
日経の次世代デジタル学習サービス
スキマ時間にスマホで学べる　新・学習スタイル “マイクロラーニング”

経済とビジネスを、まるごと・やさしく・おもしろく
これひとつでビジネスに必要な知識が身につく

日経TESTの実績と、日経の “独自メソッド” から生まれた
オリジナルプログラム

2022

自宅でも、職場でも、好きな時間に繰り返し何度でも学べる。
実務に役立つ全 60講座でスキルアップをサポート　

ビジネスの「課題」と
AIの「技術」をつなぐ
これひとつでAIの仕組みと
ビジネス活用の両方がわかる

知らないでは済まされない！
セキュリティ攻撃は
減らせなくても、
情報リスクは学習で防げます

日本経済新聞社  人材教育事業ユニット



ラングリット AI　仕組みとビジネス活用を学ぶ

DX時代のICTトレンド技術 ～ビジネスパーソンの必須知識～
ビッグデータの基礎 ～事例から学ぶ大量データ処理～
IoT入門
速習！ブロックチェーン技術入門

速習！RPA入門 
ビジネスで活用するソーシャルメディア ～戦略的な活用を考える～

変革人材に必須の AI のビジネス活用の知識・
考え方を学ぶマイクロラーニングです。

デジタルビジネス時代に必要な ICT トレンド技
術の位置づけ・つながりを学習します。
事例をもとにビッグデータの収集、分析、活用
で使用されている技術概要を学びます。
Internet of Things (  IoT  ) により実現される
社会と最新動向、関連技術を学びます。
金融、製造や物流、ヘルスケアなど利用が期
待されるブロックチェーンの技術を学びます。

「働き方改革」「生産性向上」で注目の RPA で
できること、導入時の注意点などを学びます。
マーケティング、リスク管理など、ビジネス
視点でのソーシャルメディア活用を学びます。
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業務の生産性を高める！改善のポイント

問題解決の基礎技法 ～組織における問題解決の効果的な進め方～

着眼点、納得性・継続性、ツール、KPI の設
定など、改善活動の進め方を学習します。
組織活動として問題解決を進める上で必要
となる論理思考の基礎技法を学びます。
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アサーティブ・コミュニケーション

アサーティブ・コミュニケーション実践 

自分も相手も大切にする自己表現 ＝ アサーティ
ブ・コミュニケーション のスキルを学びます。
業務の目的達成のために、自分の思いや要求
を伝える戦略的なアプローチを学びます。

富士通ラーニング
メディア

富士通ラーニング
メディア

シリーズ

ラックラングリット SELECTION　情報セキュリティ 知らないでは済まされない　ビジネスに必須
の情報セキュリティをスマホで学びます。



●受講料：19,800 円 ( 税込み )

●受講期間：3ヶ月間
(毎月1日、15日開講 )

●標準学習時間：5時間



この業界の最新の話題は？
業績や先行きの注目点は？
自動車、銀行、建設、半導体、小売りなど
主要 10業界の収益動向や最新の話題などを、
最前線で取材する担当記者が３つのポイントに
まとめて動画でわかりやすく解説します。

※ 本コンテンツの動画は、日本経済新聞 電子版で有料会員限定で公開されているものを再収録したものです。
　 日本経済新聞 電子版の有料会員の方は、ラングリットをお申し込みいただかなくてもオリジナルのコンテンツを日本経済新聞 電子版で閲覧が可能です。
※ 本コンテンツはラングリットのアドオン・プログラムとして提供いたします。受講修了証はラングリットとは別に発行されますので予めご承知ください。

日本経済新聞 記者が解説　5 分でわかる業界



※アニメーション動画イメージ

AI の仕組みと活用法を学べる５つのテーマ
ビジネスの「課題」と AI の「技術」をつなぐ「AI ビジネス人材」。 仕組みと ビジネス活用を学ぶことが近道です

Introduction：なぜAIを学ぶのか
AI はどのような技術なのか、なぜビジネスパーソンにAI の知識が必要なのか
職種や立場で変わる学ぶべきことを考えます

