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■階層別・能力開発　（新入社員・若手社員、マナー）
中ジャンル No. タイトル 内　　　　　　　容

（制作年）
収録時間

新入社員・
若手社員、

マナー
H0616 ケースで考える「社会人としての働き方」

１章　あなたは何のために仕事をする？
１－１　プロローグ
１－２　CASE１　会社の代表はあなた
１－３　CASE２　利益をあげるってどういうこと？
１－４　CASE３　会社で成長すること

２章　会社で働くってどんなこと？
２－１　プロローグ
２－２　CASE１　会社と学校の違い
２－３　CASE２　挑戦は成功のもと
２－４　CASE３　苦手な人と仲良くなるには？
２－５　CASE４　小さい仕事があなたを大きくする

(2018)
38分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0605

【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？～

本DVDでは、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、成長に向けた力強い一
歩を踏み出していただくことを目的としています。

【PART1】“マナー・ルール”を守ろう！
マナーやルールというと、“堅苦しいもの”“自分たちを縛り付けているもの”というイメージを持つ人も
いるかもしれません。しかし、最低限のマナーやルールができていなければ社会人として信頼される
ことはないと言えるでしょう。PART1では、基本的なマナーやルールについて学びます。
 ＜収録テーマ＞：あいさつ／身だしなみ／公私混同

 【PART2】人間関係の基本は“コミュニケーション”
仕事では、コミュニケーションがとても大切になります。コミュニケーションのとり方は、ひとつ間違え
ただけで、人間関係にヒビが入ってしまうこともあるのです。
PART2では、コミュニケーションを切り口に良好な人間関係の築き方を学びます。
 ＜収録テーマ＞： 言葉づかい・話し方／苦手意識／報告／相談

 【PART3】信頼される“仕事の姿勢”
仕事を通じて成長し、一人前の社会人になっていくことが求められます。そのためには、一人ひとり
が仕事とどう向き合うかを考えていく必要があるでしょう。PART3では、周囲から信頼してもらうため
に社会人として心がけたい仕事との向き合い方を考えていきます。
 ＜収録テーマ＞： 自分なりに工夫する／約束／協力して働く

(2018)
56分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0579

初級ビジネスマナー
　　　（１）ビジネスマナーの大切さ

ビジネスマナーは動作を覚えるだけでは身につきません。
なぜ必要とされるのかを理解してこそビジネスマナーが身につき応用できるのです。
動作のポイントと意味を分かりやすく説明した学生、内定者、新入社員に最適な研修用教材です。

●プロローグ　　　　　　　　　　　●ビジネスマナーとは　　　　　●第一印象が勝負
●仕事の進め方　　　　　　　　  ●エピローグ

(2013)
24分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0580

初級ビジネスマナー
　　　（２）ビジネスマナーを身につける

●プロローグ ●敬語の基本 ●接客の基本
●訪問の基本 ●電話応対の基本 ●電子メールのマナー
●エピローグ

(2013)
23分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0577

仕事の基本とルール
　　　（１）学生と社会人の違い

本ＤＶＤは社会人1年生が失敗を重ねて成長する過程をドラマで演出した学生、内定者、新入社員に
最適な研修用教材です。

●プロローグ
●学生と社会人の違い(1) 目的 ●学生と社会人の違い(2) 目的を達成するための手段
●学生と社会人の違い(3) 時間の捉え方 ●学生と社会人の違い(4) 責任
●学生と社会人の違い(5) 人間関係 ●学生と社会人の違い(6) 評価基準・評価者
●エピローグ

(2013)
23分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0578

仕事の基本とルール
　　　（２）社会人に必要な5つの意識

●プロローグ
●(1)顧客意識 ●(2)協力意識 ●(3)原価意識 ●(4)安全意識    ●(5)改善意識
●(6)エピローグ

(2013)
19分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0576 社会人の常識・非常識　あなたのNG教えます

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しま
す。新入社員視聴パートと上司視聴パートに分かれていますので、部下だけではなく上司も学ぶこと
ができます。

◎新入社員視聴パート
 【PART1】時間通り？　時間ギリギリ？    【PART2】ルールにないことはしなくてもいい？
 【PART3】仕事は１人でするもの？       【PART4】報連相はいつしたらいい？
 【PART5】指示された通りにしたのに…       【PART6】定時になったら帰ってもいい？
 【PART7】うまくいかない理由は自分？　商品？ 【PART8】前回失敗したから、今回も…
 【PART9】ミスをしたら落ち込むのは当然

◎上司視聴パート
 【PART1】報連相をしてくれない        【PART2】指示された通りのことしかしない
 【PART3】うまくいかないからとすぐにあきらめる

(2016)
64分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0561

井村雅代コーチの「できない」から逃げるな！
～努力するから楽しくなる～

仕事へのやりがい、仕事との向き合い方、そして仕事の面白さや楽しさ。
シンクロ日本代表コーチが、働く全ての人へ贈るメッセージ。

不振を極めていたシンクロ日本代表チームを再び世界のトップチームに返り咲かせた井村雅代氏
が、コーチとしての体験をベースに、人として、社会人として大切な考え方・生き方を厳しくも優しい
言葉で語りかけます。
 新入社員・若手社員パートでは明るく前向きに仕事と向き合えるメッセージを、上司・先輩社員パー
トでは部下に対する上司・先輩社員の在り方・考え方について語ります。

【新入社員・若手社員へのメッセージ（一部紹介）】
●１ミリの努力
●心の才能が一番大事
●結果にこだわろう
●自主性を勘違いしてはいけない

 【上司・先輩社員へのメッセージ（一部紹介）】
●上司は部下の人生を預かっている
●部下の観察・把握は上司の大切な仕事

(2016)
86分

１ページ



中ジャンル No. タイトル 内　　　　　　　容
（制作年）
収録時間

新入社員・
若手社員、

マナー
H0523

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

【Part１】マナーと身だしなみ
（ドラマ）ある日近隣住民から、工場付近の道にゴミが捨てられているとの苦情が入り、新入社員た
ちに疑いの目が向けられました。なぜ、彼らは疑われてしまったのでしょうか。

●「公」と「私」のちがい
●製造現場で求められる身だしなみの3つのポイント（好感を与える／仕事に支障がない／安全面）
●製造現場で求められるマナーのポイント（迷惑をかけない／好感を与える）
●マナーと身だしなみは信頼関係の土台

 【Part２】ルールを守る
（ドラマ） 新入社員たちの帰宅後、片付けをしていたリーダーは、棚に隠れて見えなかった工具を踏
んで怪我をしてしまいました。災害の報告を受けた課長は、新入社員たちを厳しく注意することにし
ました。

●職場のルールの意味と目的 ●５Ｓのポイント
●ルールを守らないと事故につながる ●新入社員としての仕事の姿勢

(2015)
40分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0524

製造社員やっていいこと・悪いこと
　　　（２）仕事のチームワーク・現場改善

【Part１】同じ職場で働く仲間とは
（ドラマ） 新入社員たちのチームは、毎日遅くまで残業をしています。ある日、1人の新入社員が「ミ
スが多いし仕事が遅い。1人で残業したらいい」と同じチームの人を責める発言をしてしまいました。

●手直しの時間はムダな時間 ●不良品は全員の責任 ●チームワークとは
●チームワークの目的 ●チームワークは馴れ合いではない

【Part２】あくなき追求
 （ドラマ） 残業をしてなんとか生産目標を達成することができた新入社員たち。課長は、彼らに「残業
をせずに生産目標を達成しろ」 と課題を与えました。「そんなの無理だ」と言っていた新入社員たち
でしたが・・・。

●改善の意味と目的 ●なぜ、「より良いものをより早く」が大切か
●技術の進歩に合わせて成長しよう ●ものづくりの考え方・仕事の姿勢
●あくなき改善の追求

(2015)
35分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0495 ｢心が伝わる｣ビジネスマナーの基本

周りと協調し成果を上げるためには、相手に好感をもたれ、信頼される企業人になることが何よりも
重要です。本DVDでは、愛される企業人になるためのビジネスマナーをしっかり身につけていただけ
る構成になっています。

【Part1】企業人･社会人として働くということ    【Part2】笑顔・あいさつ・言葉づかい
【Part3】電話の受け方・かけ方の基本        【Part4】携帯電話・メールの基本
【Part5】他社を訪問するときの基本マナー      【Part6】お客様をお迎えするときの基本マナー

(2012)
87分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0485

【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・スマートフォン編

会社のバッジ（社章）をつけて携帯電話やスマートフォンを使用するときに、マナー違反をしている。
そんな社員はいないでしょうか？　携帯電話・スマートフォン使用のマナーを紹介します。

 【オープニング】
 要注意！　話は誰に聞かれているかわからない

【マナーチェック～＜マナー違反＞】
 歩きながら携帯電話やスマートフォンを使っている／商談中に携帯電話を受ける／会議中にスマー
トフォンを使っている　ほか

【携帯電話の基本マナー】
 移動中、待機中は電源をONに（使用可能な場所）／会社支給と私用の携帯電話・スマートフォンを
使い分ける／会社支給のスマートフォンに勝手にアプリケーションを入れない　ほか

【応用～こんなときどうする】
もしも携帯電話・スマートフォンを紛失したら（上司もしくは担当セクションに連絡を）

(2015)
12分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0486

【改訂版】
信用を高めるビジネスマナーチェック＆実践！
（２）パソコン編

便利さゆえにルール逸脱の使用が多発する会社支給のパソコン。
必需品となったパソコン使用時のルールとマナーを紹介しています。

 【オープニング】
 入力ミス！　他の会社にメールで見積書を誤送信しちゃった

【マナーチェック～＜マナー違反＞】
 重要な内容のメールを受け取っても確認の返信を送らない／
仕事以外のeメール、インターネットの使用／ＳＮＳ、掲示板で会社の悪口　ほか

【パソコンの基本マナー】
eメールの文章は丁寧かつ簡潔に／大事な内容のメールは送った後、受信確認をするとよい／
知らない人から添付ファイルは開かない、リンクはクリックしない　ほか

【応用～こんなときどうする】
 ＳＮＳに機密情報を書き込まない／パスワードの基本ルール

(2015)
18分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0487

【改訂版】
信用を高めるビジネスマナーチェック＆実践！
（３）職場の人間関係編

「ちょっとした行きちがいから人間関係が悪化」といった経験のある方は多いと思います。
仕事は人と人とのつながりで成り立っています。よい人間関係づくりのポイントを紹介します。

 【オープニング】
きちんとした挨拶、お礼は人間関係を円滑にする

【マナーチェック～＜マナー違反＞】
 行き先を告げずに長時間席を離れる／頼みっぱなしで知らんふり／
上司に呼ばれても席に座ったまま／その場しのぎの嘘を言う　ほか

【職場の人間関係の基本マナー】
 挨拶は自分から積極的に／会社・職場のルールをしっかり守る／公私の区別をつける／
遅刻・早退・欠勤の際は職場に迷惑がかからない配慮を　ほか

【応用～こんなときどうする】
 注意を受けたら、自分のミスは素直に認める／注意を受けたら、指摘してくれたことに礼を言う／
注意された後は、前向き、積極的な態度を　ほか

(2015)
17分

２ページ



中ジャンル No. タイトル 内　　　　　　　容
（制作年）
収録時間

新入社員・
若手社員、

マナー
H0488

【改訂版】
信用を高めるビジネスマナーチェック＆実践！
（４）他社訪問編

他社を訪問しているとき、「会社を代表している」いう意識が欠けていることはないでしょうか？
訪問時の具体的なマナー・心構えを解説しています。

 【オープニング】
 訪問先の近くで安易に訪問先の話をしない

【マナーチェック～＜マナー違反＞】
お客様との約束を土壇場でキャンセルする／財布に名刺を入れたり、汚れた名刺をお客様に渡す
／お客様の名刺をぞんざいに扱う　ほか

【他社訪問の基本マナー】
アポイントメントをとるときは日時・訪問の目的・訪問人数、さらに所要時間を伝えるとよい　ほか

【応用～こんなときどうする】
 上手な話の切り上げ方　ほか

(2015)
17分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0489

【改訂版】
信用を高めるビジネスマナーチェック＆実践！
（５）仕事の進め方編

「小さなミスを報告しなかったために重大なトラブルに発展」――
こういった経験を持つ人は少なからずいるものです。
周囲に迷惑をかけない仕事の進め方の基本を教えます。

 【オープニング】
 効率よく仕事を進めるには、その日にすべき仕事を列挙して優先順位をつける

【マナーチェック～＜マナー違反＞】
お互いに人頼み、人任せ／メモをとらずに思い込みで仕事をした／結果報告を怠る／
再確認しなかったことによる重大ミス　ほか

【仕事の進め方の基本マナー】
 ５Ｗ３Ｈで指示内容を整理する／指示を受けたらＰＤＣＡで段取りを／報連相はまめに行う

【応用～こんなときどうする】
 指示を出した人の状況を考えて仕事を進める／
予想される課題を事前に関係者に相談し、確認をとった上でお客様に情報提供する

(2015)
21分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0490

【改訂版】
信用を高めるビジネスマナーチェック＆実践！
（６）お客様お迎え編

わざわざ足を運んでくださったお客様には、心をこめて応対したいものです。
お客様に、自社のファンになっていただくためのお迎えの心得を紹介します。

 【オープニング】
 来客準備。細心の注意を払って、気持ちよく商談ができるように心配りを

【マナーチェック～＜マナー違反＞】
お客様が見えても誰もすぐに応対しようとしない／お客様をお待たせしたまま忘れてしまう／
お客様に出す湯呑茶碗を点検していない／お茶をお客様にすすめずに自分だけ飲む　ほか

【お客様お迎えの基本マナー】
 来客予定を受付に伝え、どのようにしてほしいかをお願いする／
（ご案内）廊下ではお客様の斜め前を歩き、曲がり角では進行方向を手で指し示す　ほか

【応用～こんなときどうする】
テーブルの上に書類が広げられていて、お茶だしができない／
用意したお茶の数が足りなかった　ほか

(2015)
19分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0491

【改訂版】
信用を高めるビジネスマナーチェック＆実践！
（７）ビジネス電話編

ビジネス電話の応対は、お客様に会社の第一印象を与える重要なポイントです。
一歩踏み込んだビジネス電話の応対法を紹介します。

 【オープニング】
お客様からの電話をたらい回しにしないよう注意！

 【マナーチェック～＜マナー違反＞】
 呼び出し音が鳴ってもすぐに出ない／取り次ぐ時に保留ボタンを押さない／
「折り返しお電話いたします」と言ったきりで、ほったらかし　ほか

【ビジネス電話の基本マナー】
 電話が鳴ったらすぐに出る／3回以上鳴ってしまったら「お待たせいたしました」／
メモできるよう、受話器は文字を書く反対の手で持つ／筆記具は、常に書きやすい位置に　ほか

【応用～こんなときどうする】
お客様から、社員の携帯電話・自宅の電話などの連絡先を聞かれた／
公の機関と称した調査の電話を受けたら、質問に答えてほしいと言われた　ほか

(2015)
18分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0492

【改訂版】
信用を高めるビジネスマナーチェック＆実践！
（８）言葉づかい編

日頃の自分の言葉づかいが、知らず知らずのうちに相手に不快な思いをさせてしまう……。
こうしたマナー違反を防ぐには、何がマナー違反かを知ることが何よりも大切です。

 【オープニング】
 社外の人に社内の人を言うときは、謙譲語を使う～肩書きは敬称なので使わない／
ただし、上司の家族に上司のことを話すときは、尊敬語を使う

【マナーチェック～＜マナー違反＞】
お客様に「おつかれさま」「ご苦労さま」を言う／
お客様がわからないような外国語、専門用語、略語を使う／お客様に謙譲語を使わない　　ほか

【言葉づかいの基本マナー】
あいまいな表現をしない／５Ｗ３Ｈで明確な表現を　ほか

【応用～こんなときどうする】
 「すみません」という表現はビジネスではふさわしくない／
ていねいに「お書きください」と言っているのに押し付けのように聞こえる　ほか

(2015)
16分
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新入社員・
若手社員、

マナー
H0493

【改訂版】
信用を高めるビジネスマナーチェック＆実践！
（９）社会人としてのけじめ編

会社生活に慣れてくると、「これくらいいいだろう」と決められたルールを無視したり、ルーズになって
しまう人が少なからずいます。
社会人としてのけじめがなぜ大切なのか、あらためて理解していただきます。

 【オープニング】
 前日の遊びがたたって翌日の仕事に影響が出る、これは社会人として許されないこと

【マナーチェック～＜マナー違反＞】
 遅刻をしても連絡もせず謝りもしない／会社の備品類を私用に使う／
勤務時間中にパチンコなどの遊びに興ずる　ほか

【社会人としてのけじめの基本マナー】
お金を借りたらあいまいにせずにきちんと返す／
約束は必ず守る。受けられない約束は安易に受けない／
お礼や謝罪はタイミングを逃さずきちんとする　ほか

【応用～こんなときどうする】
 外出先で仕事終了。会社に戻るべきか……どうする？／
親しい業者から、接待含みの飲食に誘われたら、どうする？

(2015)
15分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0494

【改訂版】
信用を高めるビジネスマナーチェック＆実践！
（１０）気配り編

まわりの人へのちょっとした配慮が足りずに、相手に不快な思いをさせてしまうことがあります。
ここでは、具体例を通して気配りの考え方とコツを紹介しています。

 【オープニング】
 上司の知らない話題をお客様と勝手に始めて、上司に恥をかかせてしまう

【マナーチェック～＜マナー違反＞】
 年配の上司に細かい文字の書類を提出する／職場内で必要以上の大声で話す／
汗をかいているお客様に上着を脱ぐことをすすめない　ほか

【気配りの基本マナー】
 同僚、上司にねぎらいや感謝の一言を／誰でも読めるような書き方をする／
タイミングのよい報・連・相を心がける　ほか

【応用～こんなときどうする】
 長く懇意にしていただいているお客様が突然の入院／お客様へ感謝の気持ちを伝える　ほか

(2015)
15分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0479

サービススタッフのビジネスマナー
 （１）個人宅訪問編

お客様のプライベート空間である個人宅への訪問時に気をつけるべきビジネスマナーの
基礎知識を、短いケースドラマによる実践で解説します。

＜第1巻＞　個人宅訪問編
ＰＡＲＴ１
　　●プロローグ　～マナーのポイント～
　　●身だしなみ　　●挨拶　　　●訪問時

ＰＡＲＴ２
　　●プロローグ　～マナーのポイント～
　　●お宅に上がる場合　　●言葉づかい　　●部屋での振る舞い

特典映像：訪問ロールプレイング、ミニテスト

(2011)
25分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0480

サービススタッフのビジネスマナー
 （２）企業訪問編

就業中のオフィスへの訪問時に気をつけるべきビジネスマナーの基礎知識を、
短いケースドラマによる実践で解説します。

＜第2巻＞　企業訪問編
ＰＡＲＴ１
　　●プロローグ　～マナーのポイント～　　●アポイント　　●訪問時　　●挨拶

ＰＡＲＴ２
　　●プロローグ　～マナーのポイント～　　●言葉づかい　　●作業　　●退出

特典映像：訪問ロールプレイング、ミニテスト

(2011)
25分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0443

松岡正剛のプランニング編集術企画をそだてる
「よ・も・が・せ・わ・ほ・り」

（１）セイゴ流企画の極意
　●日常はすべて編集＝企画（プランニング）である
　●関係性の発見こそ企画である    　●7つのステップで企画を考える
　●型、文節、連想、組み合わせ     　●どこでもチャンスはある

（２）企画をイメージする
　●「よ」与件の整理       　●「も」目的をとらえる    　●どこにでもチャンスはある

（３）企画をマネージする
　●「せ」設営の構造      ●「ほ」方法の強調    　●「わ」枠組みと展開 ●「り」隣接と波及
　●プレゼンテーション

(2007)
88分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0433 キャリアデザイン

「キャリア自律」という考え方を軸に、仕事への主体性、継続的自己学習という自分らしいキャリアを
築くために必要なポイントを学習します。
　●キャリアと自律マインド　   ●良いキャリアを築くための視点
　●キャリアを磨くスキル      　●Interview　～自分らしく働くとは～

(2008)
35分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0434 社会人の話し方と敬語の基本

職場ですぐに使えるビジネス基本用語や敬語など、相手に好感を持たれる話し方を学びます。
学生言葉から脱却し、ビジネスを気持ち良くスムーズに進めるための正しい言葉遣いを習得します。
　●ビジネス基本用語 10          　●敬意を示す話し方            　●好感を持たれる話し方

(2007)
18分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0435 仕事を動かすコミュニケーション

仕事と人を結び、新たな価値を紡ぎ出すビジネスコミュニケーションの考え方と実践のポイントを学
びます。正しい情報の伝え方、ミーティングや議論の場でアイデアを広げるための思考法や話し方
のコツを身につけます。
　●正しく伝えるコミュニケーション       　●アイデアを広げるコミュニケーション

(2007)
18分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0436 ビジネス会議の基本

ビジネス会議では、参加者の意識やかかわり方によって生産性や創造性が大きく左右されます。
ビジネス会議の基本的な流れと会議を円滑に進めるためのポイントを学びます。
　●会議の事前準備をする　　　●会議に参加する　　　●会議の成果をまとめる

(2008)
23分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0437 ロジカルプレゼンテーション

さまざまな競争が激化する今、自分の考えを体系的に整理し、また相手のニーズを的確に捉え、相
手にわかりやすく効果的に伝えられることは、あらゆる仕事において重要です。ここでは、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ます。
●プレゼンテーションとは　●結果を論理的に組み立てる　●ロジカルプレゼンテーションの進め方

(2008)
31分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0438 ビジネス文書の基本

読みやすく、わかりやすく、また資料としても有用なビジネス文書を書くためのポイントを、具体的な
事例を交えて解説します。読み手や目的にふさわしい文書作成のポイントをマスターします。
　●ビジネス文書の基本　　　　●社内文書の書き方　　　　●社外文書の書き方

(2008)
10分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0439 ビジネスメールの基本

Ｅメールはビジネスシーンにおいて欠かせないツールです。
Ｅメールでのビジネスコミュニケーションのマナーやポイントを、具体的な事例を通じて学びます。
　●ビジネスメールの5つのルール　　　　　　●メールコミュニケーションのポイント
　●ビジネスメールの良い例、悪い例

(2008)
12分
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新入社員・
若手社員、

マナー
H0440 企画書作成の基本

企画書は、アイデアを伝え、説得し、相手を動かすためのドキュメント。
企画書の基本要素とわかりやすく表現するためのポイントをマスターします。
　●企画書の構成　　　　　　●図解表現のポイント　　　　●伝わる企画書作成のコツ

(2008)
7分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0441 顧客中心主義

顧客が企業を選ぶ時代。顧客と企業の関係を表すキーワード「顧客中心主義」について学習しま
す。これからのビジネスパーソンとして必要なビジネスコンセプトを学習します。
　●CS=顧客満足とは　　　　　　　　　　　　●顧客第一主義から顧客中心主義へ
　●顧客から選ばれ続けられるためには

(2008)
11分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0442 グローバリゼーション

国内の顧客を対象とした企業であっても、グローバリゼーションの影響を受けずにビジネスを展開す
ることが困難な時代。これからの企業活動の在り方を示すキーワード「グローバリゼーション」につい
て学習します。
　●グローバリゼーションとは　　　　　　　●日本とグローバリゼーション
　●グローバルな視点でビジネスをとらえる

(2008)
9分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0395 新入社員のための「社会人のルール」

自分の発言・行動に責任を持ち、仕事を通じて成長していく。
そのためには、学生から社会人への意識改革が欠かせません。
新入社員が社会に出てからぶつかる問題をドラマで再現し、その答えを学ぶことができます。

●仕事ってどういうもの？　　　　　　　　●仕事がうまくいかないときはどうする？
●成長があるから仕事はおもしろい

(2013)
43分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0394 新入社員のための報連相の基本

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しています。

●なぜ報連相が大切なのか？　　　　　●仕事の進め方の基本とは？
●報連相にもコツがある？！　　　　　　●こんなときどうする？報連相
●仕事ができる人は報連相上手

(2013)
40分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0391

ビジネス電話応対シリーズ
（１）会社の印象を良くするビジネス電話の基本

● 電話の受け方　　　　　　　　　　　　　　● 電話のかけ方　　　　　　　　● 携帯電話を使う時
● 良い印象を与える電話応対　　　　　　● 電話応対シミュレーション　基本編

(2008)
35分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0392

ビジネス電話応対シリーズ
（２）クレーム電話応対　基本編

● クレームを生む電話応対　その１　　　　　　　● クレームを生む電話応対　その２
● 言葉遣いを身につける　　　　　　　　　　　　　● 電話応対シミュレーション　クレーム編

(2008)
30分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0393

ビジネス電話応対シリーズ
（３）クレーム電話応対　実践編

● 二次クレームを防ぐ　　　　　　　● 人・時間・場所をかえる　　　　● クイックレスポンスの重要性
● クレームに感謝する　　　　　　  ● 電話応対シミュレーション　クレーム実践編

(2008)
30分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0340 フォローアップ・セミナー

＜PART1＞　（教育テーマ）なぜ、振り返りが大切か

【課題ドラマ】仕事、こんなことでいいの？
主人公香川君の仕事ぶりを紹介。香川君のどこが良くて、どこが悪かったのかを、受講（視聴）者に
指摘してもらい、みんなで話し合ってもらうためのドラマ。

【解説ドラマ】振り返りをしよう！
振り返りの習慣をつけることが仕事の力をつけることにつながることを、香川君の日々の仕事事例を
通して教えます。

＜PART2＞　（教育テーマ）ルール＆マナーを再確認する

【課題ドラマ】ルール・マナーは大丈夫？
主人公香川君のルールやマナーについて紹介。香川君のどこが良くて、どこが悪かったのかを、受
講（視聴）者に指摘してもらい、みんなで話し合ってもらうためのドラマ。

【解説ドラマ】ルール・マナーの再確認をしよう！
仕事には信頼関係が求められる。信用される人材になるには、ルールやマナーの基本をきちんと身
につけ、それを守ることが大切であることを教えます。

＜PART3＞　（教育テーマ）今までの自分を振り返り、働く意義について考える

【課題ドラマ】仕事の考え方、このままでいいの？
主人公香川君の仕事に対する考え方について紹介。香川君のどこが良くて、どこが悪かったのか
を、受講（視聴）者に指摘してもらい、みんなで話し合ってもらうためのドラマ。

【解説ドラマ】働く意義を考えよう！
単に物やサービスだけを売るのではなく、そこに込められた考え方や思いを売ることが大切であり、
そのために自分なりの仕事観を持つことが求められることを教えます。

(2011)
64分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0298 第一印象で差をつける外見力マネジメント

第一印象の10秒間を制し、顧客好感度を高めるための外見をマネジメントするコツを解説。
映像だからわかる、ライバルに差をつけるプラスアルファの極意を紹介。

＜第1巻＞　外見力マネジメントの基本
　●こんな時に外見が問われる       　   ●どのように外見をマネジメントするか
　●お客さまの立場で考える      ●仕事・自分とマッチした外見を作る
　●外見を磨くことはビジネススキル
　●Learning Quiz1

＜第2巻＞　実践！外見力マネジメント
　●外見向上のポイント１（取引先訪問編）         　●外見向上のポイント２（ビジネスランチ編）
　●外見向上のポイント３（プレゼンテーション編）　●外見向上のポイントIV[式典・パーティー編]
　●外見をマネジメントして好印象を勝ち取る
　●Learning Quiz2

(2005)
40分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0297 若手社員のための　ビジネス・コミュニケーションの基本

仕事の成功はコミュニケーションから！
あいさつの基本から報告・相談、人前での話し方まで、 上司や取引先とのコミュニケーションが苦手
な若手の社員に、 ビジネスの様々なシーンで役立つコミュニケーションの基本を指南！

＜第1巻＞　コミュニケーション・センスを磨く
　●あいさつはビジネス上の“武器”
　●コミュニケーションを成立させるのは聞き手
　●人の心をつかむ会話術　●相手との距離の取り方

＜第2巻＞　コミュニケーション・スキルを伸ばす
　●報告・相談のスキル　●仕事の断り方　●人前での話し方

(2002)
40分
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新入社員・
若手社員、

マナー
H0296 そのバイト語はやめなさい！　正しいビジネス語の話し方

社会人としての口の利き方を知らない若者に、ビジネス人としての言葉遣いを教えてきたプロが「社
会人の正しい話し方」と「なぜそれが適切なのか」をわかりやすく解説。
若手・新入社員からパートタイマー・フリーター・アルバイトまでの「ビジネス言葉遣い」の教育・研修
の教材として最適。

＜第１巻＞ 正しいビジネス言葉遣いを学ぶ
　●ビジネスの場での3つの「不」―不快／不安／不明
　●不快１「敬語の間違い」   ●不快２「ナレナレし語」
　●不安１「あいまい語」   ●不安２「過去形」 ●不安３「語尾なし」
　●不明１「不要な言葉」   ●不明２「言葉癖」 ほか
　
＜第２巻＞ こんな時どうする? ビジネス言葉遣い
　●あいづちの打ち方   ●復唱 ●会話の間と態度
　●クッション言葉      ●話すスピード ●語尾伸び
　●イントネーション 　ほか

(2005)
40分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0295 「１５分でわかる」シリーズ

社会人の基本、ビジネスの常識をワンポイント・アドバイス！
ちょっとした空き時間に、また必要な時に必要な部分だけをご覧いただけるよう、各３～５分の短い
小ブロックで構成した使い勝手のよいＤＶＤです。

(1) 会社の人間関係の基本      (2) 会社の組織と役割の基本
(3) 名刺の基本       (4) ホウ・レン・ソウの基本
(5) タイムマネジメントの基本       (6) 健康管理の基本
(7) 書類整理の基本      (8) 税金・社会保障の基本

(2002)
12分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0294 実践！ビジネスマナーのすべて

時代にとらわれないビジネスマナーから、新定番までを幅広く網羅・解説するビジネスマナー映像
コンテンツの決定版。

(1) ビジネスマナーの「こころ」編         (2) あいさつ・言葉遣い編
(3) 立ち居振る舞い・身だしなみ編         (4) 職場のルール・仕事の進め方編
(5) 来客応対と他社訪問編       (6) 電話・携帯電話編
(7) 電子メール・PC・ネチケット編         (8) 冠婚葬祭・贈答・接待(会食とパーティー)編
(9) 国際人としてのビジネスマナー編

(2006)
150分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0292

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！

「企業はどのような人材を求めているのか」をまず新入社員に理解してもらうために５つの問題提起
を行い、企業人としての自覚と、仕事（特にその成果）に対する責任感を高めてもらいます。

問題提起
（1）企業が求める人材とは？　　（企業の競争力の源泉は人材である）
（2）社会人と学生の最も大きな違いとは？　　（自己責任が求められる）　ほか

(2001)
25分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0293

君は「成果」を出せるかめざせ！ハイパフォーマー
（２）こうすれば成果は生み出せる！

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。
成果志向の高いビジネスパーソンへと成長していく基礎を醸成します。

PART1：目標を明確にイメージしよう
PART2：仕事の基本はPDCA
PART3：コンピテンシーを発揮しよう

(2001)
25分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0281 新入社員のための製造現場の常識

＜第１巻＞職場と仕事の基本
　●職場の知識
会社と学校の違い／社会人のルール(身だしなみ、話し方、遅刻) ／健康などの自己管理／
職場安全・環境など

　●仕事の基本を身につける〔QCD〕
「自分の仕事の役割」を知る／一度起きた問題を二度起こさない対策／仕事は独断で進めない

　●作業現場のルールを守る〔作業手順、5Sの重要性〕
作業手順書は安全、品質、納期を確保する教科書／整理・整頓・清掃は作業の基礎／
異常発生時はあわてず安全ルールを守れ／安全の基本は危険予知の徹底で

＜第２巻＞仕事の進め方
　●正しい報告・連絡の仕方〔報告・連絡・相談〕
頼まれた仕事の結果は必ず報告する／「誰かが連絡するだろう」はダメ／伝言は結論から述べる／
不明なことは必ず確認する

　●自分を伸ばす能力開発〔自己啓発〕
仕事は自分を伸ばす肥やしである／どんな仕事でも将来必ず役に立つ／
能力アップに自己啓発を忘れずに／資格取得は若いうちに

　●よい人間関係をつくる〔コミュニケーション〕
協力企業は対等なパートナーである／自分の意思を上手にアピール／
仕事は他部門との連携がキーポイントの一つ／君を支援 してくれる人は何人？礼儀、道徳を守ろう

(1999)
40分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0214

これで成果が変わる
ＰＤＣＡの基本

※対象者：新入・若手社員のフォローアップや主任・係長

事例ドラマを通して、PDCAの各ステップのポイントや目的、PDCAを確実に回していくための方法を
学んでいく内容になっています。

●PDCAって何だろう？　　　　　　・PDCAの基本的な考え方とは
●STEP1　Plan　　　　　　　　　　　・Planの考え方とポイント  　　・計画を立てるステップとは
●STEP2　Do　　　　　　　　　　　　・Doの考え方とポイント
●STEP3　Check　　　　　　　　　　・なぜCheckが必要か？  　　・Checkを進める3つのポイント
●STEP4　Action　　　　　　　　　  ・Actionの基本的な考え方    　　・Actionのポイント
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・仕事の振り返りは「記憶」ではなく「記録」で行う

(2010)
40分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0208

新社会人のためのビジネスマインド養成シリーズ
 （１）仕事への不安感をどう乗り越えるか

ビジネスにおいて「人間関係を築く力」は成果を出すための非常に重要な要素です。そして、周囲と
良い人間関係を築き、周囲に認められるためには、自ら学び努力する姿勢が欠かせません。
ビジネス社会という新しい環境に適応するために必要な姿勢と人間関係の築き方を考えます。
●イントロダクション
● KEY WORD1 不安感への対処（ケース：ビジネス電話）
● KEY WORD2 異なる年齢・立場の相手との人間関係の構築（ケース：朝の挨拶）
●意識改革のポイント

(2011)
25分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0209

新社会人のためのビジネスマインド養成シリーズ
 （２）ビジネス社会でのコミュニケーションを考える

お客様や上司のような立場・年齢の異なる相手と協働するためには、高いコミュニケーション能力が
必要になります。
またコミュニケーション能力は、効率よく正確に仕事を進めるためにも必要不可欠です。
これまでの友人知人との関係とは異なるビジネス社会でのコミュニケーションについて考えます。
●イントロダクション
● KEY WORD1 認識相違を防ぐ（ケース：指示の受け方）
● KEY WORD2 仕事における情報共有の大切さ（ケース：ホウレンソウ）
●意識改革のポイント

(2011)
29分
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新入社員・
若手社員、

マナー
H0210

新社会人のためのビジネスマインド養成シリーズ
 （３）なぜ、ビジネスマナーが必要なのか

お客様に良い第一印象を与えることは、信頼を勝ち取り顧客満足を高めるための第一歩です。
ただの「型」ではない活きたビジネスマナーを身につけるためには、マナーの意味を知っておくことが
大切です。
ビジネス社会では当たり前に行われているビジネスマナーがなぜ必要なのかを考えます。
●イントロダクション
● KEY WORD1 ビジネスマナーの起源と必然性（ケース：上座と下座）
● KEY WORD2 名刺交換 ～第一印象が大切な理由～（ケース：名刺交換）
●意識改革のポイント

(2011)
21分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0211

新社会人のためのビジネスマインド養成シリーズ
（４）ビジネス社会のルール・
　　　　　　　　　　　　コンプライアンスを考える

近年、企業におけるコンプライアンスが声高に叫ばれている一因として、従業員による不祥事の増
加が挙げられます。ルールを守ることの重要性を知り、常に責任感ある行動をとることが、すべての
社会人に求められているといえます。
ビジネス社会において法律やルールを遵守することの重要性を考えます。
●イントロダクション
● KEY WORD1 ビジネスルール＝法律遵守の重要性（ケース：コンプライアンス）
● KEY WORD2 公私の区別の重要性（ケース：公私の区別）
●意識改革のポイント

(2011)
23分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0126

ケーススタディ「報告・連絡・相談」の急所
 （１） ＜報告＞ここがポイント！

●なぜ「報告」が大切なのか
●「報告」の基本ポイント（「報告」にまとまりがない岡林君のケース）
●「報告」の実践ポイント （自分のミスを隠して報告しない新谷君のケース）
●仕事上手の「報告」（報告上手の倉田さんのケース）

(1998)
30分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0127

ケーススタディ「報告・連絡・相談」の急所
 （２） ＜連絡＞ここがポイント！

●なぜ「連絡」が大切なのか
●「連絡」の基本ポイント（わかりにくい連絡をする岡林君のケース）
●「連絡」の実践ポイント（緊急の伝言を伝えなかった藤森さんのケース）
●仕事上手の「連絡」（連絡上手の本田課長のケース）

(1998)
30分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0128

ケーススタディ「報告・連絡・相談」の急所
 （３） ＜相談＞ ここがポイント！

●なぜ「相談」が大切なのか
●「相談」の基本ポイント（主体性のない相談をする岡林君のケース）
●「相談」の実践ポイント（自分のやり方に固執し、何も相談しない岡林君のケース）
●仕事上手の「相談」（相談上手の岡林君のケース）

(1998)
30分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0118

＜早期戦力化パック＞
ＰＤＣＡ
  　～成果をあげる仕事術～

成果をあげる仕事の基本「ＰＤＣＡ」の考え方について学びます。
ＰＤＣＡを実際の仕事に活かす流れを具体的な事例を通じて学びます。
●できる人材とは  ●成果をあげる仕事の進め方＝ＰＤＣＡ  ●ＰＤＣＡを仕事に活かす

(2007)
11分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0119

＜早期戦力化パック＞
目標設定
   　～成果をもたらす目標の条件～

仕事の成果をあげるための第一歩は、良い目標を立てることから始まります。
成果につなげるための目標の立て方とポイントを学びます。
●目標設定に必要な要素  ●目標設定のポイント  ●良い目標の条件

(2007)
9分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0120

＜早期戦力化パック＞
行動計画と時間管理

   ～効率的に仕事を進めるために～

目標達成のカギとなる行動計画と時間管理について学びます。
優先順位を考慮し、効率的に仕事を進めるための手順とポイントを学習します。
●必要な作業を洗い出す  ●優先順位をつける  ●スケジュールに落とし込む

(2007)
9分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0121

＜早期戦力化パック＞
会社の仕組み
  　～会社で働くということ～

私たちが働く場所として選んだ「会社」とはいったいどんな存在なのでしょうか。
様々な組織や人で構成されている会社、そして会社が追求する「利益」とはどうやって生み出される
のでしょうか。ここでは会社と社会との関わりを学びます。
●会社の役割   ●価格と利益の仕組み   ●価値を生み出す仕組み

(2008)
22分

新入社員・若手
社員、マナー

H0122
＜早期戦力化パック＞
会社の数字
 　～財務三表から読み解く会社の数字～

会社は利益を出さなければなりません。
その意味でも会社のお金に関する知識を身につけることは重要です。ここでは財務三表をどう捉え
ればよいのか、それらによって会社の何が読み解けるのかを学びます。
●財務三表とその関係 ●貸借対照表（ＢＳ）の読み方
●損益計算書（ＰＬ）の読み方 ●キャッシュフロー計算書（ＣＳ）の読み方

(2008)
32分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0115

製造部門の新入社員教育シリーズ
（１）今日から社会人～新しい出発～

（１）今日から社会人～新しい出発～
新入社員に求められる「意識」と仕事への「考え方」について、各界著名人のアドバイスを織りまぜて
解説します。

(1985)
21分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0116

製造部門の新入社員教育シリーズ
（２）より良い製品をつくる～品質・原価・納期～
（３）安全こそすべての基本
　　　　　　　　　　　　 ～労働災害防止の原則～
（４）職場のきまりを守る～心がまえとルール～

（２）より良い製品をつくる～品質・原価・納期～
製品の３大条件「品質」「原価」「納期」は必須知識。
モデルケースを通して「製品の品質」「適正価格と納期」についてわかりやすく説明します。

（３）安全こそすべての基本～労働災害防止の原則～
労働災害は被災者のみならず職場全体に影響を及ぼす重大問題。安全の重要性と、安全を保つた
めにどうすればよいかを労働災害の実態を考えながら、災害防止のスキルや心構えを解説します。

（４）職場のきまりを守る～心がまえとルール～
製造部門で働く上で、守らなければならない職場のルール。
ありがちなケースの分析をまじえながら解説していきます。
●職場での心がまえ　●現場作業のルール  ●作業標準を守る

(1985)
②26分
③25分
④28分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0117

製造部門の新入社員教育シリーズ
（５）正しく聞き、正しく話す
　　　　　　　　　　　～効率的な時間の使い方～
（６）現場のチェックポイント３５

（５）正しく聞き、正しく話す～効率的な時間の使い方～
円滑な人間関係を築き、確実に仕事を進めるために必要な「ことばづかい」と「命令・報告」。
職場の基本ルールをおさえたうえで、命令の受け方、報告の仕方のポイントを解説します。

（６）現場のチェックポイント３５
現場で守らなければならない気をつけるべきルールや心構えは数多くあります。
ケースの「悪い例」をみながら、自分の日常行動をチェックしていきます。

(1985)
⑤27分
⑥22分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0105 武田鉄矢　新入社員に贈る言葉

仕事に対する夢とやりがいと、そして人生の厳しさ……あの『金八先生』が、新入社員に語りかける!!
“金八”“織金”こと武田鉄矢さんが、社会人として旅立つ新入社員に仕事や人生についての心構え
を熱く語ります。
●仕事は厳しいからこそ、楽しむ ●夢や目標がなければ、人生は拓けない
●自分の志を貫いて、生きていくんだ

(1998)
25分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0097

和田アキ子の新入社員心得
アッコの仕事は笑って済まされない！

●新入社員の基本姿勢　●ビジネスマナー　●組織の一員
●社員としての自覚　●フレッシュマンに送るキーワード  ●外見で判断される　他

(1993)
30分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0080

新頑張れ新入社員シリーズ
（１）今日から社会人
　　　　　～会社って何？
　　　　　　　働くってどういうこと？～

（２）的確な対応が最高の誠意
　　　　　～ビジネス電話の受け方・かけ方～

（３）態度で示すおもてなしの心
　　　　　～お客様への対応・応接～

（１）新入社員に、「会社とは何か」「働くとはどういうことか」を改めて考えさせるとともに、これからの
変革の時代に求められる人材とは？を理解させます。また、各界著名人から新入社員への熱いメッ
セージでさらに｢仕事｣に対するプロ意識を高めていきます。

（２）●｢なぜ受話器は左手で取っているのか」   ●｢なぜ上司なのに呼び捨てにするのか」
●｢伝言を頼んだ相手の名前を聞いても失礼でないのか｣

（３）お客様のお迎えのしかた、お茶の出し方から名刺の受け取り方まで、一連の応対・応接のマ
ナーと心がまえを、それがなぜ必要か考えながら身につけさせます。

●｢なぜ約束の有無を確認するのか」

(1996)
75分

【各巻25分】

新入社員・
若手社員、

マナー
H0081

新頑張れ新入社員シリーズ
（４）仕事を動かすコミュニケーション
　　　　　　　～指示・報告・質問意見～

（５）自分で仕事を組み立てる
　　　　　　　～行動計画・時間管理～

（４）確実に命令を受け的確に報告することは、新入社員が仕事を進める際に欠かせない事です。
「作業」ではなく、自分自身の知恵を絞って「仕事」をすすめていくためのコミュニケーションについて
考えさせます。

（５）新入社員に具体的なやり方について「計画」と「実行」という側面から、考え方と手順を提示し、
考えさせます。

●「なぜ具体的な手順を提示してくれないときがあるのだろう｣
●「任された仕事なのになぜ報･連･相しなくてはならないのだろうか」

(1996)
50分

【各巻25分】
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新入社員・
若手社員、

マナー
H0061 ケーススタディで学ぶ報連相の基本

【基本編】
　　●[解説]報連相とは何か/「真・報連相」のポイント
　　●≪報告(1)≫何のためのホウレンソウか        　　●≪報告(2)≫ピンチになった秋山君
　　●≪連絡(1)≫メールで連絡しておいたはずが・・・  　●≪連絡(2)≫人数が合わない
　　●≪相談≫わかりにくい相談・わかりやすい相談
【実践編】
　　●≪報告(1)≫飛び越し指示があったとき     　　●≪報告(2)≫相手の○○にこたえる
　　●≪連絡≫カルテを早く！       　　●≪相談≫小さなウソがトラブルに！
【上司編】
　　●[解説]上司のための報連相/「情報によるマネジメント」
　　●≪ケーススタディ≫アメリカでの５Ｓ活動
　　●≪ケーススタディ≫上司によって職場が変わる？！
　　●≪ケーススタディ≫あなたが総務課長だったら・・・

(2010)
98分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0057

ケースで考える仕事の基本と心構え
 （１）君ならどうする？仕事の基本と心構え

研修受講に対する動機付けを促します。配属後に生じがちな問題行動や、周囲との関係を壊す思
考パターンを提示し、社会人としての姿勢や心構えについて考えを深めます。

（ケース1）「空気を読む」とは　　　　　　　　（ケース2）お客様に好かれるとは
（ケース3）仕事とプライベート　　　　　　　　（ケース4）何を期待されているのか
（ケース5）メールの落とし穴
※ＰＤＦファイルでの活用マニュアル/テキスト（CD-ROM）付き

(2011)
25分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0058

ケースで考える仕事の基本と心構え
 （２）君ならどうする？ビジネス電話

状況対応力を高める。現場でのスキル発揮の動機付けを促します。応対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、それは何故かを考えます。

●電話を受ける
　　（ケース1）急いでいる問い合わせ電話　　　（ケース2）違う部署での電話
　　（ケース3）取り次ぎで切れた電話
●電話をかける
　　（ケース4）忙しいお客様　　　（ケース5）間違っていた電話番号
　　（ケース6）折り返し電話
●電話を取り次ぐ
　　（ケース7）お得意様からの電話
※ＰＤＦファイルでの活用マニュアル/テキスト（CD-ROM）付き

(2011)
30分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0059

ケースで考える仕事の基本と心構え
 （３）君ならどうする？応対応接

●来社
　　（ケース1）迷っているお客様    　　（ケース2）不審な人を見つけたら
●ビジネス会議
　　（ケース3）遅刻した会議１～受付～    　（ケース4）遅刻した会議２～名刺交換～
　　（ケース5）資料だらけのテーブル
●往訪
　　（ケース6）待ち合わせに来ない先輩     　　（ケース7）お詫びの訪問
※ＰＤＦファイルでの活用マニュアル/テキスト（CD-ROM）付き

(2011)
35分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0060

ケースで考える仕事の基本と心構え
 （４）君ならどうする？ビジネスコミュニケーション

●相手の立場に立つ
　　（ケース1）つまらない仕事
●仕事の意味を考える
　　（ケース2）コスト削減とカラーコピー
●チームワーク考える
　　（ケース3）チームワークと優先順位
※ＰＤＦファイルでの活用マニュアル/テキスト（CD-ROM）付き

(2011)
20分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0056 仮説思考とロジカルシンキング

問題が多様化・複雑化する今、問題の本質を把握し、解決策を検討し、意思決定をするためには、
物事を体系的に筋道立てて考える論理的思考の技術が欠かせません。
ここでは、論理的思考の技術と仮説思考、それを使った問題解決の手法を学びます。

●「仮想思考」「ロジカルシンキングとは」　●ロジカルシンキングの技術　●仮説立案の進め方

(2008)
35分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0044

新入社員のためのこんなときどうする？
仕事のマナー （１）電話編

＜電話上手になることがプロへの近道！＞
少しでも早く職場や仕事に慣れるために、まず大切になってくるのが「ビジネス電話」です。
電話応対の基本的な心構えから電話の取り次ぎ方、アポイントのとり方など、具体的なケースを通し
て紹介しています。「クイズに挑戦」コーナーや「トレーニング」コーナーを利用することで、幅広い活
用方法に対応できます。

