 アイコンタクト 聞き手に目を向ける／ 視線の向け方

第12章 聞き取りやすい話し方 声の出し方 ／ 耳障りな話し方に気をつける／ どれくらいのスピードがよいのか？

第13章 理解しやすい言葉を使う 易しい話を難しく話さない ／ 重ね言葉は避ける

第14章 メリハリをつける 強弱と繰り返し ／ 緩急のつけ方 ／ 間のとり方

第15章 聴衆を引きつける つかみを工夫する／ 例え話とユーモア

第16章 質問への対処１ 質問は歓迎しよう／ 質問に誠実に対応する準備

第17章 質問への対処２ 質問の受け方 ／ 質疑応答のテクニック

第18章 少人数ならではの工夫 個別の対応 ／ 目の前の人への対応法

第19章 プレゼン成功の秘訣 時間の管理をする／ 謙虚な気持ちをもつ

第1章 リーダーとは？ 誰でもリーダーになれる／ 「行動」で決まる

第2章 リーダーシップとは？ 目的ではなく「手段」 ／ リーダーシップに必要な３つの要素

第3章 リーダーシップと組織 組織を成長させるには ／ Ｐ機能・Ｍ機能を高める行動特性

第4章 リーダーシップとマネジメント マネジメントとは？ ／ リーダーシップとマネジメントは両輪

第5章 「ビジョン」を描く ビジョンの提示 ／ ビジョンの共有と過程の明示

第6章 ビジョン実現に向けて 強い想いをもとう ／ 強い想いを伝えよう

第7章 体制づくりとコミュニケーション 体制づくりと組織活性化／ リーダーのコミュニケーション能力

第8章 メンバーの動機づけ 「組織の目標」と「個人の目標」 ／ 内発的動機づけと外発的動機づけ

第9章 組織の雰囲気づくり よりよい組織風土づくり

第10章 仕事の任せ方 途中で口出しすべきではない ／ 最終責任を負う

第11章 メンバーに成功体験を！ 成功体験の積み重ね ／ 成功体験の共有化と組織の成長

第12章 リーダーシップのカギは「信頼」 一貫性が重要 ／ 責任をとる ／ 感情のコントロール

第13章 支援するリーダーシップ メンバーに奉仕するリーダーシップ ／ パワハラを混同しない

第14章 スキルにあわせたリーダーシップ 相手によってリーダーシップは変わる／ 委任的なリーダーシップの留意点

第15章 強いリーダーシップを発揮するには 模範を示す ／ 良い影響を与える／ 自己啓発に努める

第16章 ネットワークづくり ネットワークの重要性 ／ 上司に対する働きかけ

第17章 アクシデント発生！ 問題に直面したら

第18章 リーダーシップとフォロワーシップの関係 フォロワーシップの重要性
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コンプライアンス

