
©Benesse Corporation.

Udemy Business
おすすめ学習プログラム一覧

（市民/企業対象）



©Benesse Corporation.

目次2

市民向け学習プログラム

①AI・データサイエンス（入門）
②AI・データサイエンス（応用）
③ITリテラシー
④プログラミング
⑤データ分析・活用
⑥DX（デジタルトランスフォーメーション）
⑦マーケティング
⑧OAスキル（Excel、PowerPoint）
⑨キャリアデザイン・ビジネス基礎
⑩コミュニケーション・リーダーシップ
⑪英語学習

企業向け学習プログラム

①業務効率化コース
②集客・売上向上コース
③新商品・サービス開発コース



©Benesse Corporation.

目次3

市民向け学習プログラム

①AI・データサイエンス（入門）
②AI・データサイエンス（応用）
③ITリテラシー
④プログラミング
⑤データ分析・活用
⑥DX（デジタルトランスフォーメーション）
⑦マーケティング
⑧OAスキル（Excel、PowerPoint）
⑨キャリアデザイン・ビジネス基礎
⑩コミュニケーション・リーダーシップ
⑪英語学習

企業向け学習プログラム

①業務効率化コース
②集客・売上向上コース
③新商品・サービス開発コース



©Benesse Corporation.

①AI・データサイエンス（入門）4

AI・データサイエンスの入門講座です。
AI・データの社会における活用事例を学び、これからの時代に必要なスキルの素養を身につけましょう。

最新の実社会にお
けるデータ・AIの
活用事例を知る

【デジタル社会の「読み・書き・そろばん」】
AI・データサイエンス基礎講座～リテラシーレベル～ ①導入編
実社会における「AI・データ活用事例」を学び、
AI・データを活用できる実践的なリテラシーを身につけよう
https://ena-city.udemy.com/course/ai-1-introduction/

１

２

３

Excelを使って、
データの扱い方を

身につける

【デジタル社会の「読み・書き・そろばん」】
AI・データサイエンス基礎講座～リテラシーレベル～ ②基礎編
実社会における「AI・データ活用事例」を学び、
AI・データを活用できる実践的なリテラシーを身につけよう
https://ena-city.udemy.com/course/ai-2-dataliteracy/

データ・AIの利活
用における留意事

項を学ぶ

【デジタル社会の「読み・書き・そろばん」】
AI・データサイエンス基礎講座～リテラシーレベル～ ③心得編
実社会における「AI・データ活用事例」を学び、
AI・データを活用できる実践的なリテラシーを身につけよう
https://ena-city.udemy.com/course/ai-3-ethics/

https://ena-city.udemy.com/course/ai-1-introduction/
https://ena-city.udemy.com/course/ai-2-dataliteracy/
https://ena-city.udemy.com/course/ai-3-ethics/
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②AI・データサイエンス（応用）5

AI・データサイエンスの応用分野です。ここでは、AI・データサイエンスの実社会における活用事例に加え、
数理統計とコンピューティングについて学びます。

最新の実社会にお
けるデータ・AIの
活用事例を知る

大学生向けAI・データサイエンス講座～基礎・応用レベル～
①マインドセット編

AI・データサイエンスを学ぶ第一歩を踏み出そう

https://ena-city.udemy.com/course/ai-1-mindset/

１

２

３

AI・データサイエ
ンスに必要な

数理統計を学ぶ

大学生向けAI・データサイエンス講座～基礎・応用レベル～
②数理統計編
AI・データサイエンスを学ぶ第一歩を踏み出そう

https://ena-city.udemy.com/course/ai-2-math/

R/Pythonを用いた
コンピューティン

グを学ぶ

大学生向けAI・データサイエンス講座～基礎・応用レベル～
③コンピューティング編
AI・データサイエンスを学ぶ第一歩を踏み出そう

https://ena-city.udemy.com/course/ai-3-computing/

https://ena-city.udemy.com/course/ai-1-mindset/
https://ena-city.udemy.com/course/ai-2-math/
https://ena-city.udemy.com/course/ai-3-computing/
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③ITリテラシー6