　●ビジネス電話をマスターしよう　　　　　　　　　　　●クイズに挑戦：電話の受け方！ここが間違い
　●クイズに挑戦：電話のかけ方！ここが間違い　　●ポイント解説：電話の取り次ぎ方の基本
　●ポイント解説：アポイントのとり方　　　　　　　　　●ポント解説：伝言メモの書き方
　●トレーニング：電話の取り次ぎ方・電話のかけ方
　◎マナーまめ知識：電話でよく使う言い回し、内線電話でのやりとり　ほか

(2007)
34分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0045

新入社員のためのこんなときどうする？
仕事のマナー （２）コミュニケーション編

＜ひと声、ひと言が職場を変える、一日を変える＞
仕事は一人で行うものではありません。お互いに協力しあい、支えあいながら、それぞれの仕事を
担当しているのです。
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」などを紹介しています。
「クイズに挑戦」や「トレーニング」のコーナーを利用することで、幅広い活用方法に対応できます。

　●なぜあいさつが大切なのか　　　　　　　●クイズに挑戦：仕事の指示の受け方！ここが間違い
　●クイズに挑戦：報告・連絡・相談！ここが間違い
　●クイズに挑戦：職場での言葉づかい！ここが間違い
　●ポイント解説：正しい指示の受け方・報告のしかた
　●トレーニング：正しいお辞儀のしかた　　●トレーニング：報告のしかた
  ◎マナーまめ知識：第一印象を良くするポイント、避けたい言葉　ほか

(2007)
42分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0046

新入社員のためのこんなときどうする？
仕事のマナー （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？＞
信頼される社会人になるためには、人間関係を大切にするとともに、職場で決められたルールをき
ちんと守ることが求められます。
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紹介しています。
「クイズに挑戦」や「トレーニング」のコーナーを利用することで、幅広い活用方法に対応できます。

　●社会人にとって一番大切なものとは　　　　　　  ●クイズに挑戦：名刺の取り扱い！ここが間違い
　●クイズに挑戦：職場での仕事のマナーチェック　 ●ポイント解説：名刺交換のポイント
　●ポイント解説：応接室へのご案内　　　　　　　　 ●ポイント解説：お客様へのお茶の出し方
　●ポイント解説：職場で注意すべき仕事のマナー ●トレーニング：名刺交換
　◎マナーまめ知識：出社／退社のマナー、仕事時間中の心構え　ほか

(2007)
39分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0038

常識力強化パック
 （１）社会人の心得５つのルール

信頼されるビジネスパーソンとして、心得ておきたい５つの基本的なルールを学習します。ビジネス
パーソンの第一歩として、きちんとけじめをつけ、相手を尊重した振る舞いや行動を身に付けます。
●時間を守る　●まずは挨拶　●整理・整頓・清掃　●公私の区別をつける　●法律や規則を守る

(2009)
25分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0039

常識力強化パック
 （２）社会人の身だしなみ

ビジネスで出会う人たちと良好な関係を築く第一歩である「第一印象」。大切な出会いを円滑な関係
づくりにつなげるために服装、表情や姿勢などの基本的なポイントをマスターします。
●第一印象　●身だしなみ　●立ち居振る舞い　●見た目以外に大切なこと

(2009)
21分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0040

常識力強化パック
 （３）応接応対のマナー

お客さまへの対応・応接の善し悪しで、お客様の会社への印象や信頼感は大きく左右されます。
”会社の代表”として望ましい応対・応接を身に付けます。
●お出迎えとご案内　●応接と名刺交換　●訪問時のマナー

(2009)
37分
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新入社員・
若手社員、

マナー
H0041

常識力強化パック
（４）電話応対のマナー

ビジネス電話は、お客さまと会社を結ぶ大切なコミュニケーションの手段です。
電話応対のマナーを徹底したロールプレイで身に付けます。
●電話を受ける　●名指し人が不在の場合　●電話をかける　●携帯電話のマナー

(2009)
33分

新入社員・
若手社員、

マナー
H0042

常識力強化パック
（５）仕事の鉄則「ホウレンソウ」

仕事を円滑に進めるために欠かせないコミュニケーション「ホウレンソウ」を学びます。
どのような場面でどういうコミュニケーションを行えばよいか、基本的な考え方を学習します。
●仕事の基本は「報告」「連絡」「相談」　●報告・連絡はこまめに　●抱え込まずにすぐ相談

(2009)
8分

新入社員・
若手社員、

マナー
B3228 ＩＴリテラシーシリーズ（１）～（５）

電子メールをはじめとしたＩＴツールは便利で幅広く使用されていますが、そのマナーやルールはあ
まり知られていません。
これらのツールは様々な「情報流出」や「ウイルス感染」の原因になる場合が多く、「個人情報保護」
や「コンプライアンス」の観点からも、これからはＩＴリテラシーを高めなければなりません。
このシリーズでは、学生から社会人まで多くの人にわかりやすく、具体的に解説致します。

（１）情報管理とコンプライアンス
（２）信頼されるＥメールのマナーとルール　＜作成・送信編＞
（３）信頼されるＥメールのマナーとルール　＜受信・返信編＞
（４）今すぐ始めるウイルス対策
（５）ＦＡＸのマナーとルール

(2004)
54分

新入社員・
若手社員、

マナー
A3396

ＳＴＡＲＴ　ＤＡＳＨ
新入社員トレーニングキット
ビジネスベーシック編
　第１巻～第３巻

(1)信頼をつくる5つの基本行動
　●時間を守る　　　　　 ●まずは挨拶
　●整理・整頓・清掃　　●公私の区別をつける    ●法律や規則を守る

(2)好印象を与える身だしなみ
　●第一印象はこれで決まる　●身だしなみの基本    ●立ち居振る舞いの基本

(3)正しい言葉のつかい方
　●ビジネス基本用語10　　 　●敬意を示す話し方    ●好意をもたれる話し方

(2005)
65分

新入社員・
若手社員、

マナー
A3397

ＳＴＡＲＴ　ＤＡＳＨ
新入社員トレーニングキット
ビジネスベーシック編
　第４巻～第５巻

(4)来客時・訪問時の応接応対
●来客時のマナー１　～お迎えとご案内～
●来客時のマナー２　～応接と名刺交換～
●訪問時のマナー

(5)ビジネス電話の受け方・かけ方
●電話を受ける１　～名指し人に取り次ぐ場合～
●電話を受ける２　～名指し人が不在の場合～
●電話をうける
●電話をかける

(2005)
70分

新入社員・
若手社員、

マナー
A3398

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
（１）セルフマネジメントのスキル

●ＰＤＣＡ　～成果を上げる仕事の基本～
●仕事にドライブをかける目標の立て方 ●行動計画と時間管理

(2006)
30分

新入社員・
若手社員、

マナー
A3399 （２）ビジネス会議のスキル ●会議の事前準備をする ●会議に参加する    ●会議の成果をまとめる

(2006)
30分

新入社員・
若手社員、

マナー
A3400 （３）ビジネスコミュニケーションのスキル

●確かな仕事はホウレンソウから　　　　　　　　　●正しく伝えるコミュニケーション
●相乗効果を生み出すコニュニケーション

(2006)
30分

新入社員・
若手社員、

マナー
A3401 （４）ビジネス文書のスキル ●ビジネス文書の基本　　　　●電子文書術　　　　●企画書のポイント

(2006)
30分

新入社員・
若手社員、

マナー
A3402 （５）ビジネスマインド ●顧客中心主義　　　●グローバリゼーション　　　●キャリアデザイン

(2006)
33分

新入社員・
若手社員、

マナー
A3403

ＳＴＡＲＴ　ＤＡＳＨトレーニングキット
キャリア自律編

<特長>
●研修や勉強会の前に視聴することで、受講者に学びの必要性を啓蒙し共有できます。
●仕事への姿勢の整理につながり、配属や異動後のリアリティショックを和らげます。
●キャリア観の解説を通じて、仕事への取り組みを内発的に動機づけます。

(1)キャリアと自律マインド
●やりがいのある仕事とは？　  ●キャリアとは？　  ●キャリアの２つの視点

(2)真実のキャリア・デザイン
●キャリアを作る３つの問い　　 ●チャンスを呼び込むスキル
●流される「ドラフト」と「節目」でのデザイン

(3)成長を続けるための条件
●成功と失敗は誰のせい？　　 ●「何をするか」を自ら考えよう

(4)自分らしいキャリアを作るスキル
●ＰＡＣで相手の心を理解する　●ＰＡＣの活かし方

(interview)キャリア・インタビュー＆まとめ

(2007)
10分
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中堅社員・
リーダー

H0597 誰でも身につくリーダーシップ

リーダーシップを理解しコミュニケーション手法を学ぶことで誰でもリーダーシップが身につきます。
本ＤＶＤは新任課長が迷いながらリーダーシップを身につけていくというドラマを通じてリーダーに
必要な心構え・スキルを解説します。

■プロローグ
■リーダーシップとは何か？
■信頼関係を築く3つの原則
■信頼関係を築くコミュニケーションスキル
　○お互いをよく知る　　　　　　　　　　　　　　　　　      　○不安や不満をはき出させる
　○成果承認・行為承認・存在承認　　　　　　       　　　○共感伝達スキル
　○アイ・メッセージ　　　　　　　　　　　　　　　　　 　   ○5段階のフィードバック
　○三流組織は上シャワー、一流組織は横シャワー   　○ナラティブ・ストラクチャー
■人としての魅力を磨く
■エピローグ
◇特典映像　ポイントのまとめ

(2014)
47分

中堅社員・
リーダー

H0528
｢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

【Part１】新入社員の育った背景・特徴を知る
新入社員を指導していくためには、新入社員のことを理解する必要があるでしょう。
Part１では、いまどきの新入社員の考え方や価値観がどのように形成されたのか、その背景を解説
しています。また、新入社員の特徴をドラマで再現しています。

 【Part２】モチベーションを高める叱り方・教え方
新入社員は仕事の経験がないため、仕事がうまくいくことのほうが少ないものです。だからこそ、上
司・先輩の手助けが必要になります。
Part２では、新入社員に仕事の問題点を気づかせ、改善と行動に移すための指導方法のポイントを
ドラマで解説しています。

 【Part３】成長を促す4つのポイント
指導員は、新入社員の育成をしながら自らも成果を出し続けなければなりません。そのため、1人の
新入社員を1人の指導員で教育していくには限界があります。また、心が折れやすい特徴を持つ新
入社員を育てていくには、十分なケアをしていく必要があるでしょう。
Part３では新入社員をチームで育成するポイントを4つ紹介しています。指導員がチームに対してど
のように働きかけていくべきかをドラマを通じて学習します。

(2014)
47分

中堅社員・
リーダー

H0527
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

【PART１】：メンターの役割と心得
　　メンターとは？／メンターの役割／プラスのコミュニケーション
【PART２】：サポートの基本
　　ゴールをイメージさせる／新入社員の情報を収集する／価値観・タイプを知る／兆候を見る
【PART３】：実践サポート ＜悪い例／分析／良い例＞
　　「上司とうまくいかない」と相談された時／「仕事が自分に向いていない」と相談された時／
　　「誰も仕事を教えてくれない」と相談された時
【PART４】：（監修者解説）あなたもメンターになれる

［ワンポイントレッスン］
（1）メンターの基本姿勢   （2）共感のスキル   （3）アクティブリスニング・パッシブリスニング

(2018)
58分

中堅社員・
リーダー

H0526
できる社員の仕事術
   事例でわかる「問題解決力の高め方」

［問題解決の考え方と基本スキル］
問題解決をするには、基本の手順やスキルを知っておくと、効率よく、確実に実行することができま
す。問題解決に取り組むための考え方をしっかりと理解するとともに、具体的な手順やスキルを事例
を通して学ぶことができます。

（1）問題発生        （2）問題をはっきりさせる
（3）問題の原因をみつける     （4）最良の解決策を決めて実行する

［問題解決ケーススタディ］
問題が発生すると、その原因を何となく想定して対策を打ってしまいがちですが、先走りして間違っ
た原因を想定してしまうと対策も間違うことになり、さらに問題を混乱させることになりかねません。
問題を「回復問題」と「向上問題」に分け、問題解決の進め方をさらに実践的に学んでいきます。

(2003)
48分

中堅社員・
リーダー

H0525 問題解決のための「思考と技術」

ビジネスの現場ですぐに使える実践的方法論として、問題解決のための２つの思考と２つの技術、
そしてそれらを総合した１つのプロセスを具体的事例で解説します。経営者から一般社員まで、論理
思考と問題解決力を身につけるための社内研修ツールとしても最適です。

＜第１巻＞　思考編（ゼロベース思考／仮説思考）
●ゼロベース思考
既成概念を打破する／自分の狭い枠の中で否定に走らない／顧客にとっての価値を考える
●仮説思考
アクションに結びつく結論を常に持つ／結論に導く背後の理由やメカニズムを考える／
「ベスト」を考えるより「ベター」を実行する

＜第２巻＞　技術編〈MECE〉〈ロジックツリー〉
●MECE
「モレ」によって的を外していないか？／「ダブリ」によって効率を阻害していないか？／
MECEでとらえ、最後に優先順位をつけているか？／3Cのフレームワーク
●ロジックツリー
ロジックツリーで原因を追及する／ロジックツリーで解決策を具体化する／ロジックツリーを作る

＜第３巻＞　プロセス編〈ソリューション・システム〉
●課題の設定
主要課題の設定―「何か」と比較する／個別課題の設定―背後のメカニズムを考察する
●解決策の仮説
個別解決策はコントロール可能か／総合解決策は全体の資源配分を考えているか
●解決策の検証・評価
個別解決策の検証／総合解決策の評価／〈ソリューション・システム〉シート

(2002)
65分

中堅社員・
リーダー

H0503 コーチング・スキル実践講座（１）傾聴のスキル

コーチングで特によく使われる＜傾聴・承認・質問＞のスキルを練習するための教材です。
PHPコーチングの講師が、スキル実践の考え方・進め方をわかりやすく解説しながら、EXERCISEへ
と導いていきます。
コーチングの学びをさらに効果的・実践的にするための教材としてご活用ください。
　●コーチングとスキル（解説）　●傾聴の基本（解説）　●受容と共感の姿勢
　●キーワードの繰り返しと要約・確認　●ケーススタディ　●こんな時どうする？

(2007)
33分

中堅社員・
リーダー

H0504 コーチング・スキル実践講座（２）承認のスキル
　●承認の基本（解説）　●存在承認　●結果承認　●事実承認
●承認の伝え方  ●ケーススタディ　●こんな時どうする？

(2007)
28分

中堅社員・
リーダー

H0505 コーチング・スキル実践講座（３）質問のスキル
　●質問の基本（解説）　●拡大質問と限定質問　●肯定質問と否定質問
　●未来質問と過去質問　●質問の順序　●ケーススタディ　●こんな時どうする？

(2007)
43分
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中堅社員・
リーダー

H0502 コーチングに学ぶ人を育てる「ほめ方・叱り方」

コーチングの考え方をベースにした「ほめ方・叱り方」を身につけます。
「人間の個性を尊重し、伸ばしていく」といった視点に立ち、「なぜ、ほめるのか」「なぜ、叱るのか」と
いった本質論から、具体的なスキルまでわかりやすく解説しています。

Part1：ほめること、叱ることの意義
●「ほめる」は､「よいところを見て、心に留め、伝える」こと
●「ほめる」と「叱る」はアクセルとブレーキの役割で、どちらも大切　ほか

Part2：ほめ方・叱り方の基本
●ほめ活かし、ほめ育ての５か条  ●効果的な叱り方の５か条  ●バランスのとり方

Part3：ケーススタディ
７つのケースはそれぞれ問題提起 → THINKING TIME → 解説 →よい例とそのポイントで構成。
ケース1：営業成績のあがらない部下を叱る    ケース2：製造計画の連絡ミスを叱る
ケース3：先輩女性が後輩女性を叱る         ケース4：年上の部下を叱る
ケース5：ミスの多い部下への対応         ケース6：対応のよさで好評の部下をほめる
ケース7：部下のプレゼンテーションをほめる

Part4：ほめ言葉のフレーズ集
 知っていると便利なほめ言葉を「称賛してほめる」｢感想をのべてほめる｣「事実をほめる」の３パター
ンに分けて紹介。
 例）称賛：「いい仕事をしたねえ」       感想：「 君に頼んでよかったよ」

   事実：「誰が見てもこれは一級品だよ」等１５フレーズ収録

(2005)
60分

中堅社員・
リーダー

H0496
【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

従来型のマネジメントとコーチングとはどこが異なるのか、コーチングがなぜ必要なのかを紹介し、
その基本的な心得とポイントを解説します。

 （１）コーチングの定義   （２）コーチングの心構え　信、認、任   （３）コーチングの5つのポイント

(2014)
27分

中堅社員・
リーダー

H0497
【ケーススタディ】部下を伸ばすコーチング
（２）部下の問題解決を援助する

さまざまな問題を抱える部下をいかに指導していくか、具体的なケースを通して紹介。
コーチングの初歩的なスキルを身につけることができます。

（ケース1）ケアレスミスの多い部下の指導    （ケース2）苦手な部下とのつきあい方
（ケース3）難しい評定面談       （ケース4）部下の問題解決を援助する

(2014)
32分

中堅社員・
リーダー

H0498
【ケーススタディ】部下を伸ばすコーチング
（３）自ら伸びる部下に育てる

部下の仕事をレベルアップさせ、ワンランク上の仕事ができるように指導していくポイントを、ケース
を通して紹介。さらなるコーチングスキルのアップを促します。

（ケース1）プレイヤーからマネジャーへ （ケース2）自発性を引き出す工夫 （ケース3）エースを育てる

(2014)
32分

中堅社員・
リーダー

H0451
コーチングの神様直伝
  「実行力を高める前向き思考術」
【英語収録、日本語字幕】

～マーシャル・ゴールドスミス流　仕事と家庭で真の豊かさを手にする～
ゴールドスミス氏の世界的ベストセラー「Mojo(モジョ)」から仕事に意義を見出す鍵となる知恵を共有
いたします。モジョとは「今、自分がしていることに前向きな気持ちを持つこと」のこと。モジョを実現
するための4つの要素の解説をし、モジョを実現するための習慣を身につけていきます。

(2011)
140分

中堅社員・
リーダー

H0446 ～今日から使える～実践コーチングシリーズ

（１）新人／若手の能力を引き出せ！基礎編
　　　●新人／若手育成コーチングの3原則      　●コーチングスキル1　「聞く」、「質問する」
　　　●コーチングスキル2　「承認する」、「アドバイスする」
（２）新人／若手の能力を引き出せ！実践編
　　　●ステップ1　信頼感と安心感を築く         　●ステップ2　知識を伝え、考えさせる
　　　●ステップ3　やっているところを見させる  　●ステップ4 新人なりのやり方でやらせてみる
　　　●ステップ5　振り返る                          　●ステップ6　次の課題を発見する

(2005)
55分

中堅社員・
リーダー

H0444

ビジネス「人間力」シリーズ
～５年後のビジネスリーダー達へ～
（１）会社の真の目的とは
（２）変化対応と人材
（３）本当の目標とは

（１）「会社」について考える～会社の真の目的とは
　●人の幸せのために　●利益がなければ存続できない　●富は徳の結果である

（２）「会社」について考える～変化対応と人材
　●変化をチャンスと捉まえる　　●自律型人材が組織を救う

（３）「仕事」について考える～本当の目標とは
　●出題形式　●出題内容　●問題にチャレンジ　●解法のポイント　●学習アドバイス

(2004)
56分

中堅社員・
リーダー

H0445

ビジネス「人間力」シリーズ
～５年後のビジネスリーダー達へ～
（４）組織の中で自分を活かす
（５）仕事のできる人になる
（６）行動する力を支えるもの

（４）「人間関係」について考える～組織の中で自分を活かす
　●人は関係の中で成長する 　●EQと態度能力 　●相手を認め、思いやる

（５）「能力開発」について考える～仕事のできる人になる
　●ハイパフォーマーの条件 　●本気で思う、本気でやる

（６）「モチベーション」について考える～行動する力を支えるもの
　●主体的に取り組む 　●ビジョンが人を動かす

(2004)
80分

中堅社員・
リーダー

H0341 【ケースで学ぶ】こうすればやる気が生まれる！

全従業員必見！「やる気」ひとつで会社人生は大きく変わる！
「やる気」が生まれ、職場・組織が元気になるヒントをケーススタディーで６編展開！

＜第1巻＞やる気が生まれる処方箋１
　　●ケース1―ちょっとしたことでナーバスになり「やる気」を失ってしまう刈谷さんの場合
　　●ケース2―異動先で成果が出せないため「やる気」を失いつつある月島さんの場合
　　●ケース3―不慣れな仕事への再挑戦という課題に「やる気」を失っている重岡さんの場合
＜第2巻＞やる気が生まれる処方箋２
　　●ケース1―部下の指導法に問題があり職場の「やる気」に水をさしている郷田さんの場合
　　●ケース2―自分の適職感を把握していないため「やる気」を失っている金木さんの場合
　　●ケース3―職場環境の変化についていけず「やる気」を失いかけている大貫さんの場合

(2004)
45分

中堅社員・
リーダー

H0302 人と組織を成長させるメンタリング入門

人を育て、組織の活性化につながるメンタリングをケース別に解説。

＜第１巻＞メンタリングの基礎知識
　● なぜメンタリングが必要なのか　　　● メンタリングの目的
　● メンタリングが始まるとき　　　　　　 ● よいメンターになるためのポイント
＜第２巻＞実践！ケース別メンタリング
　● ケース別メンタリング１　：　初めて社会人になった新入社員
　● ケース別メンタリング２　：　仕事や組織に慣れたころの社員
　● ケース別メンタリング３　：　職業人として最初の岐路に立っている社員
　● ケース別メンタリング４　：　中途採用者
＜第３巻＞新社会人のあなたにメンタリングが役立つとき
　● メンタリングとは　    ● メンターが役立つとき     　● メンターを探そう

(2008)
60分

中堅社員・
リーダー

H0301 ビジネスコーチング入門

チームのポテンシャルを高めるコーチングを実践するためにはどうすればいいのか？
1：1から1：チームへの指導力強化のコツをプロが指南！

＜第１巻＞　ビジネスコーチングの基礎知識
　●ビジネスコーチングと4つの質問　●ビジネスコーチングの構造
　●ビジネスコーチングモデル1―価値観　●ビジネスコーチングモデル2―ミッション
　●ビジネスコーチングモデル3―ビジョン　●ビジネスコーチングモデル4―コミットメント
　●パーソナルコーチングによる信頼関係の構築　●思考の枠と人間理解
＜第２巻＞　ビジネスコーチングを実践する
　●自分を正当化する部下たち　●部下を理解し承認する　●価値観を共有する
　●組織の行動を加速させるアクションミーティング１
　●組織の行動を加速させるアクションミーティング２

(2006)
50分
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中堅社員・
リーダー

H0300 相手にわかりやすく「教える技術」

部下の能力を引き出すために欠かせない「教える技術」。
職場活性化のキーパーソンである全ての“上司”必見！

＜第１巻＞「教える」ために押さえておきたい基礎知識
●「教える」ための前提条件　  ●「教える」ためのプロセス　●「教える」ためのコミュニケーション

＜第２巻＞ケースで学ぶ「教える技術」
●ケース(1)「できない部下」にはこう対処する
●ケース(2)「ああ言えばこう言う部下」にはこう対処する
●ケース(3)「同行指導」にはこう対処する

(2004)
46分

中堅社員・
リーダー

H0299 成功するファシリテーション

その会議の進め方で大丈夫ですか！？会議進行、プロジェクト推進、組織変革に・・・
チームの知恵とやる気を引き出す最新手法！

＜第１巻＞　ファシリテーションの基本を知る
　●ケースドラマ「実りのない会議」        　●なぜ話し合いがうまくいかないのか？
　●ファシリテーションが協働を促進する          　●ファシリテーターの役割と4つのスキル
　●4つのスキル(1)場のデザインのスキル       　●成功例：メンバーの意識をひとつにまとめる

＜第２巻＞　ケースで学ぶファシリテーション
　●4つのスキル(2)対人関係のスキル      ●成功例：意見を引き出し活発な場をつくる
　●4つのスキル(3)構造化のスキル　      ●成功例：議論を整理して論点をかみ合わせる
　●4つのスキル(4)合意形成のスキル         　●成功例：対立から創造的な合意を生み出す

(2006)
40分

中堅社員・
リーダー

H0216 企業イメージを損なわないビジネスマナー

ベテランでも見直しておきたいマナーがあります。企業イメージを高め、顧客志向のビジネス人であ
り続けるために欠かせないビジネスマナーのエッセンスをベテラン層向けに解説します。

（１）ビジネスマナーの重要性を自覚する
　　●ビジネスマナーとベテラン社員            　　●社内でのマナー
　　●社会の変化とビジネスマナー              　　●企業イメージとビジネスマナー
（２）ビジネスマナーを再修得する
　　●これだけは押さえたいビジネスマナー
       （ 身だしなみ・あいさつ・電話応対・他社を訪問する時・パソコンマナー・言語、
         非言語のコミュニケーション  ）
　　●マナー実践者に求められる能力     　　●ベテラン社員は若手社員の手本

(2004)
46分

中堅社員・
リーダー

H0215 中堅社員実力養成シリーズ

（１）効果的な仕事の進め方
●中堅社員の立場と役割　    　●職場の人間関係と自己理解
●仕事の把握と見直し    　　 ●目標へのコミットメント

（２）コミュニケーション力を磨く
●心理的ニーズと実質的ニーズ　 ●コミュニケーションの基本原則　　●コミュニケーションガイド

（３）後輩指導のポイント
●先輩としての心構え  ●ケーススタディ：仕事を教える　●ケーススタディ：問題行動を改善する

（４）魅力あるリーダーの条件
●エンパワメント型リーダーとは　　●人を動かす　　●リーダーによるフィードバック

(2000)
80分

中堅社員・
リーダー

H0149
ビジネスコーチングで成果をあげる
　　コミュニケーションスキルアップ講座１

（１）成果を生み出す思考のしくみ
「人間」を理解するには、「無意識」に行われる思考の仕組みを理解することが必要です。
良い人間関係・コミュニケーションのために、人間の行動を支配する「思考」の特性を身につけます。

（２）共感の技術
「共感」を示すことで相手は「この人は自分を理解してくれている」と感じ、自己防衛を解きより深い話
ができるようになります。相手の感情を理解し、「共感」を示すための技術を身につけます。

（３）聴く技術
良いコミュニケーションのためには、相手の本音やその背景、言葉にできていないことを聞き取るこ
とが大切です。

（４）ほめる技術
「ほめる」とは、相手を「認めること」であり、「承認すること」です。自発的に行動しようという意欲を引
き出すための「ほめる技術」を身につけます。

(2009)
73分

中堅社員・
リーダー

H0150
ビジネスコーチングで成果をあげる
　　コミュニケーションスキルアップ講座２

（５）質問の技術
質問には相手の思考力を高め、新しいアイデアを出したり、気付きを促し、自発的は思考・行動を引
き出すという効果があります。相手の思考を深めるための「質問の技術」を身につけます。

（６）アドバイスの技術
的確なアドバイスは、若手がリーダーに望む大きなポイント。アドバイスする側が、それまでに積み
上げてきたナレッジ（知恵）を相手に上手に伝えるための「アドバイスの技術」を身につけます。

（７）しかる技術
人をしかることはとても難しいもの。上手にしかることができれば、それは成長へとつながります。相
手の反省を促し改善を図るための、ビジネスにおける正しい「しかる技術」を身につけます。

（８）フィードバックの技術
フィードバックとは、相手が認識していないが、周りの人は気づいている癖や行動を伝えること。相手
の成長を促し、阻害要因を取り除くために身につけるべき、「フィードバックの技術」を身につけます。

(2009)
61分

中堅社員・
リーダー

H0151
ビジネスコーチングで成果をあげる
　　コミュニケーションスキルアップ講座３

（９）やる気を高める技術
挑戦的だが達成可能な目標を設定し評価することで次の目標へのやる気を引き出すことができま
す。相手が自発的かつ積極的に行動するようになるための「やる気を高める技術」を身につけます。

（10）セルフコーチング
日々の仕事のなかで困難な状況に直面しても、リーダーとして状況に屈することなく最善の対応がと
れるように自分自身を導く「セルフコーチング」の技術を身につけます。

（11）チームコーチング～価値観を共有する～
メンバー個々人へのコーチングをさらに発展させて、チーム全体を活性化させるテクニック、チーム
の業績向上にむけた好循環を生み出すための「チームコーチング」の技術を身につけます。

（12）ファシリテーション
メンバーから積極的に情報を引き出し、会議の決定事項を、メンバーが自発的に取り組むように導
く、会議における「ファシリテーションの技術」を身につけます。

(2009)
87分

中堅社員・
リーダー

H0134
リーダーシップ強化コース
 （１）リーダーの特性とは何か？

●「自分を変える」という前向きな姿勢　　　　　　　　　●自分の言動がまわりに与える影響
●管理者ほど進んで挨拶することの大切さ　ほか

(1995)
30分

中堅社員・
リーダー

H0135
リーダーシップ強化コース
 （２）リーダーの機能とは何か？

●部下の仕事内容を積極的に知る姿勢 ●精神論だけでは解決しない
●あいまい・不明確な指示は無責任　ほか

(1995)
30分

中堅社員・
リーダー

H0136
リーダーシップ強化コース
 （３）リーダーの状況適合とは何か？

●改善意識と積極的行動力は管理者として当たり前    ●失敗して落ち込んでいてもしようがない
●変化への対応は職場全体の問題だ　ほか

(1995)
30分
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中ジャンル No. タイトル 内　　　　　　　容
（制作年）
収録時間

中堅社員・
リーダー

H0133 星野仙一ほめて、叱って、プロに育てる

●リーダーはどうあるべきか
自分が“これだ”と思ったことをせよ／ガキ大将たれ／言いにくいことこそガンガン言うべし／
情熱をもて　他

●リーダー心得集
ほめよ!それよりもっと叱れ!怒れ！／手加減すると後悔する／絶対にあきらめるな　他

●部下をどう育てるべきか
チャンスを与えよ／部下の心を見よ／イメージトレーニングをさせよ　他

●リーダーの条件
愛情・情熱こそリーダーの絶対条件／良い結果のみを考えよ／プロセスを大切にせよ／
決して妥協するな　他

(1998)
25分

中堅社員・
リーダー

H0129
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

新人を指導する上での基本的な心構えを紹介し、先輩・上司としての自覚を促します。
特に「信じて、認めて、任せてみる」ことの大切さを強く訴え、新人が潜在的にもっている可能性を引
き出すポイントを解説します。

(2001)
25分

中堅社員・
リーダー

H0130
先輩・上司のための
       「成果を生み出す新入社員」の育て方
 （２）新人の問題解決を支援する

新人指導に使えるコーチングの具体的なスキルを習得してもらいます。
そして先輩・上司として新人の目標達成と問題解決を支援しながら、自ら考え、行動し、成果を生み
出す人材に育てていくポイントを紹介します。

(2001)
25分

中堅社員・
リーダー

H0086
新“なぜ”から見直す仕事の基本
 （１）いま求められる役割と心構え

●なぜお客様が大事なのか ●なぜ組織が必要か ●なぜ役割が大切か
(1999)
30分

中堅社員・
リーダー

H0087
新“なぜ”から見直す仕事の基本
 （２）いま求められる仕事の取り組み方

●なぜプロ意識が大切か ●なぜ段取りが大切か ●なぜコスト意識が大切か
(1999)
30分

中堅社員・
リーダー

H0088
新“なぜ”から見直す仕事の基本
 （３）いま求められるコミュニケーション

●なぜ気くばりが大切か ●なぜ報連相が大切か ●なぜ会議・ミーティングが必要か
(1999)
30分

中堅社員・
リーダー

H0065 コーチング・スキル実践講座傾聴・承認・質問

【コーチングとスキル】

【傾聴のスキル】
　・傾聴の基本　・受容と共感の姿勢　　・キーワードの繰り返しと要約、確認
　・ケーススタディ　こんな時どうする？

【承認のスキル】
　・承認の基本　・存在承認　・結果承認　・事実承認　・承認の伝え方
　・ケーススタディ　こんな時どうする？

【質問のスキル】
　・質問の基本　・拡大質問と限定質問
　・肯定質問と否定質問　・未来質問と過去質問　・質問の順序
　・ケーススタディ　こんな時どうする？

(2007)
106分

中堅社員・
リーダー

H0047 部下の実力を高める実践OJT

部下指導を担当するリーダー・管理者に、部下の仕事のプロセスの中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していただく教材です。
結果に偏重しながちな風潮の中で、「プロセス重視のＯＪＴ」は部下の実力を大いに高め、強い組織
をつくることができる頼もしい手法です。

　（１）プロセス重視のＯＪＴ
　（２）仕事の意味を教える
　（３）ＯＪＴ実践のポイント
　（４）報・連・相で効果的なＯＪＴ
　（５）監修者からのメッセージ

(2009)
55分
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■階層別・能力開発　（経営者・幹部・管理職） ※ピンク網掛けは2020年新着タイトル

中ジャンル No. タイトル 内　　　　　　　容
（制作年）
収録時間

経営者・幹部・
管理職

H0606
フィードバック入門

  ～部下を立て直し成長を促す技術～

【PART1】部下を成長させる基礎理論
時代背景や企業の現状などの分析から、部下が育ちにくくなっている原因を明らかにし、部下が育
つために欠かすことができない「経験学習サイクル」の理論を学びます。

【PART2】部下の成長のカギを握るフィードバック
フィードバックの基本ステップと、そのポイントをわかりやすく解説しています。また、ケースドラマで
フィードバック全体の流れを理解することができます。

【PART3】 フィードバックケーススタディ
フィードバックの事例を部下のタイプ別に6ケース収録。良い例・悪い例を見ながら、どういうポイント
に気をつければいいのかを学びます。

 ［収録ケース］
 （1）すぐに他人を批判する部下
 （2）責任逃れをする部下
 （3）話を聞き入れない部下
 （4）リアクションがない部下
 （5）過去を捨てられない年上部下
 （6）チャレンジをしない部下

(2017)
120分

経営者・幹部・
管理職

H0684
ケースで学ぶ　実践！フィードバック

 あなたは部下の成長を支援できているか？

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ます。
「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です。

今は部下育成が難しい時代だといわれています。性別・雇用形態・年齢と実にさまざまな部下が職
場にいて、一人ひとりにあった育成方法を上司は選択しなければならないからです。また、実務に追
われて部下育成どころではないという上司も少なくないでしょう。
しかし、部下の成長なくして会社の成長はありません。どれだけ忙しくても、一人ひとりの部下としっ
かりと向き合い、成長のための対話をしていかなければならないのです。そこで欠かせないのが
フィードバックです。

本DVDでは、ケースからフィードバックの方法を実践的に学ぶことができます。部下たちの成長を支
援し、成果を出し続けられるチームづくりのためにぜひご活用ください。

【PART1】フィードバックの基本

【PART2】評価面談でのフィードバック
（ケース1）［評価面談］「納得いかない」と反論された
（ケース2）［評価面談］指摘したらすねてしまった
（解説）評価面談のポイント

【PART3】 日常のフィードバック
（ケース3）モチベーションが低い年上部下
（ケース4）「お友だち感覚」の部下
（ケース5）うまく変われない部下
（解説）日常のフィードバックのポイント

（解説）フィードバックを成功させるために

(2017)
86分

経営者・幹部・
管理職

H0681 目標管理　実践のポイント（１）目標設定

“人”は、自分が設定し、あるいは引き受け、納得した目標については、主体的に取り組んでいくもの
です。そういった人間が持っている行動意欲に信頼をおいて、目標達成とそのための能力開発を実
現しようというのが、「目標による管理」の基本的な考え方です。

この講座では、目標による管理を3つのプロセスに分け、それを実践していくために必要な、基本的
な考え方と進め方、マネジメントのポイントを解説します。

●目標による管理とは
●目標設定のための3つのステップ
●ブレークダウンとは
●目標ブレークダウンのながれ
●ブレークダウンによる目標設定のながれ
●ブレークダウンでの目標・方針の確認
●マネジャー自身の目標と方針の確立
●メンバーへの目標のブレークダウン　　(1)目標についてメンバーと話し合う
●メンバーへの目標のブレークダウン　　(2)達成への方策・手段を確立させる
●メンバーへの目標のブレークダウン　　(3)目標をメンバーに納得させる
●メンバーの状況や能力を把握する
●目標達成への具体策の確認
●まとめ

(2019)
25分

経営者・幹部・
管理職

H0682 目標管理　実践のポイント（２）達成へのプロセス管理

●達成へのプロセス管理とは
●プロセス管理の留意点
●プロセス管理の進め方
●達成過程の進捗管理　～進度管理の進め方
●達成過程の進捗管理　～常に部下の仕事の状況を把握しておく
●達成過程の進度管理　～部下から常に連絡や報告を受ける
●報連相のためのポイント
●コミュニケーションの留意点と指導のポイント
●達成過程の進捗管理　～結果管理ではなくプロセス管理を行う
●達成過程における問題解決　～問題解決とは
●問題解決のポイント　　(1)定例ミーティングは問題解決の場にする
●問題解決のポイント　　(2)問題を先取りする
●メンバーの自己統制を支援する

(2019)
31分

経営者・幹部・
管理職

H0683 目標管理　実践のポイント（３）成果の評価

●成果の評定とは
●成果の評定の進め方　　(1)成果を評価する
●成果の評定の進め方　　(2)面談の流れ
●評価面談の留意点
●成果の評定の留意点
●中間面談と目標の修正　～中間面談とは
●中間面談と目標の修正　～目標の修正

(2019)
18分
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中ジャンル No. タイトル 内　　　　　　　容
（制作年）
収録時間

経営者・幹部・
管理職

H0622
やる気を引き出し、
成果を上げる組織作りのための人的資源管理
（１）人的資源管理と相互充足性原理

人的資源管理に期待されていることは何か、また人的資源管理を考える上で前提となるいくつかの
考え方を紹介します。
また、経営戦略と人的資源管理の関係、そこで管理すべき人的資源要因について解説します。

●人的資源管理とは
１．人的資源管理とは何か　　　　　　　　　　　　　 ２．人的資源管理に期待されていること
３．意識化の重要性と効果性　　　　　　　　　　　　４．人的資源管理の３つの視点

●相互充足性原理
１．人的資源とビジネスモデルの相互充足性     ２．組織の存続と成長を可能にするもの
３．人的資源にかかわる３つの要因         ４．モチベーション要因の検討項目
５．能力（コンピテンシー）要因の検討項目         ６．社会的文脈（状況）要因の検討項目

(2018)
48分

経営者・幹部・
管理職

H0623
やる気を引き出し、
成果を上げる組織作りのための人的資源管理
（２）人的資源管理の注意点

組織と人的資源管理との関係、そして管理者としてチームや部下のマネジメントにおいて注意すべ
きポイントについて解説します。

●人的資源管理の注意点
１．「相互充足性原理」に適合させた人的資源管理    ２．Bad Apple現象
３．職場におけるBad Apple現象の影響           ４．人的資源管理の２つの基本方略
５．チーム力の促進と個人能力の育成        ６．役割の再定義を促進する
７．目標管理と連動した役割の再定義        ８．管理者による役割の再定義
９．部下（メンバー）による役割の再定義
１０．人事・教育部などの部署による役割の再定義

(2018)
37分

経営者・幹部・
管理職

H0624
やる気を引き出し、
成果を上げる組織作りのための人的資源管理
（３）モチベーション開発

人的資源管理という側面からみたモチベーションの重要性と、日常の業務プロセスのなかでの捉え
方を紹介します。

●モチベーション開発
１．モチベーションの３要素         ２．モチベーションの基礎となる心理メカニズム
３．モチベーション・マネジメントの留意点     ４．モチベーションを高める”働きかけ”の注意点
５．「着手」段階における意識化方略        ６．「遂行途上」段階における意識化方略
７．「完了・結果」段階における意識化方略

(2018)
30分

経営者・幹部・
管理職

H0625
やる気を引き出し、
成果を上げる組織作りのための人的資源管理
（４）能力開発

職場での部下の能力開発を効果的なものにしていくために理解しておきたい、ヒトの学びに関する
基礎知識と学習を活性化するための原則を紹介します。

●能力開発
１．業績直結行動能力：コンピテンシーについて   ２．コンピテンシーは学習できる
３．自分自身の経験による学習       ４．他社経験の取り入れによる学習
５．コンピテンシー学習      ６．キャリア開発とコンピテンシー学習
７．セルフマネジメントによる学習          ８．知識とは
９．スキルとは         １０．他律的学習と自律的学習
１１．学習目標の設定とプランニング       １２．学習とモチベーション

(2018)
51分

経営者・幹部・
管理職

H0618
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

真にリーダーシップを発揮する管理者とは！

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です。
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ます。
「職場がギスギスしている」「部下にやる気が見られない」など、管理者の存在がますます重要となっ
ている今、多忙ななかでも決して忘れてはならない管理者の役割を改めて考えるための教材として、
ぜひご活用ください。

◇オープニング（管理者の役割とは）
◇Part１：【ドラマ】管理者としての役割を考える
◇Part２：管理者の役割とは何か
・管理者に求められる3つの役割  ・成果を考える3つの指標
・松下幸之助講話「利益とは」

(2015)
29分

経営者・幹部・
管理職

H0619
管理者のための＜マネジメント革新＞シリーズ
（２）強いチームをどう作るのか

◇オープニング（マネジメントとリーダーシップのちがい）
◇Part１：【ドラマ】強いチームをつくるために（中江係長の事例）
◇Part２：衆知を集めた強いチームづくり
・強いチームとは何か  ・なぜ衆知が必要なのか
・松下幸之助講話「部下の提案を喜ぶ」

(2015)
26分

経営者・幹部・
管理職

H0620
管理者のための＜マネジメント革新＞シリーズ
（３）人を育て伸ばすための基本

◇オープニング（メンバーの成長の総和がチーム全体の成長である）
◇Part１：【ドラマ】部下指導の基本とは
◇Part２：部下のやる気を引き出すために
・人間は誰もが無限の可能性をもっている  ・効果的な部下指導のポイント
・松下幸之助講話「熱意が大切」

(2015)
22分

経営者・幹部・
管理職

H0621
管理者のための＜マネジメント革新＞シリーズ
（４）管理者に求められる自己革新とは

◇オープニング（職場はあなたの姿を映し出す鏡である）
◇Part１：組織の変革はリーダーの自己革新から
・松下幸之助講話「素直な心」
◇Part２：人間力を磨くために
・松下幸之助講話「自己観照」   ・人間力を磨く4つの視点
◇Part３：感謝の心をもって生きる
・松下幸之助講話「感謝の心をもって」
◇日に新たであり続けるための心得十カ条

(2015)
28分

経営者・幹部・
管理職

H0499
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

MBOの目的は、目標を管理することではなく、目標をツールに部下をマネジメントすることです。
目標管理の本来の意義と目的を再確認したうえで、目標設定のポイントと、そこで使えるコーチン
グ・スキルを紹介します。

（PART1）コーチングを活かした目標管理
（PART2）目標設定におけるGROWモデル
（PART3）コーチングのスキル

(2014)
40分

経営者・幹部・
管理職

H0500
目標管理のためのコーチング
（２）目標達成のための中間フォロー

部下の目標達成意欲を継続させ、問題解決を支援するにはどうすればよいのでしょうか。
期中における部下のフォロー、マネジメントのポイントを、コーチング手法を通して解説します。

（PART1）中間フォローにおけるGROWモデル
（PART2）開発レベルに応じたかかわり方
（PART3）部下の行動傾向＆対人関係 スタイルに応じた指導

(2014)
42分

経営者・幹部・
管理職

H0501
目標管理のためのコーチング
（３）評定面談とビジョン・コーチング

MBOにおいては、評価結果を部下の能力開発に生かすことが重要です。
評定面談におけるコーチングのポイントを解説します。
また、部下のさらなる成長を促すビジョン・コーチングについても紹介します。

（PART1）評定面談におけるポイント
（PART2）ビジョン・コーチングとセルフ・コーチング

(2014)
36分
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中ジャンル No. タイトル 内　　　　　　　容
（制作年）
収録時間

経営者・幹部・
管理職

J0001 実践！高収益ビジネスの作り方（全３巻）

「価値づくりモデル」「ニーズマネジメントシステム」など、高収益を目指すための新しいマネジメントの
スタイルを学ぶ全３巻。

＜第1巻＞高収益ビジネスの形を掴む！
(1)儲かるビジネスの形を考える：　高収益をあげているビジネスモデルを考えていきます。
(2)ビジネスのギャップを見つける：　高収益を生み出しているビジネスには「ギャップ」が存在します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この「ギャップ」の見つけ方をより詳しく見ていきます。
(3)価値づくりモデルを設計する：
　　　高収益を生み出すビジネスモデル「価値づくりモデル」の設計を学習します。

＜第2巻＞顧客ニーズを逃さない！
(4)顧客ニーズの本質を理解する：
　　　顧客ニーズをとらえて高収益に結びつけるために、顧客ニーズの本質を理解していきます。
(5)顧客ニーズをマネジメントする：ニーズマネジメントシステムの全体像について学習していきます。
(6)顧客ニーズを集積し活用する

＜第3巻＞ＰＤＣＡだけが仕組みではない！
(7)仕組み作り５つのポイントを理解する：
　　　高収益を生み出すための仕組みづくり５つのポイントを学習していきます。
(8)仕組みを連鎖させる：仕組みの連鎖についてさらに詳しく学習してきます。
(9)カウンセリングペットショップの仕組みづくり：
　　　実際に高収益をあげている実例を通して仕組み作りの理解を深めていきます。

(2012)
300分

経営者・幹部・
管理職

H0457
チームで進める顧客価値創造の実現
（１）顧客とは何か　価値とは何か
～時代は「モノ」から「コト」へ～

サービス経済社会において、お客さまにとっての価値は「モノ」から「コト」へとシフトしています。
 「まず顧客ニーズありき」という考え方を転換させ、お客様と共に価値を創造していくプロセスの重要
性を理解します。

(2001)
21分

経営者・幹部・
管理職

H0458
チームで進める顧客価値創造の実現
（２）顧客の理解と市場の創造
～顧客と共に価値を創りだすために～

お客様のニーズが不確かな時代。
お客様を深く知り、理解するためにお客様とどのように対話をすすめ、お客様の情報をどう共有して
いくかを考えます。
[事例企業]横浜トヨペット㈱戸塚店、富士ゼロックス㈱

(2001)
29分

経営者・幹部・
管理職

H0459
チームで進める顧客価値創造の実現
（３）顧客との相互進化
～顧客価値を創造するプロセスをどう展開するか～

顧客価値はお客様との対話を通じて共に学習しながら創り出すものです。
プロセスを加速化しスパイラルに展開していくために、第一線の現場で 何をしていくかを考えます。
[事例企業] ㈱コスモスライフ、㈱資生堂

(2001)
30分

経営者・幹部・
管理職

H0460
チームで進める顧客価値創造の実現
（４）求められる能力とは何か
～顧客価値を創造するための４つの能力～

お客様との対話の中から、顧客価値を創造していくために、お客様と接する現場の人にどのような
能力が求められているのか、どのような場面で発揮していくかを見ていきます。

(2001)
13分

経営者・幹部・
管理職

H0455

ビジネスプロセスの管理スキルを学ぶ
「プロジェクト・マネジメント　入門編」
（Introduction）　プロジェクトマネジメントとは
（１）問題把握
（２）立ち上げ

