KaWaL Schoolの開講スケジュール 1/3
 ノートと筆記用具のみお手元にご準備の上、ご参加ください。
 コース概要は後段ページの「KaWaL Schoolの開講コース概要」をご参照ください。

 登壇講師は予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください。
開催日

時間帯

コース

2022/1/13

9:00－11:00

PowerPoint ～意外と知らない活用術

2022/1/20

19:00－21:00

PowerPoint ～意外と知らない活用術

2022/1/27

9:00－11:00

議事録の書き方 ～読み手に優しいまとめ方

2022/2/10

19:00－21:00

議事録の書き方 ～読み手に優しいまとめ方

2022/2/17

9:00－11:00

PowerPoint ～美しい資料作成

2022/2/24

19:00－21:00

PowerPoint ～美しい資料作成

9:00－11:00

伝えるではなく伝わるプレゼン技術

2022/3/10

19:00－21:00

伝えるではなく伝わるプレゼン技術

2022/４/７

19:00－21:00

今更聞けない、オンラインミーティングツールの使い方

2022/4/14

9:00－11:00

ビジネスマナー～コミュニケーションのはじめの一歩

2022/4/21

19:00－21:00

ビジネスマナー～コミュニケーションのはじめの一歩

2022/4/28

9:00－11:00

2022/3/3

今更聞けない、オンラインミーティングツールの使い方
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実施形態