ここでは、これからの時代の必須スキルであるITリテラシーを学びます。
情報セキュリティーから学び、ITパスポート資格取得を目指しましょう。

ITの面白さを知る

ITリテラシーをつけたいけれど、
何から始めていいのかわからない人のためのIT超入門講座
「よくわからない」を「なるほど！」に変える。おもしろさに気づく。

https://ena-city.udemy.com/course/foundation_it/

１

２

３

最低限の情報セ
キュリティーにつ

いて学ぶ

これからの時代に必須！基礎から学ぶ「情報セキュリティ入門」
サイバー攻撃の進化・増大により、企業における情報漏えいのリスクは高
まっています。情報セキュリティマネジメント、情報セキュリティ技術及
び周辺のIT知識など、情報セキュリティ全般についての基本知識を「講義
と練習問題」を繰り返すことで学習します。
https://ena-city.udemy.com/course/wakuwaku_security_001/

全ての社会人に
必要な資格取得を

目指す

ITパスポート最速合格コース ～効率的な学習で0から合格まで～
効率的な学習でITパスポート試験合格を最短で達成。ビデオコンテンツと
演習で確かな実力をつける。

https://ena-city.udemy.com/course/itpassport/

https://ena-city.udemy.com/course/foundation_it/
https://ena-city.udemy.com/course/wakuwaku_security_001/
https://ena-city.udemy.com/course/itpassport/
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④プログラミング7

今は小学生も学ぶ時代。
プログラミングを学んで、簡単なアプリを開発してみよう。

なぜプログラミン
グスキルが

必要か？を知る

先生・学生・新社会人の方へ！スクラッチで学ぶAIに負けない人
材になるためのプログラミング超入門
2020年プログラミング必修化。全ての人がプログラミングを学ぶ時代です。
その目的は、プログラマになることではありません。次世代の人材が本当
に身に着けるべき知識を徹底解説
https://ena-city.udemy.com/course/ai-lyspx/

１

２

３

Pythonを基礎から
学んでアプリ開発
力を身につける

【完全初心者向け】絶対に挫折させないPython入門講座
Pythonの基礎をゼロから学んで簡単なアプリ開発ができるようになるまで
の基礎的な力を最短最速で身に付けましょう！

https://ena-city.udemy.com/course/starting-programming-with-python/

プログラミングの講座は他にもたくさんあるので、探してみてください

https://ena-city.udemy.com/course/ai-lyspx/
https://ena-city.udemy.com/course/starting-programming-with-python/
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⑤データ分析・活用8

データを用いてコミュニケーションを取れるようになろう。
統計学の基礎からおさらいし、最後はSQLについて学びます。

統計学を
基礎から学ぶ

【ゼロからおさらい】統計学の基礎
ビジネスの場面で活用できる、統計学の基礎を身につけましょう！

https://ena-city.udemy.com/course/datamix_basic/
１

２

３

Excelを使って実践
的な分析手法を身

につける

実務直結！Excelデータを駆使してビジネスを成長させる！
実践的な分析手法【初級～中級編】
オンラインビジネスを成長させ続けるための考え方とデータドリブンな分
析手法で本場のグロースハックを学ぶ！分析から施策のPDCAまで擬似体験
https://ena-city.udemy.com/course/growth-marketing-excel/

SQLを学びデータ
抽出の基本を身に

つける

3時間で学ぶ SQL ・データベース 超入門【丁寧な解説+演習問題
で SQL データ抽出の基本が身につく】標準 SQL
ついに動画化！日本最大級スキルシェアサービス「ストアカ」の大人気講
座！元塾講師プログラマーが教える、知識「ゼロ」からの SQL 基礎！デー
タベースとは？からCASE式まで、 SQL データ抽出の基本を短時間で習得
しよう！標準 SQL 使用。
https://ena-city.udemy.com/course/sql-begginer/

https://ena-city.udemy.com/course/datamix_basic/
https://ena-city.udemy.com/course/growth-marketing-excel/
https://ena-city.udemy.com/course/sql-begginer/
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⑥DX（デジタルトランスフォーメーション）9

