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無料の映像サイトのご案内
下記の映像の多くは短時間で、製造業の改善～人材育成までを効果的に進めていただく

ため、You Tube にて、無料公開させていただいた内容です。大半は 10 分以内、皆様には
広くご活用を願う次第です。2023 年 5 月より Kindle 書の絵本の掲載を開始しましたので、
ご利用いただければ幸いです（絵本＋You tube 利用の E-Book です）。

令和・5 年・5 月 16 日更新   QCD 革新研究所 所長 中村茂弘
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【本サイトご利用に関するご参考内容】

① OnDeCo の案内（映像にて解説）

https://www.youtube.com/watch?v=9noXJdEdN64&feature=youtu.be

② On-Line 研修の解説（映像にて解説）

http://www.youtube.com/watch?v=qZGddfeGMMw&feature=youtu.be

③ URL：qcd.jp 無料文献の利用法ご案内（映像にて解説）

https://www.youtube.com/watch?v=gzhniBPipyw&feature=youtu.be

④ 新型コロナウイルス襲来：逆境時に Zoom・テレワークで改善と力量 UP!

https://www.youtube.com/watch?v=AZFm3lfoYo0
⑤ コロナショック・製造業の打開策を探る！

https://www.youtube.com/watch?v=XCovbBKRzUY
⑥ コロナショック対・製造業のリスクの実務（ご紹介）

https://www.youtube.com/watch?v=Rf_GRwjyFpY

⑦ コロナショック対策へ向けた緊急討論の例

https://www.youtube.com/watch?v=VwizUmBa5qo
⑧ コロナショック対策へアイデア発想法を駆使

https://www.youtube.com/watch?v=Ve81o9zM_yk
⑨ Zoom・テレワークで逆境に改善を！

https://www.youtube.com/watch?v=AZFm3lfoYo0
⑩ ⑨の解説編

http://www.qcd.jp/pdf/online/Z00m-TW-Y20-3-17.pdf
⑪ コロナショック企業側の最新の対策を調査（2020 年 4 月 4 日現在！）

https://www.youtube.com/watch?v=Po6Ug2v__lg
⑫ コロナショック→製造業の早期脱出手順
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https://www.youtube.com/watch?v=pbUnRASA-kc

（13）新型コロナ対策に役立か？江戸の知恵！

https://www.youtube.com/watch?v=M9NdhEWtxZ8

（14）新型コロナ BCP 対策に寄せて（第２波以降の対策に向けて）

https://www.youtube.com/watch?v=LMfU35QDScA

（15）A guide about the Measures against New coronavirus BCP

https://www.youtube.com/watch?v=1-YIaZ2u1KU

（16）新型コロナ BCP 対策「製造業で展開する際の実務」

https://www.youtube.com/watch?v=2LB8yg1kOjA

（17）新型コロナウイルス BCP・BCM 対策無料 E-Book の案内と設問集

https://www.youtube.com/watch?v=FLpRBRvuLVo

（１８）新型コロナ対策時代の対応事例に学ぶ（最近の報道を見てまとめ）

https://www.youtube.com/watch?v=CJ90QPj2Po8

（１９）Zoom テレワーク支援 PR

https://www.youtube.com/watch?v=Q2UuOdPGLCc

（２０）新型コロナ第３波～対策製造業における有効策の整理

https://www.youtube.com/watch?v=NYGbsmTbjU8

（２１）「緊急事態宣言」：私は次のような解釈で新型コロナ対策を頑張ります！

https://www.youtube.com/watch?v=m5GBMF0xV_A

１，戦略とリーダーシップ （関連無料著書は qcd.jp の無料サイトに掲載中）

（１）経営戦略の展開
（日本で早急に革新が進んだ事例など、なお、日産・ゴーン改革は削除）

https://www.youtube.com/watch?v=25oPmrh68qY&feature=youtu.be 
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（２）ターゲット・コストとタイム対策

