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株式会社Schooについて

01
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会社概要

会社名　：株式会社Schoo

事業内容：オンライン動画学習サービス「Schoo」の運営

資本金　：8億1,300万円（資本準備金含む）

設立日　：2011年10月3日

代表者　：森健志郎（代表取締役社長CEO） 　

従業員数：70名（役員社員、アルバイト含む）

主要株主：森健志郎（代表取締役）

　　　　　KDDI株式会社 　　　　　

　　　　　伊藤忠テクノロジーベンチャーズ

　　　　　インキュベイトファンド 　　　　　

　　　　　ANRI

　　　　　リンクアンドモチベーション　ほか 　 　

COMPANY

人は学ぶことで生きる知恵を身につけ、技術を革新させ、進化してきました。

「学び」には終わりはなく、学び続けることで社会が抱えている課題の解決速度が圧倒的に加速しま

す。一方で、時間や場所、コスト、モチベーションなど、「学び」の障壁となるものは私たちの身の回り

に溢れています。これらの障壁を取り除くことで、すべての人が学び続けられる世界、つまり、すべて

の人の卒業をなくすことが Schooの使命です。

このミッションに伴い、学校を表す英単語  “SCHOOL” の「終わりの ”L”をなくす」ことで、 Schooという社

名は生まれました。

人は、“自分に一番向いていること ”を知らないまま死んでいく。

これは現代に限ったことではなく、人類が誕生してからずっと存在してきた課題です。

今よりもっとたくさんの選択肢と可能性を、一人ひとりに示すこと。

そしてその開花と挑戦の結果生まれる、今よりもっと豊かな人生を強く支えていくこと。

Schooは、インターネットでの学びを起点として、ヒトと人類を変え続けていくエンジンに

なることを目指しています。
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数字で見るSchoo

実名登録会員数

約 59 万人

アーカイブ数

約 6,200 授業

すぐに使えるビジネス・ITスキルから、働き

方・健康・お金・経済・テクノロジー、ニュース

・ドキュメンタリーなど幅広い領域を網羅して

います。

法人導入実績

約 1,900 社

スタートアップ・中小・大企業問わず、

自発的な学習文化の醸成と、

効率的で効果的な研修プログラムを支援。

大学・地方自治体への導入も進んでいます

年齢構成比

学習意欲・成長意欲の比較的高い
ビジネスパーソンを中心に、
サービスをご利用いただいております。

※ 法人専用番組 /学習動画制作実績も多数

多くの会員を抱えるプラットフォームや

8年間培ってきたコンテンツ開発力等を活かし、

各法人の課題・ニーズに合わせた番組制作や

学習動画コンテンツ制作も行っております。
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地方創生への想い

なぜ地方創生に取り組むのか

REASON

人は学ぶことで生きる知恵を身につけ、技術を革新させ、発展を遂げてきまし

た。「学び」に終わりはなく、学び続けることで社会が抱えている課題の解決が

実現します。しかし、現在、都市部と地方で学びの機会・環境に格差が生じた

ことで、経済面や人材面で地方ならではの課題が発生しています。これらの

課題を解決するため、 Schooは都市部だけでなく、地方での「学び」を拡大する

ことで学びの格差を是正し、課題の解決に取り組みます。そして、そうすること

ですべての人が学び続けられる世界の実現、つまり、すべての人の卒業をな

くすことが達成できると信じています。
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Schooサービスの紹介

02
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Schooサービスのご紹介

定額制の学習プラットフォーム

「大人たちが学び続ける生放送コミュニティ」
Schoo

・生放送でのリアルタイムなやりとり
・6,200本の学習動画が受け放題
・PC / スマホでどこでも学べる
・学習分析ツールで受講状況を管理
・資料ダウンロード
・研修作成
・オリジナル動画・資料の格納
・アーカイブをみんなで学べる集合
　学習

3,000人以上の
講師陣

6,200本以上の
コンテンツ

教育動画コンテンツの制作

エンタープライズサービス (動画制作)

・研修・学習動画コンテンツを、ご要望に合わせてワンストップで開発
・目的に沿った企画・演出を策定
・動画ならでは体験を構築
・一方通行ではない、飽きのこないコンテンツ作成手法をレクチャー