DX（デジタルトランスフォーメーション）を説明できますか？
テクノロジーを用いたビジネス変革について学び、新しいチャレンジを始めましょう。

DXの全体像を
理解する

今すぐ始めるDX入門 - デジタルトランスフォーメーションを実現
するテクノロジーやビジネスモデル変革、新規事業開発を学ぶ
DXとは何か、なぜDXを行う必要があるのかといった基本から解説。クラウ
ド、AI、5G、 IoT、ブロックチェーンといったDXに欠かせないテクノロ
ジーの概要と、DXによるビジネスモデル変革を学び、実務に活かそう
https://ena-city.udemy.com/course/digital-transformation-jp/

１

２

３

ビジネスモデルの
立案を通してDXを

実践的に学ぶ

手を動かして考える！DX戦略とビジネスモデル
（グランドデザイン編）
デジタルトランスフォーメーション実践に不可欠な現行ビジネスモデルの
アセスメント、将来ビジネスモデルのグランドデザイン作成を、解説を交
えながら実践していきます。
https://ena-city.udemy.com/course/dx-strategy/

プロダクト革新を
通してイノベー

ションを実践する

手を動かして考える！DX戦略とビジネスモデル
（プロダクト革新編）
デジタルトランスフォーメーションにおける戦略の1つであるプロダクト革
新に焦点を当て、プロダクト革新のトレンドを解説し、ジョブ理論のコン
セプトを応用したイノベーションプロセスの実践を、身近なテーマを題材
としたワークを行いながら理解を深めます。
https://ena-city.udemy.com/course/product-innovation/

https://ena-city.udemy.com/course/digital-transformation-jp/
https://ena-city.udemy.com/course/dx-strategy/
https://ena-city.udemy.com/course/product-innovation/
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⑦マーケティング10

近年マーケティングの在り方が大きく変化しています。
話題のデジタルマーケティングについて学び、発信力を身につけましょう。

事例を通してマー
ケティングの全体

像を理解する

はじめてのマーケティング
～豊富な事例をベースに理論の全体像を理解しよう！
実例を通じて理論の全体を理解するマーケティング講座。「

https://ena-city.udemy.com/course/mindseeds_marketing/

１

２

３

デジタルマーケ
ティングを知る

【入門編】ゼロから始めるデジタルマーケティング～企画提案書
が作れるターゲティング、コンセプトメイク、メディア選定～
PDCAの第一歩！企画を立てる前の基本的な実践講座。マーケティング初心
者の人が、デジタルマーケティング（WEBマーケティング）を始めるとき
に役に立つ講座。
https://ena-city.udemy.com/course/digital-marketing-introductory/

アイデアを伝える
力を身につける

～デザイナーの頭の中、大公開～
企画を「１枚の紙」で、伝えきる。
明日、企画を通したいかた必見。デザイナー・アートディレクターと一緒
に、課題を整理し、アイデアをスッキリ、クッキリ伝える力を磨いてみま
せんか？
https://ena-city.udemy.com/course/triplet_design/

https://ena-city.udemy.com/course/ai-1-introduction
https://ena-city.udemy.com/course/digital-marketing-introductory/
https://ena-city.udemy.com/course/triplet_design/
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⑧OAスキル（Excel、PowerPoint）11

社会人必須スキルのExcelやPowerPointを学ぼう。
※Excel講座は、自分に必要な部分を選んで学習してください

Excelをゼロから学
び、使いこなす

【初心者から上級者まで】
１日で学べるエクセルの教科書 マスターコース
大手総合商社をはじめ、多くの有名企業で採用されているExcel研修プログ
ラムを一挙公開！データ集計や「見やすく、ミスなく、速く」Excelスキル
を1日でマスター。
https://ena-city.udemy.com/course/excel-start/

１

２

３

プレゼン資料作成
のルールを知る

センス不要！伝わるプレゼン資料のデザインルール【入門編】
必要なのはセンスじゃなくてルールです！あなたのPowerPoint（パワポ）
資料が見る見るキレイに！プロのデザイナーも通う「パワーポイント資
料」のデザイン講座！
https://ena-city.udemy.com/course/presentation-design-for-beginners/

