SOD（セミナー・オンデマンド）
2020 年 11 月 特集
一般経営

セミナー・オンデマンドの視 聴 方法
使い方はとても簡単！すぐにご利用になれます
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所属法人会のHPより
セミナー・オンデマンド
サイトにアクセス
●●法人会
バナーを選択

●●
法人会

ＩＤ・パスワードを
入力してログイン
ログインはこちら

学びたいセミナーを
お選びください

税務

労務

研修・
人材育成

一般経営

ID ： ○○○○
パスワード： △△△△

インターネットセミナーの
バナーを選択します

３

STEP

※ＩＤ・パスワードは所属法人会
にお問合せください
※ログイン不要でご覧になれる
オープンセミナーもあります

※様々なジャンルで600タイトル
以上の豊富なセミナー

その 他６0 0 タイトル以 上を配 信 中

月 間 視 聴 ラ ン キ ン グ BEST 2
1

テレワーク時代のスタンダード
「Zoom ミーティング」活用セミナー オ ー プ ン

2

《雨の日は掃除を》57 秒の元気術
研修・人材育成

研修・人材育成

株式会社ブレーン
パソコンセミナー専任講師

岩見

誠

新型コロナウイルスの影響があり、在
宅勤務などのテレワークが推奨されて
います。 テレワークでのコミュニケー
ションは、ビジネスチャットや Web 会議
が中心になっています。 本セミナーで
Web 会議ツールとして代表的なサービ
ス「Zoom ミーティング」 の使い方を
説明します。

松﨑

人材コンサルタント・講演家

俊道

人と組織を元気にをモットーに活動して
いる松崎俊道氏が 15 年間企業リーダー
に送り続きているメルマガ「57 秒の元
気術～ヤナことあったら水曜日に水に流
そう～」。「いい仕事・いい人生」の殊
玉のヒント集から１編を紹介します。 今
回のテーマは「雨の日は掃除を」です。

※ 2020 年 09 月の再生回数を集計

お す す め セ ミ ナ ー
タイトル
中小企業が知っておきたい
“AI”のこれから
一般経営

雇用調整助成金で危機を乗り切ろう！
申請書類作成のポイント
コロナショックを乗り切る！
中小企業の資金繰り術

講師名

加藤 忠宏

時間

内容

41 分

AI のビジネス活用は大企業だけではありません。中小企業が抱える人手不足の
問題解決や、生産性の向上などにも AI は大いに役立ちます。AI ができること
を紐解き、会社の業務でどのように使えるのかをわかりやすく解説します。

61 分

新型コロナウイルス感染症の影響で休業や自粛に協力、事業活動の縮小を余儀
なくされています。この危機を従業員と乗り切るため「雇用調整助成金」が支
給されています。このセミナーでは、手続きが簡素化された助成金の申請を、
自社でスムーズに進めるためのポイントをわかりやすく解説します。

59 分

新型コロナウイルス感染拡大が中小企業の経営へ大きな影響を与えていま
す。先の見えない不安から経営判断に迷う場面が多いのではないでしょう
か。本セミナーでは自社の現状を知る「資金繰り表」、事業を継続させる
ための「資金調達方法」、返済するための「事業計画書」を紹介します。

58 分

新型コロナウイルスの影響でさまざまな業界が一変しており、人間関係の構築
で不可欠なコミュニケーションの取り方も変化してきています。「コロナ時代の
変化へ柔軟に対応していくコミュニケーションスキル」と「これから重要となる
本質的に物事を捉えて考える力」についてお伝えいたします。

松﨑 俊道

4分

「人と組織を元気に」をモットーに活動している松崎俊道氏が 15 年間企業リー
ダーに送り続きているメルマガ「57 秒の元気術～ヤナことあったら水曜日に水
に流そう～」
。「いい仕事・いい人生」の殊玉のヒント集から１編を紹介します。
今回のテーマは目標を共有する」です。

岩見 誠

18 分

Webex は複数人での高品質なコミュニケーションが可能なため、世界中で広
く使われているウェブ会議システムです。Windows、Mac、Linux などの OS
に対応しているほか、アプリを入れればスマートフォンやタブレットでも利用する
ことができる為、ユーザをほとんど選ばずに活用できる優れたツールです。

3分

睡眠負債とは、日々のちょっとした睡眠不足が積み重なっていき、取り戻
せない様子を、膨れ上がる借金に例えた言葉です。 命に関わる病気の危
険性を高めると、
同時に生活の質や労働生産性を低下させます。本セミナー
では、睡眠負債解消法として「仮眠・お昼寝」の効果をご紹介します。

30 分

日本人の 5 人に 1 人は睡眠に何らかの問題を抱えており、経済的損失は
15 兆円になると言われています。本セミナーでは睡眠の基礎知識や重要
性を知り、快適な睡眠をとるための方法をご紹介いたします。良い睡眠を
とり、素晴らしい人生を手に入れましょう。

荒木 康之

横山 悟一

NEW

研修・人材育成

With コロナ時代の現場本質型
思考力伝達コミュニケーション

川崎 雄司

NEW

《目標を共有する》 57 秒の元気術
オンライン会議に最適
「Cisco Webex ミーティング」
活用セミナー

健康
ライフスタイル

NEW

仮眠・お昼寝のすゝめ～
睡眠負債解消法 2
免疫を整え 潜在能力を引き出す
睡眠パワーに迫る

矢間 あや

長谷川 恵美

労務
税 務・財 務・経 理
法律

社長の「想い」が次世代につながる
カンタンすぎる人事評価制度

山本 昌幸

49 分

社長と会社にお金を残すための
バランスシート経営

海生 裕明

110 分

会社のお金の悩み解決講座
第1 ～ 4 回

仲光 和之

56 分

加藤 美香保

35 分

NEW

ここだけ抑える！ 民法改正
相続法（事業承継）編

良い社員を育てて組織を強くする「人事評価制度」。しかし、社員の評価
基準を明確にするのは非常に難しく、活用できない企業が多いのも事実で
す。社長の想いを見える化し、かつ運用が簡単な新しい人事評価制度をご
紹介します。
中小企業は誰も守ってはくれません。コロナショックの最中、資金は 1 秒で
も遅れると死を招きます。このような状況下でも耐えられる会社は休業でき
る BS を持っています。本講座の目的は、オーナー会社であれば、会社だけ
でなく社長の BSもよくすること。そして会社と社長に現預金を残すことです。
経営の悩みの中でもお金に関するものは尽きることがありません。会社のお
金の流れを見える化するツールを使って、経営者はもちろん全社員が会社の
お金のことを理解して売上アップに取り組める方法を 4 回に分けてお伝えし
ます。

2020 年、世界および日本の GDP は前年に比べて大きく落ち込むと予
測されています。経済がグローバル化しているなか、過去の感染症の世界
的拡大や経済危機の経験や、様々な角度から得られるコロナ後の経済情報
を把握、日本経済の展望と日本企業の課題や取るべき方策をお話します。
※掲載されているタイトルは、ご覧いただけるものの一部です オープンはどなたでも視聴できます