AI でビジネスは どう変わるか
AI には何ができるのか /AI の応用事例/AI にどこまで任せるか
AI を使って大丈夫か/ 誰がAI をつくるのか

AI は 何をしているのか
学習方法の分類/ 学習で得られる知識/ 機械学習は数学
機械学習のアルゴリズム/AI の歴史と古典的手法

ディープラーニングとは何か
ニューラルネットワーク/DNN の学習/DNN の基本動作
畳み込みニューラルネット(CNN)/ 再帰型ニューラルネット(RNN)

AI の開発と運用
開発の体制/ 開発計画の立案/ 実証実験(PoC)
モデルの実装/ 事業への適用

あなたのビジネスで活用するには
AI をどう使うのか/AI による事業の革新/ 企業全体のAI 活用
AI の品質管理/AI をとりまく論理と法律

日経ビジネススクール オンライン講座事務局
Eメール：nikkei-on@nex.nikkei.co.jp TEL：03-6812-8679（土日祝日・年末年始を除く 9:30～17:30）

詳細・お申し込み　　https://s.nikkei.com/paigritin

人材育成にも
ビジネスを変革する AI 人材の育成
ビジネスの「課題」と自社が持っているデータを熟知し、その課題にどのような AI 技術を
どう組み合わせるかを考えることのできる人材の育成が急務です。

想像力の向上と意識改革
「ビジネスの課題を考え、それをどう解決するか」という想像力を身につけることで、AI の
活用にかかわらずビジネスに変革をもたらします。

デジタル思考力の底上げ
AI 活用を推進していくためには一部の人間だけが詳しくなるだけでは足りません。基礎的な
スキルを身につけ理解することで、組織全体のデジタル思考力の底上げが可能になります。

※ 管理者機能のご利用、
　 修了証の発行、団体割引など
　 法人向けサポートも充実！
　 まずはご相談ください。

※テスト画面イメージ

※内容は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください

社員研修にオススメ！
日経オリジナルのマイクロラーニング

スキマ時間にスマホで学べる新・学習スタイル “マイクロラーニング”
学習単位は１コマ約５～ 10 分。アニメーション動画で AI の仕組みを直感的に理解。
スキマ時間にスマホで学習できます。時間のあるときにパソコンでじっくり学習することも可能です。

ビジネスを変革する AI人材を目指す

・AI がどのような仕組みなのか良く分からない
・仕事で必要な G 検定を受けるために基礎知識を身につけたい
・自分のビジネス・業務への AI 活用の具体的なイメージがわかない
・AI で業務を効率化させるための最新知識と気付きを得たい
・エンジニアとの意思疎通がうまくいかず現場の不満感が漂う
・具体的な AI 活用法がイメージできず、説得力のある営業・提案ができない

ラングリットAIで、ビジネスに活用できる
 AI知識をスキマ時間にスマホで手軽に学ぶ！

こんな方にオススメ

これひとつで AI の仕組みとビジネス活用の両方がわかる
ビジネス活用ための AI の基礎知識、AI の仕組み、中身の理解、そして活用法や開発計画、組織作り、
法制面の動向と倫理、これからの変革人材に必須の AI の仕組みとビジネス活用の両方をこれひとつで学べます。

ビジネスを変革する「AI ビジネス人材」を目指す
ビジネスの「課題」と AI の「技術」をつなぎ今最も求められる「AI ビジネス人材」
自分のビジネスでの活用をイメージすることができるようになります。
ディープラーニング技術をビジネスに活用するための知識をはかる「G 検定」の対策にも役立ちます。

日経と日経 BP の共同開発のオリジナルプログラム
日経 BP の「技術 × ビジネス」の最前線を伝えるデジタルメディア「日経クロステック」と共同開発
「AIの教科書」の著書で人気の AI/IoT コンサルンタント伊本貴士氏が監修。

販売価格

18,000円
( 消費税別 )

日本経済新聞社　人材教育事業ユニット

5時間3ヶ月間
(毎月1日・15日開講)
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これひとつで情報セキュリティの知識と実践が身につく５つのテーマ
情報モラル・リテラシーから最新のセキュリティ情報、対策までを、具体的な事例などをとおして学びます。
職場や自宅などに潜む情報セキュリティ「リスク」とその対処法を知り実践をめざします。