https://www.youtube.com/watch?v=v5K9BiErZuw&feature=youtu.be

（３）リーダーシップ実践の技に学ぶ：その１「戦略」

https://www.youtube.com/watch?v=kOTVVYBfFOw&feature=youtu.be

（４）リーダーシップ実践の技に学ぶ：その２「リーダーの要件」

https://www.youtube.com/watch?v=gcptxTkrxVE&feature=youtu.be

（５）リーダーシップ実践の技に学ぶ：その３「孫子の兵法」

https://www.youtube.com/watch?v=_yK-InzEjI4&feature=youtu.be

（６）リーダーシップ実践の技に学ぶ：その４「上杉鷹山の活動」

https://www.youtube.com/watch?v=-kyNDaBEZ7I&feature=youtu.be

（７）リーダーシップ実践の技に学ぶ：その５「朱元璋の活動」

https://www.youtube.com/watch?v=wGKLH0fnZwo&feature=youtu.be

（８）リーダーシップ実践の技に学ぶ：その６「チンギス・ハンの活動」

https://www.youtube.com/watch?v=0IQBZM83ZDo&feature=youtu.be

（９）リーダーシップ実践の技に学ぶ：その８「JAL 再生・稲盛氏の活動」

https://www.youtube.com/watch?v=0tMBlobI2zQ&feature=youtu.be

（１０）リーダーシップ実践の技に学ぶ：その９「GE・ウエルチ氏時代の活動」

https://www.youtube.com/watch?v=lCWhoCYEV1E&feature=youtu.be

（１１）リーダーシップ実践の技に学ぶ：その１０「目標管理」

https://www.youtube.com/watch?v=WTV-CDu3xWs&feature=youtu.be

（１２）リーダーシップ実践の技に学ぶ：その１１「起死回生時のリーダー」

https://www.youtube.com/watch?v=zCYajeILaBQ&feature=youtu.be

（１３）リーダーシップ実践の技に学ぶ：その１２「腐敗化した組織の見直し」

https://www.youtube.com/watch?v=f-UyOQbH2kU&feature=youtu.be 
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（１４）リーダーシップ実践の技に学ぶ：その１３「組織的活動の見える化」

https://www.youtube.com/watch?v=JIj7g3wfmsc&feature=youtu.be

（１５）リーダーシップ実践の技に学ぶ：その１４「マトリックス組織」

https://www.youtube.com/watch?v=UGEVv853C2o&feature=youtu.be

（１６）リーダーシップ実践の技に学ぶ：その１５「企業継承問題」

https://www.youtube.com/watch?v=50x-kyhhUEg&feature=youtu.be

（１７）リーダーシップ実践の技に学ぶ：その１６「グローバルリーダーの育成」

https://www.youtube.com/watch?v=OpJnSxWz3Dc&feature=youtu.be

（１８）リーダーシップ実践の技に学ぶ：その１７「海外工場の SV 育成と強化」

https://www.youtube.com/watch?v=Geo2fJleYWo&feature=youtu.be

（１９）リーダーシップ実践の技に学ぶ：その１８「海外工場の組織体系」

https://www.youtube.com/watch?v=Yx9ApIGvwDI&feature=youtu.be

（２０）リーダーシップ実践の技に学ぶ：その１９「海外工場のキーマン強化」

https://www.youtube.com/watch?v=txgkJLGigsw&feature=youtu.be

（２１）リーダーシップ実践の技に学ぶ：その２０「新製品開発の位置づけ」

https://www.youtube.com/watch?v=jvojXNlLm0Q&feature=youtu.be

（２２）リーダーシップ実践の技に学ぶ：その２１「新製品の決定」

https://www.youtube.com/watch?v=PolzUpN3tk8&feature=youtu.be

（２３）リーダーシップ実践の技に学ぶ：その２２「新製品 DR 対策」

https://www.youtube.com/watch?v=hVxITgpDOPk&feature=youtu.be

（２４）リーダーシップ実践の技に学ぶ：その２３「新製品・統計活用」

https://www.youtube.com/watch?v=DGM0QAdWYrQ&feature=youtu.be

（２５）リーダーシップ実践の技に学ぶ：その２４「パテント MAP-1」

https://www.youtube.com/watch?v=mh5xwsA_jdM&feature=youtu.be
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（２６）リーダーシップ実践の技に学ぶ：その２５「パテント MAP-2」