プレゼン資料作成
を実践的に学ぶ

センス不要！伝わるプレゼン資料のデザインルール【実践編】
「デザインルール【入門編】」の続編！6つのスライドパターンでデザイン
ルールを習得します！より実践的なパワーポイント（PowerPoint/パワポ）
テクも満載！
https://ena-city.udemy.com/course/presentation-design-for-advanced/

https://ena-city.udemy.com/course/excel-start/
https://ena-city.udemy.com/course/presentation-design-for-beginners/
https://ena-city.udemy.com/course/presentation-design-for-advanced/
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⑨キャリアデザイン・ビジネス基礎（その１）12

大学生や就活生、新入社員・若手社会人の方におすすめ！
社会に出る前に、自身のキャリアについて考え、ビジネスの基礎スキルを習得しよう。

キャリアを考え、
必要なスキルを

棚卸する

【20～30代ビジネスパーソン必須スキル】
キャリアデザインと目標設定
20～30代のキャリア形成を始めている
若手ビジネスパーソンにとって最も大事なこと
https://ena-city.udemy.com/course/wrlazplt/

１

２

３

業界・企業理解を
深め、

視野を広げる

【大学生向け講座】業界・企業研究のやり方
業界・企業理解を深めるために必要なコト

https://ena-city.udemy.com/course/exnluzuy/

社会人としての
ビジネスマナーを

身につける

ビジネスで差がつく！仕事の基本シリーズ１「これからの時代の
社会人の心得とビジネスマナー」～さあ、はじめよう！～
ANAグループ等大手企業300社、３万人以上に対して新入社員教育や講演の
実績を持ち、マナー本等を執筆し作法家でもある講師が今の時代を見据え
た社会人として活躍するためのマインドとビジネスマナーを伝授します。
社会人基礎力がきっちり身につきます。
https://ena-city.udemy.com/course/businessbasic1_riekosaegusa/

https://ena-city.udemy.com/course/wrlazplt/
https://ena-city.udemy.com/course/exnluzuy/
https://ena-city.udemy.com/course/businessbasic1_riekosaegusa/
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⑨キャリアデザイン・ビジネス基礎（その２）13

大学生や就活生、新入社員・若手社会人の方におすすめ！
社会に出る前に、自身のキャリアについて考え、ビジネスの基礎スキルを習得しよう。

社会人としてのコ
ミュニケーション
力を身につける

ビジネスで差がつく！仕事の基本シリーズ２『一目置かれるコ
ミュニケーション力と時間管理』 ～なぜか仕事がうまくいく！～
組織変革コンサルタントとしても企業を支援してきた講師による仕事の基
本シリーズ。信頼関係を構築し、仕事で成果を出す為のコミュニケーショ
ン・時間管理の基本を学べます。

https://ena-city.udemy.com/course/2-ltmgve/

４

５
ビジネススキルを
総合的に高める

ビジネススキルの底上げをしよう！
社会を生き抜くための必須４つの力をまとめて学ぶ
スキルアップしたい方、必見！ プレゼンテーション、コミュニケーション、
ロジカルシンキング、プロジェクトマネジメントなどのスキルを横断的に
学べる講座です。日・米・欧の証券会社を渡り歩いてきた講師がわかりや
すく教えていきます。
https://ena-city.udemy.com/course/four-must-business-skills/

https://ena-city.udemy.com/course/2-ltmgve/
https://ena-city.udemy.com/course/four-must-business-skills/
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⑩コミュニケーション・リーダーシップ（その１）14

全ての社会人の必須スキル。
ビジネスで使えるコミュニケーションやリーダーシップのスキルを身につけよう

正しいビジネスコ
ミュニケーション

スキルを
身につける

【正しく聞き、伝える】ビジネス・コミュニケーションの基本マ
スターコース（PowerPoint, Word テンプレ付き）
仕事のトラブル、ムダ、ストレスをなくしましょう。社会人1年目の「ビジ
ネス会話の基本」、論理的思考、マズロー欲求5段階説、ファシリテーショ
ンなど実践スキルまで紹介。管理職の方もどうぞ！
https://ena-city.udemy.com/course/business-communication-basic/

