SOD（セミナー・オンデマンド）
2022 年 5 月 特集
一般経営
オープン

セミナー
・
オンデマンドの視聴方法
セミナー・
オンデマンドの視
使い方はとても簡単
すぐにご利用になれます聴 方法
1

所属法人会の使い方はとても簡単！すぐにご利用になれます
HP より
ＩＤ・パスワードを
学びたいセミナーを
セミナー・オンデマン
入力してログイン
お選びください
ドサイトにアクセス
STEP
STEP
STEP

2

1

所属会の HPより
○○法人会
セミナー・オンデマンド
サイトにアクセス
●●●●●会
バナーを選択

２

ログインはこちら
ＩＤ・パスワードを
入力してログイン
クリック !

3

税務

３

労務

学びたいセミナーを
お選びください

ID ： ○○○○

●●●
●●会

バナーをクリック !

ログインはこちら
パスワード：
△△△△
ID ： ○○○○

労務

研修・人材育成
一般経営
一般経営

※ ID・パスワードは所属法人会
パスワード： △△△△
にお問合せください

研修・
人材育成

※ログイン不要でご覧になれる
お問合せください
オープンセミナーもあります
※ログイン不要でご覧になれる

※様々なジャンルで 500 タイトル
以上の豊富なセミナー
※様々なジャンルで600タイトル

※ＩＤ・パスワードは所属会に

インターネットセミナーの
バナーを選択します

税務

オープンセミナーもあります

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

ハラスメント講座

オープン

2

再生可能エネルギーと持続可能な
地域社会を考える

研修・人材育成
株式会社ワンズウィル 代表取締役

政治経済

尾花 彰

普段聞き慣れている「ハラスメント」
。な
ぜ防止することが必要なのか、改めて詳
しくお話します。ハラスメントと呼ばれ
る行動を無意識に起こしてしまう、本質
的な原因はいったい何なのか。それらを
認識し、どうすればハラスメントを無く
すことができるのかを今一度確認し、行
動していきましょう。

TMI 総合法律事務所 パートナー弁護士

深津 功二

太陽光発電や風力発電といった「再生
可能エネルギー」
。その魅力やメリット、
そして実際に再エネ事業を行う場合の
注意点をお話します。地域活性化に繋
がる様々な可能性を秘めていることに
も要注目。多くの再エネ案件に関わっ
ている講師が、環境漫才を手掛ける林
家まる子との対談でお送りします。
※ 2022 年 3 月の再生回数を集計

お す す め セ ミ ナ ー
タイトル
刑事（デカ）すぎるスキルをビジネスに
一般経営

中小企業のSDGs経営入門

講師名

森 透匡

小野瀬 由一

ランチェスター サクセス・プログラム
河辺 よしろう
入門編 第1回

時間

内容

41 分

捜査員として 2,000 人以上の取り調べや事情聴取を経験してきたことで身に
ついた「ウソを見抜く技術」とは？「元刑事のコンサルタント」というユニー
クな経歴の講師が、刑事のスキルをビジネスに活かすとどのようなメリットが
あるのか、対談形式でお伝えします。刑事ドラマのウソ・ホントも明らかに！

49 分

SDGs は環境保護の側面が強いと思われがちですが、企業価値を高めるた
めにも用いられています。SDGs の目的や背景について触れるとともに、
講師が手掛けるブラジルでのプロジェクトを紹介。中小企業が持続的発展を
実現するための新たな経営手法としての SDGs 経営導入事例を解説します。

58 分

ランチェスター サクセス・プログラム入門編は、ランチェスター経営の第一
人者、竹田陽一先生が開発したランチェスターマネジメントをベースに、河
辺よしろう氏が解説を加え、経営全般の知識、ビジネスモデル、事例分析、
経営課題などを学び、売上アップを目指していく全４回のセミナーです。

5分

「刑事 ( デカ ) メンタル」とは、百戦錬磨の元刑事が厳しい現場で培ったメ
ンタル強化術のこと。 元・刑事の講師が、ビジネスの現場で強い心を持つ
ための考え方を、命がけでもある刑事時代の経験をもとに、全 10 回シリー
ズでお伝えします。第３回は「どんな問題でも冷静さを保つ」です。

和田 勉

55 分

中堅・若手社員の営業は、お客様との関係をつくり、売り上げをつくる、会社の
重要な役割を担っています。さらに高いモチベーションをもち、営業力を強化す
ることが求められています。心理カウンセラーの資格をもつ、超前向きモチベー
ターの講師が、お客様の信頼を得るための人間関係構築方法をお伝えします。

久原 健司

25 分

新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として、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」の便利な機能を解説します。

42 分

カーボンニュートラルとは、二酸化炭素の排出を削減や吸収でプラスマイナ
スゼロにすることです。地球温暖化を防ぐための世界の達成目標となってい
ます。このセミナーでは、脱炭素社会を目指す世界と日本の動きと、今後
ビジネスチャンスが予測される 14 の分野の産業を紹介します。

45 分

働き方改革関連法が施行されていくなかでコロナ禍となり、一気にテレワー
クが普及、働き方が多様化しました。それに伴い働く人の価値観も多様化、
特にライフステージに合わせた働き方が推進されています。優秀な人材の
確保と維持のために、これから企業に求められる対応策を紹介します。

30 分

農林水産省が推進している「食育」は、本質を理解することが大切です。
2011 年から、生徒と共に東日本大震災の被災地訪問活動を続けている講師。
現地で感じてきたこと、そして若者たちの想いとは。人材育成のマニュアルには
ない「人を育てる」ために大切なことを、調理師の視点でお話しいたします。

16 分

コロナ禍によるトラブルは、まだまだ絶えません。「仕入ができない状態が続
き、納品が間に合わない！損害賠償責任を負わなければならないのか？」「出
店する予定だったイベントが突然中止に。損害賠償請求は可能なのか？」そ
のような事例をもとに、契約書の内容を明確にしておく重要性をお伝えします。

NEW

研修・人材育成

刑事メンタルで
ピンチをチャンスに（３）
中堅・若手社員の
営業力強化セミナー

後編

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
（３）

政治
経済

カーボンニュートラルの
動向とビジネスチャンス

労務

新しい働き方を考える
～こんな支援策があるの？～

健康

食への向かい方 メッセージの無い
ものを料理とは呼ばない（後編）

森 透匡

進藤 勇治

増田 豊

上神田 梅雄

法律

NEW

税 務・財 務・経 理

～事例から学ぶ～
契約トラブルを防ぐ方法（６）

宮崎 大輔

NEW

初心者でもよくわかる！
簿記・経理入門セミナー
社長と会社にお金を残すための
バランスシート経営

小野 恵

海生 裕明

経理の仕事の意義や業務内容、簿記の基礎知識といった経理の仕事の全体
像を学ぶセミナー。簿記・経理を初めて学ぶ方でも苦手意識を持つことなく
83 分
習得できるよう、ゆっくりとわかりやすい言葉で解説しています。新たに経
理担当となられた方や、簿記・経理の基本を再確認したい方にオススメです。
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
110 分
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。
※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