（Introduction)プロジェクト・マネジメントとは
　●プロジェクトとは   　●プロジェクト・マネジメントの必要性 　●プロジェクト・マネジメントとは

（１）問題把握
　●背景・経緯を把握する　●現在の状況を把握する　●現在の問題点を把握する

（２）立ち上げ（要件定義）
　●具体的な目標の設定　●導入効果の予測　●必要な資源の算出
　●プロジェクト・ファイルにまとめる

(2009)
41分

経営者・幹部・
管理職

H0456

ビジネスプロセスの管理スキルを学ぶ
「プロジェクト・マネジメント　入門編」
（３）計画
（４）実行・管理
（５）終結

（３）計画（基本計画の策定）
　●タスクの洗い出し　●タスクの階層化　●スケジュールへの落とし込み
　●役割分担と所要時間の見積り 　●成果物の定義

（４）.実行・管理（開始／進捗確認／計画修正／テスト）
　●進捗の管理 　●問題発生時の対応　●運用テストの実施　●運用準備

（５）終結（導入／効果算定／今後の改善策）
　●最終成果物の導入 　●効果算定　●今後の改善策の明文化

(2009)
49分

経営者・幹部・
管理職

H0454 ＩＴ化時代の新しいマネジメント（全５巻）

（１）ＩＴ化時代の経営改革アプローチ
　●経営改革のアプローチ　　　●リ・オリエンテーション　　　●意思決定から意味生成へ
　●調査分析から探索学習へ　●コンセンサスからアコモデーションへ
（２）人を動かすマネジメントのコツ
　●マネージャーズ・タスク　　　●ビジョンをつくる素質　　　　●マネジャーの5W1H
　●合理、合気、合意　　　　　　●意味づけの力
（３）仕事を動かすマネジメント術
　●商品をどう意味づけるか～商品コンセプトの力～　　　　　　●意味づけで商品開発が変わる
　●会議のマネジメント　　　　　●問題解決シンドローム　　　　●"まず"のマネジメント
（４）情報社会のリテラシー
　●リテラシーの変容　　　　　 ●リテラシーの深化             　●リテラシーの拡張
　●リテラシーの多様化～メディア操作スキル　   ●リテラシーの多様化～メディアリテラシー
　●リテラシーの多様化～情報リテラシー
（５）ＩＴ化時代の世代論
　●時代の構図をとらえる眼　●現代社会をDIMEの構図でとらえる
　●世代雑居時代のコミュニケーション

(2001)
91分

経営者・幹部・
管理職

H0452

リーダーシップと組織マネジメントコース
（１）リーダーシップとチームマネジメント
（２）ビジョンメイキングとタスクの見極め
（３）チームビルディング

（１）社会情勢の変化、技術革新、就労形態の多様化など、チームをとりまく環境は様々に変化し、メ
ンバーの多様化も進んでいます。チームマネジメントの難易度が高まる新たなビジネス環境下にお
いて、リーダーに求められている役割とは何か、基本的な考え方を学びます。

（２）解決すべき課題が不明確になっている今、チームが何に取り組むのか、成すべきこと(WHAT)を
見極める事は、ビジネスの現場を最もよく知るリーダーの重要な役割です。ここでは、ビジョン構築と
タスクの見極めについて学びます。

（３）良いコミュニケーションのためには、相手の本音やその背景、言葉にできていないことを聞き取
ること「チーム」とは単なる人の集まりのことではなく、複数の人が「共通の目的や目標」の実現に向
かって「協力」する状態にあること。リーダーとして、チームを作り、チーム全体の力を高めるために
どのような働きかけをしていけばよいのかを学びます。

(2009)
56分

経営者・幹部・
管理職

H0453
リーダーシップと組織マネジメントコース
（４）モチベーション・マネジメント
（５）コンピテンシー・マネジメント

（４）メンバーひとり一人のモチベーションをどう引き出すかは、リーダーにとって重要なテーマ。リー
ダーが適切にチームの課題や目標を設定しても、メンバーが「その気」にならなければ成果は得られ
ません。ここでは、メンバーの"やる気"を高めるポイントを学びます。

（５）メンバーの育成とは「成果につながる"行動能力"」つまりコンピテンシー獲得を支援すること。
チームに必要なコンピテンシーを把握し、マネジメントし、実務を通じてメンバーに学習させて行くた
めの働きかけとは何かを学びます。

(2009)
41分

経営者・幹部・
管理職

H0450
エグゼクティブコーチングセミナー
【英語収録、日本語字幕】（２枚組）

エグゼクティブコーチングの第一人者であるマーシャル・ゴールドスミス氏のなかなか見ることができ
ないセミナーの様子をDVDに収めました。世界の数多くのエグゼクティブをコーチしてきたトップコー
チがユーモアたっぷりの語り口で貴重な体験談、最新のコーチングの手法を説明します。部下指導
にお悩みの方、成果の出るチームをすぐに作りたいとお考えのリーダーの方必見です。

　●「何をやめるか」の大切さ　　　　　　　●成功したリーダーが陥りがちな「行動」と「思いこみ」
　●フィードフォワードの方法と効果　　 　●「フォローアップ」の重要性
　●「謝罪すること」の重要性              　●「ありがとうと言うこと」の重要性
　●成功したトップエグゼクティブ達からのアドバイス

(2008)
260分
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経営者・幹部・
管理職

H0449
ドラッカー流リーダーシップの身につけ方
【英語収録、日本語字幕】

～ピーター・ドラッカー財団役員マーシャル・ゴールドスミス直伝～
ドラッカーの書籍が巷にあふれている中、なぜ今、マーシャルがドラッカーをテーマにしたセミナーを
開催するに至ったのか？真意は、【ドラッカーの教えを現場で実行】することにあります。
次の４つの職場で実践する方法を習得していきます。

　●知的労働者(ナレッジワーカー)をうまくリードしていく方法
　●「ドラッカーの5つの質問」でリーダーシップを強化する方法
　●MBO(目標による管理)においてコーチングをうまく活用する方法
　●権威を使わずに影響力を与える方法 商品構成

(2011)
140分

経営者・幹部・
管理職

H0448
ビデオセミナーシリーズ
「OJTの“いま”そして“これから”」
   （講師：北村　士朗）

熊本大学大学院准教授 北村士朗氏によるご講演を収録・編集したビデオセミナー。
今求められる自律型人材を育成するために企業がすべきこととは何か、注目を集める「ワークプレイ
スラーニング」と「OJT」の考え方を中心とした“実践的”な新人育成方法について解説しています。

　●Prologue 　ＯＪ“？”
　●ＰＡＲＴ1　仕事を通じた学び        　●ＰＡＲＴ2　「新人研修」を考える
　●Epilogue これからの人材育成担当者（部門）

(2007)
87分

経営者・幹部・
管理職

H0447
ビデオセミナーシリーズ
「キャリアとモティべーション論の新動向」
   （講師：金井　壽宏）

神戸大学大学院教授 金井壽宏氏のご講演を収録・編集したビデオセミナー。
企業のコアコンピタンスを強化するためには、自ら学び強い主体性を持って仕事に取り組んでいく自
律型人材の育成が必要です。
今求められる自律型人材育成のカギである「キャリア」と「モティベーション」に関して、なぜ今重要さ
を増しているのか、今新たに提唱されている考え方とは何かについて解説しています。

　●キーワードは“やる気”の自己調節    　●キャリアとモティベーションを結び付けるきっかけ
　●自分で育った“右腕”　●モティベーション論の現状　●モティベーションとキャリアの時間軸
　●モティベーション論に影響を与えた研究   　●セオリーにもバラエティーを
　●「人材開発部門の果たすべき役割とは」　　他

(2007)
75分

経営者・幹部・
管理職

H0350
上司学流「怒らない技術」
（１）【理論編】怒りの正体

リーダーズアカデミー代表の嶋津良智氏が経営者や管理職向けに、感情の中でも特にマイナスな結
果を引き起こす原因となる「怒り」に正しく対処することで、よりよい人間関係を作りあげ、会社の業
績をアップさせる究極の技術を解説します。

“怒り”の種類や発生の仕組み、マイナス要因などを詳解。
“怒り”と上手く付き合うために必要な基礎知識が身に付く！

●人はなぜ怒るのか？　●怒ってはダメなのか？  ●「怒り」が問題になる４つの時
●「怒り」の性質　　　　　 ●「怒り」の重い対価（失うもの）　ほか

(2012)
54分

経営者・幹部・
管理職

H0351
上司学流「怒らない技術」
（２）【対処編】怒った時の対処法

怒った時の適切な“９つの対処法”を伝授。
いかなる場合でも通じる“怒り”をプラスに変えるノウハウが身に付く！

●魔法の呪文を持つ（コーピングマントラ） ●尊敬する人物を演じる（プレイロール）
●メンターを持つ（キープメンター） ●思考を止める（ストップシンキング）
●「怒り」の第一感情を探す（ファーストファクター）　ほか

(2012)
54分

経営者・幹部・
管理職

H0352
上司学流「怒らない技術」
（３）【体質改善編】怒らないための地頭づくり

“怒らない”ための体質改善法を解説。
自らの思考法を変えることで“怒らない技術”の本質が身に付く！

●“怒らない技術”の「本質」　 ●怒らないと決める（アクトカーム）
●「怒らない技術」によくある質問　 ●上手な「怒り」の伝え方
●コミュニケーションが変わる３つの捨てるべきもの　ほか

(2012)
83分

経営者・幹部・
管理職

H0346 上司学　（１）上司の人間学　＜ＣＤ：音声のみ＞

「上司としてどうあるべきか」というものの見方・考え方を学び、人間力を極める。

【第１章】思考（部下に考えさせる）
　　　●部下の相談に乗ってはいけない　●やってはいけない２つのこと
　　　●「考える」を真剣に促す時のとっておきのスキル
【第２章】体験（部下に体験をさせる）
　　　●仕事を任せられない人の本当の理由　●仕事を任せた不安の解消法
　　　●部下育成は待たされることの連続だ！
【第３章】行動・徹底（部下に行動をさせ、徹底させる）
　　　●魔法の行動管理ツール「Ｚ型フォーマット」　　●行動力を上げる“仕組化”
　　　●どんな部下でも成果が上がる「細分化反復法」
【第４章】傾聴（部下に話をさせる）
　　　●パッシブリスニングとアクティブリスニング　　●傾聴するときやってはいけないこと
【第５章】フォロー
　　　●上司学流６つのフォロー

(2010)
68分

経営者・幹部・
管理職

H0347 上司学　（２）上司の関係学　＜ＣＤ：音声のみ＞

コミュニケーション上のスキル・テクニックを学び、部下との関係を強める。

【第１章】問題解決の原理原則
　　　●問題所有の原則　　　　●上司学流　問題解決のための９つのコーチングポイント
　　　●ネガティブアプローチからポジティブアプローチへの転換
【第２章】やる気をアップさせる仕事の与え方
　　　●人それぞれやる気の出る仕事の与え方が違う　●仕事の与え方の４つのポイント
　　　●３つのレベルで仕事を与える　　　●仕事を与える５つのチェックポイント、ＱＱＣＤＲ
　　　●頑張っているのに成果が上がらない部下の対処法　　　●限界マネジメント
【第３章】
　　　●コミュニケーションギャップを解消する　●コミュニケーションギャップを埋めるチェックポイント
　　　●一人の部下でも本気でかかわれ
【第４章】
　　　●ほめる側とほめられる側の思わぬギャップ　　　●ほめると叱るはバランスシート
　　　●効果的なほめ方・叱り方の３要素　　　　　●しかるときに絶対にやってはいけないこと

(2010)
62分

経営者・幹部・
管理職

H0348 上司学　（３）上司の組織学　＜ＣＤ：音声のみ＞

組織の力を最大限に引き出すマネジメントを学び、組織の行動を成果に結びつける。

【第１章】一貫性のある組織作り
　　●会社は５つの要素で成り立っている　●理想と現実のギャップは埋めることが戦略決定のカギ
　　●意志決定の平準化を図る　　　　　●理想を浸透させる４つのステップ
【第２章】すべては採用で決まる
　　●必要な人材を採用する４ステップ　　　●１教科90点の人間を採用する
　　●いい人材を採用するためのとっておきのスキル
【第３章】教育はOn　Ｇｏｉｎｇ（継続する）もの
　　●なぜ、お金を使い、時間を使った教育が根付かないのか？
　　●上司が変わることで会社は変わる　　　　●教育を根付かせるためのポイントは集中と継続
【第４章】組織力を発揮するために押させておくべきこと
　　●人はなぜ動くのか？　●生産性（効率）をあげる単純な仕組み
　　●定期的に仕事の仕分けを行う　●組織の成功パターンを導き出す
　　●成功・失敗事例共有のためのとっておきのスキル　　　●しない勇気、すてる勇気

(2010)
73分

経営者・幹部・
管理職

H0349 上司学　（４）「上司学」で業績アップ！

2010年2月22日開催「日経トップリーダー」プラチナ実務セミナーを完全収録。
【講師：嶋津良智氏　プロフィール】
1965年東京生まれ。大学卒業後、ＩＴ系ベンチャー企業に入社。その後28歳で独立、代表取締役社
長に就任。翌年縁あって知り合った２人の経営者と情報通信機器販売の新会社を設立。その３年
後、出資会社３社を吸収合併、６年目に株式会社上場を果たす。そして2005年、株式会社リーダー
ズアカデミーを設立。現在シンガポールを拠点に経営指導や研修事業に携わる。

(2010)
16分
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経営者・幹部・
管理職

H0345
忍（がまん）の経営
　　～エフピコはなぜ不況でも成長できるのか？～

日本企業は今、かつてない厳しい経営環境下に置かれています。企業業績の悪化に苦しむ経営者
は多く、景気の先行きも相変わらず不透明なままです。
そうした中、食品トレー最大手のエフピコは、リーマン・ショックや東日本大震災以降の景気低迷をも
のともせず、過去最高益を記録するなど、好業績を収め続けています。なぜ、エフピコは不況でも成
長できるのか。はたまた度重なる倒産の危機を、いかに乗り越えてきたのか。その礎は、創業者で
ある小松安弘会長が掲げる「忍」の経営にあります。小松会長や後継者である佐藤守正社長へのイ
ンタビュー、社員や取引先など、多面的な現場取材を通じ、営業/製品開発/リサイクル/物流など、
さまざまな角度からエフピコの強さを徹底検証します。

(2011)
47分

経営者・幹部・
管理職

H0344 田舎から世界へ　～鳥取・米子　丸京製菓の挑戦～

鳥取県米子市に本社を置く和菓子メーカー丸京製菓。どら焼きの生産量は、世界一。しかもその約
15％を輸出している。
しかし、以前は下請け、OEMを手がける菓子工場だった。下請けから脱却し、自社ブランドのどら焼
きで世界進出した、丸京製菓の躍進の秘密に、日経トップリーダー高柳編集長が迫ります！

(2010)
47分

経営者・幹部・
管理職

H0343
外見を戦略的にマネジメントする
　　　　　　　　『ＣＥＯブランディング』

エグゼクティブのための「外見力」講座。
「新規の商談」から「お詫び会見」まで、社長の外見力が試される場にフル対応。

【ステップ１】　社長と会社の評価が上がる「イメージ目標」設定
外見のマネジメントにより、社長のイメージを向上させ、会社の評価も高めるためには、まず、社長
のイメージをどうすべきか、検討する必要があります。検討結果は「イメージ目標」として設定、この
目標に向けて外見をマネジメントしていきます。

【ステップ２】　「サクセスカラー」の発見。「攻め」と「守り」のイメージを確立
人には、身に着けることで成功に近付け評価を高める色、「サクセスカラー」があります。本DVDでは
サクセスカラーについての詳しい解説やサクセスカラーを服装に生かすヒントを収録しています。

【ステップ３】　「服装」と「立ち居振る舞い」を変え、目標にアプローチする
　●服装でイメージを変革する
　●“立ち居振る舞い”を改善する
　●「チャンスとリスクの舞台」記者会見の心得
　●社長の奥様に知ってほしいこと　　・・・ほか

(2007)
48分

経営者・幹部・
管理職

H0342 社員のモチベーションの高め方

部下のやる気を嘆く前に、自己のマネジメント・スタイルを見つめ直しましょう！
ベテラン・中堅社員の復活・再戦力化の処方箋をドラマ仕立てで解説！

＜第1巻＞社員のやる気を引き出す基本
　　●モチベーションとは何か
　　●モチベーションの自己分析
　　●モチベーション・マネジメント1─部下のモチベーションを理解する
　　●モチベーション・マネジメント2─自分のマネジメント・スタイルをチェックする
　　●部下のモチベーション向上プラン

＜第2巻＞[演習]モチベーションの高め方
　　●演習1─やる気のないベテラン社員
　　●演習2─高い業績を上げているのに辞めていく社員
　　●演習3─部下同士の確執によるモチベーションの低下
　　●演習4─予算やノルマの達成にムラのある部下

(2003)
50分

経営者・幹部・
管理職

H0223 ケースで学ぶ「事業承継」成功のポイント

（１）後継者はどちらにすればいい？　　　　　　　　　　（２）中継ぎに任せても大丈夫？
（３）後継者を育成するポイント　　　　　　　　　　　　　 （４）財産の管理は私１人で・・・
（５）自社株を買い取ってほしい        （６）自社株式を３人の子どもに譲りたい
（７）私たちに社長の座を譲りなさい     （８）息子２人に会社を分割？！
（９）相続税調査への対応        （10）引き際の美学
（11）社長になっても任せてくれない

(2007)
10分

経営者・幹部・
管理職

H0217
＜サイコム経営スキル講座＞
課題解決を加速する論理的思考
（１）論理的思考の基礎スキル

論理的思考の基本スキルとして「MECE」と「演繹法」、「帰納法」を解説します。
これらのスキルは、企画立案、課題発見などはもちろん、文章作成や説得・説明など、ビジネスばか
りでなく日常のコミュニケーションや生活においても非常に有用です。
意思決定を加速し、より良い成果を出すために必要不可欠な内容を学びます。

●論理的思考の効用 ●論理の基本－ＭＥＣＥ－    ●論理の基本－演繹法・帰納法－

(2007)
30分

経営者・幹部・
管理職

H0218
＜サイコム経営スキル講座＞
課題解決を加速する論理的思考
（２）問題解決の技術

ビジネスで起こりうるさまざまな問題に関して、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」を解説します。
複雑で漠然とした問題を、より具体的で細かな問題に分解し、優先的に取り組むべき重要な課題を
特定するための手順を学びます。

●問題解決のプロセス
●課題設定：Where　Phase －問題事象の分解・細分化、特定化－
●原因分析：Why　Phase－打ち手変数の分解－
●解決策立案：How　Phase－解決オプションと選択－

(2007)
40分

経営者・幹部・
管理職

H0219
＜サイコム経営スキル講座＞
課題解決を加速する論理的思考
（３）伝える技術

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
解説します。「ピラミッド・ストラクチャー」を使ってメッセージとその根拠、コミュニケーションを構造化
する手順を身につけてください。
これにより相手に自分の意志をわかりやすく伝え、提案を効果的に行うことができるようになります。

●コミュニケーションの設計図：ピラミッド・ストラクチャーの作り方
●【演習】主論点を明らかにする
●【演習】効果的な枠組み（副論点）を考える
●【演習】根拠の説得力を高める
●ピラミッド・ストラクチャーを実務に活かす

(2007)
60分

経営者・幹部・
管理職

H0123
業績を高める目標管理シリーズ
（１）目標管理のあり方

業績を高める「目標管理」の考え方を理解します。
●業績と目標管理    ●目標設定のフロー  ●目標設定の要素

(1999)
26分

経営者・幹部・
管理職

H0124
業績を高める目標管理シリーズ
（２）ケースで学ぶ　目標設定の実際

「目標設定」を行う際のポイントを様々なケースを通してみていきます。
●「目標設定基準のすりあわせ」と「目標面談」のポイント  ●ケースから見る「目標設定」　●Ｑ＆Ａ

(1999)
29分

経営者・幹部・
管理職

H0125
業績を高める目標管理シリーズ
（３）ケースで学ぶ　目標修正の実際

「目標修正」をしなければいけない状況に陥った時の原理原則をみていきます。
●「中間面談」と「目標修正」のポイント  ●ケースから見る「目標修正」

(1999)
25分

経営者・幹部・
管理職

H0062
マネジメント実践ケースドラマ
（１）進まない意識改革
　　　　　　～チーム作りと職場の活性化～

実績は好調で、一見、何の問題もないヤマト銀行四谷営業部。しかし、部長として赴任した植村の目
に映るのは、個人がばらばらに動いている、まとまりに欠けたチームの姿だった。
仕事にやりがいを感じさせ、一層の業績アップに向けてチームワークを高めるには何をなすべき
か？植村の奮闘が始まる。

 (2009)
46分

経営者・幹部・
管理職

H0063
マネジメント実践ケースドラマ
（２）使命とリスク
　　　　　　～基軸をもって困難に立ち向かう～

取引先の１社であるメタルパワー社の不正行為が公表された。世論のメタルパワー批判は、激しさ
を増し、上層部他行からは、支援打ち切りの声も聞かれるようになった。
どうやって行内をまとめ、他行を説得していくのか。植村の奮闘が始まる。

 (2009)
43分

経営者・幹部・
管理職

H0064
マネジメント実践ケースドラマ
（３）不足するスキル
　　　　　　～若手メンバーの早期戦力化～

主力メンバーの突然の異動。
チームの戦力アップのためにどのように若手を育成していけば良いのか悩む二人の次長。
一方、財務状況がよくない古川織物へ5,000万円の融資を行いたいと児玉が申し出る。
果たして部長の植村を納得させるものになるのか？

 (2009)
44分
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中ジャンル No. タイトル 内　　　　　　　容
（制作年）
収録時間

経営者・幹部・
管理職

H0048 管理者としてやっていいこと・悪いこと

管理者を対象として、管理者のあり方、基本について自ら見直していただくことを目的としています。
上司として「部下にどうみられているか」を意識していただく、きっかけづくりにご利用ください。
　（１）管理者の言動を部下は見ている
　（２）部下とどのようにコミュニケーションをとればよいのか
　（３）管理者のあるべき姿とは

 (2009)
55分

経営者・幹部・
管理職

H0022
新・管理者の使命と役割
（１）管理職は改善・改革の推進者であれ！

仕事現場にはさまざまな問題や課題が数多く見え隠れしています。そういった問題や課題に気づ
き、経営的観点から「改善・改革」をしていくことが管理者には強く求められています。
Ｄｉｓｃ１では、管理者としての使命と役割をしっかりと認識し、高い問題意識を持って日々の仕事に取
り組んでもらうことをねらいにしています。

 (2004)
25分

経営者・幹部・
管理職

H0023
新・管理者の使命と役割
（２）管理者よ、経営マインドを養え！

経営的視点で改善・改革をしていくには、管理者に「経営マインド」が醸成されていなければなりませ
ん。仕事の状況や問題を見て「経営の問題」としてたらえることのできる意識と力を高めることの重
要性を強く認識し、その考え方とコツを身につけてもらうことがＤｉｓｃ２のねらいです。

 (2004)
25分

経営者・幹部・
管理職

H0024
新・管理者の使命と役割
（３）自律的活動ができる管理者になれ！

自律的活動とは、「自ら問題点を見つけ、解決のための課題を設定し、計画を立て、実践課程を自
己管理しながら目標を達成すること」です。
Ｄｉｓｃ３では、後輩への業務の委譲がうまくできない中堅の部下への指導のあり方を事例にして、管
理者としての自律的活動をどのように進めるべきかを教えていきます。

 (2004)
25分

経営者・幹部・
管理職

A3405 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
　　●目標管理とは何か　　●コーチングとは何か　●目標設定におけるＧＲＯＷモデル
　　●コーチングのスキル
(2)目標達成のための中間フォロー
　　●中間フォローにおけるＧＲＯＷモデル　　●部下の開発レベルに着目する
　　●部下の行動傾向＆対人関係スタイルに着目する
(3)評定面談とビジョン・コーチング
　　●評定面談におけるコーチング　　●ビジョン・コーチングの進め方
　　●部下をブレイク・スルーへと導く　　●部下に挑戦し、要求する

 (2004)
20分
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■経営企画
中ジャンル No. タイトル 内　　　　　　　容

（制作年）
収録時間

経営分析・
経営企画

H0583
ビジネス統計学入門
　（１）データの特性を知る

本DVDシリーズでは、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します。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
できます。
●イントロダクション　　  ●調査企画の構成　　●サンプリング抽出法　 ●調査方法
●データの分類　　　　　 ●質的データの集計方法　　●量的データのまとめ方
●新入社員の営業成績　　●確率変数　　●確率変数の平均値と分散
●統計学・確率論の世界に親しむ１

(2014)
93分

経営分析・
経営企画

H0584
ビジネス統計学入門
　（２）確率分布と標本データ

●母集団分布について　 ●ポアソン分布　　●正規分布　　　 ●二項分布の正規分布近似
●中心極限定理　　　　 ●加法定理　　●標本平均と標本分散　　 ●標本平均の分布
●統計学・確率論の世界に親しむ２

(2014)
103分

経営分析・
経営企画

H0585
ビジネス統計学入門
　（３）部分から全体を把握する（推定）

●正規分布に関する２点の復習　　●推定の考え方　　●母平均の推定【分散既知】
●母平均の推定【分散未知：小標本】　　●母平均の推定【分散未知：大標本】
●母比率の推定　 　 ●当選確実　　●標本誤差と精度　  ●カイ２乗分布
●分散の推定 ●統計学・確率論の世界に親しむ３

(2014)
93分

経営分析・
経営企画

H0586
ビジネス統計学入門
　（４）部分から全体を把握する（検定）

●検定の考え方と手順　　●母平均の検定【分散既知】
●母平均の検定【分散未知：小標本】　　●母平均の検定【分散未知：大標本】
●母比率の検定　 　　 ●母分散の検定　　　●平均の差の検定　　   ●母比率の差の検定
●Ｆ分布　　  ●カイ２乗検定　 ●独立性のカイ２乗検定　●イエーツの補正
●統計学・確率論の世界に親しむ４

(2014)
105分

経営分析・
経営企画

H0587
ビジネス統計学入門
　（５）データ間の関連の強さと因果関係を知る

●量的データ間の関連性　  　●散布図　　　●共分散　　　 ●相関係数　　　●偏相関係数
●無相関の検定　　　●単回帰分析／最小２乗法　　 ●回帰方程式の精度
●統計学・確率論の世界に親しむ５

(2014)
90分

経営分析・
経営企画

H0588
ビジネス統計学入門
　（６）多変量解析手法を用いて予測を行う

●多変量解析手法の使い分け  　●重回帰分析　　　●ＬＩＮＥＳＴ関数（１）　 ●ＬＩＮＥＳＴ関数（２）
●数量化理論Ⅰ類　　●商品コンセプトから業績を予測　　●コンジョイント分析
●新設学部の基本戦略を考える　　●数量化理論Ⅱ類
●統計学・確率論の世界に親しむ６

(2014)
97分

経営分析・
経営企画

H0461
（サイコム経営スキル講座）
　時代を勝ち抜く経営戦略
　　（１）総論

ビジネスパーソンとして視野を高めるために必要な経営戦略について、考え方の全体像と意思決定
のための基本的思考法について学習します。
　●経営戦略と活用の前提　●企業における戦略　●経営戦略の基本～ＰＰＭ～

(2007)
30分

経営分析・
経営企画

H0462
（サイコム経営スキル講座）
　時代を勝ち抜く経営戦略
　　（２）環境分析

代表的なフレームワークを用いた企業の環境分析の手法を紹介。マクロ環境、業界環境、市場競合
環境、自社環境について、それぞれの分析に適したフレームワークをさまざまなケースをもとに学習
します。
　●環境分析の意味　●PEST/SPEC　●5Forces　●3C分析　●バリューチェーン

(2007)
20分

経営分析・
経営企画

H0463
（サイコム経営スキル講座）
　時代を勝ち抜く経営戦略
　　（３）戦略オプション

環境分析で得られた情報をどのように戦略に置き換えていけば良いか、そのための手法やフレーム
ワークについて学習します。
　●ボーダーの戦略ポジショニング　●戦略ポジショニング（事例研究）
　●コアコンピタンスとアンゾフのマトリクス　●デルタモデル　●アライアンスとM&Aの戦略
　●イノベーション戦略

(2007)
45分

経営分析・
経営企画

H0422
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
　（１）収益性分析

収益性分析は、投下した資本に対して、どれだけの利益を獲得することができたかという観点から
企業の経営状況を分析しようとするものです。
ここでは、収益性分析の代表的な指標の概要を解説します。

１．経営分析とは　　　 　　   ２．売上高総利益率      ３．売上高営業利益率
４．売上高経常利益率    ５．売上高当期純利益率　 ６．ＲＯＡ：総資産利益率
７．ＲＯＥ：自己資本利益率

(2013)
39分

経営分析・
経営企画

H0423
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
　（２）効率性分析

会社が儲かるかどうかは“資産をどれだけ効率的に活用しているか”によって違ってきます。これを
表す指標が「効率性」です。お金や物の回転率や回転期間を表すものが含まれます。
ここでは、効率性分析の代表的な指標の概要を解説します。

１．効率性分析　             　２．総資産回転率　    　  ３．固定資産回転率
４．棚卸資産回転期間　　    ５．売上債権回転期間　　６．仕入債務回転期間

(2013)
38分

経営分析・
経営企画

H0424
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
　（３）安全性分析

企業に十分な支払い能力があるかどうか、会社の安全性がどうかを判断するための方法が安全性
分析です。ここでは、安全性分析の代表的な指標の概要を解説します。

１．安全性分析　　２．流動比率　　３．当座比率　　４．固定比率
５．固定長期適合率　　６．自己資本比率

(2013)
43分

経営分析・
経営企画

H0425
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
　（４）成長性分析

“その会社がどれぐらいのペースで大きくなってきたか”を示す指標が「成長性」です。企業の将来の
成長の可能性を判断する指標ともなります。
ここでは、成長性分析の代表的な指標の概要を解説します。

１．売上高伸び率　　２．経常利益伸び率　　３．総資産伸び率

(2013)
15分

経営分析・
経営企画

H0418
ビジネスを読み解くキーワード
勝ち残る経営戦略編
　（１）全社戦略と事業ドメイン

企業戦略策定の流れとその要素
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します。

１．.戦略と戦術　　２．全社戦略と事業戦略　　３．.事業ドメイン　 ４．PPM～事業ポートフォリオ～

(2013)
37分

経営分析・
経営企画

H0419
ビジネスを読み解くキーワード
勝ち残る経営戦略編
　（２）事業戦略

事業戦略を策定する際に理解しておきたいアプローチ方法と関連するキーワードを解説します。

１．事業戦略の４つのアプローチ     ２．ポジショニング～ポーターの戦略類型～
３．資源アプローチ    ４．ビジネスモデル       ５．参入障壁と移動障壁

(2013)
46分

経営分析・
経営企画

H0420
ビジネスを読み解くキーワード
勝ち残る経営戦略編
　（３）環境分析フレームワーク

環境分析のために必要な代表的なフレームワークを紹介します。

１．環境分析　　２．5フォーカス分析　　３．PEST分析　　４．VC分析　　５．VRIO分析　６．SWOT分析

(2013)
54

経営分析・
経営企画

H0421
ビジネスを読み解くキーワード
勝ち残る経営戦略編
　（４）成長戦略とイノベーション

企業の成長戦略とイノベーション、それらに関連するキーワードを解説します。

１．アンゾフの成長マトリックス　　２．企業の成長オプションと資源
３．ブルーオーシャン　　４．イノベーション     ５．イノベーションのジレンマ

(2013)
34分

経営分析・
経営企画

H0305 ＣＳＲ（企業の社会的責任）早わかり

「CSR（企業の社会的責任）」は企業だけでなく、ビジネス人一人ひとりの責任！
CSRマインドを組織の全構成員で共有するための研修教材。

＜第１巻＞　CSRの基本を知る
　●CSRとは何か　      ●多岐にわたるCSRの範囲
●広まるSRI(社会的責任投資)の動き ●国際標準化の動きと今後の展望

＜第２巻＞　CSRにどう取り組むか
　●企業風土としてのCSR　      ●自社のステークホルダー(利害関係者)を再認識する
　●CSRへの取り組みを考える-安全      　●CSRへの取り組みを考える-環境
　●CSRへの取り組みを考える-人権

(2004)
40分
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中ジャンル No. タイトル 内　　　　　　　容
（制作年）
収録時間

経営分析・
経営企画

H0155
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

何のために働くのか、誰のための仕事なのか―
社員一人ひとりがそれぞれの立場で自分のあり方を見つめ直します。

仕事の目的とは何か／仕事の報酬とは何か／プロフェッショナルとは何か／企業の倫理とは何か

(2005)
35分

経営分析・
経営企画

H0156 （２）企業の役割を考える

企業は何のために存在するのか、株主貢献が本当に企業の使命なのか―
企業の存在を考え、社会的役割を見つめ直します。

企業にとって「社会的責任」とは何か／企業にとって「社会貢献」とは何か／
企業にとって「利益」とは何か／企業にとって「究極の社会貢献」とは何か

(2005)
35分

経営分析・
経営企画

H0152
誰にでもできる改善道場
（１）着眼
　　  ～仕事のあるところ改善あり～

「問題ない」こそ大問題！
まず第１巻では、改善とは何か、なぜ重要なのかをドラマを通して強く訴え、視聴者の動機づけを促
します。その上で、どうすれば問題に気づくのか、改善に着眼するポイントを具体的な事例を通して
紹介していきます。
●改善とは何か？   ●改善すべき問題とは？   ●どこにでもある改善の芽
●事例で学ぼう！　着眼のキーワード

(1998)
20分

経営分析・
経営企画

H0153
（２）着想
　　  ～思いこみこそ改善の壁～

●意識改革！だけでは改善は進まない？   ●思いこみが改善を阻む
●真の原因追及から対策立案へ  ●使えるアイデアを生む着想ノウハウ (やめる→へらす→かえる)

(1998)
20分

経営分析・
経営企画

H0154
（３）着手
　　  ～実行こそが改善のすべて～

●着手とは検討→判断→実施    ●頭の中で考えるより…
●改善実行の３原則（レベルを変えて実行、取り組む角度を変えて実行、部分的に実行）

(1998)
20分

経営分析・
経営企画

H0049
平成21年度　監査役監査のポイント
 ～会社法・金融商品取引法の

最新改正を踏まえて～

初めての内部統制対応、不況下での監査－。
多くの難題に監査役はいかに対応すべきか!?

　（１）厳しい企業経営環境と監査役の役割
　　　・監査環境変化の理解　　　・経済不況下における監査役への期待

　（２）平成21年度の法規制等改正について
　　　・会社法関係の主な改正　・金融商品取引法に関する主な改正　・法規制以外の報告等

　（３）平成21年度の監査ポイント
　　　・初年度の「財務報告に係る内部統制監査」の結果を踏まえた監査ポイント
　　　・経済環境の悪化を前提とした、監査方針の改訂
　　　・経済環境の悪化を前提とした、会計基準・会計処理の理解

(2009)
107分

経営分析・
経営企画

B3229 Ｊ－ＳＯＸ法・内部統制　超はやわかり

(1)日本版ＳＯＸ法とは
　　●日本版ＳＯＸ法の法制化  　　　　　　●金融商品取引法とＪ－ＳＯＸ法
　　●財務報告に係る内部統制の評価と監査の基準のポイントと運用

(2)内部統制制度導入の背景
　　●内部統制制度導入の背景　　　　　 ●内部統制制度化の経緯

(3)内部統制の基本的枠組み　－ＣＯＳＯキューブ－
　　●内部統制の基本的要素　   ●会社法のＪ-ＳＯＸ法

(4)内部統制のポイントと運用
　　●財務報告の信頼性　　   ●統制環境と文書化３点セット
　　●内部統制の整備及び運用・評価・監査の流れ

(2007)
22分
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■人事・労務・ハラスメント ※ピンク網掛けは2020年新着タイトル

中ジャンル No. タイトル 内　　　　　　　容
（制作年）
収録時間

労務管理 H0692 働き方改革を成功させるダイバーシティマネジメント

2019年4月1日より、「働き方改革法」が施行され、注目の項目「残業時間の罰則付き上限規制」は
大企業で適用が開始されましたが、「業務の効率化」を行わずに「時間管理」だけを徹底しても働き
方改革は成功しません。管理職は、自分の経験や思い込みで部下を管理するのではなく、それぞれ
の部下が抱えている問題や価値観を理解する「ダイバーシティマネジメント」を身につけることが重要
です。それによって組織の効率化を図り、働き方改革を成功させる第一歩とすることができます。

★３ステップで「ダイバーシティマネジメント」を身につける
STEP1：事例ドラマの視聴（第１部）
STEP2：ディスカッション

～グループディスカッションをおこない、問題点、自分なりの改善点を考える
STEP3：事例ドラマの視聴（第２部）　～改善点を整理し、コミュニケーション手法を学ぶ

≪DVD収録内容≫
第1部「ダイバーシティマネジメント」ができない管理職編
■プロローグ　　■短時間勤務の女性社員　　■共働き子育て世代の男性社員
■ビジネススクールに通いたい女性社員　　　■スキルを高めたい若手男性社員
◇ディスカッションタイム

第2部「ダイバーシティマネジメント」ができる管理職編
■管理職に求められる価値観の転換　　　　　■部下の意向を「傾聴」する
■時間は有効な経営資源　　■働き方改革の本質　　■多様な価値観を受け入れる
■エピローグ

(2019)
39分

労務管理 H0690 タイムマネジメントで働き方改革（１）全社員編

【長時間労働の原因と対策の解説から具体策まで】
「働き方改革」の中でまず取り組むべき「長時間労働の是正」、その原因と対策を解説し、具体的手
法をまとめた教育用DVDです。第1巻では、長時間労働に対する意識改革とタイムマネジメントの手
法を解説します。効率よく仕事を進めることのメリットは「生産性の向上」「仕事の品質向上」ばかりで
はありません。仕事に追われる心理的ストレスから開放され、「心の健康」にもつながります。本DVD
で、「管理職のマネジメントのあり方」や「社員一人ひとりの仕事の仕方」、「働き方に対する意識」の
見直しをはじめましょう。

≪おすすめポイント≫
1.長時間労働是正の障害となる「残業は仕事熱心の表れ＝良いこと」という意識の変革を促します。
2.自分の仕事の進め方を振り返り、PDCAサイクルをまわす手法を学べます。
3.管理職編では、タイムマネジメントによる「チームマネジメント手法」を学べます。

≪DVD収録内容≫
プロローグ ～意識を変えよう～
・タイムマネジメントとは　　　　　　　　・タイムマネジメントの手法
・仕事を分割してタスクにする  　　 　・時間の使い方を振り返る
・タイムマネジメントの応用     　 ・実践のポイント～小さな行動から変えよう～
エピローグ
◆特典映像：タイムマネジメント（補足ポイント）
≪付録≫：（１）タスク・アポイントメント管理シート（２）長期スケジュール管理表

(2017)
29分

労務管理 H0691 タイムマネジメントで働き方改革（２）管理職編

第2巻では、部下のタイプ別指導方法やムダな残業を減らすノウハウを解説します。

≪DVD収録内容≫
プロローグ ～意識を変えよう～
・部下の進捗管理を徹底する　　　　　　　　・部下のタイプ別指導法
・チームの連携を高める「5分間ルール」　 　・効率的な会議をおこなう
・ムダな残業を減らす
エピローグ

(2017)
37分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0689 パワハラを防ぐ　アンガーマネジメント

≪「怒り」を理解して叱り方を学ぶ≫
パワハラは組織の生産性を下げるだけでなく公になれば企業イメージも大きく下げることになりま
す。多くの企業、団体が積極的にパワハラ研修に取り組む一方、パワハラに関する事件や相談は増
加しています。本DVDは「怒りと上手につきあう」「感情を上手にコントロールする」アンガーマネジメ
ントに基づき「怒り」の原因や仕組みの理解を促し、パワハラにならない部下指導のノウハウ、部下
のタイプ別指導法を解説しています。すぐに感情的になる管理職やパワハラになるのが怖くて叱れ
ない管理職に最適な研修動画コンテンツです。

≪DVD収録内容≫
・プロローグ
・ケースドラマ：（怒りとは / 怒りの原因 / NGワード）
・エピローグ
・タイプ別の叱り方アドバイス：
（公明正大タイプ / 博学多才タイプ / 威風堂々タイプ / 外柔内剛タイプ /
用心賢固タイプ / 天真爛漫タイプ）

(2017)
38分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0687
ハラスメント対策は「初期対応力」で決まる！
（１）リーダー・管理職、経営層に必須の初期対応力

【経営課題としてハラスメント防止に取り組む】
ハラスメントは組織内の個人的な問題ではなく組織として取り組まなければならない問題です。
第1巻ではハラスメントの防止だけではなく、不祥事の際に重要な初期対応を中心にハラスメントが
起こった時に管理職、マネジメント層がどのような対応をするべきか解説しています。

≪おすすめポイント≫
（１）ドラマと解説で、構成されておりますのでドラマ視聴後にディスカッションをおこなうことで社内の
問題点の発見と理解が深まります。
（２）付録のテストで理解度の確認をおこなえます。

≪DVD収録内容≫
ドラマ編
プロローグ
・エリート本部長の弱み  ・取引先からのハラスメント  ・社内のハラスメント  ・初期対応の失敗

解説編
・ドラマ事例の検証１　何がハラスメントに該当するのか
・ドラマ事例の検証２　ハラスメントの種類を把握する
・ドラマ事例の検証３　トップの認識と初期対応の需要性
エピローグ
≪付録≫：（1）理解度テスト　（2）利用ガイド

(2018)
31分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0688
ハラスメント対策は「初期対応力」で決まる！
（２）被害に遭わない対応法、遭った時の相談方法

第2巻ではハラスメントに巻き込まれた時、被害者はどのように対応すべきかについて解説する被害
者側の視点に立った内容です。

≪DVD収録内容≫
ドラマ編
プロローグ
・ケースドラマ：セクシュアル・ハラスメント   ・ケースドラマ：パワー・ハラスメント
・ハラスメントに巻き込まれないために

解説編
・ハラスメントの被害者になった時（1）　自分の負荷を軽減する
・ハラスメントの被害者になった時（2）　待遇改善のためのアクション
エピローグ
≪付録≫：（1）理解度テスト　（2）利用ガイド

(2018)
28分
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ハラスメント・
メンタルヘルス

H0685
【字幕あり】職場のハラスメント再点検
～あなたの理解で大丈夫ですか？
（１）パワーハラスメント編

職場のハラスメント問題でひとたび事件が起こると、加害者たちは「そんなつもりではなかった」と言
います。加害者たちはハラスメント問題の本質を理解していないために、ハラスメント行為に至って
いるのです。
このシリーズでは、加害者の目線を取り入れて事例を展開し、また被害者の訴えも見せることで、加
害者との意識の差を再確認しながら、理解を促進することができる教材です。

（１）パワーハラスメント編～「そんなつもりではなかった」では済まされない

■事例１：ハイパフォーマー上司
具体性のない叱責／酒席での反省会／パワハラを起こしやすい人の特徴

■事例２：事なかれ上司
部下を褒め判断をしない上司／ミスは任せられた部下のせい？／部下を上手に褒める方法

■事例３：パワハラを訴えられた上司
パワハラのチェックポイント

(2019)
27分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0686
【字幕あり】職場のハラスメント再点検
～あなたの理解で大丈夫ですか？
（２）セクシュアルハラスメント編

身近に起こりそうな事例を元に、それが何故セクハラなのかを考える教材です。

（２）セクシュアルハラスメント編～決めるのはあなたではない
●セクハラのジャッジポイント
●女性の部下を育てたい男性上司
●写真を社外に送信する新人
●女性同士のセクハラ
●アンコンシャス・バイアスによるセクハラ
●擬似恋愛型セクハラ
●マタハラ型セクハラ
●ＬＧＢＴへのセクハラ

(2019)
25分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0659
マタニティ-・ハラスメント
（１）全社員編　その言葉、態度がマタハラです

●おすすめポイント
大手企業でのマタハラ訴訟がニュースになるなど、企業リスクを考える上でも必須となったマタハラ
対策。本作は、マタハラの実態を正しく捉え、健康で働きやすい職場風土づくりを目指す初めての教
育DVDです。

1.ワーキングマザーへの対応を学べる為女性活躍推進の社内教育施策の一環としても有効です。
2.判例をもとにして企業や個人への影響を伝え、自分事として考えさせる構成です。
3.管理職編では、どう対処したら良いか、すぐに実践できる具体例を伝えます。

＜DVD収録内容＞
・プロローグ     ・マタニティーハラスメントとは何か　・マタハラに関する法律
・マタハラを生む職場環境　　　 ・被害者を追い込むマタハラ     ・自分の身に置き換えて考える
・エピローグ

(2015)
20分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0660
マタニティ-・ハラスメント
（２）管理職編　マタハラを起こさない組織づくり

＜DVD収録内容＞
・プロローグ     ・必要以上の特別扱いがマタハラを生む     ・制度の理解とコミュニケーション
・管理職に必要な法律知識      ・妊産婦の体調変化を理解する
・理想的なサポート体制と仕事の効率化    ・エピローグ

(2015)
26分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0656
パワハラにならない部下とのコミュニケーション
（１）日頃の部下指導を見直してみよう

●「共感力」「観察力」「表現力」を身につける

ハラスメント問題の大きな原因はコミュニケーション不全にあります。何がパワハラか?とNG事例を学
んだだけでは「どう指導したら良いのか」がわかりません。パワー(権力)を背景にした時のコミュニ
ケーションに必要な「共感力」「観察力」「表現力」を理解し、身につけるためのDVDシリーズです。

＜おすすめポイント＞
1.パワハラ問題の第一人者による最新のパワハラ教材です。
2.部下指導とパワハラの狭間で悩む管理職のみなさまにおすすめです。
3.既存の研修に取り入れやすいよう、30分弱にコンパクトにまとめています。

＜DVD収録内容＞
・プロローグ　　　　　　　　・部下指導の失敗は一方通行のコミュニケーション
・コミュニケーションはいつからズレ始めたのか　　　　　　　　・エピローグ
◇特典映像　表現方法エクササイズ

(2015)
33分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0657
パワハラにならない部下とのコミュニケーション
（２）管理職に必要なコミュニケーションスキル

  「共感力・観察力・表現力」

＜DVD収録内容＞
・プロローグ
・開かれた質問をする
・コミュニケーションを見える化する
・観察し、把握したことを効果的に相手に伝える
・エピローグ
◇特典映像　表現方法エクササイズ

(2015)
23分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0658
パワハラにならない部下とのコミュニケーション
（３）部下のモチベーションを上げる表現力トレーニン
グ

＜DVD収録内容＞
・プロローグ
・自分の感情に気づき、表現の特徴に気づくエクササイズ
・影響力を高めるパワフルな表現を身につける
・さまざまな表現方法トレーニング
◇特典映像　表現方法エクササイズ

(2015)
20分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0655
出産・ 育児への理解がない

 ～職場のマタニティハラスメントを防ぐ～

「マタニティ・ハラスメント（マタハラ）」とは、働く女性が妊娠・出産を理由に解雇されたり、雇用を拒否
されたり、妊娠・出産にあたって職場で受けるハラスメントのことです。
『セクハラ』『パワハラ』とともに働く女性を悩ませる３大ハラスメントの１つです。
ところがマタハラは社会的な認知がまだ十分に進んでおらず、妊娠・出産・育児という女性特有のハ
ラスメントのため、泣き寝入りが多いのが現実です。
本作品は、ある会社のハラスメント相談員が、マタハラに悩む女性社員から相談を受けたことをきっ
かけに、マタハラに関する知識を深め、周囲に理解と解決策を示していく内容になっています。
全ての女性が、安心して妊娠、出産、子育てしながら働き続けられる社会を実現する為に、まずは
一人ひとりがマタハラを正しく認識し、改善しようとする意識を持つことが大切であると強く訴えかけ
ています。

■マタハラに悩む女性がハラスメント相談員へ相談　　 ■ハラスメント相談員がマタハラを学ぶ
■社員の訴えがトップを動かし、会社の意識変革へ　　■マタハラを防ぐ職場づくりの重要性を説く

(2015)
26分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0654
見過ごしていませんか
   性的少数者（LGBT）へのセクシュアルハラスメント