ZOOM
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開催日

時間帯

コース

2022/5/12

19:00－21:00

ビジネスメールの送り方 ～仕事で使う基本ルール～

2022/5/19

9:00－11:00

ビジネスメールの送り方 ～仕事で使う基本ルール～

2022/5/26

19:00－21:00

リカレント国語 ～読み手に誤解を与えない正しい日本語表現～

2022/6/2

9:00－11:00

リカレント国語 ～読み手に誤解を与えない正しい日本語表現～

2022/6/9

19:00－21:00

議事録の書き方 ～パズルのようにサクサク作成する議事録作成テクニック～

2022/6/16

9:00－11:00

議事録の書き方 ～パズルのようにサクサク作成する議事録作成テクニック～

2022/6/23

19:00－21:00

ロジカルシンキング ～コミュニケーション～

2022/6/30

9:00－11:00

ロジカルシンキング ～コミュニケーション～

2022/7/７

19:00－21:00

PowerPoint ～美しい資料作成～

2022/7/14

9:00－11:00

PowerPoint ～美しい資料作成～

2022/7/28

19:00－21:00

EXCEL時短術 ～仕事が早く終わる技術～

9:00－11:00

EXCEL時短術 ～仕事が早く終わる技術～

2022/8/4
2022/8/18

19:00－21:00

営業スキル ～受注を手繰り寄せる商談の要諦～

2022/8/25

9:00－11:00

営業スキル ～受注を手繰り寄せる商談の要諦～

2022/9/1

19:00－21:00

伝えるではなく伝わるプレゼン技術

2022/9/8

9:00－11:00

伝えるではなく伝わるプレゼン技術
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実施形態

ZOOM
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開催日

時間帯

コース

2022/9/15

19:00－21:00

ロジカルシンキング ～問題解決に向けた論理的な思考プロセス～

2022/9/22

9:00－11:00

ロジカルシンキング ～問題解決に向けた論理的な思考プロセス～

2022/9/29

19:00－21:00

問題/課題解決のための整理術

2022/10/6

9:00－11:00

問題/課題解決のための整理術

2022/10/13

19:00－21:00

ビジネスで 活用するデータ分析 ～情報収集からデータ活用の思考術～

2022/10/20

9:00－11:00

ビジネスで 活用するデータ分析 ～情報収集からデータ活用の思考術～

2022/10/27

19:00－21:00

ビジネス文書 ～「正しさ」「わかりやすさ」を追求したライティング技術～

2022/11/10

9:00－11:00

ビジネス文書 ～「正しさ」「わかりやすさ」を追求したライティング技術～

2022/11/17

19:00－21:00

プレゼンテーション
～企画段階から考える、相手にアクションを促す効果的手法～

2022/11/24

9:00－11:00

プレゼンテーション
～企画段階から考える、相手にアクションを促す効果的手法～

2022/12/1

19:00－21:00

仕事のさばき方 ～仕事に追われず、仕事を追うビジネスパーソンになる～

2022/12/8

9:00－11:00

仕事のさばき方 ～仕事に追われず、仕事を追うビジネスパーソンになる～

2022/12/15

19:00－21:00

営業スキル ～目標達成にむけたパイプラインマネジメント～

2022/12/22

9:00－11:00

営業スキル ～目標達成にむけたパイプラインマネジメント～

‐2 ‐

実施形態

ZOOM

KaWaL Schoolの開講コース概要 １/3
 開講日程は「KaWaL Schoolの開講スケジュール」をご参照ください。

＜ビジネススキル＞ コース名

コース概要

アジェンダ

講師

コミュニケーションのはじめの一歩
～かっこよく振る舞うためのビジネスマナー～

「リモートだからマナーなんて」と油断は禁物、
対面以上に意識したいかっこよく見える振る
舞いをご紹介します。

①リモートでマナーって必要？
②基本的なマナー（振る舞い）
③手を抜くとうっかり落とし穴
④ミニ演習で実際にやってみよう

新井

ビジネスメールの送り方
～スマホやLINEとは違う、仕事で使う基本ルール～

スマホやLINEと同じに考えてしまいがちな仕
事のメール、安易に考えると大失敗に繋がり
ます。そこで基本ルールについて一緒に学びま
しょう。

①スマホやLINEとの違い
②仕事のメールの目的
③ビジネスメールの基本ルール
④ミニ演習で実際にやってみよう

野田

リカレント国語
～読み手に誤解を与えない正しい日本語表現～

「意味は通じるけど変な日本語」と感じたこと
ありませんか。今だからこそ言葉は大切、ワン
ランク上の日本語を学んで一味違った大人の
知性を身につけましょう。

①へんな日本語とは？
②なぜ今、国語を学び直すのか
③ワンランク上の日本語術
④ミニ演習で実際にやってみよう

野田

議事録の書き方
～パズルのようにサクサク作成する
議事録作成テクニック～

あんなに悩んでいたのに、まるでパズルを解くよ
うにサクサク議事録が作成できる手法をご紹
介します。

①議事録のどこが難しいのか？
②発言をカード化する手法
③読み手を意識したまとめ方
④ミニ演習で実際にやってみよう

野田

ビジネス文書
～「正しさ」「わかりやすさ」を追求した
ライティング技術～

ビジネス文書では「正しさ」「わかりやすさ」が重
要になります。
読み手にわかりやすいライティングのポイントを
ご紹介します。

①作成する文書の目的は？
②文書の位置づけとは？
③ライティングのポイント
④ミニ演習で実際にやってみよう

野田
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＜ビジネススキル＞ コース名

コース概要

アジェンダ

講師

ロジカルシンキング
～コミュニケーション編～

話がかみ合わないのは、視点の先があってい
ないだけ、コミュニケーションが円滑になる簡単
な発想法をご紹介します。

①ロジカルに考えるって何？
②構造化する手法
③ロジカルな視点でのまとめ方
④ミニ演習で実際にやってみよう

野田

ロジカルシンキング
～様々な問題解決に向けた論理的な思考プロセス

ビジネスを進めるうえで直面する様々な問題。
できるだけ早く解決したいですよね。そんな時
に便利な論理的な思考プロセスを支援する
ツールをご紹介します。

①論理的思考の必要性とは？
②論理的思考を理解するには
③ツールを使った思考術
④ミニ演習で実際にやってみよう

野田

問題/課題解決のための整理術

問題と課題って何が違うの？解決するために
はきちんと整理することが、最短の解決につな
がります。実践的な整理術のポイントをご紹
介します。

①問題・課題の見える化
②整理するポイントは？