１

２

３

リーダーシップを
身につける

このリーダーについていきたいと思われる！
「リーダーシップセオリー」入門講座
「部下にもっと主体性を出してほしい」「もっとチームの一体感を高めた
い」…そんなお悩みはありませんか？「人気のリーダーシップ研修」の内
容を３時間で学べます。
https://ena-city.udemy.com/course/xejtfsrv/

傾聴力を
身につける

会議が楽しくなる！「ファシリテーション講座」
話を聞くのが苦手な人も、人との関係をよくしたい人も。ビジネス／プラ
イベートにかかわらず会話の質が変わります。カウンセラー養成講座で教
えている「傾聴」のイロハから極意まで、ステップで網羅した120分

https://ena-city.udemy.com/course/br01_keichou/

https://ena-city.udemy.com/course/business-communication-basic/
https://ena-city.udemy.com/course/xejtfsrv/
https://ena-city.udemy.com/course/br01_keichou/
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⑩コミュニケーション・リーダーシップ（その２）15

全ての社会人の必須スキル。
ビジネスで使えるコミュニケーションやリーダーシップのスキルを身につけよう

４
ファシリテーショ
ンのスキルを身に

つける

会議が楽しくなる！「ファシリテーション講座」
会議を制する者がビジネスを制します！皆んなが納得する、成果も上がり、
プロジェクトも加速する、ビジネスパーソンにとっての必須スキルである
ファシリテーションスキルを2時間のオンデマンド動画で解説！厄介な曲者
（くせもの）参加者の対処法も公開！
https://ena-city.udemy.com/course/facilitation/

https://ena-city.udemy.com/course/facilitation/
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⑪英語学習16

グローバルに生きる力を身につけよう。中学レベルのおさらいから始める英語学習
英語講座はたくさんあるので、ご自身のレベルや目標に応じて、探してみましょう

中学校レベルから
の英語をおさえる

【英会話習得への第一歩】
実践の場で使える英語の基礎知識ー中学英語おさらい講座ー
まずは中学英語で大丈夫！実際に英語を話す場面で、初心者さんが悩みや
すい３つの文法項目を、例文とともにわかりやすく解説。自信をもって話
せるようになるための講座です。
https://ena-city.udemy.com/course/basic_english/

１

２

３

英文法の習得法を
学ぶ

ネイティブの気持ちをハックしろ！認知文法に基づく英語学習
英文法HACKER【名詞編】（スライド資料つき）
この講座では、英文法を「ルール」ではなく「人の気持ちの表れ方」とし
て学ぶことで、直感的・かつ自然に英語を使えるようになります。
https://ena-city.udemy.com/course/studyhacker02/

楽しみながら英単
語とリーディング
力を身につける

英語の名言で学ぶ！TOEIC頻出単語！
【学びが定着する音声教材付き】
TOEICの勉強をしてるけど、ちょっと中だるみ…と感じている方、英語の
名言という新しい切り口でTOEIC学習に変化を加えてみませんか？本講座
では英語の名言を味わいつつ、TOEIC頻出単語とリーディング力を身につ
けることができます。
https://ena-city.udemy.com/course/toeic-quotes/

https://ena-city.udemy.com/course/basic_english/
https://ena-city.udemy.com/course/studyhacker02/
https://ena-city.udemy.com/course/toeic-quotes/
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①業務効率化コース（その１）18

最新のテクノロジーやツールを学び、業務効率を上げることで、
日々の仕事に余力をつくりましょう

DXに関するソ
リューションや、
IT技術の活用方法

を学ぶ

今日から始めるデジタルトランスフォーメーション！
テクノロジーの仕組みからデータ活用基盤のつくりかたまで
抽象的でわかりにくいデジタル化・デジタルトランスフォーメーション
(DX)の意味を丁寧に解説。AI・IoTなど、今さら聞けないテクノロジーの仕
組みから、DXに必要なIT基盤の仕組みまでまとめて理解。
https://ena-city.udemy.com/course/bjminjsw/

１

２

３

業務効率化の基本
的な考え方を知る

ミニアニメで解説！ やさしい『業務効率化』入門
【初学者向け】業務効率化入門講座：「業務効率化と言われても、どこか
ら始めれば…」そんなお悩みを持つ方向けの『学びの前の準備運動講座』
です！
https://ena-city.udemy.com/course/gyoumu_start/