【２０１７年１月施行「改正男女雇用機会均等法」対応】

性について考えるとき、単純に「男性／女性」だけではなく、様々な切り口があります。
性的マイノリティといっても、決してひとくくりにはできません。
本当に様々な「人生」があり、その問題やニーズも様々です。
性的マイノリティの問題は、テレビの中の話でも外国の話でもありません。
誰もがどこかで関わりがある、家族・親戚・友人・同僚の話なのです。

◆性的少数者とは？
◆性的少数者が職場で抱える問題
［事例１］カミングアウトなんてできない
［事例２］カミングアウトするんじゃなかった
◆もしも職場でカミングアウトされたら

(2017)
29分

２３ページ
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ハラスメント・
メンタルヘルス

H0652 無意識の偏見が招く　セクシャルハラスメント

セクシャルハラスメントは、人権を踏みにじり、職場環境を悪化させる行為です。
その要因として、無意識の偏見により、相手を一方的に判断して傷つけてしまい、セクシャルハラス
メントに繋がったと考えられます。
無意識の偏見とは、自分の中にある偏った考え方であり、だれもが持っています。
本作品は、自分の中に無意識の偏見があると気づくことで、セクシャルハラスメントの予防につなが
ることを目的とします。

●セクシャルハラスメン卜とは？
●セクシャルハラスメン卜の加害者になったらどうなる？
●無意識の偏見とは？
●自分にある〈無意識の偏見〉をチェック！
再現ドラマと質問形式の映像で無意識の偏見をチェックしながら学ぶことができます。
無意識の偏見チェツクシート付き！

(2018)
19分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0653 無意識の偏見が招く　パワーハラスメント

指導のつもりがパワーハラスメントになってしまったなどのケースが増えています。
その要因として、無意識の偏見により、相手を一方的に判断して傷つけてしまい、パワーハラスメン
トに繋がったと考えられます。
無意識の偏見とは、自分の中にある偏った考え方であり、だれもが持っています。
本作品は、自分の中に無意識の偏見があると気づくことで、パワーハラスメントの予防につながるこ
とを目的とします。

●パワーハラスメン卜とは？
●パワーハラスメントの加害者になったらどうなる？
●無意識の偏見とは？
●自分にある〈無意識の偏見〉をチェック！

再現ドラマと質問形式の映像で無意識の偏見をチェックしながら学ぶことができます。
無意識の偏見チェックシート付き！

 (2018)
19分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0651
なくそう！職場に潜む心の病
 ～人権尊重の基本に傾聴がある～【字幕あり】

職場での人間関係に悩む人は少なくありません。
その背景として考えられるのが、従業員一人ひとりの仕事量の増加、スピード化、そして成果主義が
ストレス源となっていることです。
特に、職場の活力となるはずの３０代が、上司と若手を繋ぐ世代であるが故に精神的、肉体的に追
い込まれています。
そこで、この作品では、傾聴法を取り入れて働きやすい職場に変えていった３つの事例を紹介し、職
場の人間関係を良くするためには、「いかに話せるか」よりも「いかに聞けるか（傾聴できるか）」の方
が、重要なのであることを訴えます。

［事例１］新入社員の男
［事例２］女性が活躍できる職場へ
［事例３］板ばさみになった課長

 (2017)
24分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0650
減らそう！セクシャルハラスメント
 ～ 職場の風土を変えよう～【字幕あり】

２０１５年、労働局への労働者による相談件数は、１１,０５７件。そのうち、５５.９％が「セクシャル・ハ
ラスメント（セクハラ）」の相談です。
昭和６０年の『男女雇用機会均等法』制定を機に、働く女性にとって『募集』や『昇進』など、男性と同
様な扱いを受ける事が出来るようになってきました。
それでもまだ、「男女の価値観の違い」や「古い慣習」により、女性が不利な立場にあるため、その都
度改正を繰り返しています。
この作品では、ある男性社員が、自分がセクハラ加害者であると指摘されたことをきっかけに、徐々
にセクハラについての認識を改めていく姿をドラマ仕立てで描きます。
セクハラのあり方が多様化している現在、全ては「身近に存在するセクハラを理解すること」から始
まります。企業が行うべき対処方法を具体的に示し、「セクハラに対して、企業としてどのような意識
を持ち、どう的確に処置していくべきか」を示しています。

■被害者女性からハラスメント相談員への密告
■相談員が加害者男性へ忠告
■加害者男性がセクハラを学び、被害者女性と和解
■セクハラのない職場にするための具体的な動き

 (2015)
25分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0648
障害者は困っています！合理的配慮へのポイント
（１）肢体不自由、視覚障害、聴覚障害【字幕あり】

障害のある人への差別をなくし、障害のある人もない人もお互いに人格と個性を尊重しながら共生
する社会を目指して、２０１６年４月から施行されている「障害者差別解消法」。
それに伴い自治体や公的機関では障害者に対して「合理的配慮」が義務付けられ、企業や商店な
どでは努力義務が課せられるようになりました。
本DVDは、様々な障害別に障害者の実態と日常での困り事を具体的に示しながら、主に自治体や
企業、商店など、障害者と接する機会が多い人たちはどのように対応していけば良いか、合理的配
慮の観点から描いていきます。
「合理的配慮」が私たちの日常に当たり前のこととして浸透し、自然にお互いを支えあう社会の実現
を目指しています。

■肢体不自由者の実態と配慮の仕方　　　　　 ■視覚障害者の実態と配慮の仕方
■聴覚障害者の実態と配慮の仕方　　　　　　　■お互いが豊かに暮らせる社会を目指じて

 (2017)
20分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0649
障害者は困っています！合理的配慮へのポイント
（２）発達障害、知的障害、精神障害【字幕あり】

■発達障害者の実態と配慮の仕方
■知的障害者の実態と配慮の仕方
■精神障害者の実態と配慮の仕方
■お互いが豊かに暮らせる社会を目指して

 (2017)
20分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0647
心のバリアフリーをめざして
合理的配慮と職場のコミュニケーション
【字幕あり・副音声入り】

【障害者差別解消法、改正障害者雇用促進法対応】
ここ数年、障がい者雇用への関心が高まっています。
背景には、法定雇用率の引き上げがあり、ダイパーシティ（多様性）の推進の観点からも積極的に取
り組む企業が増えています。
障害者差別解消法、改正障害者雇用促進法には、「合理的配慮の提供義務Jが明記されましたが、
このことは、公的機関、民間企業を問わずあらゆる事業者に求められています。
障がいについてきちんと理解していないと、偏見に繋がってしまうおそれがあります。
障がいのことをよく知らずに、変に構えてしまったり、遠慮をしすぎたりということがあるかもしれませ
んが、そのような関係はお互いに望まないでしょう。
まずは一人一人の障がいについて正しく知ること。必要な配慮について学び、“いい距離感”のコミュ
ニケーションとはどのようなものか、視聴者と共に考えるきっかけとなる教材をめざしました。
人権教育やコンブライアンス研修での活用をぜひご検討ください。

■オープニング
■合理的配慮とは ■視覚障害 ■聴覚障害 ■肢体不自由   ■対談
■エンディング

●対談「職場の合理的配慮」

 (2018)
35分

２４ページ
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ハラスメント・
メンタルヘルス

H0608
上司のハラスメント
～グレーゾーンをなくそう！～

【Part1】ハラスメントとは何か
 グレーゾーンを理解する前に欠かせないのがハラスメントの基礎的な知識です。
法律や厚生労働省の指針をベースにナレーションとイラストで簡潔にポイントを解説しています。

 【Part2】ハラスメントのグレーゾーン
 グレーゾーンがなぜ生まれるのか……。
その理由を理解することはグレーゾーン回避には欠かせません。
グレーゾーンの定義やグレーゾーンが生まれる理由などをナレーションとドラマで解説しています。

 【Part3】グレーゾーンケース　セクハラ
実際に職場で起こったケースをドラマ化。グレーゾーンを回避するポイントを学びます。
 （収録ケース）
・ビジネスにふさわしくない服装を指摘したら…
・好き嫌いでセクハラを判断する社員に…
・独身女性を否定する発言をしていた社員に…

【Part4】グレーゾーンケース　パワハラ
実際に職場で起こったケースをドラマ化。グレーゾーンを回避するポイントを学びます。
 （収録ケース）
・“できる社員”に仕事が集中した結果…
・低い考課を不満に思った社員が…
・仕事のルール破りを指摘したら…

 (2017)
72分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0646
＜ケースで学ぶ＞上司のハラスメント
（２）グレーゾーン対応のポイント

何がアウトで何がセーフか――。上司として、グレーゾーンとしっかり向き合えますか？

昨今「ハラスメント」は非常に大きく注目され、「いじめや差別などのハラスメントは許されない」という
意識は当たり前になりました。
ところがその結果、「ハラスメントを訴えるハードル」が下がり、多くの「グレーゾーン」、つまりハラスメ
ントかどうか判断に迷うケース、あるいはハラスメントだとはすぐに認定しにくいケースが職場に生ま
れています。
本DVDは、ケースドラマを通してグレーゾーンへの対応のポイントを学ぶものです。
グレーゾーンに正しく対応すれば、ハラスメントを未然に防ぐことができます。難しいからと目を背け
ることなく、上司の責任としてグレーゾーンと向き合っていただくためにご活用ください。

【Part１】ハラスメントのグレーゾーン
グレーゾーンの典型例をあげてわかりやすく解説し、理解を深めます。

【Part２】ケーススタディ：パワハラ
■ケース（１）原因は自分にあるのに…
■ケース（２）ミスを指摘したら…
■ケース（３）仕事の負担が増えた結果…

【Part３】ケーススタディ：セクハラ
■ケース（４）　相手が誤解をして…
■ケース（５）　セクハラの相談をしていたら…

【Part４】ケーススタディ：マタハラ
■ケース（６）　育児制度の利用者が…

 (2018)
88分

労務管理 H0645 管理職が知っておくべき「働き方改革関連法」

「働き方改革関連法」の内容と運用について、現場の管理監督者が最低限知っておきたいポイント
に絞って解説した講義動画です。
また、知識として知っておきたいその他の項目もあわせて解説しています。
関連法の理解度アップ、新しい就業規則の正しい運用のために、ぜひお役立てください。

■内容構成
（１）働き方改革関連法の概要       （２）改正法の重要ポイント
（３）その他の改正事項       （４）今後企業がとるべき対応

 【詳細に解説しているテーマ】
・時間外労働の上限規制
・年次有給休暇制度取得日指定の義務化
・労働時間の把握義務等　ほか

【ポイントを絞って解説しているテーマ】
・フレックスタイム制の改正点と活用方法
・高度プロフェッショナル制度
・勤務時間インターバル制度の努力義務化　ほか

 (2018)
66分

人事・教育 H0644
その質問大丈夫?
～公正な採用選考を考える～【字幕あり】

人生の中で、特に大きな節日である就職や結婚時に不当な差別を受けている人が沢山います。
就職面接などで、応募者本人の能力や適性に関係ない事柄を記入をさせたり、質問したりすること
は就職差別へとつながります。
この作品では、「採用を行う企業」を対象に、就職差別につながる具体的な質問項目を提起しなが
ら、その質問がなぜいけないのかを明確にし、皆が不公正な選考を「しない、させない、許さない」と
いう意識を強く持つことを訴えます。

 (2017)
22分

人事・教育 H0634
トラブル回避のための人事労務知識シリーズ
（１）なぜいま、リスクマネジメントが求められるのか

企業のリスク管理は、現場のコンプライアンス教育から始まる！
「働き方改革関連法」等、最新の法改正に対応した管理職に欠かせない法律知識をケーススタディ
でわかりやすく紹介します。

本DVDでは、今企業が直面している労働問題を法律面から取り上げ、ケーススタディ形式で紹介し
ています。トップから管理職まで、職場の法律知識に関する知識レベルを向上させるために、ぜひお
役立てください。

【導入編】
就業管理編・雇用管理編・危機管理編を視聴するための前提として、トップや管理職の役割、職責
について解説しています。

１．リスクマネジメントとは何か
２．企業のマネジメント構造はどうなっているか
３．ジョブマネジメントとラインマネジメント

 (2018)
27分

人事・教育 H0635
トラブル回避のための人事労務知識シリーズ
（２）労働時間に関するケーススタディ

【就業管理編】
不払残業、いわゆるサービス残業が依然問題視されるなか、職場の管理職の対応が重要になって
います。ここでは「労働時間」の基礎知識を学んでいきます。

●「労働時間」とは何か
●「労働時間」の制度と種類
●（ケース１）掃除当番なのに・・・
●（ケース２）それでも働いているの？
●（ケース３）タイムカードの打刻忘れ
●（ケース４）残業がこれ以上増えると困る！
●（ケース５） 不払残業で社長が送検？！

 (2018)
36分

２５ページ
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人事・教育 H0636
トラブル回避のための人事労務知識シリーズ
（３）休日休暇に関するケーススタディ

【就業管理編】
「休日・休暇」は､職場の日常管理として非常に重要です｡
正しい法律知識をベースに運用していかなければ､思わぬトラブルにつながりかねません｡
ここでは｢休日・休暇」の基礎知識を学んでいきます。

●「休日」と「休暇」のちがい
●（ケース１）勝手な休日出勤
●（ケース２）手当はつかないんですか？
●（ケース３）３週間休暇を下さい！
●（ケース４）退職間際にまとめて有給休暇？！
●（ケース５）休みが欲しかったら理由を聞かせて！

 (2018)
29分

人事・教育 H0637
トラブル回避のための人事労務知識シリーズ
（４）残業削減対策に関するケーススタディ

【就業管理編】
「残業削減」は､企業が直面している大きな課題です。
しかし根本的な対策をとらずに、部下にサービス残業を強いるような指示・命令をしていたら、それこ
そ違法行為となりかねません。ここでは「残業削減対策」について学んでいきます。

●残業・休日出勤が多いとどんな問題が生じるのか？
●（ケース１）まあ、適当に頼むよ
●（ケース２）だから、残業が減らない
●（ケース３）３人の評価の分かれ目は？
●（ケース４）残業削減に有効な方法とは

 (2018)
33分

人事・教育 H0638
トラブル回避のための人事労務知識シリーズ
（５）パート契約社員に関するケーススタディ

【雇用管理編】
パートタイマー、契約社員、派遣社員など、多様化する雇用形態の従業員を管理するためには法律
知識は欠かせません。
何が契約違反となるのか、どのような扱いが法律上問題なのか、法律の面から企業の雇用のあり
方にスポットを当てていきます。

●パート・契約社員・派遣社員の法的取扱い
●（ケース１）1年契約のはずなのに・・・
●（ケース２）担当する仕事がない
●（ケース３）パートタイマーの契約更新
●（ケース４）派遣社員に続けてもらいたいが・・・
●（ケース５）請負作業者に直接指示をしたのだが・・・

 (2018)
38分

人事・教育 H0639
トラブル回避のための人事労務知識シリーズ
（６）服務規律・懲戒に関するケーススタディ

【雇用管理編】
問題社員の増加は、企業の大きな課題となっています。
そこで問題となってくるのが「服務規律」や「懲戒」です。
現場の管理職の適切な対応が、企業のモラルやコンプライアンスを大きく左右するのです。

●「服務規律」とは何か
●「懲戒」の種類と処分
●（ケース１）仕事時間中に内緒で・・・
●（ケース２）最近、徹夜続きで・・・
●（ケース３）社員が出てこない
●（ケース４）残業はしたくありません
●（ケース５）君が責任をとれ！

 (2018)
35分

人事・教育 H0640
トラブル回避のための人事労務知識シリーズ
（７）退職・解雇に関するケーススタディ

【雇用管理編】
労働問題でもっとも紛争に発展しやすいのが「退職」「解雇」をめぐるトラブルです。
特に現場における管理が適切に行われているかどうかが、コンプライアンス上重要となります。

●労働契約が終了するパターンとは
●（パターン１）遅刻の連続で辞めてもらいたい
●（パターン２）試用期間中の解雇はOK？
●（パターン３）判を押すまで部屋から出るな！
●（パターン４）あれはなかったことに・・・
●（パターン５）明日から来なくていい！

 (2018)
36分

人事・教育 H0641
トラブル回避のための人事労務知識シリーズ
（８）セクハラに関するケーススタディ

【危機管理編】
改正男女雇用機会均等法で、企業の責任が問われることとなった「セクハラ」。
今や「セクハラ」は、従業員同士の問題ではなく、重大な人権侵害であるという認識に立って対処し
なければなりません。
特に、現場の管理職の対応が問われるのです。

●「セクハラ」とは何か
●（ケース１）おばさんなんて言わないで！
●（ケース２）君にとってもプラスになる
●（ケース３）コミュニケーションのつもりが・・・
●（ケース４）なんとか我慢してくれないか
●（ケース５）不法行為を見逃すな

 (2018)
37分

人事・教育 H0642
トラブル回避のための人事労務知識シリーズ
（９）個人情報に関するケーススタディ

【危機管理編】
改正個人情報保護法の施行に伴い、ますます企業に情報管理のあり方が問われるようになりまし
た。いまや企業にとって情報セキュリティ対策は重要な経営解題の一つです。
ここでは「個人情報」等について学んでいきます。

●個人情報保護法に関する基礎知識
●不正競争防止法と公益通報者保護法
●（ケース１）うちに個人情報はどれぐらいあるの？
●（ケース２）電車の網棚にノートパソコンを・・・
●（ケース３）知らないうちに情報が売買されていた！
●（ケース４）電話の向こう側にいるのは誰？
●（ケース５） 私は正義を行いました

 (2018)
39分

人事・教育 H0643
トラブル回避のための人事労務知識シリーズ
（１０）メンタルヘルスに関するケーススタディ

【危機管理編】
従業員のメンタルヘルスは企業にとって重要なリスク管理の一つであり、企業内の過重労働や複雑
な人間関係と密接に関わっている問題でもあります。
企業として、従業員の心身の健康にどう向き合うか。
ここでは「メンタルヘルス対策」について学んでいきます。

●メンタルヘルスと管理職の責任
●（ケース１）気合いが足りないんじゃないか！
●（ケース２）私は会社のせいでうつ病になりました
●（ケース３）がんばりすぎの悲劇
●（ケース４）うつ病の部下が復職するとき

 (2018)
36分
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人事・教育 H0626
職場でもっと女性が活躍するために　シゴトのお作法
（１）じぶんせんりゃく

自分らしく働くとはどういうことか、その実現には何が必要なのか、オトコ社会の企業ではなかなか
教えてもらえない女性のためのビジネススキルや仕事の生産性を高めるコツ、職場で頼りにされる
ための仕事の進め方のポイントを解説します。

【仕事を通じて「こうなりたい」という働くうえでのコアの部分、
自分のキャリアプランの考え方とその手順を解説】

１.はじめに
２.じぶんせんりゃくを考えよう
３.働く理由の見つけ方 ～じぶんせんりゃくのWHYを考える～
４.じぶんの強みの見つけ方 ～じぶんせんりゃくのHOWを考える～
５.シゴトのモテ期を引き寄せるために ～じぶんせんりゃくのWhatを考える～
６.オンナを磨く４つのアプローチ ～じぶんせんりゃくのWhenを考える～
７.撤退戦略 ～肩の力を抜くために～
８.じぶんを再定義してみよう
９.仕事の目的とは？
１０.シゴトの大原則は顧客創造 ～会社の目的とは？～

(2018)
35分

人事・教育 H0627
職場でもっと女性が活躍するために　シゴトのお作法
（２）ロジカルシンキング

【生産的に仕事を進め、人を動かすために欠かせない論理的思考法の概要を解説】

１.ロジカルシンキングはなぜ必要？
２.ロジカルシンキングの４つの型
３.段取り力を高める ～ロジカルシンキングの４つの型～
４.マトリクス思考法 ～ロジカルシンキングの４つの型～
５.軸でのビジュアル化を仕事に活かす
６.数式思考法 ～ロジカルシンキングの４つの型～
７.仕事の数式をビジュアル化する ～ロジックツリーの使い方～
８.関係図 ～ロジカルシンキングの４つの型～
９.論理的な思考法のメリット
１０.ロジカルシンキングの使い方
１１.MECE ～オジさまの考え方を把握する～

(2018)
33分

人事・教育 H0628
職場でもっと女性が活躍するために　シゴトのお作法
（３）効率アップのお仕事レシピ

【高品質で生産性の高いプロフェッショナルとしての仕事の仕方、時間の使い方を解説】

１.これからのプロの仕事の仕方とは
２.お料理上手は仕事上手 ～おしごとの３つの極意～
３.仕上がりを決める ～おしごとの３つの極意～
４.段取りを組む ～おしごとの３つの極意～
５.段取り力を高める４つのテクニック ～もっと仕事を効率化するために～
６.レシピ化する ～おしごとの３つの極意～
７.チーム仕事のレシピを作るコツ ～誰のペースに合わせるか？～
８.仕事のレシピをスケジュール帳に！

 (2018)
28分

人事・教育 H0629
職場でもっと女性が活躍するために　シゴトのお作法
（４）プレゼンテーション

【企画や計画、提案を通すための「想いを伝えて相手を動かす」プレゼンテーションの基本を解説】

１．プレゼンテーションのお作法 ～女優スイッチをONにする！～
２．相手を知る ～プレゼンテーションのための３ステップ～
３．伝わる、カタチにする ～プレゼンテーションのための３ステップ～
４．シナリオは数式化できる
５．動かすメッセージにする ～プレゼンテーションのための３ステップ～
６．プレゼンテーションで緊張しない作法

 (2018)
24分

人事・教育 H0630
職場でもっと女性が活躍するために　シゴトのお作法
（５）会議で作る仕事のリズム

【生産性の高い会議や打ち合わせを行うための考え方や
設計から進め方までの手順とノウハウを解説】

１．会議とは何か    ２．PDCAと会議     ３．会議のリズム５Ｗ１Ｈを身に付ける
４．～Why:どうして会議をするのか、目的～
５．～Who：会議に誰を参加させるか、人～
６．会議のステークホルダーマネジメント
７．～When：会議の流れをどうするか、時間～
８．～Where：会議をどこでやるか、場所～
９．～What：会議で決めること、アジェンダと議事録～
１０．～How：どうやって意見をまとめるか、話し方～
１１．会議進行のテクニック１     １２．会議進行のテクニック２

 (2018)
46分

人事・教育 H0631
職場でもっと女性が活躍するために　シゴトのお作法
（６）社長脳をインストール

【経営者の考え方を理解し、仕事の幅を広げていくために有効なフレームワークを解説】

１．経営者の考え方を知る     ２．STEP      ３．５Forces     ４．４C
５．ヒト・モノ・カネ      ６．社長脳のWhy, How, What

(2018)
16分

人事・教育 H0632
職場でもっと女性が活躍するために　シゴトのお作法
（７）女を磨く３ピース（２枚組）　i:30分　ii:18分

【人と組織、マーケティング、決算書をテーマに、
日々の仕事を俯瞰してとらえ見直していくために必要なスキル、ポイントを解説】

１．経営者の目線でヒト・モノ・カネを考える    ２．人と組織を知る１：組織の作り方
３．人と組織を知る２：人を動かす        ４．人と組織を知る３：人を変える
５．人と組織を知る４：失敗を活かす       ６．仕事でモテる１ 市場
７．仕事でモテる２ 製品のウリ       ８．仕事でモテる３ 販促策

９．決算書の見方       １０．決算書のカタチ
１１．決算書の流れ        １２．決算書のつながり
１３．決算書で美ボディ経営を測る    １４．CSで会社の美体質を作る
１５．会社の美体質を作る習慣

 (2018)
49分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0609
ケースで学ぶマタニティ・ハラスメント
　～働きやすい職場づくりのために～

2017年1月1日に施行の「改正　男女雇用機会均等法」および「改正　育児・介護休業法」にもとづい
た解説・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ものです。

【Part1】マタニティ・ハラスメントとは
●法律改正の内容と社会的背景 ●マタニティ・ハラスメントの原因
●企業で働く私達に求められること

【Part2】ケーススタディ1　明らかなハラスメント
●＜不利益取り扱いの示唆1＞暗に退職を強要する
●＜不利益取り扱いの示唆2＞評価・昇進への影響をほのめかす
●制度を利用しにくくなる発言をする ●制度を利用することへの嫌がらせをする

【Part3】ケーススタディ2　ハラスメントの境界線を理解する
●安全配慮のための発言をした ●業務調整のための発言をした
●制度の利用を当たり前と考えている

 (2017)
40分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0607
ケースで学ぶセクシュアル・ハラスメント
  ～お互いを思いやる職場づくりのために～

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・知識を学びます。

【PART1】なぜ、セクハラがなくならないのか

【PART2】セクハラ ケーススタディ
　ケース1：飲み会の席での冗談が…         　ケース2：相手も好意があると思っていたが…
　ケース3：セクハラの相談を受けたが…     　ケース4：ジェンダーについての発言をした
　ケース5：LGBTへの理解

(2018)
50分
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ハラスメント・
メンタルヘルス

H0592
セクシュアル・ハラスメント対策シリーズ
　（１）セクハラ防止テスト
        ＜全社員向け＞

つい分かった気になっているセクハラの問題をもう一度見つめ直し、理解を深めるとともに、セクハラ
が起こらない職場づくりを進める上でのポイントを解説した、セクハラ対策DVDシリーズです。

●プロローグ
●基礎編　ドラマ ●基礎編　テスト ●基礎編　答え・解説
●難しい事例編　ドラマ ●難しい事例編　テスト ●難しい事例編　答え・解説
●エピローグ

(2013)
36分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0593
セクシュアル・ハラスメント対策シリーズ
　（２）セクハラ防止ドラマ
        ＜男性社員向け＞

●第1章　出会い ●第2章　有能な上司 ●第3章　部下への好意
●第4章　急変する事態 ●第5章　大きすぎた代償 ●エピローグ

 (2013)
25分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0594
セクシュアル・ハラスメント対策シリーズ
　（３）セクハラが起こらない職場作り
        ＜管理職・経営層向け＞

●プロローグ ●トップが姿勢を打ち出す ●ディスカッションの実施
●実態調査のためのアンケート ●相談窓口の強化 ●管理者の心構えと役割
●エピローグ

 (2013)
22分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0591 受けよう、活かそう！ストレスチェック

ストレスチェック制度の受検率を高めるには、制度の目的や仕組みへの理解を進めることが大切で
す。 そこで、この教材では、ドクターYと新人社員のやり取りを通じて、従業員が不安に思うこと、誤
解しそうなポイント等も取り上げて分かりやすく解説します。

●ストレスチェック制度の目的 ●ストレスチェック　実施の流れ
●ストレスチェックの結果とその活用方法 ●不利益取扱について　　等

 (2016)
15分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0589
〔改訂版〕
セルフケアからはじめるメンタルヘルス・マネジメント
  （１）チェックしよう！あなたのストレス

2015年、企業におけるストレスチェック制度が義務化されました。ストレスチェック制度の主な目的
は、労働者自身がストレスに気づき、メンタルヘルス不調を予防することです。労働者一人ひとりが
自分のストレスの状態を知ること、つまりセルフケアがこれからの企業におけるメンタルヘルス対策
では重要になってきます。
本DVDは、事例ドラマと解説を通して労働者自身がストレスへの向き合い方を学ぶものです。高スト
レス状態に陥らないための一助として、ストレスチェック実施にあわせて、ご活用ください。

＜第一巻＞チェックしよう！あなたのストレス～心とからだのセルフケア～

●セルフケア自己チェックのための3項目
  1．職場のストレス    　2．周囲のサポート    　3．心身の自覚症状

●セルフケア自己チェックのポイント
【ケース1】石田さん【46歳】の場合： 本人も気づかないうちにストレスをため込み倒れる
【ケース2】杉本さん【41歳】の場合： 上司と部下の板挟みで「うつ」に

 (2016)
28分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0590
〔改訂版〕
セルフケアからはじめるメンタルヘルス・マネジメント
  （２）チェックしよう！ラインによるケア

＜第二巻＞チェックしよう！ラインによるケア～見逃すな！部下のイエローサイン～

(1) 職場環境の把握と改善
(2) 不調者の早期発見と処置

●部下のメンタルヘルスチェックのポイント
【ケース1】杉本課長の場合： 長時間残業の結果、部下が倒れてしまった
【ケース2】石田課長の場合： 様子がおかしい部下を抱え込んでしまった

 (2016)
29分

労務管理 H0581
活かそう！職場のダイバーシティ
　（１）一人ひとりがいきいきと働くために
　　　　＜全社員向け＞

いま、私たちの働き方を考える上で、ダイバーシティ（多様性）という言葉が注目を集めています。女
性従業員の活躍支援やワークライフ バランスの実現など働き方の改革には、常に相手との「違い」
を尊重する姿勢が求められるからです。「違い」を違うものとして排除するのではなく、組織の創造性
や革新性を高めるための「強み」とするために。そして、一人ひとりが持てる能力を発揮して、いきい
きと働くために。本DVDはこれらを考えるヒントとなる教材です。

●違いを理解する「見える違い」「見えない違い」
●雇用形態の違いによるコミュニケーション・ギャップ
●男性社員の育児休業
●自分自身がもつ固定観念
●少数派の立場「Challenged チャレンジド」

 (2009)
25分

労務管理 H0582
活かそう！職場のダイバーシティ
　（２）多様性を活かすリーダーになるために
　　　　＜管理職向け＞

●違いを理解する「見える違い」「見えない違い」
●部下の育児休業
●女性社員の単身赴任
●雇用形態の違いによるコミュニケーション・ギャップ
●管理職に求められるリーダーシップ

 (2009)
25分

労務管理 H0564
これだけでできる　労務管理
（１）労務管理の基本的な考え方

本DVD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
理解することです。また、日常の職場運営のポイントやコンプライアンスという観点だけでなく、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しています。

１．労務管理と管理者の役割（イントロダクション）
２．労務管理の基本的考え方
　(1)労務管理４つの観点
　(2)労務管理に関する主な法令と罰則
　(3)労働基準法の概要と罰則

 (2016)
12分

労務管理 H0565
これだけでできる　労務管理
（２）労務管理と人事制度

(1)労務管理の全体像　　(2)募集／採用　　　(3)配置／出向／転籍　　(4)業務遂行
(5)人事制度関連           (6)賃金　　　　　　　 (7)退職／解雇

 (2016)
42分

労務管理 H0566
これだけでできる　労務管理
 （３）働く時間を管理する

(1)労働時間とは   　　(2)休日と休暇     (3)時間外労働とは　　(4)休日出勤とは     (5)休職とは
 (2016)
34分

労務管理 H0567
これだけでできる　労務管理
 （４）社員の健康を管理する

(1)健康管理とリスク対策　　(2)体の健康管理   (3)心の健康管理　　　(4)メンタルヘルス対策
 (2016)
34分

労務管理 H0568
これだけでできる　労務管理
 （５）働きやすい職場環境づくり

(1)働きやすい職場環境とは　 　(2)ダイバーシティマネジメント
(3)女性を活かすマネジメント　　(4)ワークライフバランス        (5)職場のハラスメントの現状

 (2016)
36分

労務管理 H0569
これだけでできる　労務管理
 （６）職場のハラスメント対策

(1)職場の３大ハラスメント　 　   (2)パワーハラスメント     (3)パワハラ対策
(4)セクシャルハラスメント    (5)セクハラ対策　　　(6)モラルハラスメント     (7)モラハラ対策

 (2016)
52分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0356
元気な職場をつくるメンタルヘルス
 （１）管理職によるメンタルヘルス
        ～傾聴するコミュニケーション～

上司と部下の円滑なコミュニケーションはとても大切なものです。
コミュニケーションがうまくいかなければ、業務や両者の精神面など様々な不具合が起こります。
このＤＶＤは、部下から業務報告を受ける際の管理職の対応の場面で、上司による傾聴技法をわか
りやすく解説しています。

 (2011)
20分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0357
元気な職場をつくるメンタルヘルス
 （２）ストレス一日決算主義のセルフケア

セルフケアの面で大切なことのひとつに、“ストレスを溜めない”ことがあります。もしストレスを感じて
も、一日の間で“決算”してしまえば、翌日に持ち越すことは無く、ずっと健康的でいられるからです。
“ストレス一日決算”を一日の生活の中でどのようにしていくのかを説くＤＶＤです。

 (2006)
20分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0358
元気な職場をつくるメンタルヘルス
 （３）こうすればできる！職場復帰
        ～受け入れる職場の心得～

うつ病で長期休業した人が職場復帰するとき、職場ではどんなことが起きるのでしょうか。
うつ病に罹った職員が復職してから再発するまでをドラマ化したこのＤＶＤは、本人、上司、部下それ
ぞれの視点から“復職”を見ることができるため、職場復帰についての研修に最適です。

 (2011)
21分
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ハラスメント・
メンタルヘルス

H0359
元気な職場をつくるメンタルヘルス２
 （１）“うつ”を考える

“うつ”による休職・復職を経験した人の体験談を元に、どのようにすれば“うつ”を予防できるのか、
もし罹患した時どのような症状に気づいて、どのように対処すれば早期回復が可能なのかを考えた
教材です。

●“うつ”を発症するまで　    ●“うつ”の症状
●“うつ”の予防方法　 ●早期治療と早期回復　など

 (2007)
24分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0360
元気な職場をつくるメンタルヘルス２
 （２）知っておきたい！過重労働対策

なぜ過重労働対策が必要なのか、医師による面接は何を目的にどのように行われるか、メンタルヘ
ルスや健康障害との関連など、過重労働と健康の係わりをわかりやすく解説します。

●過重労働による労災認定例　 ●労働安全衛生法の改正点
●過重労働対策とは　 ●医師による面接とは
●面接を申請するまで　 ●面接の実際　など

 (2007)
23分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0003
元気な職場をつくるメンタルヘルス３
 （１）ストレスと上手につき合う方法

●ストレスをためやすい性格とは？ ●自分の性格傾向を知る
●性格傾向ごとの対応方法 ●セルフケアの大切さ

 (2009)
20分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0004
元気な職場をつくるメンタルヘルス３
 （２）ストレス時代のラインによるケア

●上司のタイプと部下のストレス ●ラインによるケアとは？
●“うつ”にならないマネジメント ●管理職自身のセルフケア

 (2009)
20分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0067
元気な職場をつくる　メンタルヘルス４
 （１）心を楽にするセルフケア
        ～考え方のクセに気づこう～

「セルフケアとは」「ストレスとは」を導入として、職場で起こりがちなシチュエーションから、“考え方の
クセ＝認知の歪み”によってストレスが生じることを解説する。考え方を変えることでストレスをつくら
ず、ポジティブに切り抜けられることを具体的に見ていく。

●ストレスとは    　●セルフケアとは　   ●ストレスへの気づき
●アナログ思考の勧め　 ●認知の歪み

 (2011)
25分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0068
元気な職場をつくる　メンタルヘルス４
 （２）自分でできるストレス対処法
        ～４つのケアとソーシャル・サポート～

セルフケアで大切な「ストレス対処」。この教材では「４つのケア」の項目と併せて、それぞれの段階
でのソーシャル・サポートの手段・種類と、早期に相談することの意義を確認していく。
心療内科での診察風景などの、事業場外支援の具体例についても紹介。

●ソーシャル・サポートとは ●上司への相談方法
●ＤＥＳＣ法による相談の仕方 ●産業保健スタッフ等への相談
●事業場外支援による相談

 (2011)
25分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0361
元気な職場をつくるメンタルヘルス５
 （１）自分の健康は自分で守る！
        ～セルフケアとは何か～

セルフケアのポイントは、
(1)ストレス、メンタルヘルスに対して正しく理解する
(2)ストレスに気づく
(3)ストレスに対処する　の３点です。
「職業性ストレスモデル」に沿って事例ドラマを分析。
「仕事のストレス要因」「仕事以外のストレス要因」「個人の要因」「緩衝要因」を正しく理解し、
ストレスへの気づき、それぞれの対処方法を解説していきます。

●事例ドラマ　 ●セルフケアとは　 ●職業性ストレスモデルの解説
●ストレスへの気づき　 ●ストレスへの対処　など

 (2013)
25分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0362
元気な職場をつくるメンタルヘルス５
 （２）自分でできるストレスコントロール
        ～セルフケアのための10の方法～

仕事をしている以上、ストレスと無縁ではいられません。ストレスの影響を少なくするために、日常生
活の中ですぐにできるストレス解消法をたくさん持つことが重要です。
このＤＶＤでは「職業性ストレスモデル」の各プロセスに注目。要因ごとに４つの視点からセルフケア
のための10の方法をわかりやすく紹介します。

●職業性ストレスモデル
●セルフケアのための10の方法
（仕事のストレスを減らす、仕事以外のストレスを減らす、個人の要因を改善する、
  緩衝要因を増やす）など

 (2013)
25分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0509
元気な職場をつくるメンタルヘルス６
（１）ストレス・コーピングによるセルフケア

メンタル不調により職場を離れる人が後を絶たない中、職場のメンタルヘルス対策の基本を見つめ
直す全２巻作品。

【第１巻】
ストレス対処（コーピング）の仕方で、メンタルヘルスが良くも悪くもなる例を、二人の実写ドラマを通
して描きます。ストレス・コーピングの６つの方法の効果と注意点を分かりやすく解説していきます。
１．積極的な問題解決　　　　　　　 ２．解決のための相談　　  　３．発想の転換
４．気分転換・リラクセーション　　　５．人に感情をぶつける　　　６．開き直る・問題を先送りする

 (2014)
26分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0510
元気な職場をつくるメンタルヘルス６
（２）部下を心の不調から守るラインケア

【第２巻】
ラインケアとして、部下が不調に陥りやすい時期（昇進、異動、新入社員）の事例を取り上げます。
それぞれの場合での管理職の注意点や対応方法について、イラストイメージによって印象的かつ分
かりやすく解説します。

 (2014)
26分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0562
元気な職場を作るメンタルヘルス７
（１）ストレスチェックを活用したセルフケア

労働安全衛生法の改正により、事業者に実施が義務化されたストレスチェック制度。 ４つのケアの
枠組みの中で、活かしていくにはどうすれば良いのか。セルフケア、ラインによるケアのそれぞれの
場面での効果的な活かし方を提示しながら、新しい制度を日常に組み込むことを考えます。（全２
巻）

【第１巻】
ストレスフルな毎日を送る柏木主任が、ストレスチェックの結果を活かした場合と活かさなかった場
合をドラマで比較して、ストレスチェック制度の活かし方とセルフケアの方法とを考える教材。

●ストレス状態への気づきと対処　　●気づきの活かし方　　●ストレスチェック制度とは　　ほか

 (2016)
25分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0563
元気な職場を作るメンタルヘルス７
（２）部下が休職する前にできること
～ラインケアに活かそう！ストレスチェック制度～

【第２巻】
高橋課長がストレスの高い二人の部下に対応するドラマを通じて、ラインによるケアのあり方を分か
りやすく解説します。ストレスチェック制度の下での管理監督者の役割のあり方にも言及した教材。

●部下の異変への気づき方　　●産業保健スタッフへの橋渡し
●ストレスチェック制度とラインによるケア　　ほか

 (2016)
25分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0538
階層・職種別パワー・ハラスメントシリーズ
（１）新入社員・若手社員編

パワハラの正しい知識とパワハラを受けないための行動と心構えを解説します。

●プロローグ　　　　　　　　　　　　　　　 ●パワハラとは　－パワハラと指導の違い－
●パワハラを受けないために　　　　　　●パワハラを受けてしまったら
●エピローグ

 (2012)
26分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0539
階層・職種別パワー・ハラスメントシリーズ
（２）中堅社員・管理職編

パワハラにならない指導法と部下のパワハラを見逃さない着眼点を解説します。

●プロローグ ●パワハラと指導の違い
●よく見られるパワハラの芽 ●陰に潜むパワハラ
●より良い職場づくりのために上司がすべきこと ●エピローグ

 (2012)
27分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0540
階層・職種別パワー・ハラスメントシリーズ
（３）製造・作業現場編

製造・作業現場編ではクイズを交えて現場でおこりがちなパワハラについて学べます。

●プロローグ ●パワハラと指導の違い ●事例クイズ
●現場でありがちな反発 ●パワハラのない現場を目指して ●エピローグ

 (2012)
26分
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ハラスメント・
メンタルヘルス

H0532
ハラスメント相談シリーズ
（１）相談担当者の心構えと基本スキル

ハラスメント相談では、立場の異なる人への事実確認やカウンセリング的な対応など、多くの役割が
期待されます。良い例・悪い例を紹介しながら、相談窓口担当者が身につけるべき心構えと基本ス
キルを学べます。

●プロローグ ●ハラスメントの基礎知識 ●ハラスメント相談の役割
●傾聴の基本スキル ●傾聴のスキルを磨くために ●エピローグ

 (2012)
22分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0533
ハラスメント相談シリーズ
（２）初期対応のポイント

●プロローグ ●被害者の心理を知る ●メールによる初期対応
●電話による初期対応    ●ヒアリングの準備 ●エピローグ

 (2012)
22分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0534
ハラスメント相談シリーズ
（３）被害者ヒアリングの基本

●プロローグ ●開始から終了までのながれ ●傾聴スキルを使ったヒアリング
●望ましくない対応例 ●エピローグ

 (2012)
27分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0535
ハラスメント相談シリーズ
（４）加害者ヒアリングの基本

●プロローグ ●加害者ヒアリングの始め方 ●加害者の特徴を理解する
●被害者の安全を確保する ●エピローグ

 (2012)
24分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0536
ハラスメント相談シリーズ
（５）関係者ヒアリングの基本

●プロローグ ●関係者ヒアリングの始め方 ●関係者ヒアリングの進め方
●メンタルヘルスへの影響 ●エピローグ

 (2012)
21分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0537
ハラスメント相談シリーズ
（６）難しいケースとタイプへの対応

●プロローグ
●被害者ヒアリング１：妄想タイプ
●被害者ヒアリング２：大きなトラウマを抱えているケース
●被害者ヒアリング３：言い分が周囲とまったく異なるケース
●被害者ヒアリング４：怒りの感情を強くぶつけてくるケース

●加害者ヒアリング１：相談担当者を小馬鹿にするケース
●加害者ヒアリング２：「ああ言えば、こう言う」タイプ
●加害者ヒアリング３：逆切れタイプ
●加害者ヒアリング４：熱血指導タイプ
●エピローグ

 (2012)
24分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0531
【ディスカッション教材】
パワー・ハラスメント

「私はこんなことしない！と思い込んでいる人が、実際はしていた」という話も少なくありません。DVD
に収録されているドラマを題材に研修参加者で討議することで、本質理解につながります。

【ケースドラマ１】暴力的な上司
【ケースドラマ２】セクハラがパワハラに
【ケースドラマ３】上司よりも部下が年上
【ケースドラマ４】女性社員の間で
【ケースドラマ５】物流の「現場」で
【ケースドラマ６】女性上司と男性部下
【ケースドラマ７】腰かけ支社長が直面した事態

 (2009)
45分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0530
【ディスカッション教材】
セクシュアル・ハラスメント

講師が一方的に話すだけのワンウェイ型のセクハラ研修を受講しただけでは、セクハラの基礎知識
は身についても、自分自身の言動が大きく変わるわけではありません。DVDに収録されているドラマ
を題材に研修参加者で討議することで、本質理解につながります。

【ケースドラマ１】女性から男性に対するセクハラ
【ケースドラマ２】女性側にも問題があると評価されがちなセクハラ
【ケースドラマ３】男性から男性に対するセクハラ
【ケースドラマ４】会社の体制に問題があり被害が拡大したセクハラ
【ケースドラマ５】それってセクハラ？
【ケースドラマ６】今でもなくならない古典的なセクハラ

 (2009)
45分

人事・教育 H0224 一次評価者のための人事評価入門

処遇のための評価（考課）から目標達成のための評価へ。
部下を活かし組織を動かすマネジメント・ツールとしての人事評価を、一次評価者向けに解説しま
す。あらゆる人事制度に対応した評価者教材。

（１）評価者なら知っておきたい基礎知識
　　　●評価は管理職の本源的な役割　　　●評価の目的　　●評価をどう進めるか
　　　●評価で陥りやすいエラー

（２）評価をどのように実践するか
　　　●評価で大切なこと　　●目標設定時の面接　　　●フィードバック面接

 (2008)
55分

人事・教育 H0529
【ディスカッション教材】
一次評価者のための人事評価

『一次評価者のための人事評価入門（DVD番号：H0224）』は、「評価の基礎知識」をコンパクトにまと
めた入門DVDでした。姉妹版にあたる本作は、人事評価に関する「基礎知識」を理解したうえで、実
際に部下の行動に評価を下すディスカッション教材です。
ケースドラマを参考に、視聴者自身が部下の行動一つひとつに評価を下していくため、評価経験の
浅い一次評価者がどれだけ評価に対して理解を深めているかを把握することが可能です。また、評
価結果についてディスカッションすることで、評価者一人ひとりが自分の評価に足りないところを知
り、人事評価の理解と向上をさらに深めることができます。
実践的かつ効果の高い評価者研修を実現できる映像教材です。

 (2009)
50分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0522 新型うつ

「うつ」で休職中なのに海外旅行！そんな社員にどう対応しますか？
会社に行こうとすると体調が悪くなるのに、会社の外では元気。海外旅行にも出かけてしまう。これ
までの「うつ」の常識が通用しない「新型うつ」が登場しています。「単なるわがまま」だと頭ごなしに
叱責しても、問題は悪化するだけです。管理者がこれだけは知っておきたい、その特徴と対応方法
をコンパクトに解説します。

●プロローグ
●ケースドラマ：職場にこんな若手がいませんか
●「新型うつ」の特徴 ●「新型うつ」社員への対応
●エピローグ

(2012)
23分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0512 職場のメンタルヘルス対策
●職場で求められるメンタルヘルス対策 ●職場のメンタルヘルスが叫ばれている理由
●職場で求められるセルフケア ●ラインによるケア
●自殺予防とうつ病対策 ●自分なりのストレス解消法をもつ

(2015)
81分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0511 パワハラとならない注意・指導方法
●パワハラとは ●パワハラのトラブル事例（典型的なイジメ）
●パワハラのトラブル事例（注意指導） ●注意指導とパワハラの区別
●まとめ

(2015)
66分
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人事・教育 H0506 これだけでできる人事考課（１）基礎知識編

＜テキストCD-ROM付き＞
部下をもつ人であれば必ず取り組まなければならないのが人事考課という仕事です。
しかし、様々な能力や考え方、役割をもち、異なる環境で働く部下を公平に評価するというのは非常
に難しいことです。本ＤＶＤでは、人事考課をどのように進めていけばよいのか、そのポイントや手順
を紹介していきます。
人事考課の基礎知識の解説の後、ケース映像を使って模擬的に人事考課に取り組みます。

【テキストCD-ROM】
Session１：人事考課の考え方    Session２：人事考課の基礎    Session３：人事考課の進め方
別冊：人事考課演習

【DVD】
・あなたはどのタイプ？     ・人事考課に対する不安や不満

(2015)
27分

人事・教育 H0507 これだけでできる人事考課（２）陥りやすい評価エラー

人が何かを評価する際に、完全に主観を排除することや、心理的な偏りや先入観をなくすことは非
常に難しいことです。このため人事考課の結果には往々にして管理者のもつ心理的傾向が影響を
及ぼし、評価が歪むことがあります。これを評価の錯誤とか評価エラーと呼んでいます。
本ＤＶＤでは、代表的な８種類の評価エラーを紹介します。

１．評価エラーとは　　２．ハロー効果　　３．寛大化傾向    ４．中心化傾向　　 ５．論理的錯誤
６．対比誤差            ７．逆算　         　８．性差　　         ９．期末誤差　　　１０．まとめ

(2015)
29分

人事・教育 H0508 これだけでできる人事考課（３）面談編

人事考課の結果が出たら、それを部下に伝えなければなりません。しかし果たして部下は人事考課
結果に納得してくれているでしょうか。また、そもそも人事考課結果を伝える面談では何をするべき
なのでしょうか。
本ＤＶＤでは、部下に人事考課結果をうまく伝えるための手順や対話のスキルを学びます。