③解決策を導くテクニック？
④ミニ演習で実際にやってみよう

野田

ビジネスで 活用するデータ分析
～情報収集からデータ活用の思考術～

山のような情報の中から、どの情報を使えばい
いのか？どの手法で分析すればいいのか？折
角の情報を活かすためのデータ活用術をご紹
介します。

①データ活用の目的は？
②情報収集のポイントは？
③データ分析のテクニック
④ミニ演習で実際にやってみよう

野田

仕事のさばき方
～仕事に追われず、
仕事を追うビジネスパーソンになる～

仕事に追われて時間を消費する生き方はもう
終わり。未来の自分へ時間を投資するために、
効率よく仕事を終わらせるテクニックを一緒に
学びましょう。

①忙しさが生み出す弊害とは？
②効率よく仕事を捌くテクニック
③実践チェックリストの紹介
④ミニ演習で実際にやってみよう

野田

今更聞けない、でも今なら間に合う
オンラインミーティングツールの使い方（基礎）
※ZOOMを使ってご紹介

ZOOMで何ができるの？ZOOMの使い方
は？使う上でのポイントは？誰も教えてくれな
かった基本操作をご紹介します

①そもそもZOOMって何？
②ZOOMの基本の使い方
③ZOOMを開催する上での注意点
④ミニ演習で実際にやってみよう

岸本
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＜仕事の生産性＞ コース名

コース概要

アジェンダ

講師

EXCEL時短術 ～仕事が早く終わる技術～

電卓で計算した資料、もし数字の変更があっ
たらと思うとぞっとしませんか？表作成・数字
変更も簡単操作のEXCEL時短術をご紹介
します。

①業務で使われているEXCEL
②縦横集計からよく使う関数
③もっと時短できる極意
④ミニ演習で実際にやってみよう

野田

PowerPoint ～美しい資料作成～

折角資料を作るなら「読んでよし・みてよし・
結果良し」でないといけないですよね。そのた
めにより美しい資料作成のためのポイントをご
紹介します。

①美しい資料とは
②資料作成の目的を考える
③美しい資料作成のポイント
④ミニ演習で実際にやってみよう

野田

伝えるではなく伝わるプレゼン技術

頑張って説明した後で「で？」なんて言われた
ことないですか？
コツさえわかれば誰でも簡単にできる、伝わる
プレゼンの極意をご紹介します。

①プレゼンの目的を考える
②一番伝えたいことは何？
③伝わるプレゼンのテクニック
④ミニ演習で実際にやってみよう

野田

プレゼンテーション
～企画段階から考える、相手にアクションを
促す効果的手法～

プレゼンテーションは企画段階が重要。聞き
手に意思決定やアクションを促す効果的手
法についてご紹介します。

①プレゼンの位置づけは？
②企画段階で押さえるポイント
③効果的に行うプレゼン技法
④ミニ演習で実際にやってみよう

野田

営業スキル
～受注を手繰り寄せる商談の要諦～

なかなか受注に至らないとモヤモヤと悩んでい
ませんか？そんな悩みから脱出し、受注を手
繰り寄せるためのテクニックについて一緒に考
えてみましょう。

①お客様との関係構築は？
②正確な情報やニーズの把握法
③タイミングの掴み方
④ミニ演習で実際にやってみよう

野田

営業スキル
～目標達成にむけたパイプラインマネジメント～

パイプライン管理とは、初回アポ獲得から受注
するまでの流れを可視化し、分析や管理をす
ること。パイプラインの流れを理解し、効率よく
目標達成するポイントをご紹介します。

①パイプラインマネジメントとは？
②課題を早期発見するポイント
③営業活動を効率化するヒント
④ミニ演習で実際にやってみよう

野田
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受講者の声
 KaWaLをご利用いただいている受講者からたくさんの声をいただいております。

もっと早くに視聴し
たかったと思った。
繰り返し学習しよう
と思います

素晴らしい内容！
新入社員じゃなくて
も十分学びになる
と思った

良く考えられた構成
だと思った。動画な
らではの理解度を
高めることができる

すごく丁寧で分かり
やすい！School
も受講してみたい

書籍を買って読ん
でいたけど、
KaWaLのほうが
お得感がすごい
課題が面倒そう
だったけど、楽しく取
り組むことが出来た

全体的にゆっくりな
ペースで教えてくれ
ているから理解がし
やすかったです

料金に対して、非
常に充実した内容
で驚き！！
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チャプター毎に見終
わった後に思考を
整理して振り返るこ
とできる

必要なテーマに絞っ
てくれているので探
す手間が省けた

今までの
eLearningとは全
く違う。楽しく視聴
できるものだと思う

KaWaL Schoolの特長
 KaWaL Schoolは、各学習テーマの要諦部分を短時間で学習することができるオンライン配信・対面双方の公開型研修サービ
スです。
 KaWaL eLearningの視聴だけに留めず、リアルな講義と受講者間の相互学習によって、スキルの習得を促します。
KaWaL Schoolの6つの特長
 業務直結な育成テーマ
KaWaL eLearning同様、受講者が業務上で必要なスキル・知識を学べる業務直結のテ
ーマをラインナップ

業務直結な
育成テーマ
朝型・夜型
ハイブリッド

 短時間で要諦理解
各学習テーマの重要なポイントに絞り、業務に活用できる勘所を短時間で学べる学習設計

短時間で
要諦理解

 能動的な学習促進
受動的なウェビナー形式ではなく、受講者が能動的に成果物を作成し、分かっていることと出
来ることの差分を認識できる学習設計

 受講者間相互学習
選べる
受講形態

能動的な
学習促進
受講者間
相互学習

受講者の成果物をベースに講師⇆受講者のフィードバック、受講者⇆受講者のディスカッシ
ョンを設け、人と人の学びの相互作業に働きかけます

 選べる受講形態
オンライン配信と対面研修を予定し、受講者の要望や受講環境に応じて受講形態を選択
できるサービス設計

 朝型・夜型ハイブリッド
朝（8時～10時）と夜（19時～21時）の2つの開催タイミングを設け、受講者のニーズ
に合わせて選択できるサービス設計
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ご利用料金

国内初

eLearning

&

Online/Live School 受け放題

KaWaL eLearning

KaWaL school

KaWaL Pack

月額880円(税込）/1名

月額880円(税込） / 1名

月額1,650円(税込） / 1名

10,560円(税込） / 1名

年額

10,560円(税込） / 1名

年額

19,800円(税込）/ 1名

年額

*KaWaL school は都度参加も可能です。＜参加費3,300円（税込）/1開催＞
*表示は税込金額となります。
*ご契約は年間契約です。
*1IDからご契約を承ります。追加も1ID単位で可能です。
*管理システム利用の場合は、管理者人数分の費用追加となります。
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