事例を知り、
アイデアをふくら

ませる

はじめての働き方改革
Offered by Grow with Google

https://ena-city.udemy.com/course/google-jp-workstyle/

https://ena-city.udemy.com/course/bjminjsw/
https://ena-city.udemy.com/course/gyoumu_start/
https://ena-city.udemy.com/course/google-jp-workstyle/
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①業務効率化コース（その２）19

最新のテクノロジーやツールを学び、業務効率を上げることで、
日々の仕事に余力をつくりましょう

【自由選択】
RPAについて学ぶ

【初級編】RPAコンサルタントが教えるUiPath Studio ～基本的
な自動化処理を作ってみよう～
大企業を中心に導入が広がっているRPA。その中でも国内、グローバルで
UiPathは高い評価を受けています。UiPath Studioの使い方を導入から、
ワークフロー作成まで手を動かしながら学べます。
https://ena-city.udemy.com/course/koawaka-uipath-studio-beginner/

４

５

６

【自由選択】
AIチャットボット

について学ぶ

【2021年3月リニューアル！】挨拶から店舗予約まで！手を動か
して学ぶAIチャットボット開発入門
Googleの対話AIであるDialogflowへのアクセスから、対話シナリオの作り
方、プログラミングの基礎知識、AIと連動する自作APIの開発まで徹底解
説！実用的なチャットボット開発に必要な知識を網羅
https://ena-city.udemy.com/course/ai-ytxof/learn/

【自由選択】
GoogleAppsScript
を活用し、業務改

善を実現する

ビジネスパーソンに贈る業務効率化大全 ～Google Apps Scriptに
よる業務の自動化～
Google Apps Scriptを用いてG Suite（Googleフォーム、Googleスプレッド
シート、Gmail等）の連携を行い、様々な業務を自動化してみよう。

https://ena-city.udemy.com/course/gas_for_operational_efficiency/

https://ena-city.udemy.com/course/koawaka-uipath-studio-beginner/
https://ena-city.udemy.com/course/ai-ytxof/learn/
https://ena-city.udemy.com/course/gas_for_operational_efficiency/
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②集客・売上向上コース（その１）20

デジタルマーケティング、ソーシャルマーケティング、そしてSNSマーケティングまで、
マーケティングを使いこなして、集客・売上向上を目指しましょう

はじめてのマーケ
ティングを学ぶ

【これだけでOK！】
あらゆるビジネスに役立つ！はじめての実践マーケティング講座
「マーケティングって…企画開発・宣伝販促・リサーチのこと？ 」なんて
考えているなら、もったいない！コミュニケーション改善や稟議書にも使
える本質的な入門講座、誕生！
https://ena-city.udemy.com/course/ok-marketing/

１

２

３

はじめてのデジタ
ルマーケティング

を学ぶ

【入門編】ゼロから始めるデジタルマーケティング～企画提案書
が作れるターゲティング、コンセプトメイク、メディア選定～
PDCAの第一歩！企画を立てる前の基本的な実践講座。マーケティング初心
者の人が、デジタルマーケティング（WEBマーケティング）を始めるとき
に役に立つ講座。
https://ena-city.udemy.com/course/digital-marketing-introductory/

ソーシャルマーケ
ティングを学ぶ

【ファンの心を掴む】
実例から学ぶ最先端のソーシャル・マーケティング戦略
限られた予算の中で、いかに多くの人の心をつかめる企画を作るか？その
ヒントを実例から学びます。日本で初めてアジア・マーケティング3.0・ア
ワードを受賞した「おにぎりアクション」の担当者が様々なゲストと一緒
に、ファンを作る秘訣をお伝えします。
https://ena-city.udemy.com/course/onigiri-action/

https://ena-city.udemy.com/course/ok-marketing/
https://ena-city.udemy.com/course/digital-marketing-introductory/
https://ena-city.udemy.com/course/onigiri-action/
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②集客・売上向上コース（その２）21