【テキストCD-ROM】
Session１：人事考課面談の基礎       Session２：．面談の基礎スキル
Session３：人事考課面談の進め方

【DVD】
・加藤さんの人事考課面談  ・人事考課面談のモデルケース  ・モデルケース解説

(2015)
30分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0483 職場で起こるハラスメント対策の基礎知識

セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、ジェンダー・ハラスメント、アルコール・ハラスメン
ト、アカデミック・ハラスメントなどの職場に横たわる各種ハラスメントの違いがリアリティーの高いドラ
マとともに理解できます。
職場で起こる各種ハラスメントの必須知識をドラマ仕立てでわかりやすく解説する。職場構成員のハ
ラスメントに対する誤解をほどき、そのコミュニケーションギャップを埋めていくためのヒントを与える
全従業員向け総合ハラスメント対策教材の決定版。

●ハラスメントの概要　 ●【ケースドラマ】どこにハラスメントがあったのか
●【ケース解説】どこにハラスメントがあったのか　 ●何がハラスメントを生むか
●オフィスで聞こえる心の声　 ●「加害者」と「被害者」の意識のズレ
●ダイバーシティマネジメントという考え方

(2009)
50分

人事・教育 H0481 一次評価者のための目標管理入門

管理職の現場マネジメント力の向上に欠かせない目標管理能力。部下が意欲的に働き、会社と個
人が成長する職場作りをするための目標管理と人事評価の基本を解説。

●基本編
　　・目標管理の問題点　　・目標管理の経営哲学　　・目標管理のパワーとは

●実践編
　　・個人目標設定・指導の問題点　            　・部門目標設定
　　・個人目標設定の手順とポイント　　           ・個人目標の設定指導の実際：目標設定
　　・個人目標の設定指導の実際：目標遂行  　・個人目標の設定指導の実際：目標達成度確認

(2010)
45分

人事・教育 H0482 被評価者のための評価面談の基礎知識

被評価者に評価面談の基礎知識と意義、目的を解説して評価に対する意識を変えて積極的に評価
に関わる意欲を持たせる被評価者向け研修用コンテンツです。

＜第1部＞ケースドラマ「評価のパワーを活かす」
　　●評価は役に立っている
　　●評価は受けるモノ？
　　●評価のパワー１　能力開発
　　●評価のパワー２　コミュニケーション＆モチベーションアップ
　　●評価のパワー３　価値観の共有・人事評価の意義

＜第2部＞ポイント解説『評価のパワーを活かすために』

(2010)
40分

人事・教育 H0464
ビデオセミナーシリーズ
｢内定者フォローで泣く会社、笑う会社」
（講師：夏目　孝吉）

企業と学生の双方の事情を知り尽くす“採用戦略のプロ”夏目孝吉氏によるご講演を収録・編集した
ビデオセミナー。内定者の辞退防止と早期戦力化に向けた「内定者フォロー」を成功へと導くための
ポイントについて、具体的な事例を交え解説しています。

（１）０７新卒採用はどうだったか
　●採用バブル到来　3つの指標       　●早期化したが、内定ピークは4月下旬
　●応募者は減った         　●採用のフレックス化が進んだ　4つの柔軟化
　●内定辞退が増えた        　●採用未達企業は減少　企業格差拡大へ

（２）内定辞退の現実と対策
　●内定辞退の理由と行動     　●第一志望の怪　内定後に就活スタート？
　●内定者フォロー（各社の事例をよむ）   　●内定者フォロー（内定者コミュニティ）
　●内定辞退を防止する採用形態     　●問題を抱える内定者のタイプとフォロー
　●これからの内定者フォロー

(2007)
62分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0432
無関心ではいけない！障害者の人権
～障害者差別解消法を理解する～

現在、日本が取り組んでいる国連の「障害者の権利条約」批准に向けての要件である「差別解消
法」への理解を深めてもらうためのものです。具体的に、視覚障害者、聴覚障害者、車椅子の方の
日常を通して、障害を理由にした直接差別、障害を理由にしない間接差別、合理的配慮を怠った場
合の差別について考えていくものです。
これによって、血の通った温かい人間関係を含め、誰もが不自由を感じない社会環境づくりこそが、
障害者の人権を守っていく第一歩であることを訴えます。

●人権とは？ ●障害者の権利条約
●各障害者の人権について ●バリアフリー化の動き

(2013)
24分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0428
パワーハラスメントを考える
（１）パワハラを正しく理解するために

上司だけでなく、誰もがパワハラ加害者になりえる現在、何がパワハラを生み、どのような行為が
パワハラになるのか、３つの事例から職場全員でパワハラを正しく理解する基礎的教材。
●事例１「根性論を振りかざす上司」
●事例２「組織からはじき出された上司」
●事例３「同僚からのパワハラ」

(2013)
28分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0429
パワーハラスメントを考える
（２）パワハラにならない叱り方

指導・叱責はコミュニケーションの一環で行なわれることが大切であり、相手に正しく伝わらなかった
り、受け入れられなければ意味がありません。本DVDは、３つのケースから部下にどう対応すればい
いのか、パワハラにならない叱り方、指導法を解説する管理職向け教材。
●事例１「報告しない部下」
●事例２「協調性のない部下」
●事例３「ケアレスミスをくり返す部下」

(2013)
27分
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ハラスメント・
メンタルヘルス

H0426
セクハラを生まない職場コミュニケーション対策
 （１）コミュニケーションに潜むセクハラの危険

（ミニドラマと解説で構成）
●セクハラの定義　　　　　　　　　　    ●対価型セクハラと環境型セクハラ
●服装を褒める上司 ●年齢差別発言とその意図
●上司からの休日の電話　　　　 ●軽い気持ちからの誘いのメール
●ＮＯが通じない男　　　　　　　　　　　●男性部下へのからかい
●露出の多い服装と職場のルール　  ●お菓子を配るのは誰の役目？
●酒の席の“冗談”はどこまでＯＫ？

(2014)
25分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0427
セクハラを生まない職場コミュニケーション対策
 （２）事例で考える
　　　　職場のコミュニケーションとセクハラ

（ディスカッション用事例で構成）
＜事例１＞女性部下の服装を気にかける部長
　●部長が部下の女性の服装に言及する際の問題とは？
　●職場の服装ルールとセクハラの関係
　●課長が相談を受けた場合は、どのように対応するべきか？

＜事例２＞“社内恋愛”がセクハラと言われるとき
　●伝わらない、女性の“ＮＯ”        　●恋愛とセクハラのボーダーラインはどこか？
　●セクハラをジャッジする５項目    　●コミュニケーション・ギャップによるセクハラをなくすためには

(2014)
27分

労務管理 H0402 ワークライフバランス

今日、人材活用における基本的インフラとして注目を集めているワークライフバランス。その考え方
や実現への道のりをさまざまな年齢・立場の視点から解説した映像教材。なぜ仕事と生活の両立を
実現しなければならないのか？その「気づき」を視聴者に与える。管理者・社員の意識啓発に最適。

＜前編＞なぜワークライフバランスが求められるのか
　●20代独身男性・沢渡恭平の場合
　●20代独身女性・手塚美香の場合
　●50代管理職・浪岡芳信の場合
　●30代既婚女性・東山咲子の場合
　●ワークライフバランスとは

＜後編＞ワークライフバランスを実現するために
　●介護と仕事の両立　●働き方を変えてみる　●育児と仕事

(2009)
50分

労務管理 H0403 ワークライフバランス実現のためのマネジメント

ワークライフバランスは、会社の制度を充実させるだけでは実現できない。カギを握るのは、管理職
の職場での取り組みである。ワークライフバランス実現のために、管理職は組織全体の働き方を改
革する必要がある。仕事の効率化、能力開発、低下した部下の意欲の高め方、円滑な社内コミュニ
ケーションと情報共有など、管理職がワークライフバランスを実現させるために取り組むべきポイント
をドラマ形式で解説。

●労働時間の無駄をなくす　　●部下の意欲を高める
●時間の生産性を高める 　　 ●部下の能力を高める
●社内コミュニケーションで情報共有

(2009)
40分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0401 「社内いじめ」とパワー・ハラスメント

＜第１巻＞全社員がパワハラ・社内いじめの加害者・被害者
　●続出するパワハラ事件
　●なぜパワハラがなくならないのか
　●パワハラに対するビジネス人の誤解
　●組織の合併、雇用スタイルの変化が新しいパワハラ類型を生む
　●社内いじめとは何か
　●笑い事ではなくなっている社内いじめの現状
　●パワハラ、社内いじめはメンタルヘルス・トラブルを生み、職場のモチベーションを下げる
　
＜第２巻＞ケースドラマ＆解説　パワハラと社内いじめ
　●ケースドラマ１　育児と仕事　 ●ケース解説１　　育児と仕事
　●ケースドラマ２　派遣社員　　 ●ケース解説２　　派遣社員
　●ケースドラマ３　係長の悩み　●ケース解説３　　係長の悩み
　●パワハラと社内いじめを生まない職場にするための心構え

(2008)
60分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0400 改正均等法とセクハラ早わかり

＜第１巻＞改正均等法のポイント
　●男女雇用機会均等法とは
　●改正男女雇用機会均等法の概要
　●改正のポイント１
　　性別による差別禁止の範囲の拡大／妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止　ほか

＜第２巻＞改正均等法とセクシュアル・ハラスメント
　●セクシュアル・ハラスメントとは
　●改正のポイント２
　　男性へのセクハラ／正社員以外へのセクハラ／是正指導に従わない企業の公表措置　ほか

(2007)
50分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0399 判例・事例から学ぶセクハラ・グレーゾーン

＜第１巻＞討議用ドラマ編
　●プロローグ―３つのセクハラ事例―
　●セクハラ・グレーゾーン１　身体に触る／容姿を褒める
　●セクハラ・グレーゾーン２　服装を注意する
　●セクハラ・グレーゾーン３　送迎する
　●セクハラ・グレーゾーン４　合意の有無
　●セクハラ・グレーゾーン５　懇親会への出席
　●セクハラ・グレーゾーン６　酒席でのお酌
　●セクハラ・グレーゾーン７　食事に誘う

＜第２巻＞検証・解説編
第１巻のドラマにおける問題点を振り返り、検証・解説していきます。セクシュアル・ハラスメントのな
い職場づくりを進める上で、再認識しておきたいグレーゾーンへの対応のヒントが理解できます。
　●プロローグ―下された判決―
　●検証　セクハラ・グレーゾーン
　●セクハラ・グレーゾーンでつまずかないための10のチェックポイント
　●エピローグ―人間関係の距離を測るセンス

(2006)
60分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0398 職場うつ

職場で起こるメンタルトラブルの代表格、それが「うつ」。職場から「うつ」をなくすために全従業員に
必要な知識と対処法をドラマ仕立てで提供するメンタルヘルス研修用映像教材。

＜第１巻＞「職場うつ」を生まないために
　●うつ病とは何か　　　　　　　　　 　●うつ病はなぜ起こるのか
　●うつ病のさまざまな引き金　　　　●うつ病の症状
　●「職場うつ」を生まないために
　
＜第２巻＞「職場うつ」が身の回りに発生した
　●うつの発症　　　　　　　　　　　　　●自分がうつ病になった場合
　●同僚がうつ病になった場合　　 　●マイペース・マイタイム・マイスペース

＜第３巻＞「職場うつ」からの回復
　●うつで休んでいる場合の過ごし方　　●職場への復帰
　●「こころ」をこめて暖かく接する　　　　 ●うつからの回復

(2008)
65分
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ハラスメント・
メンタルヘルス

H0397 実践！メンタルヘルス＆ストレス・マネジネント

＜第１巻＞確認しよう！「心の健康」セルフチェック
　●自分でできる「心の健康」セルフチェック     　   ●悪化する職場のメンタルヘルス
　●ストレスが心のトラブルを引きおこす      ●組織にとってのメンタルヘルスの意義
　●「心の健康」セルフチェックの結果の見方

＜第２巻＞知っておこう！「心の健康」の基礎知識
　●「心の病」を知ろう
　●知っておきたい心の病１：心身症      　●知っておきたい心の病２：パニック障害
　●知っておきたい心の病３：アルコール依存症   　●知っておきたい心の病４：うつ病
　●早期発見のための12のポイント

＜第３巻＞やってみよう！「ストレス・マネジメント」
　●まず自分のストレスを知ろう　      　●ストレスと健康の関係にせまる
　●自分の思考パターンに気づく　    　●ストレスから身を守る技術
　●自分をあるがままに

(2005)
60分

労務管理 H0369 労災保険特別加入制度

労災保険の対象とならない人･･･その救済措置が、特別加入制度！
●現場管理者の知識修得に！
●元請の労災保険が適用されない可能性のある中小事業主・一人親方・その家族などへの

理解促進に！

・「労働者」とは誰なのか？       ・労災保険とはどんな保険か？
・特別加入制度はなぜ必要？         ・特別加入の方法は？
・労災保険の多くのメリット・・・等

(2012)
20分

労務管理 H0368 知っておくべき労災保険の機能と役割

●労働者を雇う使用者の義務 ●「健康保険」と「労災保険」の違い
●労災隠しを招く要因 ●送検される代表的な違反例
●労災保険を使わない場合の深刻なトラブル ●労災保険の申請手続き
●「事務所労災」と「現場労災」の違い ●通勤災害の定義と業務災害との違い
●外国人＆一人親方と労災保険 ●労災指定病院と普通の病院との違い
●労災発生！あなたならどうする！？間違った対応と正しい対応

 (2010)
27分

労務管理 H0367 引き裂かれた絆

男手ひとつで育ててくれた最愛の父を、足場からの墜転落災害で失ってしまった、一人娘の奈緒。
会社は本人の不注意が原因だというが、日頃からあんなに慎重だった父が何故？
小さな疑問は奈緒に新たな行動を決意させた。

【本映像教材の特徴】
事業主の営利主義が生んだ死亡災害と、それに疑問を持った遺族の事故の真相に迫る行動をドラ
マ化し、安全へのコストを惜しんだ結果の悲惨さを描いています。
職場巡視（安全パトロール）を形骸化させないための、監督・職長に求められる作業者への分りやす
い指導方法を学ぶことができます。
現場の作業者には、労働災害発生時の家族の悲しみが深く心に染み、明日からの安全作業を決意
させるものです。

 (2009)
29分

労務管理 H0366 ポジティブ・アクション

男女雇用機会均等法により、募集・採用から退職・解雇までの雇用管理上の男女差別は禁止され
ています。格差の解消に向けて最も重要な管理職の意識を変えるきっかけを与える映像です。

●プロローグ ●管理者の固定観念 ●有能な人材となる女性社員
●意欲を失う女性社員 ●中長期で育てる女性のキャリア ●部下を育てるマネジメント
●エピローグ ●管理者へのメッセージ

 (2010)
30分

労務管理 H0363
産休・育休ガイドシリーズ
 （１）産休・育休の基礎知識

● プロローグ
● ライフ&キャリアプランを立てよう ● 産休・育休の基礎知識
● 働く妊産婦のための制度と復職後の制度 ● 妊娠中　安全に通勤するには
● 妊娠中の仕事の進め方 ● 業務引継ぎのポイント
● 産休・育休中の過ごし方 ● 出産にかかる費用
● 出産に関わる給付金
● エピローグ

 (2010)
30分

労務管理 H0364
産休・育休ガイドシリーズ
 （２）仕事と育児　両立のポイント

● プロローグ
● 産後休暇・育休中の過ごし方 ● 子どもの預け先の種類と選び方
● 職場復帰の準備 ● 復帰後の仕事と育児
● エピローグ

(2010)
30分

労務管理 H0365
産休・育休ガイドシリーズ
 （３）産休・育休への対応と男性の育休

● プロローグ　部下から妊娠の報告があったら
● 産休・育休に関わる制度 ● 産休・育休がもたらす効果
● 部内の仕事の見直し―引継ぎの指導 ● 産休前面談 ● 復帰後面談
● これからは男性も育休を！

(2010)
30分

労務管理 H0355 ジェンダーにとらわれない職場の常識

「ジェンダー(性差)にとらわれない職場」で社員が共有すべき常識とは？

＜第1巻＞キャリア開発の考え方
　　●労働市場の変化とキャリア開発                 　　  ●「キャリアビジョン」を描く
　　●「ライフビジョン」を描く                    　　   ●「キャリアプラン・ライフプラン」を立てる
　　●「キャリアビジョン」実現のための意識と心がけ    ●らせん状のキャリアアップ

＜第2巻＞キャリア継続のための健康とコミュニケーション
　　●職場のコミュニケーションはキャリア継続の鍵を握る
　　●健康問題への理解と対応は職場の危機管理
　　●母性保護とは   ●妊娠中の母性保護  　   　●産休と育休
　　●復帰後の環境整備  　　●次世代育成支援対策推進法

(2004)
46分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0354
忙しい「現場」のための
        セクシュアル・ハラスメント対策

工場、物流倉庫、工事・建設現場―
「現場を舞台にしたビデオが欲しい」との声にお応えする「製造の現場」や「営業の最前線」のための
研修ＤＶＤ

＜第1巻＞製造系の現場編
●メインケースドラマ：
　　　工場を舞台に、見返りをほのめかしながら、頻繁に女性のパートタイマーを食事やお酒に
　　　誘い出そうとする男性社員のケース
●このケースの問題点は？――山田弁護士のインタビュー
●セクシュアル・ハラスメントとなりうる事例とは
●サブケースドラマ(1)：ヌード写真をタネに女性社員を冷やかす
●サブケースドラマ(2)：社内パーティーで女性社員をコンパニオン代わりに

＜第2巻＞営業系の現場編
●メインケースドラマ：
　　　地方営業所を舞台に、「女」を武器にするような顧客へのアプローチ方法を嫌がる女性社員に
　　　強制しようとする営業所長のケース
●このケースの問題点は？――山田弁護士のインタビュー
●セクシュアル・ハラスメントとなりうる事例とは
●サブケースドラマ(1)：接客のOJT指導と称して必要以上に体に触れる
●サブケースドラマ(2)：契約更新をちらつかせて派遣社員に迫る

 (2003)
24分
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人事・教育 H0353 リクルーター入門

リクルーターは、大学のキャリアセンター、ゼミ、クラブに出向き、学生に自社や自分の仕事内容を
伝え、ときには就職相談を受けるなど、幅広い役割を果たすことが求められる企業の採用活動の
キーパーソン。自社の求める人材を的確に採用段階へ呼び込み、内定後も内定辞退という事態を
招かないためにはどうしたらいいのか。リクルーターの基礎知識から役割、活動の概要、学生との面
談の実際と注意点までを解説する。

＜第1巻＞　リクルーターなら知っておきたい基礎知識
　　●いま、採用市場は　　　　　　　　　　　　●学生の意識と傾向
　　●リクルーターの役割とは　　　　　　　　　●リクルーター活動をどう進めるか
＜第2巻＞　ほしい人材を惹きつける言動と面談の実際
　　●面談でめざすもの　　　　　　　　　　　　●学生との面談の実際【悪い例】
　　●コンプライアンスへの配慮　　　　　　　●学生との面談の実際【良い例】

 (2008)
55分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0310 職場のセクシュアル・ハラスメント

はじめてのセクハラ研修に最適！
セクハラの定義、セクハラとなりうる行為、セクハラを取り巻く法律・規則、セクハラをなくすためのコ
ミュニケーションなどを解説する。
新入社員から管理者まで、はじめてのセクハラ研修に最適の内容。

＜第1巻＞　セクシュアル・ハラスメントとは何か
　●ケースドラマ：女性部下を頻繁に食事に誘う男性上司　 ●どのような行為がセクハラとなるのか
　●セクハラをめぐる法律・規則　　　　　　　　　　　　　　　　　●セクハラをなくすために
＜第2巻＞　セクシュアル・ハラスメントを生まない組織に
　●ケースドラマ：新社会人の悩み　　　　　　　　　　　　　　　●セクハラの基準は相手への配慮で
　●上司・依頼主からのセクハラ　　　　　　　　　　　　　　　　●セクハラを生まない断り方・断られ方
　●ジェンダー・フリーな組織をめざして

 (2001)
40分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0309
ケースで学ぶ　パワー・ハラスメント対応
　　　～「効果的な指導」との違いを知る

「パワハラ」と「効果的な指導」のボーダーラインはどこか？
上司・部下のタイプ別にケースドラマで解説するラーニング教材！

＜第1巻＞パワハラがなくなる話し方・接し方
　　●（ケース1）知識・技能レベルが高い部下　　　●（ケース2）プライドが高く仕事熱心な部下
　　●（ケース3）自由奔放タイプの部下　　　　　　　●（ケース4）無気力に見える部下
＜第2巻＞どこからがパワハラか
　　●（ケース1）完璧主義タイプの上司　　　　　　　●（ケース2）押し出しが強い上司
　　●（ケース3）決断力に欠ける上司　　　　　　　　●（ケース4）部下へ過保護な上司
　　●（ケース5）部下に任せきれない上司

(2005)
40分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0308 メンタルヘルス・ケアの進め方

あなたの部下のメンタルヘルスは大丈夫？
管理者が部下のこころの病気を早期発見し、正しく対処するための方法を解説。

＜第1巻＞メンタルヘルスの重要性
　　●メンタルヘルスをとりまく状況/労働省の指針　　　●こころの病気の徴候とは
　　●管理監督者がなすべきこと　　　　　　　　　　　　 　●企業・団体の新しい取り組み

＜第2巻＞ケースで学ぶ早期発見・対処のポイント
　　●管理者が陥りやすい誤り
　　●ケースドラマ（燃えつき症候群、昇進うつ病、心身症）
　　●管理者が知っておきたいこころの病    　●管理者に求められること

＜第3巻＞だれでもできるストレス対策
　　●あなたのストレス度をチェック         　●アサーション・トレーニング
　　●オフィスでできるかんたんストレッチ       　●自律訓練法

(2000)
70分

人事・教育 H0307 目標管理のための「面談の進め方」

目標管理を効果的に運用し、セルフマネジメント型人材の育成につなげる目標設定・評価面談の
ノウハウ。

＜第1巻＞面談に臨む前に
　　●目標管理とは　●面談の基本　●よりよいコミュニケーションの取り方
＜第2巻＞期初の目標設定面談の進め方
　　●目標設定面談をおこなう目的         　●ゴールイメージの描き方
　　●目標設定における注意点           　   ●目標設定面談のテクニック
＜第3巻＞期末の評価面談の進め方
　　●評価面談の進め方                       　●評価面談にあたっての心構え
　　●評価面談を実施する際のポイント    　●人材育成につなげるフィードバック
　　●まとめ

(2002)
75分

人事・教育 H0306 人事考課の進め方

「人事考課こそマネジメントの本質である」との考え方から、評価者＝管理者に求められる人事考課
の考え方や評価エラーを防ぐためのチェックポイントを解説。

●人事考課と評価者の役割
　　部下は評価をどう見ているか／人事考課は管理者がビジョンを示す場／

 人事考課の目的と管理者の役割

●公正な評価のためのチェックポイント10
　　事実のみを対象に評価する／寛大化・中心化・極端化に注意する／ハロー効果に注意する／

 自分を評価の尺度にしない／机上のプランで評価しない／逆算化を描いて評価しない／
 期末の事実のみで評価しない／推測による「ゆがみ・ひずみ」に注意する／
 属人的要素は考慮しない／自分の思惑・私情を交えない

(1999)
25分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0227
セクハラ対策の新常識
（１）今ドキのセクハラになる時、ならない時（基礎編）

どのような時にセクハラになり、どうような時にならないのか。
セクハラをめぐるこの永遠のテーマをカラオケのデュエットなどを例に考える。また同じ言動が、相手
によってセクハラになったりならなかったりする理屈を、アニメを用いて分かりやすく解説。他に、人
権侵害型とジェンダー型のグレーな事例を詳しく解説します。

●セクハラになる時とならない時の違いは何か
●相手によって、セクハラになったりならなかったりするのはなぜか
●人権侵害型セクハラ（うわさ話、絵文字入りメール、プライバシーと携帯電話、宴席）
●ジェンダー型セクハラ（男性のお茶出し、女性軽視、女性の服装、性別役割）

(2010)
24分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0228
セクハラ対策の新常識
（２）あなたならどうする？（応用編）

ディスカッション用の事例ドラマと、考えるヒントとしての設問・解説によって構成。
微妙なセクハラ事例の当事者となったとき、どのような対応をすればよいかを考える教材です。

＜事例１＞上司から個人的な行為を寄せられた部下
　　・ペア業務と業務の範囲　　　      ・部下の携帯電話の取り扱い
＜事例２＞部長によるセクハラ行為を部下から相談された課長
　　　・部下からの相談と管理職の役割   　　　・宴席とセクハラ

(2010)
25分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0225
パワハラになる時ならない時
（１）パワーハラスメント　４つの判断基準

パワハラになる時とならない時との違いには、どのような判断基準があるのか。
定義と４つの要件を事例から読み解く全員向けの基礎的な教材。

●パワハラの定義と要件・・・ジャッジのポイント
●「業務の範囲を超える」とは？ ●「人権侵害」とは？

(2012)
25分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0226
パワハラになる時ならない時
（２）事例で考えるパワハラ・グレーゾーン

管理職の言い分と部下の言い分の食い違いを示して、どのような条件の元に、なぜその言動が
パワハラに当たるのか、或いはパワハラには当たらないのかを解説する応用的な教材です。

●パワハラになり得るコトバとは
●事例：人事評価について意見が食い違ったとき    ●事例：繁忙期に休暇申請があったとき

(2012)
26分
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労務管理 H0220
多文化チーム・マネジメント
（１）グローバル・ダイバーシティ入門

●ダイバーシティとは ●多文化の進展とビジネス戦略
●多様な仕事相手とどう働くか？ ●グローバル・コミュニケーションの原則

(2008)
25分

労務管理 H0222
多文化チーム・マネジメント
（２）グローバル・コミュニケーション　アジア編

●赴任先でよく起きるトラブル
●赴任者たちの現実　　３大悲願とフラストレーション

(2008)
56分

労務管理 H0222
多文化チーム・マネジメント
（３）グローバル・リーダーシップ　アジア編

●多文化チームを率いるグローバルリーダーとは   ●Communicating　the　Massage：意味を伝える
●Engaging：相手を巻き込む ●Team　Working：チームで働く
●Collaborating：協働する ●Respecting　Differences：違いを尊重する

(2008)
56分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0163
ＳＴＯＰ！ザ・ハラスメント

 ～パワハラ・セクハラ、職場いじめを考える～

【ハラスメントはなぜ起こるのか】

【原因別職場のハラスメント】
(1)リストラ型の事例　⇒リストラ目的で自主退職に追い込もうといじめる
(2)職場環境型の事例
⇒職場が上意下達のワンマンで、部下の話を一切聞こうとせず部下をお前呼ばわりする上司
(3)人間関係型の事例
⇒好き嫌い、個人的な価値観で派遣社員の仕事の進め方を一方的に非難し、排斥しようとする
(4)労働強化型の事例
⇒部下のやり方を評価せず、自分流のやり方を押し付け根性論で叱責する上司
(5)セクハラ型の事例１
⇒偏った女性観で女性の仕事を決め込み、昇進の希望意欲を摘み取ろうとする
(6)セクハラ型の事例２　⇒みだらな性意識を話題にし、仲間の男性を揶揄する

※６つの事例は、ドラマ視聴のあと、何が問題かを指摘し、上司として、人としてどのように考え
   行動していけばよいかを解説していきます。

【ハラスメントを起こさないために－職場のハラスメントセルフチェック】
ハラスメントの危険度をそれぞれセルフチェックしていただき、その判定の仕方等をアドバイスして
いきます。

(2008)
47分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0161
職場のストレスマネジメント
（１）管理監督者の役割

職場のメンタルヘルス・ケアの担い手である管理監督者の役割について、その意義と対応の
ポイントを紹介します。

●メンタルヘルス・ケアの意義　　　　　●管理監督者の役割
●部下への相談対応　　　　　　　　　　●職場環境等の改善　他

(2002)
30分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0162
職場のストレスマネジメント
（２）部下の心をひらく相談対応のノウハウ

事例を通して、課長の部下への相談対応の仕方・ポイントを具体的に考えていきます。

●問題に気づく　　　●声をかける　　　●産業医に相談する　　　●専門医への受診をすすめる
●専門医との連携　　　●部下への相談対応のポイント

(2002)
25分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0092
働く人のメンタルヘルス
（１）ストレスを正しく理解しよう

●私はこうしてストレス病になりました　　　　　　　　　　●ストレス度チェック
●ストレスってなに？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●どんな人がストレス病になるのか

(2001)
15分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0093
働く人のメンタルヘルス
（２）ストレスの予防と解消法

●メンタルヘルシーな生活度チェック　　　　　　　　　　　●ストレスを予防する理想的な生活
●実践！ストレス解消法

(2001)
15分

人事・教育 H0089
新・採用面接のすべて
（１）人物把握と面接方法

●人物把握とその手法　　　　　　　●面接の機能と役割　　　　　　　　●面接者の心構え
●留意するポイント　　　　　　　　　 ●自由面接のステップ

(2003)
22分

人事・教育 H0090
新・採用面接のすべて
（２）個人面接のノウハウ

●望ましい面接と望ましくない面接 ●評定の際のポイント
●掘り下げ質問と収集すべき内容

(2003)
27分

人事・教育 H0091
新・採用面接のすべて
（３）集団面接・グループディスカッションのノウハウ

●集団面接の種類と流れ ●グループディスカッションの形式と評定要素
●グループディスカッションの用法

(2003)
35分

人事・教育 H0066 ケースで学ぶ人事考課の基本と実践

考課者間での“甘い辛い”などの不公平をできるだけ出ないようにするための「考課者訓練」用の
教材です。実際に課題ドラマを視聴して登場人物の考課をしてもらい、その後解答・解説のコーナー
を視聴することで、人事考課の基本的な考え方、考課方法を学ぶことができます。
また、営業・経理・製造の異なる職種の事例を選択することができますので、対象職種に合わせて
活用することができます。

●PART１／[ドラマ]人事考課とは
●PART２／営業　田中課長の場合　　　[課題ドラマ]　[解答・解説]
●PART３／経理　山田課長の場合　　　[課題ドラマ]　[解答・解説]
●PART４／製造　本田課長の場合　　　[課題ドラマ]　[解答・解説]

 (2010)
119分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0052
事例で考えるパワハラ解決法
（１）パワハラと熱血指導

管理職として部下へ、当たり前の指導をしているつもりが、もしパワハラだと言われたら？
この教材では、”熱血指導”部長、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します。

 (2009)
23分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0053
事例で考えるパワハラ解決法
（２）パワハラ解決技法

職場を蝕むパワハラには迅速な対応が欠かせません。
この教材ではパワハラのタイプ別の解決技法をドラマと解説によって分かりやすく展開します。

　(1)歩くパワハラ上司への対応
　(2)両者に誤解とわだかまりがある場合の対応
　(3)パワハラを理解していない部下への対応

 (2009)
25分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0051 「メンタルヘルスケア」実践のポイント

従来の医学的視点および遵法の視点からメンタルヘルスをとらえるだけでなく、日常のマネジメント
の中で、部下のパフォーマンス発揮という視点から掘り下げ、具体的なメンタルヘルス対応を考えて
いきます。
仕事がきちんとこなせる状況にあるか、顧客対応は大丈夫かなど、部下のコンディションやパフォー
マンスを日々の職場生活の中で確認しながら、メンタルヘルスにどのように対応していくかを管理監
督者に学んでいただきます。

　(1)メンタルヘルスの必要性と基本的な考え方
　(2)職場のコミュニケーションと部下のコンディション
　(3)不調者の早期発見・早期対応
　(4)不調者の休職中・職場復帰への対応
　(5)管理監督者のセルフケア

 (2009)
58分

人事・教育 H0050 研修インストラクター養成講座＜ベーシック＞

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大切な考え方や進め方について、
ベーシックな点に絞って教える構成になっています。経験豊富なプロのインストラクターが、研修ノウ
ハウについて具体的にわかりやすく解説をしていますので、これからインストラクターになる人だけで
なく、経験の浅いインストラクターにも、自らを振り返る意味で大いに役立ちます。

　（１）振舞い・話し方         　（２）講習の進め方
　（３）グループディスカッションについて      　（４）インストラクターの心構え

 (2009)
40分
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中ジャンル No. タイトル 内　　　　　　　容
（制作年）
収録時間

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0019
見てわかる改正均等法のセクハラ対策
（１）気づこう！職場のセクシュアル・ハラスメント
【全員対象】

セクハラになるのがどの様な言動なのか？男性が被害者になるセクハラや同性間のセクハラ例を
とりあげ、誰もが加害者にも被害者にもなり得ることを事例で解説。
派遣社員に対するセクハラにも言及。

●ジェンダー型：女性にだけ「ちゃん」づけ、花束贈呈女性はしとやかが良い
●からかい型：結婚観・容姿・年齢・同性間のセクハラ
●宴会型：酒の相手の強要、プライバシーの詮索

 (2007)
20分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0020
見てわかる改正均等法のセクハラ対策
（２）管理職がセクハラ加害者にならないために
【管理職対象】

セクハラの多くは上司と部下との間に生じている。どんなことが何故セクハラになるのか、上司の
部下に対する何気ない言動が、セクハラになってしまう例を取り上げる。価値観のタイプ別に解説。

●性別役割期待：コンパニオン扱い、オバサン呼ばわり
●古い価値観：男性の育児時間
●性別分業期待：受付業務や針仕事は女性向き
●コミュニケーション・ギャップ：「大事」にする、部下との「恋愛」
●マナー違反：プライバシーへの干渉

 (2007)
20分

ハラスメント・
メンタルヘルス

H0021
見てわかる改正均等法のセクハラ対策
（３）セクハラ対策と管理職の役割
【管理職対象】

もし自分の部下がセクハラの「加害者」と「被害者」になったら、どの様に対応すれば良いのか。
職場の要である管理職が、部下からの相談を受ける場合を、良い例・悪い例の対比で詳しく解説。

●セクハラ被害についての相談の受け方
●二次被害とは
●セクハラを見聞きした時の対応
●セクハラを防止するために

 (2007)
21分

人事・教育 H0005
ケースで学ぶ　実践！考課者訓練
（１）開講にあたって
        ～考課者訓練の意義と目的～

考課者訓練の開講にあたって受講者である管理者の皆様に、人事考課の意義と目的、その基礎
知識を整理しつつ、研修参加の意欲づけを行うＤＶＤです。

　●人事考課の役割              　●評価の目的　   ●人事考課の意義
　●考課者の心構え　   ●相対評価と絶対評価　 ●考課の対象範囲
　●考課の領域区分（成績・情意・能力考課）考課者訓練の意義

 (1999)
15分

人事・教育 H0006
ケースで学ぶ　実践！考課者訓練
（２）ケースドラマ編
        ～事務・営業・技術職の場合～

ケースドラマを視聴し、添付の考課表とワークシートを活用して個人別に模擬演習を実施していただ
くＤＶＤです。尚、考課対象の素材となるドラマの主人公の職種は事務、営業、技術職とし、それぞれ
の階層（資格等級）も変えていますので、すべての管理者の皆様に、それぞれのケースを通して、具
体的で綿密な考課作業を経験していただきます。

 (1999)
55分

人事・教育 H0007
ケースで学ぶ　実践！考課者訓練
（３）ポイント解説編
        ～考課のルールと留意点～

第２巻で模擬考課を実施した後は、各人の考課結果を発表、集計してください。このＤＶＤでは、考課
結果になぜバラツキが生じるのか、そこにはどのような意味があるのかをケースに即して解説。考
課のルールと留意点を紹介します。

　●考課基準の共通理解        　●考課要素・着眼点の共通理解
　●考課実施手順の中での判断     　●育成ニーズの発見・把握

 (1999)
22分

人事・教育 H0008
ケースで学ぶ　実践！考課者訓練
（４）修了にあたって
        ～考課者の心得・管理者の使命～

グループ討議により再度、考課を行い、受講者間で共通理解と合意形成をすすめていきます。その
上で、今後、どのような点に留意しながら部下の行動・態度を見ていけばよいかを紹介しています。

　●考課における問題と対策     　●考課者の陥りやすい偏向
　●考課者の心得　      ●管理者の使命

 (1999)
17分

人事・教育 B3233 トレーナーズ・トレーニング講座

＜特長＞
　　●インストラクションの基礎スキルを解説します。
　　●ＯＪＴの計画の立て方と具体的な進め方を紹介
　　●ＯＪＴを実践するためのコーチングのスキルの手順を紹介

(1)研修デザイン入門
　　●企業経営と人材育成　   ●研修をデザインする

(2)研修・勉強会の実践テクニック
　　●研修前の確認事項　     　●話し方     　　●質問の仕方　　　　●研修技法
　　●研修の効果を高め、効率化するために

(3)職場での新人育成テクニック
　　●ＯＪＴの位置付け　    　●ＯＪＴの７ステップ   　　●ソーシャルスタイル
　　●“ＧＲＯＷ”で進めるコーチング～ＯＪＴの実際～

 (2007)
86分
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■コンプライアンス・セキュリティ
中ジャンル No. タイトル 内　　　　　　　容

（制作年）
収録時間

セキュリティ・
リスクマネジメント

H0663 全社員・職員で学ぶ！マイナンバー漏洩対策

●個人情報保護方の特別法として重大な意味を持つマイナンバー制度ですが、まだまだ一般の人
に認知が進んでいるとは言えません。自分には関係ない、そんな風に思っている人はいないでしょう
か？ マイナンバーの漏えいは、これまでの個人情報流出とは比較できないほど大きな企業リスクと
なるでしょう。仕事でお客様の個人情報を扱う人はもちろん、すべての人が知っておかなければなら
ない問題です。
このDVDでは、誰もが必要なマイナンバーの基本知識から漏洩の危険性と対策のポイントまで、全
社員・職員が知るべきことを30分弱のコンパクトな映像教材で学べます。

●おすすめポイント
1.マイナンバーのポイントを、ドラマ形式で楽しく学べます。
2.個人と組織、双方への影響と漏洩リスクへの対応を学べます。
3.受講者の理解度を、付録の理解度テストを使って確認できます。

＜DVD収録内容＞
■海外での悪用事例　　　　　　　　　　　　 　  ■マイナンバーの基本知識
■マイナンバーの使い方の誤解　　　　　　    ■マイナンバー漏洩の危険性
■マイナンバーの取り扱いの注意点 ●特典映像　理解度テスト

(2015)
21分

コンプライアンス H0238
コンプライアンスの基本と実践
＜日本語・中国語　二ヶ国対応＞

各ケースは＜ケース前半＞ケースドラマを視聴→ディスカッション→＜ケース後半＞解説を視聴、
という構成になっています。
※H0070「私たちのコンプライアンス」と内容は同じになります。（日本語のみ）

●職場において
【ケース１】機密情報を漏らさない   【ケース２】「自分勝手ルール」は許されない
【ケース３】会社の物を私的利用しない  【ケース４】パワハラになっていないか？

●お客様・消費者に対して
【ケース５】誤解を与える表示をしない   【ケース６】顧客情報を安易に扱わない

●取引先に対して
【ケース７】報連相をきちんとしているか？   【ケース８】取引関係を私的に利用しない

●社会に対して
【ケース９】「誰かがしてくれる」ではいけない

◎まとめ　コンプライアンスの基本と実践

(2012)
75分

コンプライアンス H0070
私たちのコンプライアンス
～今、求められる一人ひとりの責任ある行動～

各ケースは＜ケース前半＞ケースドラマを視聴⇒ディスカッション⇒＜ケース後半＞解説を視聴、
という構成になっています。
※H0238「コンプライアンスの基本と実践」と内容は同じになります。
（H0238は、日本語・中国語　二ヶ国語対応）

●職場において
【ケース１】機密情報を漏らさない   【ケース２】「自分勝手ルール」は許されない
【ケース３】会社の物を私的利用しない  【ケース４】パワハラになっていないか？

●お客様・消費者に対して
【ケース５】誤解を与える表示をしない   【ケース６】顧客情報を安易に扱わない

●取引先に対して
【ケース７】報連相をきちんとしているか？   【ケース８】取引関係を私的に利用しない

●社会に対して
【ケース９】「誰かがしてくれる」ではいけない

◎まとめ　コンプライアンスの基本と実践

(2010)
75分

コンプライアンス H0661
私たちのコンプライアンス
（２）考えよう！　あなたの行動、あなたの発言

コンプライアンス教育の再徹底と充実のために！！

コンプライアンス違反は、個人の「ちょっとくらい」「これくらい」という心の油断が招きます。
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になっています。
社員の意識向上にぜひお役立てください。

※９つのケースドラマとイラストを使った解説で、コンプライアンスの本当の意味が学習できます。
※全ケースに３択式のシンキングタイムを導入！　ポイントを絞って考えることができます。
※全２０問のクイズコーナーを設置！　１問約２分の動画形式の２択クイズです。

［ケース１］会社の経営理念を理解していない［ケース２］上司の指示がおかしいと感じたら
［ケース３］なぜお客様の声が大切か　　　　　［ケース４］取引関係を利用して無理なお願いをした
［ケース５］無断で残業をして注意された　　　［ケース６］職場でいじめを受けている
［ケース７］会議の資料に新聞をコピーした　　［ケース８］ブログ炎上！　会社にクレームが…
［ケース９］地域社会と私たちのマナー

(2012)
65分

コンプライアンス H0662
私たちのコンプライアンス
（３）「知らない」ではすまされない！  社会人の責任

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！

コンプライアンス違反の内容は多岐にわたります。
しかし、「これはコンプライアンス違反だ」と判断できない事例が多くあります。
それは、法律や会社の規則に違反していなくても、“社会人としての常識・良識”から外れている言動
もコンプライアンス違反になるからです。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・行動を学ぶものです。コンプライアンス違反をなくすために、そして社会人としてのも
のの見方・考え方を学ぶためにご活用ください。

［PART１］「会社のため」ってどういう意味？　　　　　［PART２］社員の権利って？
［PART３］ハラスメントってどういう意味？　　　　　　 ［PART４］求められるうつ病への理解
［PART５］いろいろな働き方がある         ［PART６］メールを間違って送ってしまった！
［PART７］SNSが原因でトラブルに…       ［PART８］個人の判断でクレームに対応した
［PART９］法律違反に巻き込まれそうに…

(2015)
90分

セキュリティ・
リスクマネジメント

H0615
災害の備え　適切な行動

 見て学ぶ事業所の防災訓練

地震や火災、津波、風水害など、日本ではいつどこで災害に見舞われるかわかりません。
平日の昼間に起きた東日本大震災では、多くの人が事業所で被災し、逃げ遅れて亡くなった方もい
ました。こうした震災の教訓から、事業所内で様々な災害を想定した防災訓練を定期的に行っておく
ことが重要だと認識されるようになりました。
しかし、一言で防災訓練といっても、実際にどんな手順で行い、どんなことに注意したらよいのかと
いった具体的なことについて、よく分からず戸惑っているという事業所も数多くあります。
本作品では、事業所での模範的な防災訓練を取材し、一連の流れと手順を紹介しながら、大事なポ
イントについて解説していきます。
事業所の防災担当者が新たな防災訓練を計画したり、現在の防災訓練のあり方を見直すきっかけ
となるように、また、全ての従業員に対する防災教育に活用できるように企図したものです。

■水害に備える  ■地震と津波に備える  ■二次災害の火災に備える  ■防災訓練の大切さ

(2017)
24分

セキュリティ・
リスクマネジメント

H0610 よくわかる情報セキュリティ講座（１）

【第1章】　情報セキュリティの最新事情と企業の取り組み
1.情報セキュリティの最新事情と重要性 2.情報セキュリティとは

【第2章】 オフィスでの情報セキュリティ
1.オフィスでの情報セキュリティ 2.メールの利用 3.ソフトウェア/インターネットの利用
4.外部からの侵入 5.インシデント事例と対応策（オフィス編）

(2017)
53分

セキュリティ・
リスクマネジメント

H0611 よくわかる情報セキュリティ講座（２）

【第3章】 オフィス外での情報セキュリティ
1.オフィス外での情報セキュリティ 2.プライベート時の注意点
3.インシデント事例と対応策（オフィス外編）

【第4章】 インターネットに潜む”見えない脅威”への対応
1.マルウェア 2.標的型攻撃 3.パスワードリスト攻撃    4.インシデント事例と対応策

(2017)
53分
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中ジャンル No. タイトル 内　　　　　　　容
（制作年）
収録時間

コンプライアンス H0602
コンプライアンス・テスト
（１）パートタイマー・アルバイト編

「コンプライアンスのセンス」を高める設問と解説を収録。視聴者の皆様は考え、状況を疑似体験す
ることにより理解が深まり様々な新しい問題にも対応できる汎用的なセンスが身につきます。

■ＳＮＳ ■個人情報の扱い ■著作権 ■ミスをしてしまった時
■心構え ■身だしなみ ■無断欠勤・遅刻 ■正社員からのハラスメント
■非正社員間の序列 ■薬物・賭博    ◇特典映像：まとめテスト　　付録：まとめテスト

(2014)
52分

コンプライアンス H0603
コンプライアンス・テスト
（２）新入社員・若手社員編

■コミュニケーション　　　　　　　　　■挨拶の意義　　　　　　  　 ■規則遵守の重要性
■報連相　　　　　　　　　　　　　　　 ■契約書 ■機密管理
■個人情報保護 ■私生活での不祥事 　 ■私的な情報発信
■飲酒運転  ◇特典映像：まとめテスト　　付録：まとめテスト

(2014)
46分

コンプライアンス H0604
コンプライアンス・テスト
（３）中堅社員・管理職編

■部下の私的情報発信 ■部下のインサイダー取引 ■ハラスメント
■労働時間管理 ■コミュニケーション ■内部通報への対応
■談合・カルテル ■下請法 ■社内不倫・社内ストーカー
■贈収賄 ■不正の三要素   ◇特典映像：まとめテスト　　付録：まとめテスト

(2014)
58分

セキュリティ・
リスクマネジメント

H0600
すぐにできる情報セキュリティ対策
（１）全社員編

全社員が日頃の業務の中に潜む情報漏洩リスクについて診断テストを交えて解説。
■情報漏洩抵抗力診断テスト（１回目）
■情報漏洩はなぜ悪い   ■何が情報か？  ■情報漏洩対策
■情報漏洩抵抗力診断テスト（2回目）

(2014)
36分

セキュリティ・
リスクマネジメント

H0601
すぐにできる情報セキュリティ対策
（２）管理職・システム担当者編

システム担当者、管理職が情報漏洩を起こしにくい組織作りへの対策が盛り込まれています。
■利便性とセキュリティのバランス ■リスクの棚卸し
■パスワード運用・管理の基本 ■リーダーシップ

(2014)
18分

セキュリティ・
リスクマネジメント

H0598
取締役・広報部のための危機管理対応術
（１）ネット炎上対応編

初期対応が重要なネット炎上対策の基本をドラマで解説。
■決断をする会議の重要性  ■謝罪文に記載すべきポイント  ■ＷＥＢリスク発生前にできること

(2014)
25分

セキュリティ・
リスクマネジメント

H0599
取締役・広報部のための危機管理対応術
（２）マスコミ対応編

特典映像に記者会見シミュレーションを収録。
画面の中から質問する記者に対して返答することにより会見のトレーニングを行うことができます。
■記者会見の失敗例 ■自社のリスク検証と回避 ■メディアトレーニング
■会場の設営・進行のポイント ■ポジションペーパーの作成
■記者会見に臨む姿勢・発言のポイント
特典映像　記者会見対応シミュレーション

(2014)
39分

セキュリティ・
リスクマネジメント

H0596 ケースで学ぶ「クレーム電話」応対の基本

【PART1】＜顧客離れにつながる二次クレーム＞
クレームは商品やサービスに対する「一次クレーム」と、応対する社員の不手際による「二次クレー
ム」に分けることができます。このパートでは、お客様の不信や不満などのネガティブな感情が発端
となって生まれる二次クレームの怖さや向き合い方について、ていねいに解説しています。