https://www.youtube.com/watch?v=bWPgQPCxWaw&feature=youtu.be

（２７）リーダーシップ実践の技に学ぶ：その２６「ニッチ製品の開拓」

https://www.youtube.com/watch?v=BBlIR4ok0N4&feature=youtu.be

（２８）リーダーシップ実践の技に学ぶ：その２７「経営分析と生産活動」

https://www.youtube.com/watch?v=SUlkBmeq0Fs&feature=youtu.be

（２９）リーダーシップ実践の技に学ぶ：その２８「職場作業安全の確保」

https://www.youtube.com/watch?v=nYBEIUzAVCs&feature=youtu.be

（３０）リーダーシップ実践の技に学ぶ：その２９「見える化対策」

https://www.youtube.com/watch?v=Qs6dAqRCqSY&feature=youtu.be

（３１）リーダーシップ実践の技に学ぶ：その３０「モチベーション対策」

https://www.youtube.com/watch?v=6GUhPamhuDY&feature=youtu.be

（３２）リーダーシップ実践の技に学ぶ：その３１「若手社員の離職対策」

  https://www.youtube.com/watch?v=CdZRBM7rrB4&feature=youtu.be

（３３）リーダーシップ実践の技に学ぶ：その３２「多能化対策」

  https://www.youtube.com/watch?v=Jsh8kEUMEJY&feature=youtu.be

（３４）リーダーシップ実践の技に学ぶ：その３３「スキルアップに報いる」

  https://www.youtube.com/watch?v=EM9Ta8bmMS8&feature=youtu.be

（３５）リーダーシップ実践の技に学ぶ：その３４「やる気の集団づくり」

  https://www.youtube.com/watch?v=bDz8rrwYPNk&feature=youtu.be

（３６）リーダーシップ実践の技に学ぶ：その３５「情報共有」

  https://www.youtube.com/watch?v=fsRt0KOvo0Y&feature=youtu.be

（３７）リーダーシップ実践の技に学ぶ：その３６「吉田松陰に学ぶ」

  https://www.youtube.com/watch?v=HveDadHnpuc&feature=youtu.be 
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（３８）リーダーシップ実践の技に学ぶ：その３７「ドラッガーに学ぶ」

  https://www.youtube.com/watch?v=yWrHQpcwQpY&feature=youtu.be

（３９）こんな矛盾は会社をつぶす１「不祥事を起こし謝罪劇企業」
    （以下の著書は http://www.qcd.jp/の http://www.qcd.jp/contradiction.html
     サイトに多数の事例を紹介）

https://www.youtube.com/watch?v=hL9zjWm3bOw&feature=youtu.be 

（４０）こんな矛盾は会社をつぶす２「一般論に酔いしれる企業」

https://www.youtube.com/watch?v=i_DAtwQUXYg&feature=youtu.be

（４１）こんな矛盾は会社をつぶす３「改善放置で働き方改革」

https://www.youtube.com/watch?v=-tSWoshrUbk&feature=youtu.be

（４２）こんな矛盾は会社をつぶす４「発展実務なしに若手の募集」

https://www.youtube.com/watch?v=mvlpojANc6E&feature=youtu.be

（４３）こんな矛盾は会社をつぶす５「顧客無視で新製品の判別」

https://www.youtube.com/watch?v=GcFv_N9G7Jg&feature=youtu.be

（４４）こんな矛盾は会社をつぶす６「自己分析せず無謀戦略展開」

https://www.youtube.com/watch?v=To1-P5t-gWM&feature=youtu.be

（４５）こんな矛盾は会社をつぶす７「経営分析無視でコンサル」

https://www.youtube.com/watch?v=FPxBdt3k0gw&feature=youtu.be
（４６）こんな矛盾は会社をつぶすシリーズ７件のご紹介

https://www.youtube.com/watch?v=spSGcxsx4BI&feature=youtu.be
（４７）こんな企業改革があったのだ！特別編・追加版

https://www.youtube.com/watch?v=BubotRdv7Rg&feature=youtu.be

（４８）ヤブと名医（その１）

https://www.youtube.com/watch?v=ArCiFwBJ5-c&feature=youtu.be
（４９）ヤブと名医（その２）
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https://www.youtube.com/watch?v=MhEnn5rJJVw&feature=youtu.be