デジタルマーケティング、ソーシャルマーケティング、そしてSNSマーケティングまで、
マーケティングを使いこなして、集客・売上向上を目指しましょう

SNS活用を学ぶ

【3000フォロワー増】7つのツイートの型とTwitter運用事例完全
ガイド～人とつながる・仕事が広がる方法を徹底解説～
フォロワーを増やしたいなら7つの型を使いこなせ！Twitterを活用し、1年
で3000フォロワーを越え、仕事を獲得し、独立したフリーランスが直伝！
ゼロから始めるTwitter運用テクニック・マインド完全攻略ガイド
https://ena-city.udemy.com/course/7twitter/

４

５

無料のツールを
使ったデジタル

マーケティングを
学ぶ

はじめてのデジタルマーケティング
Offered by Grow with Google

https://ena-city.udemy.com/course/google-jp-digitalmarketing/

https://ena-city.udemy.com/course/7twitter/
https://ena-city.udemy.com/course/google-jp-digitalmarketing/
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③新商品・サービス開発コース（その１）22

UI/UXデザイン（ユーザーにとって高価値なサービスデザイン）を学び、
新しい商品・サービスを開発しましょう

サービスデザイン
の基礎～デザイン
思考・UI/UXとは

何か？

UXデザイン超概論 ～世に出すからには使って欲しい！ターゲッ
トに愛されるサービスを作るための必須スキルを獲得しよう
UXデザインをゼロから正しく理解して、「UXとUIの違いは？」「デザイン
思考って何？」「イノベーションを起こせるの？」などの疑問を解消し、
必要なスキルと伸ばし方、具体的なやり方まで幅広くお伝えします。
https://ena-city.udemy.com/course/uxdesign-intro/

１

２

３

サービスデザイン
の基礎～デザイン
思考・UI/UXとは

何か？

UXデザイン講座 UXデザイン基礎入門
Web、アプリを始めとする、ユーザー視点での製品開発の基本となるUXデ
ザイン、ユーザビリティ、人間中心設計といった考え方の基礎を学ぶ

https://ena-city.udemy.com/course/kitohito0002/

デザイン思考～実
践例やワークを通
じてデザイン思考

を体験する

【ベストセラー著者が教える】組織でイノベーションを生み出す！
「デザイン思考」実践講座～入門編
この講座では、ビジネス現場でデザイン思考を使うための思考法、マインド
セット、役に立つツールなど実践のコツを ベストセラー「２１世紀のビジネス
にデザイン思考が必要な理由」の著者が、１００を越えるプロジェクト経験よ
りぎゅっと凝縮してお伝えします
https://ena-city.udemy.com/course/practical_design_thinking_kunitakesaso/

https://ena-city.udemy.com/course/uxdesign-intro/
https://ena-city.udemy.com/course/kitohito0002/
https://ena-city.udemy.com/course/practical_design_thinking_kunitakesaso/
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③新商品・サービス開発コース（その２）23

UI/UXデザイン（ユーザーにとって高価値なサービスデザイン）を学び、
新しい商品・サービスを開発しましょう

プロトタイプ実践
～具体的な改善案

を可視化する

手を動かして学ぶプロダクトデザイン入門！デザイン思考・プロ
トタイピング・アジャイルの考え方と実践
「何か新しいものを作りたい」そんなとき、何を、どんな順番で考えてい
けば良いのか。新サービス企画から社内システム開発まで、どんなシーン
でも汎用的に役立つプロジェクト推進プロセスを、ケース課題とワーク
シートで体験しながら習得
https://ena-city.udemy.com/course/vzhdbzks/

４

https://ena-city.udemy.com/course/vzhdbzks/
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●最新のUdemy Business搭載講座一覧はこちらからダウンロードして、参照いただけます

日本語講座で1000講座以上、全体で約10,000講座ありますので、ご用意しているラーニングパス以外にも、
ご自身で好きな講座を探して、積極的に学習を進めてみてください

https://www.google.com/url?q=https://udemy.my.salesforce.com/sfc/p/50000000JKHo/a/1T000000oduw/9e0L3lsfRw.qLYFXjOed8nfhuSfkPhym_XWeWb_f.qg&sa=D&source=docs&ust=1662023057689614&usg=AOvVaw2f_-jgaBWrsD0BEXwJfV-W