【PART2】＜お客様が電話応対に期待していること＞
クレーム電話をかけてくるお客様は、応対する社員に何を期待しているのでしょうか。
このパートでは、代表的な６つの期待を取り上げ、一つひとつ考え方を解説しています。言葉の選び
方・使い方、声の抑揚や間のとり方などを実演。すぐに使えるテクニックが満載です。

【PART3】＜満足度を高める電話応対の５ステップ＞
電話応対を５つのステップに分け、それぞれで何をするべきなのか、そのポイントは何かを具体的に
解説しています。

【PART4】＜ケースで学ぶ　二次クレームを生まない電話応対＞
電話応対の失敗事例について、原因を分析し、正しい応対をするためのポイントを解説。
企業で起こった実例をアレンジしたケースを４つ収録しています。

(2017)
82分

セキュリティ・
リスクマネジメント

H0541
ソーシャル・メディアのリスクと正しいつきあい方
＜企業編＞

ブログ、掲示板、SNS、動画共有サイトと、多様なサービスが次々と提供されるソーシャル・メディア。
うまく活用すれば、人脈を広げたり有用な情報にアクセスできたりと、企業活動も豊かにしてくれま
す。しかし、デジタル・ネイティブ世代にとってはあまりに身近な存在であるがゆえに、「軽い気持ち
で」「冗談半分で」「友人と雑談する感覚で」書き込んだことがもとになって、大きなトラブルを引き起こ
す事件が頻発しています。本ＤＶＤは自分の置かれている立場を認識させて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映像コンテンツです。

● プロローグ ● 公私のけじめ ● 顧客・取引先情報の保護
● いつ誰が見ても大丈夫？ ● プラス思考でコミュニケーション　　特典映像　アルバイト編

(2011)
35分

コンプライアンス H0513
組織と個人を守る！階層別コンプライアンスシリーズ
（１）新入社員・若手社員編

実際の業務でどう判断すべきか、コンプライアンスに沿った判断力を育てることができます。新人に
必要な“社会人としてのコンプライアンス意識”の醸成にお役立てください。

【収録事例】：著作権侵害行為、意思決定手続き違反、機密情報漏洩、領収書偽造、
セクシュアル・ハラスメント、個人情報漏洩
●プロローグ　　　　　　　　　　　●ケースドラマ　日常業務とコンプライアンス
●ケース解説　日常業務とコンプライアンス　　　　●エピローグ

(2012)
20分

コンプライアンス H0514
組織と個人を守る！階層別コンプライアンスシリーズ
（２）中堅社員・管理職編

中堅社員や管理職は、問題の山積する現場でとっさに判断し、指示を出す立場です。実際の業務で
どう判断すべきか、コンプライアンスに沿った判断力を育てることができます。
社内の秩序維持にお役立てください。

【収録事例】：下請法違反、労働基準法違反、インサイダー取引、セクシュアル・ハラスメント、
個人情報漏洩
●プロローグ　　　　　　　　●ケースドラマ　問われる管理職のコンプライアンス意識
●ケース解説　問われる管理職のコンプライアンス意識　　　　　●エピローグ

(2012)
20分

コンプライアンス H0515
組織と個人を守る！階層別コンプライアンスシリーズ
（３）取締役・経営者編

取締役や経営者には、一般従業員とは全く違った高いコンプライアンス意識が求められます。取り
返しのつかない事態になる前に、日ごろからコンプライアンスについて認識を共有し、討議の場を持
つことが必要です。
実際の業務でどう判断すべきか、コンプライアンスに沿った判断力を育てることができます。コンプラ
イアンスに必要な“意識”の醸成にお役立てください。
　
【収録事例】：善管注意義務、隠蔽行為
●プロローグ　　　　　　　　　　●ケースドラマ　問われる経営層のコンプライアンス意識
●ケース解説　問われる経営層のコンプライアンス意識　　　　　●エピローグ

(2012)
17分

コンプライアンス H0516
組織と個人を守る！階層別コンプライアンスシリーズ
（４）工場編

工場勤務ならではの、日常業務で起こしやすいコンプライアンス違反事例を紹介し、不祥事を起こさ
ないためのポイントを解説しています。実際の業務でどう判断すべきか、コンプライアンスに沿った判
断力を育てることができます。

【収録事例】：飲酒運転、個人的な商売・勧誘、パワー・ハラスメント、
近隣住民からのクレーム対応、産業廃棄物処理法違反、安全義務違反、労働安全衛生法違反
●プロローグ　　　　　　　　　　●ケースドラマ　製造現場のコンプライアンス
●ケース解説　製造現場のコンプライアンス　　　　　　　　●エピローグ

(2012)
25分

コンプライアンス H0517
組織と個人を守る！階層別コンプライアンスシリーズ
（５）公務員編

公務員が日々の業務で起こしやすいコンプライアンス違反事例を紹介し、不祥事を起こさないため
に気を付けるポイントを解説しています。
実際の業務でどう判断すべきか、コンプライアンスに沿った判断力を育てることができます。

【収録事例】：著作権法違反、仕事中のPCゲーム、広報ポスターのオークション出品、兼業、
セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、入札情報の漏洩
●プロローグ　　　　　　　　　●ケースドラマ　公務とコンプライアンス意識
●ケース解説　公務とコンプライアンス意識　　　　　　●エピローグ

(2012)
23分
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セキュリティ・
リスクマネジメント

H0466
ドラマで学ぶ　個人情報保護
（１）個人情報保護法の基礎知識

●対象となる企業は？　　　　　　　　　　　　●違反するとどうなる？漏洩による影響は？
●個人情報取扱事業者の義務　　　　　　　●個人情報保護法の具体的な取り組み

(2005)
17分

セキュリティ・
リスクマネジメント

H0467
ドラマで学ぶ　個人情報保護
（２）個人情報の取得と利用

取得編：個人情報取得のさまざまな場面をケースドラマで解説します。
利用編：個人情報を利用する際に、落とし穴となる注意点を解説します。

(2005)
20分

セキュリティ・
リスクマネジメント

H0468
ドラマで学ぶ　個人情報保護
（３）個人情報の管理と監視

管理編：細心の注意を要する個人情報管理。情報更新の具体的ルールについても解説します。
監視編：管理状況の監視、情報更新・情報開示への対応方法を提示します。

(2005)
20分

セキュリティ・
リスクマネジメント

H0469
ドラマで学ぶ　個人情報保護
（４）情報の廃棄と流出対策

企業信用を失墜させる個人情報の流出を阻止するための対処方法を明示。
万一の漏洩の対応策についても解説します。
　●個人情報の廃棄と消去　　　　　　　　　　●情報漏洩後の対処法

(2005)
15分

セキュリティ・
リスクマネジメント

H0465 これだけは守ろう！PC情報セキュリティの基本

情報漏洩、著作権法違反、会社資産の浪費。
情報ネットワーク化の進展に伴い、企業内で新たな問題が起こってきています。
こうした問題を防ぐには、現場の社員一人一人にネットワークのルールやマナーを徹底する必要が
あります。このプログラムでは、仕事で情報やパソコンを扱う際に「してはならない行動」をわかりや
すいケースを通じて学んでいきます。

●情報漏洩に注意　 ●ID・パスワードの管理　　　●私的利用の禁止
●著作権法違反 ●メール利用時のマナー ●添付ファイルの取り扱い
●メールのCCとBCC　 ●ポイントの整理

(2003)
17分

セキュリティ・
リスクマネジメント

H0431 大地震発生！命と事業を守れ

東日本大震災で被災しながら早期に復旧した事業所の事例と、規模や業態の異なるいくつかの事
業所の防災対策、事業継続計画の取り組みを紹介しながら、大地震に備える事業所の防災対策の
必要性を訴えます。

●事業継続計画で人命を守り、早期に事業を再開した事例
●防災計画と共に、BCPと熱心に取り組む大企業の姿
●小規模の事業所でもBCPと取り組んでいる
●大企業でもBCPの発動訓練

(2013)
22分

コンプライアンス H0407 ビジネス・コンプライアンス入門

新入社員から若手・中堅社員までをカバーする初期コンプライアンス教育教材の決定版！
「コンプライアンスとは何か」「コンプライアンスをどう日常業務の中で実践していくか」をドラマ仕立て
で解説します。

＜第１巻＞コンプライアンス意識とは何か
　●コンプライアンスとは何か
　●消費者の安全を守る 　●相手の努力を尊重する
　●説明責任を果たす    　●相手の人格を無視しない
　●グッドカンパニーを目指して　CSRとコンプライアンス
＜第２巻＞コンプライアンス意識をどう実践に移すか
　●消費者コンプライアンス【消費者の期待に応える】
　●従業員コンプライアンス【従業員の期待に応える】
　●取引先コンプライアンス【取引先を適正に指導して消費者の期待に応える】
　●株主コンプライアンス【株主の期待に応える】
　●社会コンプライアンス【社会の期待に応える】

(2007)
60分

コンプライアンス H0408 実践！ビジネス・コンプライアンス

本DVDは、H0407『ビジネス・コンプライアンス入門』の実践編です。
長く企業のコンプライアンスや危機管理トラブルに関わってきた監修者が、ビジネス人として知って
おきたい「標語」をケースドラマ＆解説スタイルで解説します。

＜第１巻＞ケースドラマ＆ケース解説１
　●社長を守って、会社を潰す　　　　　　　●まっすぐに上だけを向かせるたこつぼ組織
　●「お察し社会」が会社を滅ぼす
＜第２巻＞ケースドラマ＆ケース解説２
　●人は魔がさす、ミスをする　　　　　　　●人はパンのみにて生きるにあらず
　●「不正」は急に止まれない！

(2008)
50分

セキュリティ・
リスクマネジメント

H0406
大事故から会社を守る！
　　　職場のヒューマンエラー対策

口先だけの「再発防止」では、ヒューマンエラー（人為的ミス）は低減しない。ヒューマンエラーを減ら
し、安全・安心を提供できる会社になるための意識・知識・ノウハウを伝授します。

＜第１巻＞ ヒューマンエラーとは？
　●プロローグ─重大事故発生─　　　　　●これまでの考え方
　●ほんとうの原因は何か？　　　　　　　　●こんな時エラーは起こる
＜第２巻＞ヒューマンエラーはこう防ぐ─事務現場編─
　●ヒューマンエラーを防ぐとは？　　　　　●ヒューマンエラーを防ぐ戦略
　●ヒューマンエラー対策のガイドライン
＜第３巻＞ ヒューマンエラーはこう防ぐ─生産現場編─
　●ヒューマンエラーを防ぐとは？　　　　　●ヒューマンエラーを防ぐ戦略
　●ヒューマンエラー対策のガイドライン

(2006)
70分

セキュリティ・
リスクマネジメント

H0396 実践！ＢＣＰ（業務継続計画）の立て方・進め方

＜第１巻＞BCPの基本を学ぶ
「なぜBCPが必要か」という基本的な考え方から、重要業務の洗い出し、被害想定の仕方など、
BCP策定の進め方を解説します。
　●BCPの考え方　　　　　　●阪神・淡路大震災の教訓　　　　●BCP策定の進め方
　●研修の実施　　　　　　　●BCP実施状況の確認   　　　　　●防災訓練のポイント　など

＜第２巻＞ケースで学ぶBCPの実践
首都圏で直下型大地震が発生！被害状況の確認、社員の安否確認・安全確保、工場の復旧・
操業再開など、BCPに則った対応をケースドラマで展開し、そのポイントを解説します。
　●従業員の安否の確認・把握　●被害状況の確認・把握　　●従業員の帰宅の是非
●工場の生産ラインの復旧    　●要点チェック：災害対策の落とし穴　　など

(2005)
40分

セキュリティ・
リスクマネジメント

H0378 これだけは知っておきたい「私たちの地震対策」

●地震の種類と発生リスク　　（海溝型地震と内陸型地震／倒壊・火災・津波）
●地震発生！ そのときどうする　　（オフィス／エレベータ／徒歩／車中／地下街）
●揺れが収まったら　　　（避難経路の確保／広域避難場所／連絡手段／帰宅困難）
●事前の地震対策チェック

(2012)
23分

セキュリティ・
リスクマネジメント

H0376
会社をまもるＢＣＰ（事業継続計画）作成
　（１）導入編

地震や台風、事故、感染症など、様々なリスクのマネジメントが企業には求められます。
このＤＶＤでは、企業が社会的責任を果たし、従業員の生命を守り、最小の被害で事業の
早期復旧をはかるためのＢＣＰ（事業継続計画）の必要性と概要を解説します。
全社での理解促進や研修の事前学習教材としてご活用下さい。

●リスクとマネジメント　 ●ＢＣＰの概要   　●ＢＣＰとＢＣＭ
●ＢＣＰが必要とされる背景　 ●ＢＣＰと防災計画の違い
●ＢＣＰ導入のメリット　 ●ＢＣＰの作成ステップ作成項目

(2012)
30分

セキュリティ・
リスクマネジメント

H0377
会社をまもるＢＣＰ（事業継続計画）作成
　（２）実践編

BCPをどのようにして作成していけば良いのか、このDVDではBCP作成の６つのステップを解説しま
す。実際にBCP作成の実務に携わる方に求められる実践的な内容です。

●ＢＣＰ作成の６ステップ ●STEP1　基本方針　 　 ●STEP2　事業影響度分析
●STEP3　ボトルネック対策   ●STEP4　代替・復旧手段検討  ●STEP5　ＢＣＰの作成
●STEP6　ＢＣＰの定義

(2012)
60分
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セキュリティ・
リスクマネジメント

H0375 消費生活用製品安全法（消安法）早わかり

製品事故発生！その時、あなた(あなたの会社）は何をしなければならないのか！？
PL法と両輪の関係といえる消安法の仕組みと概要を知識・意識・行動の面から理解することは、
これからのビジネスに不可欠です。

同法が求める  (1)PSCマーク制度、
(2)長期使用製品安全点検制度、
(3)重大製品事故報告・公表制度を中心に、企業対応の実際を解説。

＜第1巻＞消安法とは何か【基礎知識編】
　　●消安法の目的と3つの柱   　　●消費生活用製品とは
　　●PSCマークとは                　　●製品安全に関する諸制度
　　●PL法との関係                 　　●製品事故と重大製品事故
＜第2巻＞事故発生！どう行動すべきか【実践知識編】
　　●重大製品事故報告・公表制度とは  　　●危害防止命令と体制整備命令
　　●消安法の罰則     　　●長期使用製品安全点検制度とは
　　●消安法における個人情報の取り扱い

(2008)
50分

セキュリティ・
リスクマネジメント

H0374 【内部統制】内部監査の進め方

内部監査に対する監査側、被監査側双方のコンセンサスづくりが企業を救う。
企業不祥事を防ぐ最後の砦といえる、内部監査人に求められる基礎知識、スキル・マインドアップの
ヒントを提供する。

＜第1巻＞内部監査の全体像と会社法の求める内部監査
　　● 内部監査とは?
　　● 内部監査計画の策定/年度監査計画　　● 内部監査計画の策定/監査実施計画
　　● 監査通知と準備　　● 監査の実施　　● 指摘事項等の講評
　　● 監査報告書の作成及び報告　　● 内部監査人に必要な資質

＜第2巻＞金融商品取引法の求める内部監査
　　● 金融商品取引法の内部監査　　● COSOをベースとした内部監査
　　● 統制環境　　● リスク評価と対応　　● 統制活動　　● 情報と伝達
　　● モニタリング　　● ITへの対応

(2007)
60分

セキュリティ・
リスクマネジメント

H0373 内部統制早わかり

経営者やスタッフ部門(監査部門、法務部門、プロジェクトチーム)だけがわかっていても、全従業員
がわからなければ内部統制はうまくいかない！
内部統制の全体像、基礎知識、流れをコンパクトに解説。
内部統制への意識・知識、従業員一人ひとりの果たすべき役割を共有するための入門ＤＶＤ！

＜第1巻＞内部統制の全体像と会社法の求める内部統制
　　● 二つの法律が定める内部統制　    　● 会社法の定める内部統制
　　● 金融商品取引法とは何か      　　    ● 会社法:誰が体制を決めるか
　　● なぜ内部統制システムが必要か 　　● 基本方針決定時のポイント
　　● 会社法の求める内部統制であなたが果たす役割

＜第2巻＞金融商品取引法の求める内部統制、監査の実際
　　● COSOフレームワークとSOX法    　　● 金融商品取引法の内部統制
　　● 内部統制の構築       　　● 事例で見る金融商品取引法の内部統制
　　● 内部統制の運用・評価・報告     　　● 内部統制監査とは何か
　　● 金融商品取引法の求める内部統制であなたが果たす役割

(2007)
60分

セキュリティ・
リスクマネジメント

H0372
ＪＩＳ Ｑ １５００１：２００６

 完全対応プライバシーマーク入門

大幅改訂されたJIS Q 15001:2006、そしてプライバシーマークに対する知識・意識・実際を社内で
共有するための映像教材。個人情報保護法に上乗せ・横出しになるJIS Q 15001が固有に求める
事項についても簡潔に解説する。

＜第1巻＞プライバシーマークの基礎知識編
　　●プライバシーマークとは何か
　　●プライバシーマークとISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の違い
　　●プライバシーマーク取得のメリット・デメリット
　　●プライバシーマーク取得への道
＜第2巻＞従業員の遵守事項編
　　●JIS Q 15001:2006　要求事項/PLAN「計画」
　　●JIS Q 15001:2006　要求事項/DO「実施」
　     ケース1・センシティブ情報の取得制限
　　　 ケース2・直接書面取得の場合

  　ケース3・個人情報を利用して本人にアクセスする場合
　     ケース4・利用又は提供の拒否権
　     ケース5・委託先の監督
     　ケース6・教育
　　●JIS Q 15001:2006　要求事項/CHECK「評価(点検)」、ACT「改善(見直し)」

(2006)
50分

コンプライアンス H0370 製造現場のコンプライアンス・マインド

生産・製造現場の大事故の多くは、技術者のちょっとしたミスやルール違反等に原因がある。
技術者・技能者・作業者が「これだけは知っておきたい」技術者倫理の基本を解説しつつ、
モラルを行動に移すきっかけを提供する。

＜第1巻＞技術者・技能者の倫理とは何か
　　●「技術者倫理」とは何か        　　●なぜ、技術者・技能者の倫理か
　　●技術者・技能者の倫理を形作る基本綱領
＜第2巻＞技術者・技能者の倫理を実践するには
　　●「技術者倫理」実行の手法　　●集団思考の兆候　　●注意義務とPL法
　　●警笛鳴らしと内部告発

(2004)
30分

セキュリティ・
リスクマネジメント

H0319 内部告発対策　企業を救うヘルプライン

社内に潜む法令違反の問題を相談窓口で吸い上げて、自浄作用で解決に導く─。
企業倫理ヘルプライン制度の構築と運営の仕方が手に取るように分かります。

＜第1巻＞企業倫理ヘルプライン制度の構築「社内相談・通報窓口はどう作ればいい？」
　●ヘルプライン制度はリスクマネジメントの一環
　●運営要領の作り方　●制度構築、7つのポイント
＜第2巻＞窓口に告発が！ 緊急時の対応策「窓口に告発が寄せられた！その後、どうする！？」
　●久々のヒット商品に問題発生   　緊急時の対応と判断は？

(2003)
50分

セキュリティ・
リスクマネジメント

H0317 インサイダー取引

従業員が行ったインサイダー取引は、会社に大きなダメージを与える――。
「インサイダー取引規制とは何か」「なぜインサイダー取引をしてはいけないのか」を解説する
インサイダー取引防止教育・研修用映像DVDの決定版。

＜第1巻＞インサイダー取引とは何か
　●インサイダー取引とは　●未公表の重要事実とは　●重要事実を知った会社関係者とは
　●「公表」とみなされる条件とは　●監視体制と罰則
＜第2巻＞【事例で理解】インサイダー取引規制
　●事例１　どこまでが情報受領者となるのか
　●事例２　重要事実が決定したのはいつか
　●事例３　公表されたのはいつか
　●心の「闇」に負けないために

(2008)
55分
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中ジャンル No. タイトル 内　　　　　　　容
（制作年）
収録時間

コンプライアンス H0316 ビジネス・コンプライアンスのすべて

企業活動の第一線に立つ経営者・管理者・中堅社員が知っておきたい遵法の常識とは？
ルーチンなコンプライアンス研修では身につきにくいトラブル解決の知識・ヒントがライブ感覚で
身につく映像コンテンツの決定版。

(1) ビジネス・コンプライアンスの基礎知識
(2) 内部統制とコンプライアンス１【基礎知識編】
(3) 内部統制とコンプライアンス２【ケーススタディー編】
(4) 独占禁止法編   (5) 不正競争防止法編   (6) 景品表示法編   (7) 製造物責任法(PL法)編

(2007)
160分

セキュリティ・
リスクマネジメント

H0313
こうして乗り切る！

 クレーム電話～タイプ別苦情応対法

こんな時どうする？ 代表的なクレーム電話を4タイプに分類、その応対法をドラマで解説！
●増加し続けるクレーマー ●クレーム電話応対の心構え
●タイプ別クレーム電話応対

　・直情径行型　・世論代弁、提案型  　・情報武装型  ・模倣型
●かける電話で発生するクレーム ●個人情報の開示請求への対応

(2005)
30分

セキュリティ・
リスクマネジメント

H0304 マネジャーのための危機管理・対応入門

危機を予防し、初期対応に失敗しない管理者を養成するための研修教材。

＜第１巻＞　危機管理・対応の基本
　●危機管理の対象分野     　●マネジャーに求められる危機管理能力
　●危機管理の実践―10のポイント
＜第２巻＞　【予防・対応演習】危機管理PART1
　●【予防・対応演習１】：欠陥商品に関わる危機と対応方法
　●【予防・対応演習２】：消費者対応に関わる危機と対応方法
　●【予防・対応演習３】：部下の過失に関わる危機と対応方法

(2004)
50分

セキュリティ・
リスクマネジメント

H0303 組織を危機から守る　クライシス・コミュニケーション

不測の事態を引き起こしてしまった場合、企業はどのように取組み対応したらよいか。
社会に対する悪影響や企業のダメージを最小限にとどめるためのクライシス・コミュニケーションの
方策を解説。組織のトップ、幹部、広報担当者必見！

＜第１巻＞　クライシス・コミュニケーションとは
　●クライシス・コミュニケーションとは何か　　●クライシス・コミュニケーションの進め方
＜第２巻＞　クライシス・コミュニケーションのための対応１
　●欠陥商品発生時の対応　　　　　　　　　　●工場の火災・爆発事故発生時の対応
＜第３巻＞　クライシス・コミュニケーションのための対応２
　●クレームに対する対応不備、トラブル発生時の対応
　●従業員の事件・犯罪発生時の対応　　　　●マスコミの誤報、風評リスク発生時の対応

(2001)
60分

セキュリティ・
リスクマネジメント

H0237 情報セキュリティマネジメントの基本

●「情報」とは何か（ISOの定義）
●続発する個人情報漏洩事件（漏洩のパターンと被害件数　ほか）
●「情報」に対する脅威（不正アクセス・盗聴・改ざん・地震・洪水　ほか）
●セキュリティの３要素（機密性・完全性・可用性）
●マネジメントシステムとPDCAサイクル
●リスク分析
●情報セキュリティ事故が起こったとき（情報セキュリティの4大脅威）

(2006)
31分

セキュリティ・
リスクマネジメント

H0230 実践！クレーム対応のすべて

（１）経営課題としてのクレーム対応
　　●クレームから何を学ぶか　　　　　　　　　●クレーム関連の法律 　　　　　●クレームの種類
　　●苦情・クレーム発生のメカニズム　　　　●クレームに対する基本的な考え方
（２）クレーム対応の基本
　　●クレームを分析する　　　　　　　　　　　　●クレーム対応の基本原則
　　●顧客のタイプ別対応法　　　　　　　　　　●電話でのクレーム対応のポイント
　　●手紙でのクレーム対応のポイント　　　　●電子メールでのクレーム対応のポイント
（３）クレーム対応のシステムづくり
　　●クレームが会社を成長させる　　　　　　　●クレーム対応のシステム化
　　●クレーム対応のフローチャート　　　　 　　●電話でのクレーム対応のポイント
　　●クレームのカルテ                          　　●全社的意識改革のすすめ

(2000)
60分

セキュリティ・
リスクマネジメント

H0212 これだけは知っておきたい！下請法の常識

（１）下請法遵守への基礎知識
●プロローグ
●下請法の概念：　なぜ、下請法ができたのか？／親事業者、下請事業者の定義
●４つの委託取引：　製造委託／修理委託／情報成果物作成委託／役務提供委託
●４つの遵守義務：　注文書の交付／下請代金の支払期日の確定／
　　　　　　　　　　　　　取引記録の書類の作成・保存／遅延利息の支払い
●下請法に違反したときはどうなる？
●エピローグ

（２）下請法遵守のための実践知識
下請法で禁止されている主なポイントをケースドラマ＆解説で学びます。
●プロローグ
●下請法における禁止行為：
  受領拒否／不当返品／下請代金の減額／下請代金の支払遅延／買いたたき／
  不当な給付内容の変更、やり直し／物の購入強制や役務の利用強制／
  有償支給原材料等の対価の早期決済／不当な経済上の利益の提供要請　ほか
●エピローグ

(2006)
50分

セキュリティ・
リスクマネジメント

H0131
顧客満足のための「クレーム電話」対応のポイント
 （１）クレーム対応の基本心得

「クレーム電話はとりたくない」「自分のせいじゃないのに怒られるのはイヤ！」。そんなマイナスの気
持ちをプラスに切り替え、困っているお客様の声を誠実に受け止める姿勢を養います。

●個人がインターネットで企業を告発する時代（これからの企業と顧客関係とは）
●クレームを言ってくるお客様は、問題の解決を企業に求めているほか

(1999)
25分

セキュリティ・
リスクマネジメント

H0132
顧客満足のための「クレーム電話」対応のポイント
 （２）＜ケーススタディ＞トラブルを招く顧客対応とは

お客様の真意に気づかず、マニュアル通りの受け答えをしたり、誤った対応をすることが、結果とし
てトラブル発生につながります。自分の言ったひと言、対応の仕方がお客様にどんな反応をもたらす
のかを、４つのケースで考えていきます。
●チケットの日付がちがう！　●マニュアル通りの受け答え  ●突然の怒り　●静かなるクレーム

(1999)
28分

セキュリティ・
リスクマネジメント

H0054 あなたが防ぐ！「情報漏えい」

＜全従業員教育用＞
情報セキュリティをきちんと運用していくためには、従業員一人ひとりの「モラル向上」と「情報セキュ
リティに関する知識を持つこと」、そして「決められた運用ルールをきちんと守ること」が大切です。予
防対策と再発防止について必要な知識・考え方を紹介しています。
　（１）なぜ大切？情報セキュリティ       　（２）どこまで知ってる？情報セキュリティセルフチェック
　（３）取り扱い注意！情報資産           　（４）守ろう！情報セキュリティのルール

(2007)
36分

セキュリティ・
リスクマネジメント

H0018
内部統制の構築と評価のポイント
＜日本版SOX法対応＞

【本編】
●日本版ＳＯＸ法の概要　　　 　●内部統制とは ●初期診断とは
●実践的な内部統制構築とは  ●経験者による内部統制の評価とは

【一般社員向け】：一般社員教育用にわかりやすく再編集したコーナー

(2007)
76分

コンプライアンス H0001
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

～企業の経営革新に向けて～

企業は何のために存在するのか？
コンプライアンス経営、つまり「法令、倫理綱領、社会規範等に基づく企業倫理の確立と実践を
めざす経営」とはどうあるべきかをわかりやすく解説。

●今なぜ、企業倫理が問われるのか ●企業の４つの社会的責任
●倫理綱領と法令遵守 ●内部告発に発展させないために
●顧客重視経営の企業活動７基準　ほか

(2002)
25分

コンプライアンス H0002
実践！コンプライアンス経営
（２）責任者のためのコンプライアンス

～いかに実践するか～

企業不祥事の原因の多くに責任者のコンプライアンスに対する意識が希薄な点があげられます。
経営者をはじめ責任者が企業倫理を実践するための考え方や判断の基準を具体的に紹介。

●責任者の基本心得 ●今求められる責任者のけじめと責務
●責任者のけじめＱ＆Ａ    ●実務上の心構え７原則    ●責任者の基本的価値基準　ほか

(2002)
34分
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■財務・会計
中ジャンル No. タイトル 内　　　　　　　容

（制作年）
収録時間

財務・会計 H0320
これだけは知っておきたい！
会社数字の読み方・使い方

財務諸表など会社数字の知識は、経営者や経理・財務部門だけが知っていればよいと思っていませんか？そ
れは違います！会社数字を読めることは、今やビジネス人の常識です。

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、初心者向けにやさしく
解説します。

＜第1巻＞財務諸表の読み方
　●初めて取引する会社は大丈夫？　　　　　　　　●会社の情報を映す3つの鏡
　●損益計算書―5つの引き出しのあるタンス　　 ●貸借対照表―ごはん、主菜、副菜に分かれたお弁当
　●貸借対照表を使った会社評価     ●<実践>手形か、現金払いか

＜第2巻＞会社数字の活用法
　●黒字倒産したライバル会社           　●キャッシュフロー計算書―プリズムから出る3色の光
　●会社数字の活かし方(1)収益性      　●会社数字の活かし方(2)安全性

(2006)
50分

財務・会計 H0207 誰でもわかる　財務諸表の見方・読み方

財務諸表の目的から、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書の基本的な見方・
読み方について学習します。

（１）財務諸表とは
●会計とは？　   　　　　　　●財務諸表の目的　　　　　　   ●根拠法規による違い
●財務諸表の種類　  　　　●財務諸表の読み方

（２）損益計算書
●損益計算書とは？　　　　●売上総利益の区分  　　　　　●営業利益の区分
●経常利益の区分    　　　●純利益の区分　 ●損益計算書の読み方

（３）キャッシュ・フロー計算書
●キャッシュ・フロー計算書とは？ ●キャッシュ・フローの区分  　●キャッシュ・フロー計算書の読み方

（４）貸借対照表
●貸借対照表とは？　　　　　　　●資産とは？　 　　　    　　　●負債とは？
●純資産とは？　　   　　　　　　 ●貸借対照表の読み方

(2011)
56分

財務・会計 H0165
財務諸表から経営を読み解く
「アカウンティング」
（１）財務諸表の概要＜全体像をつかむ＞

【Session 1】財務諸表の体系
【Session 2】 貸借対照表
【Session 3】 損益計算書
【Session 4】 キャッシュフロー計算書

(2010)
40分

財務・会計 H0166 （２）重要な会計原則＜ルールを理解する＞

【Session 5】 減価償却費
【Session 6】 引当金
【Session 7】 連結会計
【Session 8】 時価主義会計
【Session 9】 税効果会計

(2010)
45分

財務・会計 H0167 （３）財務分析＜メッセージを引き出す＞

【Session 10】 収益性の分析
【Session 11】 資産効率性の分析
【Session 12】 安全性/流動性の分析
【Session 13】 キャッシュフロー分析Ｓ
【Session 14】 ＣＶＰ分析

(2010)
65分

財務・会計 H0032 管理会計基礎セミナー

●管理会計とは
　　　・管理会計とは何か？
      ・業績管理会計の目的と要点
●管理会計の基本的な考え方　ＣＶＰ分析
　　　・ＣＶＰの意味とは何か？
　　　・固変分解の意味と勘定科目法
　　　・損益シミュレーションと損益分岐点図表
　　　・損益シミュレーションのための公式
●限界利益の意味を理解しよう
　　　・演習で限界利益を理解する
　　　・不況抵抗力を分析する

(2008)
100分
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■営業・マーケティング
中ジャンル No. タイトル 内　　　　　　　容

（制作年）
収録時間

営業スキル H0542
企画・プレゼンに活かす
図解表現の技術

＜第１巻＞基礎編：これだけは知っておきたい図解のスキル
第１巻では、図解を描く前に最低限知っておきたい○と→を使った図解表現の基本スキルと、
より分かりやすい図解をつくるためのテクニックを紹介します。
●図解表現でいこう
●図解表現の基本スキル：
　　　　　よりよい図解表現のための心得３箇条／○の使い方／→の使い方／図解を描く手順
●よりよい図解のためのテクニック：　流れのある図解／レイアウトのコツ／キーワードの設定　など

＜第２巻＞実践編：テーマをもとに図解をしてみよう
第２巻では、基本手順とスキルに基づいて、実際に図解を一から描いていきます。
図解作成→推敲→推敲の３Stepで、作成・推敲の手順を実感するとともに、ポイントごとに、よりよい
図解表現のためのコツを確認していきます。
●図解のテーマ ●Step１　思いつくままに図解にチャレンジ
●Step２　大きな視点から図解を見直そう ●Step３　細部をつめて、よりよい図解表現に

(2002)
50分

マーケティング H0473
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
  （１）ニーズとＳＴＰ

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
概要を解説します。
　（１）ニーズ・ウォンツ・デマンド　　（２）３Ｃ分析　　（３）Ｒ-ＳＴＰ＋４Ｐ　　（４）セグメンテーション
　（５）ターゲティング　　（６）ポジショニング　　（７）ポジショニングの失敗パターン

(2012)
41分

マーケティング H0474
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
  （２）４Ｐ戦略

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
を解説します。
　（１）プロダクト３層モデル　　（２）プロモーション戦略　　（３）プロモーション・ミックス
　（４）流通戦略　　（５）価格戦略　　（６）価格弾力性

(2012)
53分

マーケティング H0475
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
  （３）規模の経済と経験曲線

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します。
　（１）規模の経済　　（２）経験曲線効果　　（３）採用者カテゴリー　　（４）製品ライフサイクル
　（５）競争地位　　（６）競争地位と基本戦略　　（７）競争地位とビジネスシステム

(2012)
51分

マーケティング H0476
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
  （４）ブランド戦略と購買モデル

顧客がどのようなプロセスで購買意思を決定するのかまた、ブランドは企業の収益性を左右する重要な問題で
す。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と購買モデルに
関するフレームワークとキーワードを解説します。
　（１）ブランド　　（２）ブランディング　　（３）ブランド認知
　（４）ＡＩＤＭＡ～購買意志決定プロセス～　　（５）法人の購買意志決定プロセス

(2012)
35分

営業スキル H0409
セールス実践スキル講座
（１）計画立案と業務改善

●課題設定の方法 ●成果につながる目標設定の手順　　　●営業計画の立て方
●業務改善の進め方　　●業務効率化の手順と優先順位のつけかた

(2013)
37分

営業スキル H0410
セールス実践スキル講座
（２）セールス活動の基本

●シゴトの基本は報連相     ●計画立案の進め方    ●進捗管理の進め方
●プロジェクトマネジメントの基本    ●顧客の企業情報を把握する　　●信頼を得るセールスの原則

(2013)
37分

営業スキル H0411
セールス実践スキル講座
（３）提案の交渉と基本

●ソリューション提案の基本    ●ソリューション提案の進め方　　　　●意思決定プロセスとキーパーソン
●交渉の基本技術　　　　　　　●関係者との“調整”を進める手順    ●クレーム対応の基本

(2013)
34分

営業スキル H0412
セールス実践スキル講座
（４）情報収集と共有の基本

●顧客の経営戦略を把握する  　　　　　　   ●提案営業の質を高めるための情報収集
●顧客企業の真の課題を見極める方法 ●顧客への情報提供のポイント
●信用リスクの管理方法 ●ＩＴツールによる情報共有の鉄則

(2013)
31分

営業スキル H0413
セールス実践スキル講座
（５）コミュニケーションの基本

●会話を正しく理解する方法 ●相手の立場に立つ技術
●積極的傾聴の基本技術 ●わかりやすく正しく伝える技術
●関係者の理解と協力を得るコミュニケーション術 ●論理的コミュニケーションの技術

(2013)
38分

営業スキル H0414
セールス実践スキル講座
（６）お客様の心を理解する

●ＰＡＣで相手の心を理解する ●ニギヤカ型の人の特徴と接し方 ●テキパキ型の人の特徴と接し方
●オットリ型の人の特徴と接し方     ●キマジメ型の人の特徴と接し方

(2013)
48分

営業スキル H0415
セールス実践スキル講座
（７）強いチームを作る

●強いチームの作り方 ●職場でのノウハウ共有   ●効果的に人を動かす指示の出し方
●能力引き出す指導の仕方 ●業績向上のためのコーチングの進め方

(2013)
47分

マーケティング H0382
売れる仕組みを作るマーケティング
　（１）マーケティング戦略の策定

このステージでは、マーケティングとは何かを理解し、マーケティング戦略の策定プロセスを解説します。
マーケティング概念の概要と戦略策定プロセスの全体像を３つのステップで把握します。
　(1)事業戦略とマーケティング／マーケティング戦略の策定プロセス
　(2)【STEP1】セグメンテーションとターゲティング
　(3)【STEP2】ポジショニング
　(4)【STEP3】マーケティング・ミックス－４Ｐの意思決定－

(2008)
30分

マーケティング H0383
売れる仕組みを作るマーケティング
　（２）マーケティング　ミックス１

このステージでは、「マーケティング・ミックス」のうち“Product”と“Price”に関する意思決定の方法を解説しま
す。日常業務の中でも応用機会が多い、価格戦略に関しても解説を展開します。
　(5)【Product】製品に関わる意思決定１
　(6)【Product】製品に関わる意思決定２
　(7)【Price】価格に関わる意思決定

(2008)
30分

マーケティング H0384
売れる仕組みを作るマーケティング
　（３）マーケティング　ミックス２

このステージでは、「マーケティング・ミックス」のうち“Place”と“Promotion”に関する意思決定の方法を解説しま
す。また、購買行動や需要予測、市場調査といった顧客分析の手法についても解説を行います。
　(8)【Place】チャネルに関わる意思決定
　(9)【Promotion】プロモーションに関わる意思決定
　(10)顧客分析

(2008)
40分

営業基礎 H0379 顧客のハートをつかむ電話のかけ方

顧客満足につなげるための「電話のかけ方」の基本を解説！
営業・テレマーケティングで電話をかける担当者必見。

●電話をかけることは、相手の貴重な時間を奪うこと ●相手の都合を把握する
●最初の15秒で印象が決まる ●目的を先に伝える     ●3分以内で通話を終える
●次につながるコミュニケーションを忘れない

(2003)
20分

営業基礎 H0327 実践！顧客満足

いまや企業が消費者から選ばれる時代です。知らないうちに顧客を失い、そのためにどれだけの売上や利益を
見逃しているかを考えたことがありますか。
DVDでは、顧客満足とは何か、利益を生むのか、どうすれば良いのかなどをわかりやすく解説。

＜第1巻＞顧客満足とは？
　●5年たったら企業はつぶれる　●顧客満足とは　●顧客満足は利益を生むか
　●サービスのクオリティとは
＜第2巻＞どうやって顧客を取り込むか？
　●顧客の視点と企業の視点　●顧客は誰か　●どのように顧客を接するか
　●満足した顧客とやる気のある従業員

(1999)
60分

営業スキル H0324
売り上げアップにつなげる！
営業担当者の質問力

「できる」営業担当者は、質問力と傾聴力を駆使して「その商談」をGETする！
問う力をつけるための基礎を実戦的に解説！

＜第1巻＞営業担当者の質問力とは
　●質問力とは
　●Initial Question 「ツカミの質問」　　　　　　　●Focus Question 「シボリの質問」
　●Defensive Question 「マモリの質問」　　　 ●Offensive Question 「セメの質問」
　●Checkmate Question 「ツメの質問」
＜第2巻＞ケーススタディー　営業担当者の質問力
　●ケース1：Ｉnitial Question 「ツカミの質問」　 ●ケース2：Focus Question 「シボリの質問」
　●ケース3：Defensive Question 「マモリの質問」　 ●ケース4：Offensive Question 「セメの質問」
　●ケース5：Checkmate Question 「ツメの質問」

(2003)
40分
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営業スキル H0323 これなら完璧！プレゼンテーション

プレゼンテーションを成功させるためには、相手(聴衆)が誰であるかを明確にしてプランを作り、
説得するための話し方をマスターしなければなりません。
DVDでは、視線、ジェスチャーから視覚に訴えるための技法、話し方のテクニックまで、わかり
やすく解説します。

＜第1巻＞プレゼンテーションの基本
　●プレゼンテーションの基本原則     　●人前での話し方のポイント　●視線(アイコンタクト)の原則
●ジェスチャーの原則　●「SHOW」「SEE」「SPEAK」の原則

＜第2巻＞説得するテクニック
　●プレゼンテーションの基本構成     　●視覚に訴える画面の作り方
　●デジタルプレゼンテーションの実際     　●自信をあらわすプロの技術　●質疑応答の進め方

(2001)
40分

営業スキル H0322 成功する価格交渉

厳しい値切り攻撃にも屈しないすぐに使える実践的テクニック満載！

＜第1巻＞顧客に打ち勝つ3・5・7のテクニック
　●反対意見・断り文句に対処する3ステップ　●価格交渉の定石5個条
　●価格に関する反論に答える7つのテクニック
＜第2巻＞ケースで学ぶ価格交渉の実際
　●ケース1：「予算がこれしかない」に対抗する　●ケース2：「上司がダメだと言っている」に対抗する
　●ケース3：値引きの即答を求められたら　●価格交渉を有利に進める戦略の4大ルール

(2002)
40分

営業基礎 H0321 『営業魂』　売れる営業マンはここが違う！

＜第1巻＞営業の「こころ」編
     　●自分の心をコントロールする   　●なぜ、成績が伸びないのか
　     ●仕事に失敗はつきもの      　 ●あきらめ癖は達成感で克服する
     　●出会いは自分を映す鏡 ●大切なのはマインドとモチベーション
＜第2巻＞管理者・指導者編

 　●エステの法則  　●人材は磨けば光る ●聞く姿勢で見分ける
●評価と支援を忘れない     ●女性上司の部下へのスタンス

 　●部下とのコミュニケーションのあり方 ●強い営業部隊の条件    　●女性部下との接し方
＜第3巻＞新入社員・中堅社員編
　     ●第一印象をどう良くするか ●ラポール(信頼と親愛の絆)を築く

 　●釣った魚にエサをやる？     　     ●上司とのコミュニケーションのあり方
 　●ABCDの法則　 ●心を幸せにする言葉 ●お客様への質問力

(2005)
60分

債権管理 H0248
営業担当者のための
債権管理の基礎知識

営業担当者の知っておくべき債権管理の常識を紹介し、会社に被害を与えないために一人ひとりの
担当者が日常業務で行うべき行動のポイントをドラマ仕立てで解説します。

（１）職場でできる債権管理
　　●営業担当者に求められる要件　　●日頃の与信管理が明暗を分ける
　　●取引先見直しのポイント　　●報連相はマメにするⅠ

（２）営業担当者は会社のアンテナ
　　●都合の悪いことは教えてくれない　　●取引先に入り込んでも入り込み過ぎるな
　　●倒産信号を見極める　　●信用不安発生時の対処法　　●報連相はマメにするⅡ

（３）回収部門への引き継ぎの注意点
　　●営業担当者に求められる証明能力　　●営業活動は日頃からメモに
　　●公的な既成事実を　　●回収部門との連携のポイント
　　●倒産手続きのポイント　　●報連相はマメにするⅢ

(2000)
60分

営業スキル H0242
セールススキルアップシリーズ　基本編
成長へのチャンスを掴むセールスマインド

●セールスの重要性  ●セールスプロセス     ●求められる能力     ●セールスコンプライアンス
(2007)
22分

営業スキル H0243
セールススキルアップシリーズ　基本編
（１）出会いを創造するアプローチ

●「アプローチ」とは  ●ターゲットを絞る    ●アポイントメントを取る    ●初回訪問の準備
(2007)
22分

営業スキル H0244
セールススキルアップシリーズ　基本編
（２）課題共有へのヒアリング

●「ヒアリング」とは  ●信頼関係の構築    ●課題の明確化    ●真の課題の共有
(2007)
27分

営業スキル H0245
セールススキルアップシリーズ　基本編
（３）価値を共有するプレゼンテーション

●「プレゼンテーション」とは
●プランニングとプレゼンテーション     ●フィードバックを受ける     ●成約に至る条件の確認

(2007)
19分

営業スキル H0246
セールススキルアップシリーズ　基本編
（４）決断を促すクロージング

●「クロージング」とは ●タイミングをつかむ    ●ためらいを取り除く    ●決断を促す    ●成約への交渉術
(2007)
24分

営業スキル H0247
セールススキルアップシリーズ　基本編
（５）顧客満足と収益を高めるアフターフォロー

●「アフターフォロー」とは ●顧客の維持 ●追加提案 ●顧客の獲得
(2007)
18分

営業スキル H0241 必勝のプレゼンテーション

＜基本心得　必勝のための３つのスキル＞
プレゼンス（存在感）をいかに高めるか！
競合他社に大きく差をつけるための、プレゼン必勝の３大スキルをご紹介します。
●プレゼンの今日的意義／プレゼンのうまい人、へたな人
●プレゼンスを高める（全人格、存在感、使命感、エネルギー）
●シナリオ・スキルを磨く ●デリバリー・スキルを習得する

＜事前準備　説得力あるコンセプト＆ロジック＞
ロジカルで説得力ある提案シナリオをいかにつくるか！プレゼンの事前準備のポイントをご紹介します。
●提案シナリオは４W１Hの原則で ●すべては仮説検証と情報収集から
●ロジカル・シンキング(論理的思考法)で説得力を高める
●シナリオづくりに便利な手法（ツリー、マトリクス）

＜本番当日　聞き手の心をつかむテクニック＞
自分、聞き手、場の心理がプレゼンの成否を分ける！
プレゼン本番に使えるさまざまなテクニック（デリバリー・スキル）をご紹介します。
●成功のための７箇条（プレゼンテーションの心理学）     ●姿勢･視線・表情
●プレゼンを事実上のキックオフミーティングに ●パワーポイントの活用

(2004)
90分

営業基礎 H0239
「顧客の心をとらえる営業」実践心得
（１）なぜ成績が上がらないのか？

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、ある営業社員の一日の活動から視聴者に考
えてもらいます。そして、営業社員としてやってはならないこと、顧客からどう見られているかを振り返ることによ
り、「顧客第一」のために営業社員としてどのように考え、行動すべきかを気づかせます。

●お客様に嫌がられた初回訪問　　　　　　　　　　　●お得意先の社員から嫌われた
●久しぶりの訪問先で嫌味を言われた　　　　　　　●お客様の悩みを真摯に受けとめていない

(2004)
30分

営業基礎 H0240
「顧客の心をとらえる営業」実践心得
（２）顧客の心をいかにとらえるか

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
的に紹介します。顧客の心をとらえるにはまず「顧客のニーズ」を把握しなければなりません。その具体的なア
プローチについてどのようにすればよいのか、そのポイントを学びます。

＜PART１＞エチケット、マナー、ボディランゲージの基本　　　●第一印象をよくする秘訣６カ条
＜PART２＞お客様ニーズの把握　　　●ＡＳＳ手順で顧客のニーズを把握する
＜PART３＞聞き上手の進め方 　　　　●５つの聞き方　　　　　　　●お客様に話をさせる秘訣10カ条

(2004)
30分

営業スキル H0168
心を動かす！ロジカル・プレゼンテーション
（１）何を伝えるか～内容構成のポイント～

プレゼンテーションは企画次第
●ねらいを明らかにする ●伝えたい情報の列挙を絞り込み
●ストーリーの検討＜順番＞ ●ストーリーの検討＜強調点＞

(2003)
15分

営業スキル H0169 （２）どう伝えるか～資料作成と発表～
プレゼン・ツールは使い分けが勝負
●ツールを選び組み合わせる ●プレゼン資料を作る
●プレゼンターの動きを計算する ●リハーサルのポイント

(2003)
15分

営業スキル H0170 （３）実践！プレゼンテーション

第１、２巻のポイントを実際のケースを通してイメージさせます。
それによって、自分のプレゼンテーションの組み立てのポイントをつかみます。
●企画提案型のプレゼンテーション実践例
●レクチャー型のプレゼンテーション実践例