（５０）空海の活動に学ぶ企業の社会的使命

https://www.youtube.com/watch?v=Dt-RAG6HIcM&feature=youtu.be

（５１） PCS 社・海外 訪問視察団への講演内容

https://www.youtube.com/watch?v=yAeQVhV8ehw&feature=youtu.be

２，品質向上（不良ゼロ～コンプライアンス対策）

（関連無料著書は http://www.qcd.jp/の無料著書・３期に渡る研究会報告を掲載中）
（１）企業の不祥事（違反、改ざん、不正行為など）の防止対策へ向けて

https://www.youtube.com/watch?v=XW1fgNDLj7I&feature=youtu.be

   （コンプライアンス対策の E-Book は qcd.jp の E-book サイトに紹介）
（２）コンプライアンス問題の対策へ一言（疑問・難問）

https://www.youtube.com/watch?v=zHMHvYrKraM&feature=youtu.be

（３）ISO9000ｓ活用～ダントツ製品化へ

https://www.youtube.com/watch?v=s-HrV936LaI&feature=youtu.be

（４）品質・納期ダントツ化アプローチ１「品質・納期ダントツ化思想」

https://www.youtube.com/watch?v=NjKjJuTL3eQ&feature=youtu.be

（５）品質・納期ダントツ化アプローチ２「IE 利用で品質・納期を飛躍化」

https://www.youtube.com/watch?v=6DpwQOrBP9U&feature=youtu.be

（６）品質・納期ダントツ化アプローチ３「市場直結型生産革新」

https://www.youtube.com/watch?v=ig9EcGfuMrg&feature=youtu.be

（７）品質・納期ダントツ化アプローチ４「国内回帰に見る短納期対応」

https://www.youtube.com/watch?v=KdS-hC3A8mE&feature=youtu.be

（８）品質・納期ダントツ化アプローチ５「特異な中小企業の活動」
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https://www.youtube.com/watch?v=L19rJJ_AIBM&feature=youtu.be

（９）品質・納期ダントツ化アプローチ シリーズ 5 件のご案内

https://www.youtube.com/watch?v=jANSN1_O8u0&feature=youtu.be 

（１０）是正対策（三現主義の活用）の実務

https://www.youtube.com/watch?v=VJCQ_xbIj4g&feature=youtu.be
（１１）不良原因の見える化（ハザード MAP）対策の実務

https://www.youtube.com/watch?v=MQPHu3p6nF4&feature=youtu.be
（１２）なぜなぜ分析と不良ゼロ対策

https://www.youtube.com/watch?v=_L2swAL0Bkg&feature=youtu.be

（１３）比較分析による不良ゼロ対策

https://www.youtube.com/watch?v=xEoR3RsmnQg&feature=youtu.be

（１４）科学的分析による不良ゼロ対策

https://www.youtube.com/watch?v=1D_If6EKn-8&feature=youtu.be

（１５）ヒューマン・エラー対策 不良ゼロ対策への展開

https://www.youtube.com/watch?v=XsZ1ZBApwyA&feature=youtu.be

（１６）ISO9001 の解釈と活用のポイント（ISO9001 活用シリーズその１）  
（以下、ISO 関連の無料著書や文献は http://www.qcd.jp/の無料著書サイトに掲載）

https://www.youtube.com/watch?v=8Bun4eP3FRw&feature=youtu.be

（１７）QMS 活用の視点（ISO9001 活用シリーズ その２）

https://www.youtube.com/watch?v=FV-o3XWwoHM&feature=youtu.be

（１８）ISO7 大原則の活用（ISO9001 活用シリーズ その３）

https://www.youtube.com/watch?v=NuYUDQxWC_U&feature=youtu.be

（１９）有効な内部監査法（ISO9001 シリーズ その４）

https://www.youtube.com/watch?v=2Zlh_ceoIqI&feature=youtu.be
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（２０）標準化と活用（ISO9001 シリーズ その５）

https://www.youtube.com/watch?v=qMEHhSJxjuQ&feature=youtu.be
（２１）標準化対策は泥臭く（TC176 からの提言を含めて：標準化は情報）！

https://www.youtube.com/watch?v=QRXCNjd0O2Q&feature=youtu.be

（２２）ISO9001 運用の盲点と誤解 シリーズ１

https://www.youtube.com/watch?v=t_V8HF9_ak0&feature=youtu.be
（２３）ISO9001 運用の盲点と誤解 シリーズ２ QMS 全体