ライブ配信教育システム

『限定生放送配信サービス』

・職員/社員など、限定した視聴者へ学習コンテンツを生配信
・生配信後は動画を納品
・設計から配信まで、コンテンツ作成〜配信まで全て支援

P7へ

P17へ

P19へ
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「大人たちが学び続ける放送コミュニティ」
Schoo
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Schooは、学びのインプット・アウトプットをバランスよく取り入れていただけるオンライン学習サービ
スです。

オンライン

オフライン

みんなでひとりで

■eラーニング

■Webで情報収集

■書籍

■雑誌・新聞

■資格取得

■通信講座

■テレビ/ラジオ

　（教育・教養番組）

■セミナー、講演会、勉強会

■集合研修

■学校

大人たちがずっと学び続けるコ
ミュニティサービス

8

Schooが大切にしていること

双方向での学びは、学んだことを他者へ共有する

ことで、より深く記憶に残り、理解を深める手助け

となります。

POINT
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ポイント①：コンテンツの充実（授業の幅広さ）

アーカイブ視聴 約6,200本の授業動画  見放題

いつでもどこでも

研修機能も有り

国内最大級の授業
数

ダウンロード機能

ビジネススキル系

322 種類のコース

OAスキル系

47 種類のコース

SE・エンジニア

156 種類のコース

プログラミング

153 種類のコース

思考・自己啓発

289 種類のコース

マネジメント

101 種類のコース

その他、マーケティング・デザイン・英語・コンプライアンス等がございま
す。

2021.1現在

生放送 月50〜60本程度配信

授業は、講師からの一方的な講義ではなく、
講師　⇆　受講生代表　⇆　ユーザー

3者がコミュニケーションをしながら進行する参加型

チャット機能

多様な講師陣

ライブ配信

365日新しい情報

生放送終了後、
アーカイブに切り替え
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ポイント②：双方向での学び

２種類の双方向での学び

社員同士が授業動画や貴社のオリジナル動画を同時に
視聴しながらコミュニケーションが可能

職員・社員同士の学び

双方向での学びは、質問や学んだことをコメントすることで、より深く記憶に残り、理解を深める手助けとなります。そのような体

験をいただくために以下2つの手法をご提供しております。

オンライン集合学習

チャット機能

いいね！機能

同時視聴機能

受講生のステータス
確認機能

生放送 全国の意欲の高い人との学び

授業は、講師からの一方的な講義ではなく、
講師　⇆　受講生代表　⇆　ユーザー

3者がコミュニケーションをしながら進行する参加型

チャット機能

多様な講師陣

ライブ配信

365日新しい情報
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ポイント③：学習傾向分析の実現（全体）

管理画面 「学習分析ツール」 抜粋（社内全体）

職場内の人気授業動画から、

職員/社員の動向を知ることが可能

学習頻度の高い職員 /社員にSchooの
活用方法をヒアリングして社内に

共有することも可能
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ポイント③：学習傾向分析の実現（個別）

研修カリキュラム

受講履歴

興味のある分野

管理画面 「学習分析ツール」 抜粋（個人）

個別の興味・関心が

ランキングで表示されます。

上司と部下の1 on 1での話

題にすることも可能
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ポイント④：体系的な研修の充実

ご自由にオリジナルの研修カリキュラムを作成いただけます。また、 Schooにて事前に準備しているテンプレートも

ございますので、ぜひご利用ください。（テンプレートをカスタマイズすることも可能です）

研修テンプレート一覧はこちらをご覧ください。

管理画面「研修を作成する」 抜粋

最初から研修カリキュラムを作成

Schooの研修テンプレートを

利用

https://schoo.jp/biz/user/theme


1414

ポイント⑤：受講状況の見える化

管理画面 「研修一覧」 抜粋（受講状況）

受講状況とレポート内容は
CSVで出力が可能です。

レポート提出状況

受講状況
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ポイント⑥：オリジナル動画・PDFの掲載

視聴画面トップページ 抜粋

ナレッジポケット画面 抜粋（一例）

先輩職員・社員のロープレや、独自の研修動画等、
スマートフォンで撮影した動画もご利用可能。
また、研修カリキュラムの視聴必須の動画として、
設定いただくことも可能。

※ 動画データ量 計1GBまで無料

※ PDFデータは制限なし

※ mp4、avi、movの形式が可能
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自発型 強制型自発型＋強制型