ビジネスコミュニケーション

第1章 コンプライアンスとは コンプライアンスの定義／ コンプライアンス違反とその影響

第2章 コンプライアンスの重要性 前向きなコンプライアンス ／ 経営理念とコンプライアンス

第3章 マナーとモラル マナーとコンプライアンス ／ モラルとコンプライアンス

第4章 身近にあるコンプライアンス違反 インサイダー取引の誘惑／ 反社会的勢力との関係

第5章 談合と接待 慣例化した談合 ／ 過剰な接待

第6章 取引・製造過程でのコンプライアンス 優越的地位の濫用／ 品質偽装

第7章 問題発生時のコンプライアンス クレームへの対応／ 犯罪への対応

第8章 労働時間とコンプライアンス 残業時間の上限 ／ 迷惑なサービス残業

第9章 「これぐらいならいいだろう」が危険 公私混同と窃盗罪／ 不適切な金銭操作

第10章 SNSとコンプライアンス 書き込みは慎重に／ 投稿写真の影響力

第11章 ハラスメントとコンプライアンス セクハラとコンプライアンス ／ パワハラとコンプライアンス

第12章 著作権と商標権 著作権侵害行為 ／ 意外な商標権

第13章 個人情報保護 1 個人情報とは何か／ 取得と利用

第14章 個人情報保護 2 個人情報の保管 ／ 提供と開示請求

第15章 営業とコンプライアンス１ 身銭を切る自爆営業／ クーリング・オフとは？

第16章 営業とコンプライアンス２
不当景品類及び不当表示防止法とは？／ 不正競争防止法と営業秘密 ／ 製造物責任
法（PL法）とは？

第17章 通報制度 内部通報制度の活用／ 外部への通報

第18章 コンプライアンスの実践 コンプライアンスとCSR ／ 違反の芽を摘む職場

第1章 ビジネスコミュニケーションとは 「ビジネスコミュニケーション」があなたと組織の成果を支える

第2章 コミュニケーションに苦手をつくらない ベイシック・ミステイクスから抜け出そう

第3章 ソーシャルスタイル理論を実践しよう ソーシャルスタイル理論とは ／ 相手のタイプ別コミュニケーション法

第4章
コミュニケーション能力アップのために日ごろ
からできること

日ごろのコミュニケーション

第5章 言葉以外のコミュニケーション
コミュニケーションの印象を決める要素 ／ バーバルコミュニケーションとノン
バーバルコミュニケーション

第6章 話し方の土台となる「声」と「言葉」 自分の声に自信をもつ ／ よい言葉の習慣をつける

第7章 わかりやすく届けるための「話す」工夫 聞き取りやすく話す／ 語尾を明確に話す

第8章 納得のいく「構成」の工夫 ＳＤＳ法を使ってみよう／ＰＲＥＰ法を使ってみよう／「腑に落ちる」ように話す

第9章 聞き上手になるために 「聞いていること」が伝わる聞き方 ／ 「理解していること」が伝わる聞き方

第10章 質問をしよう 相手をもっと知るために質問をする ／ 質問の目的を考えよう

第11章 会話を深め、弾ませる質問をしよう 質問を使い分ける／ 会話をつくりながら質問しよう

第12章 感情と上手につきある 感情に振り回されないアンガーマネジメント／ 感情を冷静に伝える

第13章 会話に合意点をつくろう アサーティブで対立を乗り越えよう

第14章 社内の面談 気持ちよく会話をスタートしよう ／ 面談では目的を伝えよう

第15章 雑談で会話を進め、次につなげる 雑談を切り上げ本題に入る ／ 会話の最後を印象づける

第16章
仕事を支えるコミュニケーション
～指示・報告・相談～

相手が仕事のしやすい指示を出す ／ 先をふまえた報告をする ／ 意思をもって相談
する

第17章 後輩を育てるために よいことが定着するように褒める ／ 相手を傷つけずに上手にダメ出しをする

第18章
人間関係にほころびを作らない「謝罪」
「依頼」「断り方」

謝罪のしかたで関係をつくり直す ／ 相手に配慮しながら依頼する／ 気まずくなら
ない断り方

第19章 「すり合わせ」と「根回し」 上司とのすり合わせ／ 事前の根回しのしかた

第20章 よりよいビジネスコミュニケーションのために 挑戦し、スキルを向上させよう

通常版各講座の標準学習期間は1カ月、受講期限は3カ月です。
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❶ 「受講進捗状況管理システム」サイトへアクセスします。
https://shinchoku.u-can.ne.jp/

体験版「受講進捗状況管理システム」へのログイン方法

「受講進捗状況管理システム」とは･･･
管理者の方がWEB上で受講生の「受講状況」「受講進捗」「規定課題/テスト受講日」「得点」などをいつでも
確認し管理できるシステムです。

❷ 体験版用「お取引先コード」「ユーザID」「パスワード」を
入力します。

「ログイン」ボタンをクリックします。

<体験版用>

お取引先コード：CD9991
ユーザID：se-jigyoubu@u-can.co.jp
パスワード：password

「受講進捗状況管理システム」の主な機能

1

２

３

4
受講状況一覧

受講社員一覧

講座一覧

検索メニュー

・・・受講社員と講座ごとの進捗状況を一覧で表示さ
れます。

・・・受講社員が一覧で表示されます。

・・・講座ごとの受講状況が一覧で表示されます（Ⓐ）。

設定メニュー

管理者設定

セキュリティー設定 ・・・管理者ごとに参照権限の設定ができます。

・・・管理者の追加や変更・削除、管理者ごとの
管理区分・メールアドレ ス・パス ワードの
確認や変更ができます（Ⓑ）。

参照可能範囲（例）
管理者Ａ：受講社員１

受講社員２
受講社員３

管理者Ｂ：受講社員１
受講社員２

管理者Ｃ：受講社員３

このような組織構造を、システム内で任意に設定可能です。

「検索ワード」を入力して、一覧から該当のデータ のみ表示できます。検索メニューごとに検索できる条件は変わります（Ⓒ）。

検索条件

CSVダウンドード
表示されたデータをＣＳＶファイルで出力できます。

体験版では、進捗管理のイメージとして別講座での進捗を
ご紹介しております。

※体験版では、「管理者設定」はご覧いただけません。

受講生の学習状況をいつでもチェックできる

受講進捗状況管理システム

※登録料・利用料は無料です。

※インターネット利用料は別途必要です。

ⒶⒷ©は次ページで詳細画面をご確認いただけます。
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「受講進捗状況管理システム」の各画面について

■管理者設定画面 （Ⓑ）

全体管理者･･･受講状況の
照会、システムのユーザ
管理が行える管理者 。
状況管理者･･･受講状況の
照会が行える管理者 。

■講座一覧画面 （Ⓐ）

講座ごとの受講者数や修了
人数などを確認できます。

■講座受講者一覧画面 （Ⓒ）※「講座名」で検索した場合

同一講座受講中の受講社員
の課題の提出状況を比較
できます。

受講社員別の課題の得点、
受付日を確認できます。

■受講状況個別詳細画面 （Ⓒ）※「氏名」で検索した場合

※体験版ではご覧いただけません。
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ユーキャン法人営業部
https://www.u-can.co.jp/houjin/index.html

講座についてのお問合せやお申込みは･･･

E-mail houjininfo@u-can.co.jp