(2003)
14分

４４ページ



中ジャンル No. タイトル 内　　　　　　　容
（制作年）
収録時間

債権管理 H0055 危ない会社の見分け方～与信管理の基礎～

＜新戦力・営業担当者向けの研修ツールに！与信管理の入門編に！＞

企業の概要を端的に示している商業登記簿の読み方をレクチャーしながら、与信管理術を伝授します。
なぜ与信管理が必要なのか、いかに危ない会社を見破るかを、ドラマを通して簡単に学ぶことができます。

(2009)
35分

債権管理 H0071
危ない会社の見分け方
～倒産の兆候を見抜く～

決算書などの数値による定量分析。
経営者の人物や商品の市場性など数値には表れにくい情報による定性分析。
両方の分析手法で取引先の実態を多角的な視点で把握するノウハウを解説します。

(2010)
35分

債権管理 H0072
危ない会社の見分け方
～倒産と債権回収～

実際に取引先が倒産した際の債権の回収に着目。
債権保全の大前提となる契約書を結ぶポイントと債権保全の具体的な方法を解説します。

(2010)
35分

営業基礎 H0033
てんびんの詩
①第１部　原点編

近江商人の家に生まれた少年が、鍋蓋売りの行商から商人として自立するまでの苦労談を題材に、
「商い」の基本精神を感動的に描いた新任営業マン向け教育映画。

＜ストーリー＞
小学校の卒業祝いに父から贈られたのは鍋蓋だった。
売ってこいと父はいう。それができなければ、店を継がせることはできないと。
旅がはじまった。商いの魂を探す旅が・・・。

(1984)
90分

営業基礎 H0034 ②第２部　自立編
＜ストーリー＞
憧れの商業学校に入学した大作は、自力で海外研修旅行に参加しようと懸命の努力を続けるが・・・。
真の自立を目指す大作の日々。

(1986)
50分

営業基礎 H0035 ③第３部　激動編
＜ストーリー＞
終戦直後の動乱の世。立ち直るための汗と涙の中で、人々の愛と商いの魂に出会う。

(1988)
100分

営業スキル H0009
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

顧客ニーズが多様化する今「これがセールスのやり方だ」といった従来のルールが通用しなくなって
きています。
セールス・コーチングとは、現場でお客様と接している部下自身が考え、選択肢を見つけ出して成功
していくように、上司が部下を導き支援していくことです。
Ｄｉｓｃ１では、セールス・コーチングの基本と考え方をケースドラマの中で解説。

(2003)
45分

営業スキル H0010  (２) 実践的セールス・コーチングの進め方

これからの営業は「顧客のパートナーとして顧客と一緒に問題解決を図っていく」いわゆる仮説提
案型営業が求められています。
そこでリーダーは部下に対して、仮説提案型営業に沿った営業プロセスのシーンにおいて適切な
コーチングが必要です。
Ｄｉｓｃ２では実際の営業プロセスにのっとったケースドラマの中で解説。

(2003)
45分
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■貿易・国際
中ジャンル No. タイトル 内　　　　　　　容

（制作年）
収録時間

貿易・国際 H0665
海外赴任成功の秘訣　赴任前教育：インド編（２枚組）

  DISK１：41分　DISK２：45分

半世紀にわたり、日本企業のグローバルコミュニケーションスキルに大きな影響を与えた研修が待
望の動画教材になりました。
本DVDの学習目標は、赴任者が現地で活躍するために必要な情報を習得することです。
その国の文化、慣習について勉強、体得、理解し、その国の方々と一緒になって利益を出すのが企
業の赴任者の使命です。
人事、財務、マーケティングなどの「経営基礎」の基盤つくりをするためにも、赴任国の制度、社会の
勉強、異文化理解などの情報について学習を行います。

●インドの基本情報　　　　　　　　　　●インドにおける日系企業
●インドの政治と政策　　　　　　　　　●文化背景と社会環境
●インド人の多様性　　　　　　　　　　●インドと日本における異文化
●インドの雇用事情　　　　　　　　　　●インド人とのコミュニケーション
●インドでの赴任ライフ

(2016)
85分

貿易・国際 H0664
海外赴任成功の秘訣　赴任前教育：中国編（２枚組）

  DISK１：50分　DISK２：52分

●中国のちょっとしたビジネスのお話　　　　●赴任前準備
●中国の雇用事情　　　　　　　　　　　　　　 ●中国赴任のお楽しみ
●駐在時の税務問題 ●駐在中に知っておきたい、中国の法律知識
●「民以食為天」の中国 ●赴任中の危機管理
●赴任中の医療関係 ●中国の生活知恵
●中国赴任経験者のお声

(2016)
101分

貿易・国際 H0617
海外進出企業の贈賄リスク対策
～域外適用される米英の贈賄禁止法～

第1部　贈賄リスクの基礎知識編：
■プロローグ ■日系企業の例 ■法制化の歴史 ■米国：ＦＰＣＡ
■中国におけるリスク ■日本企業のガラパゴス化    ■コンプライアンス・プログラムの必要性

第2部　経営者編：
■プロローグ    ■経営者に求められる姿勢    ■中国事例
■善管注意義務と海外贈賄    ■まとめ

第3部　管理部門編：
■プロローグ ■管理部門の取り組み    ■内規の体系    ■タイ事例
■便益内規作成上の基本方針    ■まとめ

第4部　海外赴任者編：
■現地スタッフに求められること    ■現地スタッフが取るべき行動    ■役職による役割

(2013)
101分

貿易・国際 H0570
・Lesson7 ： 壇上のプレゼンス

英語によるビジネスプレゼンテーションの基本
（２枚組）

【Disc１】
・Lesson1 ： プレゼンテーションの必須テクニック      ・Lesson2 ： アウトライン作成の準備
・Lesson3 ： オープニングの準備      ・Lesson4 ： プレゼンテーションの締め方
・Lesson5 ： トランジションを理解する      ・Lesson6 ： 視覚資料を準備する

【Disc２】
・Lesson8 ： デリバリーテクニック    ・Lesson9 ： オープニングを行う
・Lesson10  ： トランジションを行う      ・Lesson11  ： プレゼンテーションを締める
・Lesson12  ： 質疑応答の方法

(2016)
170分

貿易・国際 H0558
ビジネス英文Eメール講座
（１）英文Ｅメールの基本と状況別対応１

＜対象レベル：TOEIC４５０点～７００点＞
ビジネスの様々な場面でよくある事象を取り上げつつ、各状況でどういう表現を使うことが
ふさわしいのかを豊富な文例とともに丁寧に解説します。

【英文Ｅメールの基本】
（Ｓｅｓｓｉon１）知っておきたいＥメールのマナーと全体構成
（Ｓｅｓｓｉon２）Ｅメールの書き方の基本

【アポイントメント】＜依頼＞
（Ｓｅｓｓｉon１）アポイントメントを取る
（Ｓｅｓｓｉon２）アポイントメントを変更する／取り消す
（演習課題）初めての相手にアポイントを申し込む 　（解答解説）模範解答および解説

【ミーティング】＜通知＞
（Ｓｅｓｓｉon１）ミーティングの通知
（Ｓｅｓｓｉon２）ミーティングの日程を調整する
（演習課題）ミーティングの通知メール   　（解答解説）模範解答および解説

(2014)
77分

貿易・国際 H0559 ビジネス英文Eメール講座（２）状況別対応２

＜対象レベル：TOEIC４５０点～７００点＞

【資料請求・問い合わせ】
（Ｓｅｓｓｉon１）資料、情報の請求
（Ｓｅｓｓｉon２）商品、サービス内容の問い合わせ
（課題設題）資料とサンプルの請求      　（解答解説）模範解答および解説

【確認】
（Ｓｅｓｓｉon１）スケジュール・日程の確認
（Ｓｅｓｓｉon２）進捗状況の確認
（課題設題）プロジェクトのスケジュールと進捗確認 　（解答解説）模範解答および解説

【報告】
（Ｓｅｓｓｉon１）ミーティング内容の報告
（Ｓｅｓｓｉon２）イベント報告
（課題設題）海外出張の報告         　（解答解説）模範解答および解説

(2014)
67分

貿易・国際 H0560 ビジネス英文Eメール講座（３）状況別対応３

＜対象レベル：TOEIC４５０点～７００点＞

【リマインダー・催促】
（Ｓｅｓｓｉon１）提出物のリマインダー・催促
（Ｓｅｓｓｉon２）返事の催促・リマインダー
（課題設題）催促に返事がない相手にセカンドリマインダーを出す　
（解答解説）模範解答および解説

【お礼】
（Ｓｅｓｓｉon１）会合参加のお礼
（Ｓｅｓｓｉon２）接待や世話を受けたお礼
（課題設題）出張先でもてなしを受けたことに対するお礼  　（解答解説）模範解答および解説

【謝罪】
（Ｓｅｓｓｉon１）商品やサービスへの苦情に対する謝罪
（Ｓｅｓｓｉon２）会合などへの欠席の謝罪
（課題設題）自らの不手際に対する謝罪         　（解答解説）模範解答および解説

(2014)
72分
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貿易・国際 H0555
交渉・折衝のための英語表現
（１）グローバルな交渉／交渉開始

＜対象レベル：TOEIC５５０点以上＞
交渉に臨むためのスタンスの取り方、各交渉段階におけるパワーフレーズを学び、対立をどう乗り
越えるか、などのノウハウについても伝授いたします。

●グローバルな交渉とは（Global Negotiation）
　　・交渉スタイルのトレンド　　・異文化間の交渉　　・協働型の交渉
●交渉を開始する（Opening）
　　・交渉の枠組みを決める　　・交渉事項の共通認識を作る

(2015)
50分

貿易・国際 H0556
交渉・折衝のための英語表現
（２）相互利益の形成

＜対象レベル：TOEIC５５０点以上＞
●相互利益の形成（Focusing on Mutual Gains）
【提案】論点を主張する、提案する、条件を出す、相手の提案にコメントする、再提案を求める

【質問】質問する、質問を受ける／答える、回答を控える、説明を求める／
　　　　 要求する、疑問を投げかける、相手の懸念を理解する

【同意】共通点を探る、賛成する、反対する、異論をさしはさむ

【譲歩】譲歩する、譲歩や妥協を要求する、妥協案を探る、妥協案に同意する、譲歩できない、
要求を断る

(2015)
73分

貿易・国際 H0557
交渉・折衝のための英語表現
（３）対立の対処と合意形成

＜対象レベル：TOEIC５５０点以上＞
●対立場面の対処（Managing Conflicts）
【混乱、対立、行き詰まり】性急な決定を避ける、原点に戻る、一旦中断する、

相手のニーズを読み取る、対立を緩和する

【対立時の駆け引き】本音を探る、相手の非を指摘する、論理性を主張する、
再検討することを伝える、他社との交渉を暗示する

【こちらに非がある場合】弁解する、謝罪する、対応アクションを述べる

●同意（Settlement）
【交渉をまとめる】妥協して合意する、最終案で合意する、合意事項を確認する、

感謝の気持ちをあらわす、前向きな言葉で結ぶ

●今後へのアドバイス
【交渉の新しいパラダイム】アジアの交渉スタイル、グローバル交渉へのアドバイス

(2015)
83分

貿易・国際 H0552
スキットで学ぶ　電話のビジネス英会話
（１）基本的な応対１

＜対象レベル：TOEIC４５０点～７００点＞
ビジネス現場での電話による英会話のシーンをスキットにまとめ、適切な対処法を豊富な文例ととも
に丁寧に解説いたします。

●電話を受ける／かける： 電話をかけて（受けて）目的の相手につないでもらう（つなぐ）まで
●つないで良いか確認する： 電話を取り次いで良いかどうかの確認とセールス電話への対処法
●不在のときの対応： 取り次ぐべき相手が不在の場合の対応
●スペル・メアドの確認： メッセージを受ける際にスペルやメールアドレスを確認する

(2015)
55分

貿易・国際 H0553
スキットで学ぶ　電話のビジネス英会話
（２）基本的な応対２

＜対象レベル：TOEIC４５０点～７００点＞
●お待たせするときの対応：
　　　取り次ぐ相手がすぐに電話に出られないなど、お待たせする場合の対処
●困ったときの対処：
　　 相手の声が聞こえない、理解できない、話が込み入る、電波の状態が悪い、電池が切れる
●用件を伝える： 当事者として本題に入る、用件を伝える
●アポイントを取る／変更する： アポイントの取り方、変更やキャンセルの場合など
●電話を切る： 用件を伝え終わって話を締めくくったり切り上げる

(2015)
63分

貿易・国際 H0554
スキットで学ぶ　電話のビジネス英会話
（３）応用編

＜対象レベル：TOEIC４５０点～７００点＞
●間違い電話： 間違い電話を受けたりかけた場合の対処
●留守番電話： 応答メッセージの録音と相手へのメッセージの残し方
●さまざまなシーン（１）： 約束の時間に遅れる、遅刻する、欠勤する、直行・直帰する
●さまざまなシーン（２）： 営業時間の問い合わせ
●さまざまなシーン（３）： 場所や道順
●ドリル： Key Ｐｈｒａｓｅｓのリピーティング／シャドーイング用

(2015)
62分

貿易・国際 H0543
説得力を高める英語プレゼンテーション
（１）プレゼンの第一歩とオープニング

＜対象レベル：TOEIC４５０点以上＞
日本語とは異なる英語プレゼンテーションの組立てから、プレゼンテーションの各段階における英語
表現までを懇切丁寧に解説し、日本人の英語プレゼンテーションにおける説得力を高めることを目
的にしています。

●プレゼンの第一歩／分析と準備
●あいさつ、Attention Grabber、自己紹介
●プレゼンの目的、相手のｂｅｎｅｆｉｔを明らかにする
●アウトライン、メインポイント、時間、質疑応答のタイミング
参考映像：モデルプレゼンテーション

(2014)
52分

貿易・国際 H0544
説得力を高める英語プレゼンテーション
（２）本論、質疑応答からまとめまでの進め方

＜対象レベル：TOEIC４５０点以上＞
●本題への導入、Referencing、例を挙げる、比較する、追加する、写真や図表を使って説明する
●より信頼のおけるプレゼンのイメージのために、ひとつの話題を締めくくる、配布物を見てもらう
●次の話題に移る、例を挙げる、話の終わりを告げる
●質問を促す、意見を求めたいとき、回答内容が相手の満足いくものだったか確認
●話をまとめる、最後の一言、プレゼン後の対応についての案内、結びの謝辞
参考映像：モデルプレゼンテーション

(2014)
71分

貿易・国際 H0545
説得力を高める英語プレゼンテーション
（３）資料作成、ボディアクション編

＜対象レベル：TOEIC４５０点以上＞
●プレゼン資料の作成について
●プレゼンテーションの実施について（目線、身振り、動作、態度等）
参考映像：モデルプレゼンテーション

(2014)
20分

貿易・国際 H0381 成功する英語プレゼンテーション

ただでさえプレゼン下手の日本人にとって、苦手な英語でプレゼンする能力を身に付けるのは、
一朝一夕ではなしえません。本ＤＶＤは、日常英会話がギリギリというレベルの社員・スタッフが、
なんとか英語プレゼンテーションをこなすためのポイントを実戦的に解説します。

＜第1巻＞何を伝えるか
　●“What to say”と“How to say”　　　　　　　　　●ビジュアル化の方法
　●Introduction(導入)の流れと決まり文句　　 　●Main Body(本論)の流れと決まり文句
　●Closing(結び)の流れと決まり文句

＜第2巻＞どのように伝えるか
　●話し方・見せ方のポイント     　●ビジュアルを使ったときの英語表現
　●説得力を高める英語表現    　●日本人が間違いやすい英語表現

(2003)
40分
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貿易・国際 H0325
ビジネス人のための中国生活マニュアル
【日本国内版】

中国で生活し、働き、マネジメントするためにはどうすればいいか。
中国への派遣予定者・家族向けの教育プログラム用の教材に最適！

＜第1巻＞中国で生活する(コミュニティー編)
　●買い物　●乗り物の利用　●外貨両替　●ホテル　●街の歩き方　●外食　●子どもの教育
●医療  ●地域コミュニティー　●メンタルヘルス

＜第2巻＞中国で働く(ビジネスマナー編)
　●あいさつ・言葉遣い　●身だしなみ　●職場のルール　●来客応対・他社訪問
●電話・携帯電話　●PC・ネット環境　●冠婚葬祭　●贈答・おみやげ

　●接待・宴席　●オフィスでのトラブルの対処法

＜第3巻＞中国でマネジメントする(人間関係・コミュニケーション編)
　●セクハラ？●残業　●業務上の指示　●業務判断　●日本人と働いてよかったこと
●注意・叱責　●面談・考果　●公私の区別　●ハラスメント　●オフタイム

(2007)
70分

貿易・国際 H0249 貿易入門　（１）基礎知識

＜第１章＞説明：
国内取引との比較を中心に、貿易を行う際注意すべきポイントを解説します。
　
＜第２章＞設問：
第１章で挙げたポイントを具体的な課題に置き換え、選択式テストの形で提供します。

＜第３章＞解説：
第２章のテストについて、正解を挙げ、音声付きでその意味を解説します。

(2011)
13分

貿易・国際 H0250 貿易入門　（２）建値

＜第１章＞説明：
主な建値の種類と各々の意味を、インコタームズに沿って解説します。

＜第２章＞設問：
第１章で挙げたポイントを具体的な課題に置き換え、選択式テストの形で提供します。

＜第３章＞解説：
第２章のテストについて、正解を挙げ、音声付きでその意味を解説します。

(2011)
13分

貿易・国際 H0251 貿易入門　（３）通貨と為替

＜第１章＞説明：
通貨の決め方と為替リスク、それをヘッジする為替予約などについて解説します。

＜第２章＞設問：
第１章で挙げたポイントを具体的な課題に置き換え、選択式テストの形で提供します。

＜第３章＞解説：
第２章のテストについて、正解を挙げ、音声付きでその意味を解説します。

(2011)
13分

貿易・国際 H0252 貿易入門　（４）支払条件

＜第１章＞説明：
Ｌ／ＣやＤ／Ｐ、Ｄ／Ａといった各種の支払条件と、回収のプロセスについて解説します。

＜第２章＞設問：
第１章で挙げたポイントを具体的な課題に置き換え、選択式テストの形で提供します。

＜第３章＞解説：
第２章のテストについて、正解を挙げ、音声付きでその意味を解説します。

(2011)
15分

貿易・国際 H0253 貿易入門　（５）船積前・輸出通関

＜第１章＞説明：
船積から輸出通関、それに必要な船積書類などについて解説します。

＜第２章＞設問
第１章で挙げたポイントを具体的な課題に置き換え、選択式テストの形で提供します。

＜第３章＞解説
第２章のテストについて、正解を挙げ、音声付きでその意味を解説します。

(2011)
13分

貿易・国際 H0254 貿易入門　（６）船積手配

＜第１章＞説明：
船便と航空便のそれぞれについて、輸出入の流れと必要な書類について解説します。

＜第２章＞設問：
第１章で挙げたポイントを具体的な課題に置き換え、選択式テストの形で提供します。

＜第３章＞解説
第２章のテストについて、正解を挙げ、音声付きでその意味を解説します。

(2011)
15分

貿易・国際 H0255 貿易入門　（７）決済・現地通関

＜第１章＞説明：
輸入者が貨物を受け取るまでの流れと、必要な書類について解説します。

＜第２章＞設問：
第１章で挙げたポイントを具体的な課題に置き換え、選択式テストの形で提供します。

＜第３章＞解説：
第２章のテストについて、正解を挙げ、音声付きでその意味を解説します。

(2011)
13分

貿易・国際 H0256 貿易入門　（８）保険

＜第１章＞説明：
貿易で使われる主な保険の種類と、各々がカバーするリスクについて解説します。

＜第２章＞設問：
第１章で挙げたポイントを具体的な課題に置き換え、選択式テストの形で提供します。

＜第３章＞解説：
第２章のテストについて、正解を挙げ、音声付きでその意味を解説します。

(2011)
15分

貿易・国際 H0257 輸出の進め方　（１）取り組む前に

＜第１章＞説明：
輸出ビジネス開始に当り、検討すべき点や下調べのポイントを解説します。

＜第２章＞設問：
第１章で挙げたポイントを具体的な課題に置き換え、選択式テストの形で提供します。

＜第３章＞解説：
第２章のテストについて、正解を挙げ、音声付きでその意味を解説します。

(2011)
15分

貿易・国際 H0258 輸出の進め方　（２）交渉前の準備

＜第１章＞説明：
進出先マーケットのリサーチと、現場代理店候補の調べ方を解説します。

＜第２章＞設問：
第１章で挙げたポイントを具体的な課題に置き換え、選択式テストの形で提供します。

＜第３章＞解説：
第２章のテストについて、正解を挙げ、音声付きでその意味を解説します。

(2011)
17分

４８ページ



中ジャンル No. タイトル 内　　　　　　　容
（制作年）
収録時間

貿易・国際 H0259 輸出の進め方　（３）交渉の始めに

＜第１章＞説明：
代理店候補をリストアップし、その中から交渉先を絞り込むプロセスを解説します。

＜第２章＞設問：
第１章で挙げたポイントを具体的な課題に置き換え、選択式テストの形で提供します。

＜第３章＞解説：
第２章のテストについて、正解を挙げ、音声付きでその意味を解説します。

(2011)
17分

貿易・国際 H0260 輸出の進め方　（４）代理店設定

＜第１章＞説明：
選定した代理店候補と交渉し、契約を結ぶまでのプロセスについて解説します。

＜第２章＞設問：
第１章で挙げたポイントを具体的な課題に置き換え、選択式テストの形で提供します。

＜第３章＞解説：
第２章のテストについて、正解を挙げ、音声付きでその意味を解説します。

(2011)
15分

貿易・国際 H0261 輸出の進め方　（５）代理店指導

＜第１章＞説明：
現地代理店を、マーケティング・経営両面から支援するためのポイントを解説します。

＜第２章＞設問：
第１章で挙げたポイントを具体的な課題に置き換え、選択式テストの形で提供します。

＜第３章＞解説：
第２章のテストについて、正解を挙げ、音声付きでその意味を解説します。

(2011)
15分

貿易・国際 H0262 貿易の進め方

※H0249～H0256「貿易入門」のダイジェスト版ですので内容に一部重複があります。

＜第１章＞貿易と国内取引の違い
取引相手との間に国境を挟むと、どのような問題が起きてくるのかという面から、
貿易の基礎を学びます。

＜第２章＞契約交渉
価格や条件の交渉プロセスを、専門用語の解説を交えて説明します。

＜第３章＞船積
船積の手続き、そこで交わされる書類や、決済の手順を解説します。

(2007)
30分

貿易・国際 H0263 実践　輸入ビジネス

＜第１章＞輸入のポイント
最初に、輸入ビジネスを成功させるためのポンイトを考えます。

＜第２章＞予備調査
どこから何を輸入するか、国内外で行うリサーチのプロセスを解説します。

＜第３章＞代理権交渉
取引先候補との交渉について、決めるべき事項と条件交渉のポイントを解説します。

＜第４章＞継続輸入交渉
長期的な取引に基づく、本格稼働へのアプローチを身に付けます。

(2007)
30分

貿易・国際 H0264 実践　輸出ビジネス

※H0257～H0261「輸出の進め方」のダイジェスト版ですので内容に一部重複があります。

＜第１章＞輸出のポイント
輸出ビジネスを成功させるための要因、考慮すべき点などを解説します。

＜第２章＞予備調査
輸出先・輸出相手を探し、選定する際の手順とポイントを解説します。

＜第３章＞代理権設定
現地に代理店を設定するケースについて、そのノウハウを学びます。

＜第４章＞代理店指導
長期的な共存共栄に向けて、代理店サポートのポイントを身につけます。

(2007)
30分
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接客・接遇・
サービス

H0546 中国人観光客接遇マニュアル　

中国人観光客の一般的な行動様式、喜こばれる心遣い、トラブルを回避するための注意事項、接遇
に必要な基本知識を解説。付録の指さし式中国語カードを活用したコミュニケーション力が身につく
映像コンテンツです。

●プロローグ
●中国人観光客を知る　　　　　　　　　　　　　●中国人観光客接遇のポイント　ケースドラマ
●中国人観光客接遇のポイント　解説　　　　●指さし会話カードを活用した応対例
●トラブル防止対策　　　　　　　　　　　　　　　●中国のお客さまに喜ばれる心遣い
＜付録・ＰＯＰ用データ集CD-ROM付き＞

(2010)
55分

接客・接遇・
サービス

H0417 介護スタッフの接遇マニュアル

介護スタッフとして働く意識とマナーがしっかり身につき、コミュニケーション能力を高める映像教材。

●プロローグ　介護現場で働くって、どういうこと？
●基本的な接遇マナー
・職場での基本ルールとマナー　・第一印象をさわやかに　・訪問のマナー　・訪問サービスのマナー
●コミュニケーションスキル
　・指示の受け方と報告、連絡、相談　・心配りを示す言葉づかい　・人間関係を理解する
　・利用者の心の葛藤を理解する　・ご家族の心理を理解する　・特定のスタッフを拒否する利用者
●ケース別対応　こんな時どうしますか？
　・ケーススタディ１　「高齢者への対応」
　・ケーススタディ２　「抑うつ状態の方への対応」
　・ケーススタディ３　「自慢話を繰り返す方への対応」
　・ケーススタディ４　「夕暮れになると帰りたくなる方への対応」

(2009)
45分

接客・接遇・
サービス

H0416 医療スタッフの接遇マニュアル

利用者から医療スタッフに求められる接遇レベルは年々高まっています。
医療スタッフ（看護師、事務員）に求められる接遇の心構えとスキルが身につく映像教材。

●基本的な接遇マナー
　・医療機関のマナー　　　　　　　　　　　　　・外来応対で感じの良い表情と態度は？
　・不安をほぐす温かい挨拶・声かけ　　　　・わかりやすく伝える
　・ミニドラマ　認識の違いの例
●医療現場でのコミュニケーションスキル
　・人間関係の基本とコミュニケーション　　・ミニドラマ　介助に反抗する患者様
　・患者様への注意のしかた　　・気持ちを「聴く」　　・クレームへの対応　　・ストレスへの対処
●ケース別対応　こんな時どうしますか？
　・ケーススタディ１　「高齢者への対応」
　・ケーススタディ２　「ストレス状態のご家族への対応」
　・ケーススタディ３　「自慢話を繰り返す患者様への対応」
　・ケーススタディ４　「うつ傾向の患者様への対応」

(2009)
45分

接客・接遇・
サービス

H0380
プロ接客担当者のための
       ワンポイント・アドバイス講座

現場での接遇実践に欠かせない基本的な要素を、各界の実務に通じた監修者がコンパクトにドラマ
仕立てで解説する研修ツールです。入社前研修、新入社員研修、現場での初期教育、朝礼前や空
き時間の有効利用にご活用いただけます。

<こんな方におすすめします>
　・流通・小売業、サービス業、外食産業などの接客スタッフ
　・営業・販売促進・マーケティング・企画部門などに所属して、社外の方とフェイス トゥ フェイスの
　　コミュニケーションをする必要がある担当者
　・金融機関、官公庁・自治体などの窓口業務担当者
　・企業などの受付・秘書業務担当者　等

＜第1巻＞立ち方・歩き方であなたが変わる、お客様が変わる
　　●自分の立ち方・歩き方を見つめなおそう　　●立ち方の基本　　●歩き方の基本
　　●お客様の好感度を上げる立ち方・歩き方

＜第2巻＞笑顔であなたが変わる、お客様が変わる
　　●「笑い」と「笑顔」は違うもの　　●アイコンタクトしていますか
　　●「笑顔」になるための心得　　　●魅力的な笑顔づくりのコツ

＜第3巻＞ラッピング上手になってあなたが変わる、お客様が変わる
　　●公私で役立つラッピングの技術　 　●合わせ包みと斜め包み(基本編)
　　●合わせ包みと斜め包み(応用編)　　●ラッピングに「心」を乗せて

(2004)
60分

接客・接遇・
サービス

H0329
接客・接遇に活かすユニバーサルサービス
（１）ユニバーサルサービスの基礎知識

ユニバーサルサービスの基礎知識   ～高齢者・妊婦の方への接遇～
(1) プロローグ       (2) ユニバーサルサービスの基本
(3) ご高齢の方への接客　        (4) 妊婦、お子様連れの方への接客
(5) 内部疾患のある方への接客    (6) 第1巻のまとめ

(2010)
30分

接客・接遇・
サービス

H0330
接客・接遇に活かすユニバーサルサービス
（２）ケーススタディー１

ケーススタディー１  ～視覚・聴覚障がいのある方への接遇～
(1) プロローグ        (2) 視覚障がいのある方への接客
(3) 盲導犬を連れた方にどう接するか    (4) 聴覚障がいのある方への接客
(5) 第2巻のまとめ

(2010)
30分

接客・接遇・
サービス

H0331
接客・接遇に活かすユニバーサルサービス
（３）ケーススタディー２

ケーススタディー２   ～肢体不自由者、知的・精神障がいのある方への接遇～
(1) プロローグ       (2) 肢体不自由のある方への接客
(3) 知的・精神障がいのある方への接客     (4) 外国人の方への接客
(5) 第3巻のまとめ

(2010)
30分

接客・接遇・
サービス

H0328 ＣＳ実現のためのお客さま応対

顧客満足を実現するためのお客さま応対の実際を、営業マン、店頭の接客要員など接遇担当者向
けにわかりやすく解説。わかったつもりで実践できていないCS接客のノウハウが擬似ロール・プレイ
ングしながら理解できる。

＜第1巻＞顧客満足を現場の第一線で実現するためには１
　●CS向上におけるロール・プレイングの重要性
　●アクターズ・メソッドとは
　●Before Acting―ロール・プレイングの事前準備
　●On Acting―ロール・プレイングの実施《7つの秘訣》

＜第2巻＞顧客満足を現場の第一線で実現するためには２
　●On Acting-ロール・プレイングの実施《7つの秘訣》
　●After Acting-ロール・プレイングの事後検証
　●On Stage-日々の仕事にロール・プレイングの効果を活かす

(2006)
50分

接客・接遇・
サービス

H0326 誰でもできる感動接客

＜第1巻＞なぜ、客は接客に不満を感じるのか
　●なぜ、客は接客に不満を感じているのか
　●誰でもできる感動接客(1)　　　・少し長くするアクションが客の心を打つ
　●誰でもできる感動接客(2)　　　・少し早くするアクションが客を満足させる
　●誰でもできる感動接客(3)　　　・少し多く繰り返すアクションが客を安心させる

＜第2巻＞感動を生み出す接客アクション
　●誰でもできる感動接客(4)　　　・少し力を入れるアクションが客を信頼させる
　●誰でもできる感動接客(5)　　　・少し力を抜くアクションが客の共感を呼ぶ
　●誰でもできる感動接客(6)　　　・少し無関心を装うアクションが客を自由にさせる
　●人の心を動かす13のアクション

(1998)
60分
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中ジャンル No. タイトル 内　　　　　　　容
（制作年）
収録時間

接客・接遇・
サービス

H0171

顧客をつくる新・販売スタッフシリーズ
～スタッフがお店を変える！
 （１）ドラマ／明日みる夢
～販売スタッフの仕事って何？～

（１）ドラマ／明日みる夢　　～販売スタッフの仕事って何？～
ドラマを通して、「販売スタッフ」としての仕事の意味を考え、整理します。
「売る販売スタッフ」から「顧客をつくる販売スタッフ」への転換を動機づけます。

(1996)
27分

接客・接遇・
サービス

H0172

（２）接客応対の基本
～お客様をお迎えする４つのポイント～

（３）接客応対の基本
～商品を説明する６つのポイント～

（４）接客応対の基本
～お買い上げからお見送りまでの７つのポイント～

（２）接客応対の基本～お客様をお迎えする４つのポイント～
●「いらっしゃいませ」と親しみのある挨拶をする　●お客さまの様子から気持ちを察する

　　 ●お買いもののお手伝いをする姿勢を示す　　　   ●お客さまの様子を落ちついて見守る

（３）接客応対の基本～商品を説明する６つのポイント～
●商品に関心を示し始めたら声をかける　　　●商品は絞り込む　  　●試していただく

　　 ●説明は簡潔に、知識は豊富に      　　　●質問で要望を明らかにする
　　 ●接客中でも他のお客さまへの挨拶はきちんとする

（４）接客応対の基本～お買い上げからお見送りまでの７つのポイント～
●感謝の気持ちを忘れずに　　　  ●手続きは迅速に、正確に

　　　●お金の取り扱いは確認第一　　●包装にも気配りを
　　　●お渡しする前にご挨拶を　　   ●品物より釣銭が先
　　　●また来ていただきたいという気持ちを込めてお見送りする

(1996)
33分

接客・接遇・
サービス

H0173

（５）また会いたい人になる！自分を磨く技術

（６）接客マナーの“チェックポイント１０”

（７）お客さまを理解する
～購買心理の動きを解く～

（５）また会いたい人になる！自分を磨く技術
お客さまに継続して来店してもらうために“人間的魅力”を高めるポイントを学びます。
　●「また会いたい」と思う販売スタッフは？　●人間的魅力は努力で高められる

（６）接客マナーの“チェックポイント１０”
お客さまに気持ちよく買い物をしてもらうために、販売スタッフが自身の接客マナーをチェックします。

（７）お客さまを理解する～購買心理の動きを解く～
お客さまの気持ちを的確に理解し、応対するために、「購買心理の基礎知識」を学びます。
　●購買動機　　●欲求の５段階　　●購買心理の７段階

(1996)
32分

接客・接遇・
サービス

H0174

（８）応対の技術　洗練された動作とことばづかい

（９）応対の技術　ニーズを掘り起こす質問法

（１０）応対の技術
～アドバイスが活きるベネフィット話法～

（８）応対の技術　洗練された動作とことばづかい
お客さまの気持ちに沿った応対と、そこで活かされる応対の技術、「洗練された動作とことばづかい」
を学びます。
　●お客さま本意のスタンスを印象づける     　●心地よい言葉を選ぶ

（９）応対の技術　ニーズを掘り起こす質問法
お客さまの気持ちに沿った応対と、そこで活かされる応対の技術、「ニーズを掘り起こす質問法」を
学びます。
　●事実を知る質問　　   ●考え方を知る質問  　●確認のための質問

（10）応対の技術アドバイスが活きるベネフィット話法
お客さまの気持ちに沿った応対と、そこで活かされる応対の技術、「アドバイスが活きるベネフィット
話法」を学びます。
　●イメージを浮かばせる　　●短い言葉で表現する　●身ぶりを加えて演出する
　●お客さまに体験していただく

(1996)
38分

接客・接遇・
サービス

H0175
（１１）アフタフォローの実践

（１２）お客さまとお店をよく知り、店づくりに活かす

（11）アフタフォローの実践
お客さまと長くお付き合いしていく鍵となる、アフターフォローのスキルを学びます。
　●働きかけるアフターフォロー　　●クレーム対応

（12）お客さまとお店をよく知り、店づくりに活かす
お客さまに興味を持ってもらえるための、お店づくりのノウハウを学びます。
　●自分のお店をよく知ろう　●自分のお客さまをよく知ろう　●お店づくりに活かす

(1996)
17分
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■製造業・工場・生産技術 ※ピンク網掛けは2020年新着タイトル

中ジャンル No. タイトル 内　　　　　　　容
（制作年）
収録時間

管理・
安全衛生・

その他
H0696

これだけは知っておきたい
 建設作業の基本ベスト１０

本ＤＶＤでは、繰り返し発生している災害の要因となっている設備や機械・工具などを１０項目に絞り
込み、それぞれの作業について事前に知っておくべきポイントを解説。
新規入場者教育に、職長・安全衛生責任者の能力向上教育に最適。
もちろん、建設現場で働くすべての作業員もの大切な基本ルールが身につけられます。

１．足場　　２．フルハーネス型安全帯　　３．開口部　　４．可搬式作業台（立ちうま）
５．脚立　　６．移動はしご・固定はしご 　７．玉掛け作業　　８．高書作業車作業
９．電動丸のこ盤作業　　１０．グラインダー作業

(2017)
20分

管理・
安全衛生・

その他
H0695

“危険軽視”によるヒューマンエラー
   常に安全行動を。そのためには？

現場では、危険軽視による災害が後を絶ちません。
毎日作業を続けるうちに、慣れにより安易な気持ちで危険な作業をしたり、作業に潜むリスクを過小
に評価したりして、労働災害が発生しています。
本ＤＶＤでは、「危険軽視」をテーマに危険軽視による死亡災害が多発していること、心理学から学
ぶ災害事例、危険軽視対策について解説していきます。

１．“危険軽視”による災害
２．心理学から学ぶ災害事例　～脚立からの墜落～
３．心理学から学ぶ災害事例　～ユニック車の転倒～
４．危険軽視対策とは　～例で見る具体的な対応策～
５．現場の声　～現場の危険軽視対策とは～

(2018)
22分

管理・
安全衛生・

その他
H0694

リスクアセスメントの徹底活用術
～あなたの作業手順書が現場の安全力を高める～

重篤な災害の減少を目指して2006年に導入されたリスクアセスメントですが、果たして建設現場で
効果的に活用されているのでしょうか？　リスクアセスメントを作業手順書に組み込むことで、リスク
を未然に防止する行動への共通認識が深まり、災害防止の効果を上げることができます。
本ＤＶＤは、職長はじめ作業員にリスクアセスメントの仕組みについて分かりやすく解説するととも
に、実際の作業でリスクアセスメントを取り入れた作業手順書の作成も紹介し、リスクアセスメントの
活用術を学習します。

≪収録内容≫
・オープニング　建設業における労働災害の現状
・リスクアセスメントとは
 ・リスクアセスメント作業手順書の作成方法
・作業連絡調整会議
・安全ミーティングおよびＫＹ活動の参考例
・リスクアセスメント作業手順書の修正
・改善された安全ミーティング
・リスクアセスメント作業手順書を活用して（インタビュー）

 (2018)
21分

管理・
安全衛生・

その他
H0693 職長の能力向上のための効果的な安全施行サイクル

多くの現場で実施されるようになった“リスクアセスメント”ですが、安全施行サイクルに効果的に活
用されているでしょうか。
毎日の安全施行サイクルにリスクアセスメントを取り入れ、この効果を最大限に発揮させるために
は、前日の作業の連絡・調整会議から安全施行サイクルをスタートさせると効果的です。
本ＤＶＤでは、前日の作業の連絡・調整会議からスタートさせる安全施行サイクルに沿って各活動の
ポイントを示し、どうすれば安全のための指示が出せるのか、危険回避につながる行動ができるの
かを解説していきます。

１．オープニング
２．（前日の）作業の連絡・調整    ３．安全朝礼         ４．新規入場者教育
５．安全ミーティング       ６．現地ＫＹ活動    ７．作業開始前点検
８．作業中の指導・監督        ９．現場巡視
１０．エンディング

(2019)
29分

管理・
安全衛生・

その他
H0666 金属加工シリーズ　金属切削の基礎(上巻)

２０１６年　第５７回科学技術映像祭　特別奨励賞　受賞作品

熟練工と呼ばれる技能者の“ワザ”は、長年の経験から培われてきました。
しかし、卓越した技能にも全て理屈、裏付けが存在します。
日々の生産・製造活動が目まぐるしく変化する現代において、かつてのように長い年月をかけて熟
練工を育てる余裕も企業にはありません。

本DVDは、鉄・アルミ・ステンレスといった金属材料を切削加工する際に起こる様々な現象を映像に
捉え、わかりやすい解説を交えることで技能の裏付けを効果的に理解していただくことを目的に制作
されました。
肉眼では見ることの出来ない金属切削時に起こる瞬間的な現象をハイスピードカメラによる撮影で
多数収録しています。

金属加工にかかわる全ての方々にご覧いただきたい作品です。
◆金属切削の特徴　　　　　　　◆２次元切削と３次元切削
◆切削工具の切れ味　　　　　 ◆切削力と切削抵抗

(2015)
32分

管理・
安全衛生・

その他
H0667 金属加工シリーズ　金属切削の基礎(下巻)

◆切削工具角度の推奨値    ◆構成刃先
◆切りくず（１）        ◆切りくず（２）

(2015)
35分

管理・
安全衛生・

その他
H0668 金属加工シリーズ　旋盤加工の基礎(上巻)

旋盤加工に従事する全ての方々にご覧いただきたい作品です。
◆切削速度の考え方        ◆切削速度と回転数
◆バイトの送り量とコーナ半径     ◆表面粗さ(Ra、Rz、三角記号)

(2017)
36分

管理・
安全衛生・

その他
H0669 金属加工シリーズ　旋盤加工の基礎(下巻)

◆表面粗さとバイトの送り量    ◆切込み深さとコーナ半径
◆切込み深さと旋盤の動力

(2017)
34分

管理・
安全衛生・

その他
H0670 金属加工シリーズ　チップの選び方(上巻)

講師とナビゲーターによる進行とCG技術によってわかりやすく解説しています。
切削加工に従事する全ての方々にご覧いただきたい作品です。
◆チップの各部名称と働き     ◆バイトとチップの勝手
◆コーナ半径        ◆チップブレーカ　　　　　　◆ホーニング刃とランド

(2017)
32分

管理・
安全衛生・

その他
H0671 金属加工シリーズ　チップの選び方(下巻)

◆チップポケット      ◆さらい刃
◆形状と使い方      ◆呼び記号　　　　　　　　　◆切りくず処理

(2017)
38分

管理・
安全衛生・

その他
H0672 金属加工シリーズ　フライス加工の基礎(上巻)

講師とナビゲーターによる進行とCG技術によってわかりやすく解説しています。
フライス加工に従事する全ての方々にご覧いただきたい作品です。
◆フライス加工の特徴                  ◆切削速度と回転数
◆正面フライスの送り速度            ◆エンドミルの送り速度

(2018)
41分

管理・
安全衛生・

その他
H0673 金属加工シリーズ　フライス加工の基礎(下巻)

◆正面フライスの加工能率      ◆正面フライスの最大切込み深さ
◆エンドミルの加工能率         ◆エンドミルの加工精度　　　　　　　◆エンドミルの工具寿命

(2018)
42分

管理・
安全衛生・

その他
H0674 金属加工シリーズ　研削加工の基礎(上巻)

講師とナビゲーターによる進行とCG技術によってわかりやすく解説しています。
研削加工に従事する全ての方々にご覧いただきたい作品です。
◆研削加工の特徴                 ◆研削砥石
◆超砥粒ホイール                  ◆形直しと目直し

(2018)
46分

管理・
安全衛生・

その他
H0675 金属加工シリーズ　研削加工の基礎(下巻)

◆ドレッサの送り速度      ◆研削条件の決め方
◆表面粗さと研削方法    ◆目つぶれ　目づまり　目こぼれ
◆研削条件の調整

(2018)
47分
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中ジャンル No. タイトル 内　　　　　　　容
（制作年）
収録時間

管理・
安全衛生・

その他
H0614

不注意は起こる！
「○○に注意」は安全指示とは言えない

1.“〇〇に注意”は安全指示とは言えない
2.試してみよう！あなたの注意力(クイズ)
3.なぜ注意力が散漫になるのか？作業に集中すれば、安全に注意が払えない
4.人間は自分の気にすることにしか注意を払わない
5.人間の耳は特殊だ。自分の聞きたい音しか聞こえない
6.高速道路で「シカに注意」はあり、「シカに注意し続けなさい」は無理

(2017)
16分

管理・
安全衛生・

その他
H0612 災害事例に学ぶ　製造現場の安全対策

＜日本語・英語・中国語・タイ語・インドネシア語に対応！＞

本DVDでは、実際の事故を映像で体験し、その恐ろしさを実感できるため、知識面だけでは得られな
い大きな教育効果が期待できます。
 貴社の全社員向け安全教育の教材として、ぜひご活用ください。

なぜ、安全活動が大切か
【災害事例1】　設備の間欠運動中に手を…
【災害事例2】　無意識に置いていた左手に台車が…
【災害事例3】　設備が停止していると思い込んで回転体を触ったら…
【災害事例4】　回転体のロールに作業着の袖が引っかかり…
【災害事例5】　材料交換時にとっさに素手で…
【災害事例6】　重量物をクレーンの治具につけようとして…
【災害事例7】　フォークリフトのバック走行中に…

(2017)
90分

管理・
安全衛生・

その他
H0595 全員参加で安全先取り「ＫＹ活動」

危険予知活動は、現場や作業の状況の中に潜む「危険要因」、つまり労働災害や事故の原因となる
「不安全状態」や「不安全行動」を職場の小集団活動で話し合い、考えあい、分かりあって事前に対
策をたてて実行することで災害をゼロにすることが目的です。
本DVDでは、災害事例を交えながら、ＫＹ活動の良さや、リーダーの心得、リスクアセスメントの手法
を取り入れた効果的なやり方などを、わかりやすく説明しています。職長教育や、ＫＹ活動のマンネリ
化防止にご利用ください。

(1)プロローグ
(2)危険予知活動とは
(3)ＫＹ活動の分類と概要　　・ＫＹＴ基礎４ラウンド法　　・ワンポイントＫＹＴ　　・一人ＫＹＴ　等
(4)ＫＹ活動の進め方
(5)エピローグ

(2016)
20分

ＩＳＯ H0571
＜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

ＩＳＯ入門から2015年版規格のポイント理解まで、視聴者のレベルに応じて視聴することができます。
ISO9001、ISO14001の2015年版の特徴を大まかにつかむために最適な教材です。また、静止画
コーナーとして「規格要求事項との適合性監査のポイント」を収録。2015年版移行にあたっての新し
い規格への適合性チェックにも役立ちます。

●ＩＳＯマネジメントシステムに取り組むメリット
●内部監査員が理解しておくべき2015年版規格の特徴
 　（共通要素の採用／リスクベースの考え方／プロセスの考え方／文書化した情報）
●規格の構成とＰＤＣＡに対する理解
 　（ＰＤＣＡをどのように考えればよいのか／規格の構成に見るＰＤＣＡ／システム、プロセス、

 製品それぞれのレベルのＰＤＣＡ）
●ＩＳＯ要求事項　監査での着眼ポイント　（静止画コーナー）

(2016)
31分

ＩＳＯ H0572
＜ＩＳＯマネジメントシステム＞内部監査のポイント
(2)内部監査員の役割と監査の進め方

2015年版の規格では「事業プロセスへの統合」が重要となってきています。内部監査も、マネジメン
トシステムのチェック機能としてより重要性が高まってきているといえるでしょう。DISC2は、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しています。

●ＩＳＯ規格が要求する「内部監査」とは
　（規格9.2.1のポイント／外部監査と内部監査のちがい／適合性と有効性をチェックする　ほか）
●内部監査員の役割について
　（ＩＳＯ19011にみる内部監査員の役割／監査目的）
●内部監査の流れ
　（内部監査の一般的な流れ／内部監査プロセスのＰＤＣＡ）
●監査の進め方の基本
 　（内部監査員として心がけること／監査での質問のしかた／アップストリームとダウンストリーム）
●監査の着眼点と不適合報告書のポイント
　（書類を見る監査／現場を見る監査／プロセスを見る監査／不適合報告書の書き方のポイント）
●内部監査が有効に機能しない場合の問題点

(2016)
57分

ＩＳＯ H0573
＜ＩＳＯマネジメントシステム＞内部監査のポイント
(3)内部監査ケーススタディ

（ＩＳＯ9001）

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
査を行なえばよいかを解説しています。リスクベースの考え方や変更管理など、要求事項の理解と
監査の実践に役立つケーススタディ集となっています。

●ＩＳＯ9001　内部監査で押さえておきたいポイント
 【ケース1】製造業 「正式版の図面がない？！」
 【ケース2】サービス業「 新入職員に対する教育」
 【ケース3】建設業 「是正処置の効果の確認」
 【ケース4】製造業「 取り組む必要のあるリスク」
 【ケース5】サービス業「 スーパーマーケットのレジ作業」
 【ケース6】建設業 「本社と現場のコミュニケーション」
 【ケース7】製造業 「各プロセスの判断基準の不整合」
 【ケース8】サービス業「 受注間違いに対する是正処置」
 【ケース9】建設業 「設計事務所にすべて委託する」