Schooでは、自治体 / 企業両方の育成方針に合わせて活用方法を工夫することが可能です。

活用パターン3種類

【研修型】
研修体系・

特定のスキル不足

【自己啓発型】
社員の学習習慣・
自発学習の促進

【ハイブリッド型】
研修を整えたいが自己啓発もしたい

Schooの活用パターン

自己啓発型と研修型の
サイクルを回すことで

学んだことを仕事へアウトプットする
習慣に結びつきます

Schooの強み
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『エンタープライズサービス』
教育動画コンテンツの制作
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POINT_2 POINT_3

ケーススタディ／事例の紹介／ロールプレイングをあ

りのまま体験。

弊社受講生代表（アナウンサー）の進行により、登壇

者の一方通行ではないレクチャーを提供します。

研修・動画学習コンテンツの制作を、ご要望にあわせてワンストップで開発

学習者／学習提供者、双方の目的をコンテンツに

反映するためのヒアリング、人材要件の設定、ゴー

ルの設定。

また、研修後の学習内容の定着までをご支援いた

します。

▲株式会社リクルート様
他株式会社Yahoo!様、
サイバーエージェント様等々

▼株式会社メルカリ様

開発戦略
策定

企画
策定

制作・
掲載

『エンタープライズサービス』（動画制作）

POINT_1

研修前後の設計構築  動画ならではの体験構築  導入企業も多数 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『限定生放送配信サービス』
ライブ配信教育システム
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『限定生放送配信サービス』

「伝えたい」と「知りたい」を LIVEでつなぐ。貴社社員様限定の学習コンテンツを生配信

別配信プラットフォームへの配信も可能

②貴社社員様受講

貴社

①弊社スタジオ配信

ナレッジポケットへの格納

③動画データご納品

貴社研修／イベント

配信データはご納品。データの貴社内で
自由にご活用いただけます（商用利用可能）

POINT_2 POINT_3

配信したコンテンツは
後日アーカイブとしても利用可能

↓
貴社の学習資産として蓄積・活用

企画・配信設備がなくてもOK 

生配信に特化して学習コンテンツを 

作ってきたSchooが、 

学習コンテンツの仕立てから、配信、 

コミュニケーションの設計までご支援 

POINT_1

設計から配信まで   動画は学習資産に  導入事例も多数 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Schooサービスのご活用の方法

03



2222

DX人材

活用方法①：DX人材の育成

・Schooの豊富なコンテンツからDX人材育成に
　活用できるカリキュラムの作成が可能
・毎日講座が追加されるので常に新しい学び・情報に
　対応したコンテンツを提供
・研修 / 自己学習の両方で学べる
・学習管理機能で社員/職員の学びの状況を把握できる

DXカリキュラム例

【DX人材育成カリキュラム】

１）DX入門講座
２）ICT技術の理解
３）データ分析・活用
４）デジタルテクノロジー
５）業務改善・効率化
６）デジタル時代の働き方
７）最先端技術・トレンド

・オンデマンドコンテンツで何度でも学べる

研修や自己学習の促進として Schooの最先端&豊富なコンテンツを活用し、現場で必要な DX人材の育成を実現
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活用方法②：運営施設への導入

企業や自治体で運営している施設へ Schooを導入することで、施設利用者へ学習環境を提供

施設へ導入
利用者はいつでも学習可能に

ライブ配信もオンデマンドコンテンツも
幅広い学習コンテンツを施設内で好きなだけ受講が可能に

通常の施設価値+αの学習環境を提供することで
施設への来館価値が向上

公民館

セミナー施設

図書館

福利厚生施設

チャット機能

多様な講師陣

ライブ配信

365日新しい情報
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活用方法③：セミナー / 勉強会のオンライン化

従来の対面型オフラインセミナーのオンライン化を Schooがご支援

オンライン化に際した企画や構成など 

全てSchooがご支援します。 

Schooのノウハウを活用して 

オンラインでもよりわかりやすく学べる 

学習内容を視聴者に提供します。 

②一度作成すれば繰り返し
使える 

③オンライン化で参加者が増
加
 

対面での
セミナー・勉強会

・オンラインならではのコンテンツ企画 / 
　制作ノウハウ
・動画作成 or 特定ユーザーへの限定ライブ
　配信サービス
・既存のSchooコンテンツと組み合わせた
　新たなカリキュラムの作成 ※『Schoo』を同時