https://www.youtube.com/watch?v=uRi6LLPva-s&feature=youtu.be

（２４）ISO9001 運用の盲点と誤解 シリーズ３ 監査

https://www.youtube.com/watch?v=ZVMW8jdYGSU&feature=youtu.be

（２５）見える化 ISO 活用術

https://www.youtube.com/watch?v=hGMxGoKWUJA&feature=youtu.be

（２６）HE 対策は個人の技！総花的対策は問題（疑問・難問）

https://www.youtube.com/watch?v=i0_d6ZwKHe4&feature=youtu.be
（２７）進まないＨＥ対策に一言

https://www.youtube.com/watch?v=nodZeJS5JLo&feature=youtu.be
（２８）不良ゼロ対策の３つの障害（疑問・難問）

https://www.youtube.com/watch?v=3vLw41g_Dgs&feature=youtu.be
（２９）ダメ出し HE 対策の限界

https://www.youtube.com/watch?v=pP3agANF_O0&feature=youtu.be

（３０）TZD 研究会制作：不良・クレームゼロ対策ビデオ（40 分程度）

https://www.youtube.com/watch?v=NJQgToRXeR0
（３１）全員参画不良ゼロ対策の見える化（TZD 研究会・総合紹介 30 分程度）

https://www.youtube.com/watch?v=tkU8KOTjALY&feature=youtu.be
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（３２）品質コストで個人ベースの HE 対策を！

https://www.youtube.com/watch?v=pnMgdKcuiNA&t=2s
（３３）品質コスト対策は重要だ！

https://www.youtube.com/watch?v=4Z6pu1dTygA&feature=youtu.be
（３４）標準化の進化への期待

https://www.youtube.com/watch?v=RAY2IbP4s2M&feature=youtu.be

（３５）大川小学校の悲劇に学ぶ標準化の運用

https://www.youtube.com/watch?v=90s-gX5CyKk&feature=youtu.be

（３６）自律型・コンプライアンス対策ガイド

https://www.youtube.com/watch?v=9JFdzsms6Cg&feature=youtu.be

（３７）手抜き～違反防止対策（製造現場の対策事例）

https://www.youtube.com/watch?v=6KsDTzEIfvc

（３８）製造業の不祥事対策を探る！

https://www.youtube.com/watch?v=5FDA-yEb4kU&feature=youtu.be

（３９）全員参画でコンプライアンス問題の対策を展開

https://www.youtube.com/watch?v=mMLU2dFWNfg
（４０）次世代トップ育成に有効な内部監査活用法

https://www.youtube.com/watch?v=4ukJmOMIq3I

（４１）IoT 時代のデータ改ざん策のご紹介

https://www.youtube.com/watch?v=6lGHBD7TkG8

（４２）「HE＋安全対策対策手法は自社・ご自身に合わせて使い安い改造方式で！」

   https://www.youtube.com/watch?v=mibBRpWvq4I

３，食品異物混入ゼロ対策：
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（食品異物対策の E-Book は http://www.qcd.jp/の E-book サイトに紹介）
（１）食品異物対策シリーズ（その１）「全体のガイダンス」

  https://www.youtube.com/watch?v=8S4J37RoGec&feature=youtu.be

（２）食品異物対策シリーズ（その２）「中国餃子問題の解析」

  https://www.youtube.com/watch?v=mGjoIYSZVX0&feature=youtu.be

（３）食品異物対策シリーズ（その３）「食品関連法の違反と対策」

  https://www.youtube.com/watch?v=4Gf6CtG2IPo&feature=youtu.be

（４）食品異物対策シリーズ（その４）「物理現象解析」

  https://www.youtube.com/watch?v=pijomtkG9V8&feature=youtu.be

（５）食品異物対策シリーズ（その５）「昆虫混入対策」

  https://www.youtube.com/watch?v=-2dRZMY6gSw&feature=youtu.be
（６）食品異物対策シリーズ（その６）「毛髪混入対策」

  https://www.youtube.com/watch?v=PoYtbjpC8TI&feature=youtu.be

（７）食品異物対策シリーズ（その７）「食品異物ハザード MAP 対策」

https://www.youtube.com/watch?v=if10Ua3Avzk&feature=youtu.be

（８）食品異物対策シリーズ（その８）「HACCP などの利用法」

  https://www.youtube.com/watch?v=22ZPbzazyfk&feature=youtu.be

（９）食品異物対策シリーズ（その９）「現場管理者の行動」

  https://www.youtube.com/watch?v=ruYBKlEvjvw&feature=youtu.be 
（１０）食品異物対策シリーズ１～９のご案内

