
いつでも、どこでも、どんな時でも

eラーニングでかしこく学ぼう！
―― 技術者の派遣やハウスクリーニング
工事の調整、経理など、会社を陰で支
える総務のお二人ですが、「よく分かる
Excel 2016」コースを選んだきっかけに
ついて教えてください。

（前原さん）パソコンの基礎知識に興味が
あり、勉強してみたいと思いました。

（中山さん）自宅ではなかなかパソコンを
使うことがなかったのですが、入社して
から日常的にパソコンを使うことになり、
最初は教室に数ヵ月通いましたが、時
間の都合がつかないなど、なかなか難
しくて…。もうちょっと勉強したいなと
思った時に社長にeラーニングを紹介さ
れました。自分の時間に合わせて勉強
ができるというところに惹かれて始めま
した。

―― 片田社長の後押しもあったのですね。
初めてのeラーニングはどうでしたか？

（前原さん）すきま時間に気楽に学べると
いうのは本当に便利でした。

（中山さん）講義内容に加えシミュレーショ
ン学習などもあり、全体的にすごく分か
りやすかったです。

―― いつ、どのように学習しましたか？

（中山さん）会社と自宅で学習しました。
「講座と一緒にマウスを動かしながら学
習ができるのかな？」と思っていたので、
初めは、動画に合わせて見て進むスタイ
ルに戸惑いました。自分で作業しながら
進めるのに時間はかかりましたが、勉強
になりました。

（前原さん）私は自宅で学習しました。事前
知識もあったので復習感覚で聞くことか
ら始め、進むにつれて「こういうのがある
んだ」という新しい気づきがありました。

―― 使いやすかった点を教えてください。

（前原さん）押すべきボタンが点滅すると
か、動画を見ながら解説や要点を文章で
確認できるなど便利機能が多いです。

（中山さん）分からないところは巻き戻して

勉強できるので、繰り返し学習して、
しっかりと理解できます。

―― eラーニングはどんな風に進めまし
たか？

（中山さん）進みながら悩みながら、知らな
い機能を覚えていきます。説明の後、最
後にテストがあるので、理解していない
ところを反復しながら学習しました。私
は自分で持っていたテキスト教材と併せ
て勉強しました。

―― 仕事で活用できていますか？

（前原さん）はい。同じ結果を出すのに
様々な使い方の選択肢が増えました。

（中山さん）新しく学んだ機能を取り入れて
業務に取り組んでいます。今まで遠回り
してやっていたことをスムーズにできるよ
うになり、効率アップを感じています。
職場でExcelを使っていて、「これはどう
やればいいんだろう？」と誰かに聞きたい
けど、自分で解決できるようになったの
は自信につながりますね。

eラーニングのイメージについて、難し
いかな？どんな感じだろう。人から教わ
りながら学習するわけではないので一人
でできるのかな？と当初は心配もあったと
語る中山さん。社長から進捗状況を気
にかけてもらうなど、周りのサポートも
あって続けることができたようです。

―― 他のeラーニングコースについて、
職場で使えそうだなと思うコースはあり
ますか？

（前原さん）ビジネス文書コース、ビジネス
マナーコースが気になります。メールな
どいつもどういう風に書いたらいいだろ
う？と悩んでいます。

―― 受講を終えて、これからの目標を
教えてください。

（中山さん）社長から指示変更を求められた
時にサッと対応できるようになりたいです。

（前原さん）Excelで表、図作成、計算、
状況に応じて使いこなし、仕事が早くな
りたいです。

（二人）受講は終えましたが、Excelの勉強
は続けます。

自分の理解度を知り、学び、知識が増
えていくと楽しいなと思えてくるもので
す。5 分から始められるeラーニングで、
効率的に毎日少しずつステップアップを
目指したいですね。

【代表取締役　片田秀行さん】

私の方針として「どこに行っても仕事
が出来るようなスキルを社員に身に
着けてほしい」と思っています。弊社
は社会人経験を積んだ中途入社の方
が多いので、これまでの知識にプラ
スできる技術、スキルアップは大事
です。以前に比べ社外学習の機会も
増えてきました。しかし、会場まで
距離があったり、連続受講が必須
だったりすると、業務の関係上なか
なか背中を押せないこともあります。
eラーニングは会社や自宅でのすきま
時間に学習できる、情報化社会に適
応していると思います。
Excelができれば色々な業務に応用で
きて、事務作業も便利ですよ
ね。受講を終えた二人も
手ごたえを感じているよう
です。今後、管理者には
情報セキュリティ、社会人
基礎力やメンタルヘル
スマネジメントなど、
社員と話しながら学
習を進めていけた
らと考えています。

中山いずみさん

本記事全般に関するお問い合わせ／検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2189

eラーニングとはインターネットを利用した学習形態のこと。社員教育や自己啓発のために、効率的かつ手軽に受講できるサービスで、
当所会員なら1コース 2,500 円～受講していただけます（税抜・30日間利用）。人材育成のために、自分のスキルアップのために、
時間や場所の制約が少ない通信教育eラーニングを活用してみませんか？

福岡を中心に、九州 6県にわたり大型家電製品修理やテレマーケティング事業
を行うCERサービス㈱。年間修理はのべ30,000台にのぼります。仕事をしながら
でも学べる通信教育eラーニングの「よく分かるExcel 2016」コースを受講した、
中山いずみさんと前原裕子さんにお話を伺いました。

お 申 込 み の 流 れ

受講コース選択、
人数・受講期間の決定

FAXまたはホームページでお申込み

ご登録内容の確認メール

ID、パスワード発行（メール通知）

開講メール通知、受講開始

お 支 払

組織に必要とされている知識やスキルを学べるコースライン
ナップが揃っています。下記の他にも新コースを続々追加
予定！ 最新の情報はホームページでご確認ください。

5～10分程度に細分化して学

習できるため、通勤や待ち時

間などのすきま時間を有効活

用できます。

スマートフォンなどのデバイス

とインターネット環境があれ

ば、いつでも、どこでも受講

できます。

各コースの学習状況の進捗率
が ％（パ ー セント）で 表 示さ
れ、教育担当者用の管理ユー
ザーアカウントで受講者の成
績情報、学習進度を細かく確
認できます。

コ ー ス 内 容

福商 e ラーニングの 3 つの特徴　～ 多彩な機能で、学習者も管理者も徹底サポート！ ～

e ラーニングを実際に活用している会員様にお話を伺いました！　　　　

―  社会人としての基礎を学ぶ ―
● 社会人基礎力コース ～社会人としての心構え～　 

● ビジネスマナーの基本
● ビジュアル資料作成 　他

―  ビジネススキル・教養を学ぶ ―
● パーソナルカラー＆ヘアメイク　 

● LGBTの基本理解
● 「働き方改革時代」のタイムマネジメント　　他

―  Microsoft Office について学ぶ ―
● よく分かる Excel 2016（HTML5） 

● よく分かるWord 2016（HTML5）　　他

前原裕子さん

すきま時間に学べる！ どこでも学べる！ 管理者機能も充実！
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