     に利用する必要があります

・対面での開催が難しい
・対面だと参加者が限られ
　てしまう
・講座コンテンツを資産
　として残したい

オンライン
セミナー・勉強会

・オンラインでより多くの
　人に参加してもらえる
・オンデマンドコンテンツ化
　により、翌年以降も活用が
　可能に 
・Schooコンテンツを活用した
　カリキュラムも作れる

Schooを活用して対面からオンライン化へ

①最適なオンライン
コンテンツの作成支援 

作成した動画はご利用後もお使いいただけるの

で、来年以降のセミナー・勉強会でも 

ご活用いただけます。 

また、繰り返しご利用いただくことで 

実施費用を削減することもできます。 

オンライン化で場所にとらわれず参加 

できることで今まで参加できなかった人も参加可

能に。 

コンテンツをオンデマンド化すれば 

さらに多くの人に参加視聴していただけます。 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Appendix
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ご導入事例

Appendix
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動画コンテンツ
制作

リモート勤務促進の際の職員の自己学習環境を
整備・支援や、職員向け研修での活用を目的とし、職
員へSchooアカウントを配布。
職員全体のスキルアップを目指す。

大阪府堺市

職員への自己学習促進に加え、対面研修を
オンライン化しリモートでの研修環境を整えるため
Schooを活用。

Schooの導入：地方自治体職員向け

■ 堺市役所 様

長野県塩尻市

■ 塩尻市役所 様

学習コミュニティ
Schoo

限定生放送
配信
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奄美市に籍のある住民の方へ無料で
Schooアカウントを提供し、 IターンやUターンを推進し
ていく離島ならではの特色を活かした地方創生の取り
組みとしてSchooを活用。

鹿児島県奄美市役所 様

施設内のPCコーナーに、スクー専用機を設置
市民の方の就労やキャリアアップの機会を提供。
http://www.chiba-gakushu.jp/

Schooの導入：市民の方々向け

■ 実施内容

千葉県千葉市
生涯学習センター 様

■ 実施内容

動画コンテンツ
制作

学習コミュニティ
Schoo

限定生放送
配信

https://chiba-gakushu.jp/
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限定生放送
配信

学習コミュニティ
Schoo

29

『エンタープライズサービス』(動画制作) 動画コンテンツ
制作

経済産業省 様 クラウドワークス様

起業に興味のある学生が、知識が不足している状態から起業に向けた
事業計画の制作をはじめとした、創業するまでに必要なことを学ぶことができる
学習コンテンツ・カリキュラムをSchooにて制作。
カリキュラムを受けることで、起業に関する基礎知識を獲得し、社会の
課題解決に挑んでいける起業家マインドを持った学生の輩出を目指す。

■ 実施内容 
社会から求められる人材を想定したコンテンツ開発。スクールでのより効果的な
学習体験の提供、IT業界人材輩出までの包括的な取り組みとして、スクーの高
いコンテンツ開発力と、リンクアカデミーの「アイカンパニー創り」に根ざしたキャ
リアナビゲーション、およびスクール受講生と人材会社をつなげるマッチング
サービスを活かして、「学ぶ」と「働く」のトータルサポートを強化。

■ 実施内容 
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動画コンテンツ
制作

限定生放送
配信

学習コミュニティ
Schoo

30

『限定生放送配信サービス』

サントリー
ホールディングス様

メンバーズ 様

従業員向けに実施しているセミナーの一部をオンラインでのライブ
配信で実施。多拠点展開しており、オフラインでは参加できない本社
以外の拠点の方々も参加可能に。
会社としての重点テーマや従業員の興味が高いテーマを元に、Schooでコンテ
ンツの企画や外部講師のアサイン、当日の配信まで実施。

■ 実施内容 
従業員と顧客向けに実施したオフラインでのセミナーを同時にオンラインでのラ
イブ配信で実施。オフラインでは参加できない遠方の方々も参加可能に。オフラ
インセミナーの内容を踏まえ、Schooでオンライン
向けの企画ディレクションと双方向コミュニケーション設計、当日の
配信まで実施。

■ 実施内容 

※上記画像は実際のものではなく、弊社他企画の参考画像
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授業カテゴリ例・
階層別研修カリキュラム例