・説明もなく機器を渡されてテレワークをしているが何となく不安が続いている
・いつ自分が被害者・加害者になってしまうか分からなくて怖い
・機密情報を扱うので正しい知識が必要とは思うが何から始めていいか分からない
・実際にウイルスに感染するとどんな挙動になるのか知りたい
・具体的に何に注意すべきか、警戒するべきかが分からない
・実際の脅威や技術の最新情報を入手したい

セキュリティ攻撃は減らせませんが、
情報リスクは学習で防げます！

こんな方にオススメ

セルフチェックで自分の情報セキュリティ感度を知る
各テーマのテストでセルフチェックを実施することで、自分の情報セキュリティ感度・実践度を把握し、
情報セキリティに対する意識を高めます。

攻撃は減らせないが、リスクは学習で防ぐことができます
攻撃の脅威や攻撃メールを減らすことはできません。しかし、攻撃メールの開封や過失でのリスクは減らすことが
可能です。そのためにはセキュリティ意識を向上することが重要です。
組織で規程を整備しても、その「必要性」や「重要性」を理解していなければ浸透しません。

情報セキュリティの専門会社が開発した実践的なプログラム
情報セキュリティの専門会社 ラックが開発した実践的なプログラムで、
ビジネスに必須の情報セキュリティを手軽に学ぶことができます。

販売価格

13,200円
( 税抜き 12,000 円 )

日本経済新聞社　人材教育事業ユニット

4時間3ヶ月間
(毎月1日・15日開講)
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社員研修にもオススメ！

知らないでは済まされない、
ビジネスに必須の情報セキュリティを学ぶ

情報セキュリティの基礎

情報セキュリティの知識と実践が身につく５つのテーマ

日経ビジネススクール オンライン講座事務局
Eメール：nikkei-on@nex.nikkei.co.jp TEL：03-6812-8679（土日祝日・年末年始を除く 9:30～17:30）

詳細・お申し込み　　https://s.nikkei.com/pscpr

デモで体験 ウイルス感染

法人研修の悩みも解決

※ 管理者機能のご利用、修了証の発行、団体割引など
　 法人向けサポートも充実！ まずはご相談ください。

・ セキュリティ研修がマンネリ化している
・ 業務ではスマホやタブレットを活用しているのに
　 継続的な研修を効果的・効率的に実施できていない
・ テレワークを実施しているが、社員のセキュリティリテラシーが心配
・ 勤務場所に左右されず、全社員にセキュリティ教育を行いたい
・ 社員の受講履歴やセキュリティへの理解度を管理したい

! サイバー攻撃をデモで“疑似体験”することで、
ウイルス感染したときに何が起きウイルスがどのように動作するのかを理解します。
遠隔操作型ウイルスやランサムウェア等ウイルスの動作に関する解説を交えながら、
基本的な知識とウイルスの感染経路の見分け方など対策についても学習します。

デモで体験 ウイルス感染

※内容は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
※本サービス及びそのコンテンツについて、その正確性、有用性があること、または法律上の瑕疵がないことについて、保証するものではありません。

情報モラル・リテラシーから、最新のセキュリティに関係する情報を交えながら、
身につけるべき「情報セキュリティ」とは何か、を学習します。

情報セキュリティの基礎
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テレワーク環境におけるセキュリティリスクの認識を深め、そのリスク対策について
分かりやすく解説します。テレワークをする際に必要なセキュリティ対策を
５分程度の親しみやすいアニメーション動画で学びます。　※本テーマには、ダウンロード資料はありません。

テレワークに必要な７つのセキュリティスキル

「脅威を知る」ことが情報セキュリティー対策では重要です。
独立行政法人情報処理推進機構（IPA）のIPA情報セキュリティ10大脅威 2021（組織編）の
１位～５位を題材にして、情報セキュリティ上の脅威とその対策を短時間で分かり易く解説します。

脅威から学ぶサイバーセキュリティ ５大脅威とその対策

S 攻撃対象や内容、その対策について解説します。組織だけでなく個人まで攻撃の対象となり、
心理的な隙を狙われること、速やかな報告が重要であること、など
標的型攻撃のポイントと１人１人が行うべき対策について学習します。

標的型攻撃メール対策

テレワークに必要な７つのセキュリティスキル