(2016)
86分

ＩＳＯ H0574
＜ＩＳＯマネジメントシステム＞内部監査のポイント
(4)内部監査ケーススタディ

（ＩＳＯ14001および統合システム）

ISO14001に即したケーススタディ集と、ISO9001/ISO14001の統合システムを収録。ライフサイクル
視点や環境パフォーマンスなど、実際の監査イメージを通して学ぶことができます。

●ＩＳＯ14001　内部監査で押さえておきたいポイント
 【ケース1】製造業「排水処理施設／リスクへの取り組み」
 【ケース2】サービス業「容器回収／ライフサイクルの視点とアウトソースの管理」
 【ケース3】製造業「環境目標をどう考えるか」
 【ケース4】建設業「順守義務」
 【ケース5】サービス業「取り扱い商品のライフサイクル」
 【ケース6】製造業「緊急事態への対応」
 【ケース7】統合システム「缶コーヒーの設計･開発」
 【ケース8】統合システム「管理責任者に対する監査」

(2016)
81分

ＩＳＯ H0551
【ディスカッション教材】
品質管理の基本～QCセンスを磨く

職場で品質管理を徹底させるためには、手法＋「ＱＣセンス」の徹底が不可欠です。ドラマを題材とし
たディスカッションを通じて品質管理の土台ともいえる品質管理の基本となる考え方や態度＝ＱＣセ
ンスを視聴者に習得していただける映像教材です。
品質管理教育というと、とかく手法や問題解決手順の解説が多くなりますが、本DVDはドラマを元
に、研修受講者一人ひとりが品質管理に関するディスカッションを行うことで、品質管理の気づきを
促す教材となっています。

●イントロダクション ●顧客第一 ●三現主義
●ＰＤＣＡを回せ－その１ ●なぜなぜ５回 ●プロセス重視
●ＰＤＣＡを回せ－その２ ●エンディング

(2010)
44分
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ＰＬ・ＨＡＣＣＰ H0549
みんなで実践［異物混入対策］
（１）現場改善で異物をなくす

もし食べようとした商品に金属やプラスチックが入っていたら・・・。
お客様はどのように感じるでしょうか。人によってその後の行動はさまざまですが、食品メーカーに
対し、不信感・不快感を持つことは間違いないでしょう。
食品を扱う企業にとって異物混入対策は永遠の課題であり、消費者の食の安全を守るために、限り
なくゼロに近づける努力が求められます。
Disc１ではその具体的な対策について紹介します。

 【Part１】異物混入を防ぐために
　　　　●異物混入の影響を理解できているか      ●異物混入の実態
　　　　●異物混入事故が起こってしまったら・・・
【Part２】異物混入防止のポイント
　　　　●金属の混入防止      ●プラスチックの混入防止
　　　　●ビニールの混入防止     ●改善活動
 【Part３】虫の混入を防ぐポイント
　　　　●工場周辺   ●工場内 ●カビの発生を防ぐ

(2015)
38分

ＰＬ・ＨＡＣＣＰ H0550
みんなで実践［異物混入対策］
（２）ＳＮＳ炎上防止とクレーム対応

食品メーカーのクレーム対策は新たな局面を迎えています。それはＳＮＳの炎上です。ひとつの異物
混入がきっかけで、ＳＮＳに食品メーカーを批判・非難する書き込みが殺到。それが発端となり、商品
の回収や不買運動などが起こってしまう事態は珍しくありません。異物混入が発生したとき、いかに
炎上を避け、ダメージを最小限に抑えるか・・・。
Disc２ではその対応のポイントを詳しく紹介します。

【Part１】なぜ炎上が起こるのか？炎上防止のポイント
　（1）初期対応がすべて    　（2）謝罪は、最初に、明確に
　（3）“誠意”を見せる        　（4）書き込まない

【Part２】クレーム対応のフロー
STEP１：情報収集・初期対応
STEP２：回収判断・対応 　（1）回収対応    　（2）お客様への対応    　（3）従業員への対応
STEP３：再発防止

(2015)
37分

ＰＬ・ＨＡＣＣＰ H0547
誰でもできるHACCP実践教室
（１）一般的衛生管理アイデアで改善

ＨＡＣＣＰを導入するには、その土台となる一般的衛生管理（ＰＰ）がしっかりとできていなくてはなりま
せん。Disc１では、今ある建物・設備のまま、あまり費用をかけずにちょっとした工夫・改善で実践で
きる方法を紹介し、一般的衛生管理の具体的な進め方のポイントを明示しています。

PART１：まずはＰＰをしっかり実践しよう
PART２：施設・設備の衛生管理
PART３：個人衛生から教育まで

(2006)
29分

ＰＬ・ＨＡＣＣＰ H0548
誰でもできるHACCP実践教室
（２）ＨＡＣＣＰこうすればできる

「ＰＰとＣＣＰ（重要管理点）の違いがわかりにくい」「加熱工程がない場合、ＣＣＰはどうするのか？」と
いったさまざまな声が、HACCPを進めるうえで出てきます。Disc２では、ＨＡＣＣＰに関してよく出てく
る疑問点に答えながら、進め方・運用のポイントをわかりやすく解説しています。

PART１：HACCP実践の12ステップ
PART２：製品説明からＣＣＰ設定まで
PART３：Ｑ＆Ａ　 ＨＡＣＣＰの管理・運営ポイント

(2006)
31分

管理・
安全衛生・

その他
H0521 基本を徹底する「５Ｓの鉄則」

＜日本語・英語・中国語の３言語に対応＞
グローバル化に直面している製造現場では、正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員など多
様な働き方の従業員が増えています。より働きやすい職場、生産性の高い職場にしていくために
は、５Ｓをベースとした職場風土の定着が欠かせないといえるでしょう。本DVDは、５Ｓの意義・取り
組み方・着眼点について、基本を理解していただくことを目的としています。

●なぜ５Ｓが大切なのか
●（整理）―着眼点とポイント― ●（整頓）―着眼点とポイント―
●（清掃）―着眼点とポイント― ●（清潔）―着眼点とポイント―
●（しつけ）―着眼点とポイント―

(2012)
57分

ＰＬ・ＨＡＣＣＰ H0518
ＰＨＰ食品衛生シリーズ
手洗いから健康管理まで！「毎日の個人衛生」

食品衛生の正しい理解と、個人で行なう衛生管理の手順を学習する内容です。
手洗いや更衣の正しい手順・方法だけでなく、食中毒の危険性や個人衛生の重要性をドラマを使っ
てわかりやすく解説しています。

●クレームとは何か
　　　　　・クレームとリピーターの関係　・クレームと口コミの関係
●毛髪と食中毒
　　　　　・１日に抜ける髪の毛の本数　・毛髪が引き起こす食中毒
●毎日行なう個人衛生
　　　　　・更衣の手順 手洗いの方法　・日常の健康管理

(2014)
21分

ＰＬ・ＨＡＣＣＰ H0519
ＰＨＰ食品衛生シリーズ
もう一度、見直そう！「清掃・洗浄・細菌の大切さ」

異物混入や食中毒菌を防ぐ、正しい作業を行なうための手順と意味をていねいに解説。
ドラマを通じてマニュアルの重要性を啓発するほか、工場環境の整備方法や梱包物の保管方法に
も言及しています。

●搬入物の管理・保管のルール
　　　　・虫・小動物対策／梱包物の扱い
●清掃・洗浄・殺菌の方法
　　　　・食中毒菌付着の4つの経路　・４つの洗浄方法　・殺菌の方法　・保管・収納の方法
●食品衛生の7S
　　　　・７Ｓとは何か　・７Ｓの意味

(2014)
19分

ＰＬ・ＨＡＣＣＰ H0520
ＰＨＰ食品衛生シリーズ
みんなで守る安全・安心「衛生管理の手順とルール」

ＨＡＣＣＰの考え方や衛生管理のポイントを図解や実例を使ってていねいに解説。
段階的に危険を取り除く方法を学習します。
また、安全管理の重要性をドラマを通じて学んでいただくことができます。

●ＨＡＣＣＰとは何か
　　　　・一般的衛生プログラムとは    　・ＨＡＣＣＰとは
●記録の重要性
　　　　・事例：リワークの記録漏れ    　・記録でリスク管理
●食品衛生のピラミッド
　　　　・安全な原材料    　・前提条件プログラム（ＰＲＰ）   　・オペレーションPＰＲＰ／ＣＣＰ

(2014)
16分

管理・
安全衛生・

その他
H0430 災害事例と安全１０のポイント

●玉掛け
　(1)ワイヤーが切断し荷が落下      　(2)ワイヤロープ選択ミス、荷が滑り落ちる
　(3)つり荷に触れて指を挟む      　(4)荷が揺れてトラックの荷台から転落
　(5)ドラグ・ショベルでつり作業中のクランプ外れ
　◎玉掛け作業の安全10のポイント

●クレーン
　(1)過負荷によるクレーンの横転    　(2)トラックから荷下ろし作業中に他の荷が滑り落ちる
　(3)強風によりクレーン転倒        　(4)巻き過ぎて、ワイヤーが切断し荷が落下
　(5)アウトリガー張出不足、積載型トラッククレーン転倒
　◎クレーン作業の安全10のポイント

●足場
　(1)足場上でブレース運搬中、１本が抜けて落下   　(2)安全帯がカラビナからはずれて転落
　(3)足場ユニット解体中、手袋が引っかかり転落    　(4)足場解体作業の最後の一段で転落
　(5)建わく運搬中につまづき、建わくを落下
　◎足場作業の安全10のポイント

(2013)
30分
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ＩＳＯ H0338 よくわかる品質管理入門

「品質管理」の本質を理解できないビジネス人は、勝ち残れない？
「ISO9000f導入教育」と「品質教育」のスタートはこのDVDから！

＜第1巻＞「品質」の基本を知る
　●経営をゆるがす品質問題       　●「品質」とは何か
　●身のまわりにある品質問題       　●品質を継続的に改善する
　●標準化は継続的改善の始まり      　●品質管理の歴史
　●品質管理のマネジメントシステム

＜第2巻＞「品質」どう取り組むか
　●「品質第一」を身につける       　●品質問題の見つけ方
　●品質問題は宝の山         　●科学的に問題解決する
　●大きなPDCAと小さなPDCA    　●問題は元で断つ
　●品質は一人ひとりの心がけから始まる

(2002)
40分

管理・
安全衛生・

その他
H0336

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

日々の安全活動の基本となる考え方や知っておくべき基礎知識を、墜落・転落、転倒、はさまれ・巻
き込まれなど、具体的な事例にもとづいて紹介します。
　　　●安全第一か？　生産第一か？
　　　●「はさまれ・巻き込まれ」はなぜ起こるのか注意ポイント
　　　●「墜落・転落」はなぜ起こるのか　注意ポイント
　　　●「転倒」はなぜ起こるのか　注意ポイント ほか

(1999)
40分

管理・
安全衛生・

その他
H0337

これだけは身につけたい「安全の基本」講座
（２）安全の基本ルール編

より安全に仕事を進めていくための基本ルールを、服装・保護具、日々の仕事に対する考え方、非
定常作業のルールといった観点から、ケーススタディで学べます。
　　　●「頭」「眼」「手」「足」の保護具   ●「報告・連絡」がなぜ大切か
　　　●「整理・整頓」がなぜ大切か      ●「作業手順」がなぜ大切か
　　　●「健康管理」がなぜ大切か ほか

(1999)
40分

管理・
安全衛生・

その他
H0335 製造現場のＯＪＴ

ものづくりのリーダーをいかに養成するか？現場における効果的なOJTの進め方を紹介！

＜第1巻＞ドラマ編
エンジン部品メーカーの工場がドラマの舞台。工場の製造部従業員は30名で、機械、組立、検査に
分かれている。主人公、安西健夫(35歳)は3カ月前に機械グループ長に就任した。部下は10名い
る。就任時に製造部長から「思い切り改革してくれ」と指示されたこともあり、安西はやる気満々で仕
事に臨んでいる。しかし、リーダーの役割についての認識や部下育成のやり方に少々問題があるよ
うだ。コスト低減のアイデアを部員に出させようとするが失敗。逆に取引先からのクレーム対応のま
ずさを製造部長に叱責される。何がまずかったのか？

＜第2巻＞解説編
ドラマを振り返りながら、製造現場におけるリーダーの役割、部下を指導する心構え、OJT実践のポ
イントを解説します。
　●製造現場におけるリーダーの役割　●部下を指導する心構え　●OJT実践上のポイント

(2000)
60分

管理・
安全衛生・

その他
H0275

安全活動の急所 （１）ヒューマンエラー篇
   ～起きるケースと起こす人

「ついうっかり」「ボンヤリ」が原因で生じるヒューマンエラー。
場面の把握、考え方、作業動作の善し悪しから発生する災害事例を紹介。

(1994)
17分

管理・
安全衛生・

その他
H0276

安全活動の急所 （２）ヒューマンエラー篇
   ～失敗はこうすれば防げる

ヒューマンエラー防止の方法を、足場や通路、治具の工夫など、８つの簡易改善事例で紹介。
(1994)
14分

管理・
安全衛生・

その他
H0277

安全活動の急所 （３）機械・設備篇
   ～職場の機械・設備に潜む災害

機械や設備の不具合、付帯設備の不具合から起こった災害事例を紹介。
(1994)
11分

管理・
安全衛生・

その他
H0278

安全活動の急所 （４）機械・設備篇
   ～小さな改善で大きな災害を防ごう

お金も手間もかからない、ほんのちょっとした改善でどんな災害を防ぐことができるのか。
(1994)
12分

管理・
安全衛生・

その他
H0279

安全活動の急所 （５）職場の人間関係篇
      ～災害は安全意識では防げない

安全についてやかましく言われるのに災害が減らない職場。
逆に安全意識は高くないのに無災害が続いている職場。
これらは両方とも存在するがその差は何によって生じるのか。

(1994)
21分

管理・
安全衛生・

その他
H0280

安全活動の急所 （６）職場の人間関係篇
   ～無災害職場をつくるための仲間づくり

仲間にケガをさせたくないという気持ちが強い人の多い職場には事故は起こらない。
ではそういう職場はどうすれば実現するのか。

(1994)
22分

管理・
安全衛生・

その他
H0274 これで納得！職場の５Ｓ

（１）職場が変わる！５Ｓの基本
●なぜ、５Ｓが必要か　　　　　　　　●５Ｓとは何か　　　　　　●整理・整頓・清掃とは
●清潔・しつけ（習慣化）とは　　　　●５Ｓ活動は全社一丸で

（２）実践！職場の５Ｓ－生産現場編－
●生産現場での５Ｓの進め方－３つのステップ　　　　　　　　●初期徹底清掃のポイント
●初期徹底清掃のフォローとミーティング　　　　　　　　　　　 ●発生源対策と困難箇所対策
●清掃点検基準の作成

（３）実践！職場の５Ｓ－事務現場編－
●事務現場での５Ｓの進め方－３つのステップ
●整理のポイント ●清掃のポイント ●整頓のポイント
●職場はこんなに変わる

(2006)
60分

管理・
安全衛生・

その他
H0271

強い製造現場をつくる第一線監督者の使命と役割
 （１）監督者の基本心得

人員削減、生産ラインの合理化などによって、いきいきとした職場風土が失われつつある今、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――
監督者の基本心得をわかりやすく紹介します。

●監督者が果たすべき２つの役割
●まず監督者が経営方針の実践たれ
●監督者の7つの仕事　ほか

(2007)
25分

管理・
安全衛生・

その他
H0272

強い製造現場をつくる第一線監督者の使命と役割
 （２）人を活かすＯＪＴ

現場の課題にスムーズに対応していくには、部下の育成が不可欠となってきます。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していきます。

●部下をどう叱るか
●部下の能力を育てるための指導
●年長の部下をどう配慮するか　ほか

(2007)
25分

管理・
安全衛生・

その他
H0273

強い製造現場をつくる第一線監督者の使命と役割
 （３）問題解決のリーダーシップ

監督者に、今、もっとも要求されるのが問題解決の力です。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していきます。

●与えられた目標をどう考えるか
●「できない」では「できない」
●設計的アプローチとQC的アプローチ　ほか

(2007)
25分
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管理・
安全衛生・

その他
H0270 製造現場のコンプライアンス

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することにより、日々の仕事の振り返りを
促すとともに、今後の仕事の姿勢を見つめなおすヒントとしていただける内容です。

◎コンプライアンスの考え方
【ケース１】法令なんて自分たちには関係ない？  【ケース２】産業ゴミの試作品を持ち帰った
【ケース３】自転車通勤で定期代を浮かせた     【ケース４】５Ｓなんて面倒だ
【ケース５】“労災かくし”を指示された        【ケース６】上司があいさつを返してくれない
【ケース７】倫理ヘルプラインにセクハラの訴えが？！
【ケース８】工場も従業員も地域の一員

(2011)
50分

管理・
安全衛生・

その他
H0269 より安全に！より会社らしく！

専門工事会社、協力会社の日常業務の中で、どのように安全管理を行っていくかを具体的にドラマ
形式で再現しており、実務面での同システムの取り入れ方について明快に誘導しています。
難しい言葉は、一切排除し、気がつけば国が提唱する労働安全衛生マネジメントシステムの導入・
構築・運用を行っていた…という構成になっています。

(2006)
32分

管理・
安全衛生・

その他
H0267 不良ゼロへの挑戦 （１）不良発見と標準化の進め方

ひと口に不良といっても、その出方にはいろいろな形があります。
そして、それぞれ対応のしかたが異なってきます。
Disc1では、なぜ不良が出るのかを徹底分析し、不良が出なくなるための改善手法をわかりやすく
解説しています。

●不良とは何か ●不良発生のしくみ ●標準化の推進

(1990)
28分

管理・
安全衛生・

その他
H0268 不良ゼロへの挑戦 （２）ポカミス防止の徹底方策

信じられないような不良が出るのは、主としてポカミスによることが多いものです。
「人間がやることだからしかたがない」といっていたのでは、不良撲滅は実現しません。
Disc2では、ポカミスを事前に防止するにはどうしたらよいかを、人間の基本的行動とエラーの関係
を紹介しながら具体的に説明しています。

●ポカミス発生の要因 ●ポカミス防止の着眼点

(1990)
23分

管理・
安全衛生・

その他
H0195

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

  ～なぜチェレンジ企業は成果が出たのか

●PART1　今なぜトヨタ式なのか
●PART2　トヨタ式の２本柱～「ジャストインタイム」と「自動化」
●PART3　モノづくりは人づくり

(2005)
25分

管理・
安全衛生・

その他
H0196

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
（２）着手のポイント～「５Ｓ」と「かんばん」

●PART1　改革はトップは率先して
●PART2　５Ｓからはじめよ
●PART3　「かんばん」と「標準化」

(2005)
25分

管理・
安全衛生・

その他
H0197

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
（３）改善のポイント～「標準化」と「改善のサイクル」

●PART１　モデルラインを作る
●PART2　「自動化」構築のステップ

(2005)
25分

管理・
安全衛生・

その他
H0193

【セル生産】実現のポイント
（１）”ヒト中心”への意識改革

●ムダどり　作りすぎの在庫を減らす ●ムダどり　不良品の発生を抑える
●ムダどり　ラインのムダを排除する ●生産革新に伴う現場の反発
●現場のやる気を中心にした物づくり

(2002)
25分

管理・
安全衛生・

その他
H0194

【セル生産】実現のポイント
（２）ムダ排除の着眼点と実践

●ムダはここに生まれる！（運搬のムダ／動作のムダ／停滞のムダ）
●単純工から多能工へ ●サイクルタイムの確立
●ムダな設備の削減 ●かんばん方式へ

(2002)
25分

管理・
安全衛生・

その他
H0187

５Ｓ実践のポイント
＜成果が上がる＞５Ｓの進め方

５Ｓとは何か、5Sをなぜやらなければいけないのか、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。

(1990)
15分

管理・
安全衛生・

その他
H0188

５Ｓ実践のポイント
Seiri＜整理＞不要品はこうしてなくそう

整理とは「捨てる技術」ともいわれます。
不要品一掃を徹底するために、「層別管理」「発生源対策」という2つの整理のコツを中心に解説。

(1990)
15分

管理・
安全衛生・

その他
H0189

５Ｓ実践のポイント
Seiton＜整頓＞探すムダを一掃しよう

整頓とは能率・品質・安全という機能を考えた物の置き方を追求することだといえます。
整頓を「現状分析→物の『置き場所』を決める→物の『置き方』を決める→保管のルールを守る」
といった手順で解説。

(1990)
15分

管理・
安全衛生・

その他
H0190

５Ｓ実践のポイント
Seiso＜清掃＞ゴミなし、汚れなしの職場を創ろう

清掃という実践を通して、物の微欠陥を発見することができ、改善へと結びつけることができます。
「職場・設備の清掃」「設備５Ｓ」といった面から清掃の進め方を紹介。

(1990)
15分

管理・
安全衛生・

その他
H0191

５Ｓ実践のポイント
Seiketsu＜清潔＞衛生的な美しい環境を維持しよう

清潔とは、整理・整頓・清掃が行われ、繰り返されて、仕上がっている状態です。
この巻では「５Ｓの標準化と異常の顕在化」「目で見る管理の工夫と徹底」について解説。

(1990)
15分

管理・
安全衛生・

その他
H0192

５Ｓ実践のポイント
Shitsuke＜躾＞決められたことをきちんと守ろう

躾とは、決めた事を自然に守れるよう習慣づけすること、つまり習慣を変えることです。
習慣づけするために、どういったステップで、どのように進めるかを紹介。

(1990)
15分

管理・
安全衛生・

その他
H0184 安全衛生の基本と心得 （１）なぜ、安全活動なのか

新入社員･パート･アルバイトなどこれから働く方。配属されたその日から安全と健康を守ります！

田口一郎（20歳）は、ちょっとした横着から台車の事故を起こし、同僚に大ケガを負わせてしまう。
危険を危険と感じなくなったとき、まさに事故、災害は生じる。そのことを強く訴えながら、安全確保
のための５つの基本心得を、「なぜ？」という問いかけを交えて紹介していきます。

●職場のマナー、ルール ●正しい作業方法 ●５S活動
●安全ミーティング（ヒヤリ、ハット報告） ●危険予知活動

(1998)
15分

管理・
安全衛生・

その他
H0185 安全衛生の基本と心得 （２）なぜ、労働衛生なのか

小川慎二（28歳）は、あるとき腰に激痛を感じる。
実に休業疾病の８割近くを占める腰痛をひとつの事例として取り上げ、様々な業務上疾病を予防す
るにはどうすればよいか、快適な職場づくりをどうすすめれぱよいか、安全確保のための５つの基本
心得を紹介していきます。

●自主的に体調をベストに ●快適な作業環境（清掃、清潔）
●作業服装と保護具、設備 ●危険、有害物質の取扱い
●正しい作業姿勢（腰痛予防、VDT作業）

(1998)
15分

管理・
安全衛生・

その他
H0186 安全衛生の基本と心得 （３）なぜ、健康づくりなのか

野田武司(29歳)は、ある製造ラインの班長。
やっと仕事が面白くなってきたある朝、激しい動悸に悩まされる。
そして２週間の検査入院…。｢健康｣の大切さを、本人、家族、職場といったさまざまな立場から
あらためて確認し、健康づくりの５つの基本心得を紹介していきます。

●日々の生活習慣（成人病予防の心得） ●正しい食生活
●疲労回復と休養 ●適度な運動 ●メンタルヘルス

(1998)
15分

ＰＬ・ＨＡＣＣＰ H0182
実践！異物混入対策
（１）＜現場改善編＞異物混入ゼロ！への挑戦

●なぜ、どうして異物が混入するのか！
（製造ラインの社員、パート、アルバイトの問題意識、改善意欲が高まります。）
●5Sの徹底、現場の見直し、職場のルールの遵守！
（毛髪から金属などの硬質異物まで、異物混入対策が促進され、品質・衛生管理レベルが
  向上します。）

(2000)
25分

ＰＬ・ＨＡＣＣＰ H0183
実践！異物混入対策
（２）＜クレーム対応編＞お客様対応と再発防止

●異物クレームの拡大防止のために！
（営業、品質管理スタッフはもちろん、全社員にお客さま対応の基本心得を徹底します）
●さらなるCS向上と信用回復のために！
（異物混入の実態、インパクトを訴え、製造現場における再発防止の取り組みを促します）

(2000)
25分
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ＰＬ・ＨＡＣＣＰ H0179 チェックしよう！ 衛生管理の急所

異物混入、微生物汚染を避けるために、食品工場の製造現場レベルでまず重要なことは、5S、清
掃、洗浄の徹底です。それらがなぜ大切なのかを訴えるとともに､HACCP導入に必須の衛生に関す
る作業の標準化ポイントを解説します。
●清掃、洗浄の急所 ●作業手順を標準化しよう

(1998)
20分

ＰＬ・ＨＡＣＣＰ H0180 手洗いから健康管理まで！毎日の個人衛生
●なぜ、髪の毛１本まで気を配るのか ●手洗いが大切なのか
●清潔な服装､更衣が大切なのか ●健康診断、検便が必要なのか
●黄色ブドウ球菌が怖いのか

(1998)
15分

ＰＬ・ＨＡＣＣＰ H0181 もう一度、見直そう！洗浄・清掃の大切さ
●なぜ、手抜きがいけないのか ●洗浄が大切なのか
●消毒が大切なのか ●整理・整頓が必要なのか

(1998)
15分

管理・
安全衛生・

その他
H0094

新・物づくりのこころ
（１）社会人としての基本

～“なぜ”が人間的成長を促す～

●なぜ無断の遅刻・欠勤がいけないのか ●なぜ挨拶・返事が大切なのか
●なぜ服装・身だしなみを整えるのか ●なぜ整理・整頓が大切なのか
●なぜ上司・先輩の指示を守る必要があるのか ●なぜ報告・連絡が大切なのか
●なぜ発言することが大切なのか ●なぜ健康が大切なのか
●なぜ勉強をしなくてはならないのか

(2000)
30分

管理・
安全衛生・

その他
H0095

新・物づくりのこころ
（２）プロフェッショナルとしての基本

～“なぜ”でいい物づくりをする～

●なぜ品質意識が大切なのか ●なぜ原価意識が大切なのか
●なぜ納期意識が大切なのか ●なぜ安全意識が大切なのか
●なぜ規律意識が大切なのか

(2000)
30分

管理・
安全衛生・

その他
H0096

新・物づくりのこころ
（３）身につけよう改善活動の基本

～“なぜ”で成果を上げる～

●何を改善すればいいのか ●どのように改善の糸口を見つけるのか
●どうすれば具体化できるのか ●ＰＬＡＮ・ＤＯ・ＣＨＥＣＫ・ＡＣＴＩＯＮ

(2000)
30分

管理・
安全衛生・

その他
H0078

製造社員の報告・連絡・相談
（１）現場を活性化する報・連・相

＜ＰＡＲＴ１＞報・連・相がないと現場はパンクする
　　　　●なぜ報連相は、製造現場において特に必要なのか？
　　　　●製造社員の報連相とは何か        　●報連相のねらい
＜ＰＡＲＴ２＞現場の報・連・相の基本
　　　　●迅速の原則　●頻繁の原則 　●一網打尽の原則　●予測の原則
＜ＰＡＲＴ３＞報・連・相実践ポイント
　　　　●少しでも疑問に思ったら報連相    　   ●通常と状況が異なったら報連相
　　　　●客観的事実、意見の順に明確にわけて報連相
　　　　●相談後は必ず中間報告・結果報告    　●悪い情報ほど大至急に報連相

(1996)
25分

管理・
安全衛生・

その他
H0079

製造社員の報告・連絡・相談
（２）報・連・相で改善促進・トラブル防止

＜ＰＡＲＴ１＞改善する報・連・相
　　　　●アイデア→相談→改善→トラブル防止  　●前向きな報連相は改善に結びつく
＜ＰＡＲＴ２＞トラブル回避の報・連・相
　　　　●事実の把握   　●情報の共有化   　●こまめな報連相
　　　　●問題を抱え込まずに報連相          　●効果的な報連相の仕方を工夫
　　　　●相手が忙しそうな時でも遠慮せずに報連相
　　　　●気づいたことはそのままにしないで報連相

(1996)
25分

管理・
安全衛生・

その他
H0077

どう始める？リスクアセスメント
～再発防止から予防安全へ～

平成18年4月施行、労働安全衛生法第28条の２によって、建設業においては、危険性又は有害性等
の調査・・・リスクアセスメントが法律で定められ、また、その結果に基づき低減措置を講ずるよう努
めなければならない・・・とされました。
リスクアセスメントの取り組み方をドラマ仕立てで、実践に則して説明しています。

(2007)
26分

管理・
安全衛生・

その他
H0076 ５Ｓで差がつく～現場の安全・品質～

●作業者の目線で５Ｓを解説しています。
　だから理解促進が  早く、実施を促進します。
●散らかった現場から、一つ一つ物が片付けられる過程をカメラが追い、整然とした現場になって
　いく様を実感。仕事がし易い・安全性が高まる様子が伝わってきます。
●清掃・清潔が、自分たちのプライドの表れであることを実感します。
●習慣化（躾）
　ある作業者さんの生き様、こだわりをインタビューで紹介。現場への気持ちの変化を促します。

(2010)
24分

管理・
安全衛生・

その他
H0031 事例で学ぶ安全活動

<日本語・英語・中国語・ポルトガル語で視聴可能＞
●ヒューマンエラー編
　　PART1：仕事をしている場面の把握の善し悪し
　　PART2：考え方の善し悪し
　　PART3：作業動作の善し悪し
●機械・設備編
　　PART1：機械設備の不具合
　　PART2：付帯機械設備の不具合
●安全配慮の作業手順書を作成する
　　・作業手順書の内容
　　・事例研究：エアーシリンダートラブル処理
　　・作業手順書の作成手順

(2006)
51分

管理・
安全衛生・

その他
H0026

＜よくわかる＞ＱＣの基本
(１)「品質管理」とは何か

「品質」って一体何だろう？「いい品質」がなぜ大切か、顧客の要求をどう考えればいいのかなど、
「品質管理の基本」となる考え方をミニドラマと解説でわかりやすく紹介。
　　　●「品質」とは何か　　　　　　　　●品質の「管理」と「検査」
　　　●「標準化」の意味　　　　　　　 ●全社的品質管理と統計的品質管理

(2002)
31分

管理・
安全衛生・

その他
H0027

＜よくわかる＞ＱＣの基本
(２)チェックシートとヒストグラム

品質管理で大切となってくるのが、事実を知ることです。
事実を知るには、事実の姿を反映したデータをつかまなければなりません。
データをつかむために大切なチェックシートとヒストグラムについて学びます。
　　　●計数値のデータと計量値のデータ   ●さまざまなチェックシート
　　　●ヒストグラム・正規分布の意味   ●ヒストグラムの作り方

(2002)
25分

管理・
安全衛生・

その他
H0028

＜よくわかる＞ＱＣの基本
(３)特性要因図とパレート図

問題を分析する上で、重要な役割を果たす特性要因図。
重点項目を絞り込むためのパレート図。
問題を特定する上で重要なツールとなるこの二つの見方・使い方をわかりやすく紹介。
　　　●特性要因図の使い方   ●特性要因図のつくり方（大骨・中骨・小骨）
　　　●パレート図・vital fewとtrivial many   ●パレート図のつくり方

(2002)
18分

管理・
安全衛生・

その他
H0029

＜よくわかる＞ＱＣの基本
(４)散布図と層別

２つの変数の相関関係を調べる散布図。統計解析に欠かせない層別。
問題を掘り下げて考えていく上で、重要なツールとなるこの２つの見方・使い方をわかりやすく紹介。

　　　●散布図の見方（正の相関・負の相関・無相関）   ●散布図のつくり方
　　　●層別散布図   ●データ表の層別

(2002)
18分

管理・
安全衛生・

その他
H0030

＜よくわかる＞ＱＣの基本
(５)管理図（シューハート管理図）

パレート図やヒストグラムではわからない、データの時間的推移を表したものを管理図といいます。
計数値の管理図（ｐ管理図）と計量値の管理図（Xbar-R管理図）の見方、つくり方など、管理図の
ポイントをわかりやすく紹介。
　　　●管理限界3σの意味   ●工程の状態を判定する管理図の見方
　　　●注意すべき点の動き　ほか

(2002)
27分

管理・
安全衛生・

その他
H0025 成果が出る「5S」の考え方・進め方

＜日本語・英語・中国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語で視聴可能＞
●5Sとは～『モノづくり』の基本活動
●5S活動の取り組み事例　～エスティケイテクノロジー株式会社・戎堂工場の場合
●床・通路にこだわった物流5S
●必要なモノがすばやく取れる手元化5S
●品質をよくする5S
●効率化とミス防止をねらったモノの管理の5S
●トラブルをなくす設備5S

(2008)
60分
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■その他 ※ピンク網掛けは2020年新着タイトル

中ジャンル No. タイトル 内　　　　　　　容
（制作年）
収録時間

その他 H0698 誰でもわかる　Microsoft　Word　2019（上巻）

Wordの基本的な使い方を身につけることができます～
≪上巻≫
●Wordの画面構成　　　　  ●文字入力操作の基本
●文字の書式設定　　　　　●段落の書式設定
●印刷

※DVD内にサンプルファイルが収録されています。

(2019)
64分

その他 H0699 誰でもわかる　Microsoft　Word　2019（下巻）

≪下巻≫
●表の作成　　　　　　　　　　　　　●表の設定
●図形とテキストボックス　　　　　●画像の挿入と編集
●見栄えを良くする便利な機能

※DVD内にサンプルファイルが収録されています。

(2019)
61分

その他 H0700 誰でもわかる　Microsoft　Excel　2019（上巻）

Excelの基本的な使い方を身につけることができます～
≪上巻≫
●Excelの基本操作　　　　　　　●データ入力
●セルの書式設定　　　　　　　 ●ワークシートの操作
●オブジェクトの操作 ●ワークシートの印刷

※DVD内にサンプルファイルが収録されています。

(2019)
94分

その他 H0701 誰でもわかる　Microsoft　Excel　2019（下巻）

≪下巻≫
●計算式の入力 ●関数の基本操作
●関数を利用した集計 ●条件付き論理の関数
●データベース機能 ●グラフの作成

※DVD内にサンプルファイルが収録されています。

(2019)
70分

その他 H0702 誰でもわかる　Microsoft　PowerPoint　2019（上巻）

PowerPointの基本的な使い方を身につけることができます～
≪上巻≫
●PowerPoint 2019の基本操作 ●簡単なプレゼンテーションの作成
●数値を明確に伝えるテクニック ●イメージを引き出すテクニック
●図解でわかりやすく伝えるテクニック ●プレゼンテーションの印刷と実施

※DVD内にサンプルファイルが収録されています。

(2019)
72分

その他 H0703 誰でもわかる　Microsoft　PowerPoint　2019（下巻）

≪下巻≫
●統一感があるプレゼンテーション    ●既存データの活用
●特殊効果 ●プレゼンテーションの活用
●プレゼンテーションの保存

※DVD内にサンプルファイルが収録されています。

(2019)
63分

その他 H0704 誰でもわかる　Microsoft　Access　2019（上巻）

Accessの基本的な使い方を身につけることができます～
≪上巻≫
●データベースの新規作成とオブジェクト ●テーブル
●リレーションシップとクエリ ●フォーム

※DVD内にサンプルファイルが収録されています。

(2019)
85分

その他 H0705 誰でもわかる　Microsoft　Access　2019（下巻）

≪下巻≫
●レポートの作成 ●マクロの作成
●モジュールの基礎 ●起動時の設定

※DVD内にサンプルファイルが収録されています。

(2019)
63分

交通安全 H0697
【字幕あり】災害時、ドライバーはどう生き残るか
－忘れない！東日本大震災が教えてくれたこと－

いつ起きてもおかしくない次の巨大地震！そして津波！火災！
その時ドライバーはどう危険を回避すればいいか。生き残るための知恵と行動とは何か？
東日本大震災・被災地のドライバーの体験、そして専門家の分析と意見に学ぶ。

1.地震の場合、ドライバーはどう行動すればいいか
2.津波の場合、ドライバーはどう行動すればいいか
3.火災の場合、ドライバーはどう行動すればいいか
4.緊急事態、人間の心理と行動はどうなるか

(2018)
28分

交通安全 H0680 「従業員の交通事故と企業リスク」

ドライバーの義務として、業務で社用車を運転する場合には、会社の代表としてハンドルを握ってい
るという自覚と責任を持って、安全運転に徹することが大切です。
企業にとって、発生率も高く、影響度も大きな交通事故は最大のリスクと言えます。
本DVDでは、交通事故を起こした従業員本人が負わなくてはならない「社会的・道義的責任と法的
責任」について解説しております。
また、企業にも責任が及ぶ場合に問われる「社会的・道義的責任と法的責任」や「企業の損失」につ
いて、ドラマを混じえて分かり易く解説します。

(2014)
22分

交通安全 H0679
危険を予測・回避するポイント

  命はひとつ！【字幕あり】

死亡事故は減少傾向にありますが、それでも悲惨な交通事故は毎日起きています。
命は取り留めたものの重い障害に一生苦しむ方々も後を絶ちません。
事故を起さないためには、交通ルールの遵守はもちろんのことですが、危険の予測と回避を確かな
ものにすることが求められています。
この作品では、危険を予測し回避する能力を確かなものにするポイントを、実際に起きた事故の映
像から学んでいきます。
一時停止の確実な実行、適切な車間距離と安全速度、見通しの悪い所での減速、そして見込み違
いや見落としの可能性を常に意識するなど、一見当たり前と思われる運転の基本をしっかり守ること
が事故防止には欠かせないことを強調します。
また交通事故で重度の後遺障害を負った方、それを支える家族の懸命な姿を通して、事故の恐ろし
さと命の大切さも訴えます。

■ 交通事故の恐ろしさ！ ■ 「遷延性（せんえんせい）意識障害」とは？
■ 命はひとつ！ ■ 危険の予測と回避を確実にするポイント
■ ドライブレコーダを活用する安全運転教育 ■ 交通事故防止の決め手

(2014)
25分

交通安全 H0678 ドライブレコーダーの証言～危険予測を学ぶ～

ドライブレコーダーの普及は、事故の原因や責任をハッキリさせるとともに、そこに映し出されている
ヒヤリ・ハットした映像や事故の映像を分析することによって、よりリアルな交通安全教材として、各
方面での活用が期待されています。
ここでは、ドライブレコーダーの映像をもとに、事故の原因を探り、問題点を明らかにし、正しい運転
の方法を再現。事故を未然に防ぐ、危険予測の方法を学べるよう構成し、安全運転を訴えます。

◆交差点の危険    ◆直線道路の危険    ◆生活道路の危険

(2014)
23分
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中ジャンル No. タイトル 内　　　　　　　容
（制作年）
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交通安全 H0677
絶対にダメ！飲酒運転
  　「しない！」「させない！」「許さない！」

飲酒運転事故は減少しているものの、近年は下げ止まり傾向です。
本DVDは、アルコールが車の運転に及ぼす影響を、再現ドラマを交え、CGや実験で分かり易く解説
し、ドライバーのアルコールに対する適切な理解を促し、その危険性を警告します。
特に、体内のアルコール残量と酔いの感覚のズレに注目し、実験で検証。
法的罰則については、道交法と新法・処罰法を詳しく解説し、飲酒運転根絶を強く訴えます。

■ある飲酒運転死亡事故から（再現ドラマ）
■飲酒運転の危険性：アルコールが及ぼす車の運転への影響
■飲酒運転に陥る危険性：アルコールは意外に残る！
■飲酒運転に対する法整備
■社会全体の意識を高めることで飲酒運転根絶を・・・

(2015)
21分

交通安全 H0676
事故を起こさないための運動行動
   　～ドライブレコーダー映像から考える～

交通事故を起こさないためには、何より交通ルールを守る事です。
そして、いつでも交通状況に応じて危険を予測し、すぐに危険に対応できるような運転行動を身に付
ける事です。
本DVDでは、ドライブレコーダーに記録された５つの事故事例から、事故につながりやすい状況を抽
出し、予測される危険と注意すべき点を示し、安全確認の方法と危険に備えた運転の方法を説明し
ています。具体的な行動を分かりやすく提示しているため、誰でもすぐに実行できる内容です。

■プロローグ
■交通事故の要因 ■ドライブレコーダー映像から危険予測と適切な運転行動を考える
■エピローグ

(2017)
20分

健康・環境 H0613 熱中症はこわくない！

・EPISODE1 熱中症ってなに？
・EPISODE2 熱中症になりやすいのは、どんな人？
・EPISODE3 熱中症になりやすい時期、場所
・EPISODE4 熱中症を予防しよう
・EPISODE5 応急処置をマスターしよう
・EPISODE6 熱中症から部下を守ろう！　（「管理職向け」のみに収録）
・まとめ　熱中症予防対策　10か条

(2015)
35分

交通安全 H0575
ドライブレコーダーからの警告！

  ～あなたの運転は大丈夫か？～

「自分は安全運転だから大丈夫！」
そんな声をよく耳にしますが、本当に「大丈夫！」と言い切れるのでしょうか？
ある一般ドライバーに協力してもらい、その運転を記録。
本人が気づいていない危険を、ドライブレコーダーの映像を交えながら説明していきます。

＜左折をする時は＞
●左後方の死角の安全を確認しているか？
●あらかじめ出来るだけ道路の左端に車体を寄せているか？

＜右折をする時は＞
●対向車の陰の安全を確認しているか？
●横断歩道やその周辺に注意しているか？
●前方がカーブしているなど、対向車が見えにくい交差点では特に注意

＜一時停止と交差点＞
●一時停止の標識は必ず守らなければならない。
●一時停止の標識が無く、自分が優先の状況でも安全を確認する。

＜自転車の動きに注意＞
●ルールを守らない自転車が多いので、慎重に運転する。

＜駐車車両のある道路＞
●ドアが開いたり急に発進したりするかもしれない。

(2016)
25分

健康・環境 H0484 誰もが実践！ビジネス人の環境対策

地球を守るための行動は「知識」から「実践」へ！
環境問題が「大問題」であることはわかった。
では、ビジネス人は環境に対してどうアプローチしていけばいいのか――。
一人ひとりの果たすべき環境対策を、「単なる知識」から「誰でもできる実践」へ落とし込む
環境教育教材の決定版！

（１）ビジネス人として環境問題にどう取り組むか
　　●なぜ、環境対策が必要なのか    　　●エコロジカル・フットプリント
　　●環境対策は何をめざすのか       　　●生物多様性
　　●ビジネスと環境は両立するか     　　●環境マネジメント
　　●持続可能なビジネスとは
　
（２）環境対策は一人ひとりの日常活動から始まる
　　●一人ひとりが与えている環境負荷はどれくらいか
　　●各分野が与える環境負荷はどれくらいか　　●環境負荷を低減するためには
　　●誰でもできる環境対策

(2008)
55分

健康・環境 H0339 これだけは知っておきたい！環境問題入門

迫り来る危機、環境対策に待ったなし！初期環境教育に最適の映像コンテンツ。

＜第1巻＞環境問題とは何か？
　●環境問題はなぜ“問題”なのか？      　●環境はいまどうなっているのか？
　●わたしたちは、どうしたらよいのか？

＜第2巻＞環境問題にどう取り組むか？
　●環境問題とISO14001                     　●環境問題とCSR
　●環境にやさしい企業活動とは？
　　環境ラベル/エコデザイン/グリーン調達/ゼロエミッション/ライフサイクルアセスメント

(2007)
60分

その他 H0312 みんなで高める経費削減マインド

あなたの会社の経費削減はうまくいっていますか？
経費削減は経営トップをはじめとする従業員全員が一丸となって取り組まないと効果はありません。
自社の利益向上という「目標」に向けて従業員の気持ちを一つにさせ、行動に移す「きっかけ」を提
供する映像コンテンツの決定版！

＜第1巻＞なぜ経費削減をするのか？
　● なぜ経費削減をするのか？    　● 上から下までやる気になる
　● 発想を転換する　   ● 忘れちゃいけない生産性

＜第2巻＞経費削減を成功させるには
　● 経費削減の手順　   ● 現状調査と分析
　● 全体の目標設定　   ● 削減計画の公表と徹底
　● 進捗管理と計画・実績との修正アクション

＜第3巻＞目に見えて変わる経費削減のポイント
　● オフィスの経費削減　   ● 会議の生産性
　● 仕入先との交渉術　   ● お客様との交渉術

(2007)
70分

５９ページ



中ジャンル No. タイトル 内　　　　　　　容
（制作年）
収録時間

その他 H0229 秘書業務入門

(1)秘書業務の基本
　　●秘書業務に携わる時の心構え
　　　・秘書業務とは　　・感度の高い人間性　　・気配り、気働き、機転　　・機密保持
　　　・上司との信頼関係　　・周囲との人間関係
　　●秘書業務の内容と進め方
　　　・上司のスケジュール管理と調整　・出張手配　　　・会議の準備　　・文書作成

 　・兼務している業務とのバランス

(2)話し方・電話応対の実際
　　●好感を与える話し方
　　　・言葉によるコミュニケーション　　　・言葉以外のコミュニケーション
　　●信頼される電話応対
　　　・取り次ぎの判断　　・名指し人不在時の応対　　　・クレーム電話の応対
  　　・国際電話の応対 　・セールス電話の応対

(3)来客応対・慶弔の知識
　　●センスの良い来客応対
　　　・来客の受付　　・応接室への案内　　・お茶の接待
　　●知っておきたい慶弔・贈答の知識
　　　・ビジネス上の慶弔業務とは　　・上司との連絡と準備　　　・贈答品への対応

(2001)
65分

交通安全 H0213 事故を減らし企業イメージを上げるドライブマナー

時間に追われる法人ドライバーは最も大切な安全とお客様、取引先、他のドライバーなどの他者の
視点を忘れがちです。お客様と接する時にビジネスマナーが必要なようにハンドルを握る時もドライ
ブマナーを身に付けなければなりません。
ドライブマナーを身に付けることにより企業イメージの向上と事故を減らすことが可能です。
企業評価、業務遂行における安全運転の重要性を理解させるとともに、止まる、確認する等の安全
運転の基本とまわりに配慮した運転とは何か？を伝える新しい切り口の交通安全研修用教材です。

● プロローグ
● ドライブマナーを向上させる ● 心にゆとりを持つ ● エコドライブを意識する
● エピローグ

(2010)
45分

健康・環境 H0201 快適職場・健康づくり （１）ストレスと自律神経失調症
自律神経のバランスを崩す代表、ストレスと自律神経の関係を解き明かし、多くの人が抱える体調
不良の解消法を提案

(1999)
20分

健康・環境 H0202 快適職場・健康づくり （２）腰痛・肩こり・頭痛 今すぐ取り組める予防策と、予防に良く効く体操を提案
(1999)
20分

健康・環境 H0203 快適職場・健康づくり （３）禁煙・分煙 効果的な禁煙の方法と、「分煙」を職場ぐるみで進める方法について専門家の意見を交えて解説
(1999)
20分

健康・環境 H0200 運動不足解消～手軽にできる体力アップ法～
●運動不足が引き起こす多くの病気 ●ウォーキングをしよう　～効用とその方法～
●その他の体力アップ法 ●運動前に体力チェック ～チェックリスト～

(1998)
10分

健康・環境 H0199 生活習慣病と食生活～あなたの食事は大丈夫？～
●現代の「食」　～飽食、実は偏食～ ●生活習慣病が重病を招く
●あなたの知らない栄養とカロリー
●理想の食卓(1)　～家庭でまず減塩～   ●理想の食卓(2)　～外食で気をつけること～

(1998)
10分

健康・環境 H0198 タバコと健康～煙の害は周囲にも！～
●認識不足は命を奪う ●タバコの害　～身体を蝕むタバコの煙～
●タバコは辞められないのか　～断煙と健康～ ●禁煙さもなくば分煙

(1998)
10分
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