Appendix
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授業動画カテゴリ（1/3）

専門的なスキル その他汎用的なスキル

OAスキル

Excel PowerPoint Word

Googleスプレッドシート  資料作成

マネジメント

マネジメント 人材育成 リーダーシップ

コーチング チームビルディング ビジョンマネジメント

キャリアマネジメント 評価・フィードバック 後輩育成術

思考術

モチベーション 思考法 ロジカルシンキング

発想法 心理学 読書術

学習法 ブレスト 行動習慣

情報セキュリティ コンプライアンス セクハラ・パワハラ

ビジネススキル

PDCA コミュニケーション術 フレームワーク

ビジネスマナー ファシリテーション プレゼンテーション

交渉術 仕事術 印象づくり

業務効率化 課題解決力 情報活用

新規事業 報連相 シミュレーション

※カテゴリ数が多いため、一部抜粋
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授業動画カテゴリ（2/3）

専門的なスキル その他汎用的なスキル

※カテゴリ数が多いため、一部抜粋

エンジニア

プログラミング SEスキル ネットワーク

開発技法 資格・試験対策 データ分析

システム設計 セキュリティ データベース

要件定義 文書作成 サーバー

企画・マーケティング

企画提案 ライティング・編集 マーケティング戦略

アクセス解析 プロジェクトマネジメント 広告

SEO コンテンツマーケティング SNSマーケティング

ブランディング アドテクノロジー グロースハック

広報・PR Webディレクション マーケティング入門

Webデザイン

UI / UX HTML Webデザイン

CSS WordPress レスポンシブデザイン

グラフィック

デザイン Illustrator Photoshop

イラスト制作 グラフィックデザイン DTP

写真撮影・加工 グラフィックレコーディング 動画制作・編集
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授業動画カテゴリ（3/3）

専門的なスキル その他汎用的なスキル

※カテゴリ数が多いため、一部抜粋

職種別

営業 人事 採用

ヘルスケア

メンタルヘルス 美容 食事

筋トレ ストレッチ 睡眠

社会

社会 経済 政治

メディア 国際社会 未来予測

業界ニュース 地域活性

テクノロジー

イノベーション IoT AI

ブロックチェーン VR・AR 5G

英語

英会話 ビジネス英語 TOEIC

教養

歴史 哲学 数学

教育 アート・芸術 日本文化
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新社会人
内定者〜社会人1年目

若手職員・社員
入社2-3年目

中堅職員・社員
課長・リーダー

管理職
部長・マネージャー

上位管理職・経営層
経営者・役員

ビジネス基礎

OAスキル

対人スキル

セルフ
マネジメント

マネジメント・
リーダーシップ

新社会人のためのマインドセット研修

社会人への意識転換研修

社会人基礎スキル向上研修(ビジネスマインド編)

ビジネス文書・メール作成研修

社会人基礎スキル向上研修(OAスキル編)

自立心・主体性向上研修

OAスキル研修(Excel編)

OAスキル研修(PowerPoint編)

OAスキル研修(Word編)

営業に活かす！OA基礎研修

メンタルヘルス研修

ファシリテーション研修

リスクマネジネント研修

交渉力強化研修

偉人から学ぶ！リーダー力向上研修

営業マネージャー研修

新任マネージャー研修

生産性向上研修

組織マネジメント研修

経営数字力強化研修

部下とのコミュニケーション向上研修

部下育成研修

OJT研修

コミュニケーション力向上研修

セルフマネジメント研修

モチベーションアップ研修

リーダーシップ研修

業務改善研修

組織運営研修

課題解決研修

コミュニケーション入門研修

コミュニケーション実践研修

ビジネスマナー研修

モチベーション管理研修

社会人へのスタートダッシュ研修

ビジネス基礎研修（ビジネスマナー編）

ビジネス基礎研修（プレゼンテーション編）

ビジネス基礎研修（情報収集編）

【営業向け】商談の場で活かす！提案力向上研修

営業効率化に活かす！タイムマネジメント研修

営業基礎研修

顧客との信頼関係構築に活かす！雑談力向上研修

顧客ニーズの引き出しに活かす！ヒアリングスキル向上研修

Excel入門編研修

ロジカルシンキング初級

キャリアアップ支援研修(2年目)

ストレス対処力向上研修

後輩育成スキル向上研修

業務遂行力向上研修

コーチング研修

ビジョンマネジメント研修

社会人基礎スキル向上研修(コミュニケーション編)

よくわかるコンプライアンス研修

キャリアアップ支援研修(1年目) キャリアアップ支援研修(3年目)

ロジカルシンキング中級

クリックいただくと詳細ページに遷移いたします。

階層別スキル研修カリキュラム
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