https://www.youtube.com/watch?v=EL7lYPRZxm4&feature=youtu.be

（１１） 食品異物対策の実務

https://www.youtube.com/watch?v=hKlF1UnfisM

４，作業安全対策と自然災害（BCP）対策  
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（以下、関連の無料著書は qcd.jp の無料サイトに掲載中）
（１）作業安全対策シリーズ No.1 「労働災害の現状～対策へ」

https://www.youtube.com/watch?v=EOwBkQwzsA0&feature=youtu.be

（２）作業安全対策シリーズ No.2 「労働災害の影響」

https://www.youtube.com/watch?v=rR6G6FLU4dI&feature=youtu.be

（３）作業安全対策シリーズ No.3 「災害事例の解析」

https://www.youtube.com/watch?v=VKeGEZNoRds&feature=youtu.be

（４）作業安全対策シリーズ No.4 「HE 面から見た事故防止」

https://www.youtube.com/watch?v=wUvew-4uvjc&feature=youtu.be

（５）作業安全対策シリーズ No.5 「KYT 実践の実務」

https://www.youtube.com/watch?v=qWesgeSZr84&feature=youtu.be

（６）作業安全対策シリーズ No.6 「ハザード MAP」

https://www.youtube.com/watch?v=5LGjMcvMc-4&feature=youtu.be

（７）作業安全対策シリーズ No.7 「現場安全管理の実務」

https://www.youtube.com/watch?v=n_bvjznmD7k&feature=youtu.be

（８）作業安全対策シリーズ No.1～No.7 のご案内

https://www.youtube.com/watch?v=5irwyqiUiYA&feature=youtu.be

（９）冷凍職場の安全対策

https://www.youtube.com/watch?v=ks29Whp8vlA&feature=youtu.be

（１０）3･11 に学ぶ BCP 対策（その１）「3･11：巨大津波の教訓」

https://www.youtube.com/watch?v=9TEie5aH0cs&feature=youtu.be

（１１）3･11 に学ぶ BCP 対策（その２）「3・11：巨大津波の経過」

https://www.youtube.com/watch?v=wsyXZJ8eaJ4&feature=youtu.be

（１２）3･11 に学ぶ BCP 対策（その３）「事実に基づく津波対策」
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https://www.youtube.com/watch?v=Ccc3gL0ydvk&feature=youtu.be

（１３）3･11 に学ぶ BCP 対策（その４）「福島原発事故の分析」

https://www.youtube.com/watch?v=zCULtItG30Y&feature=youtu.be

（１４）3･11 に学ぶ BCP 対策（その５）「地球温暖化に伴う水害対策」

https://www.youtube.com/watch?v=NT31NQcvW1Y&feature=youtu.be

（１５）3･11 に学ぶ BCP 対策（その６）「BCP 対策要件」

https://www.youtube.com/watch?v=-aE-RwZBUzo&feature=youtu.be

（１６）3･11 に学ぶ BCP 対策（その７）「BCP 対策で得たもの」

https://www.youtube.com/watch?v=uWG_XR947Mg&feature=youtu.be 

（１７）3･11 に学ぶ BCP 対策（その８）「減災への備えと非難訓練」

https://www.youtube.com/watch?v=sfMlsO7E1Kg&feature=youtu.be
（１８）3･11 に学ぶ BCP 対策（その９）「自然災害対へ向けた各種開発」

https://www.youtube.com/watch?v=vt6iCttfWJ0&feature=youtu.be

（１９）3･11 に学ぶ BCP 対策シリーズ１～９のご案内

https://www.youtube.com/watch?v=7hYHYm3pWSo&feature=youtu.be

（２０）BCP 講演会（2011 年 3･11 直後 JMA にて、約 1 時間）

http://www.youtube.com/watch?v=hYknJwG0dfo&feature=youtu.be

（２１）工場災害対策ガイド

https://www.youtube.com/watch?v=l6Zv1_6q8MI&feature=youtu.be

（２２）BCP 対策の実務

https://www.youtube.com/watch?v=t0d0oWgUaDw&feature=youtu.be

（２３）風水害対策の調査

https://www.youtube.com/watch?v=_Yac5fOiRBc&feature=youtu.be
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５，経営財務：子供が解かる BS・PL・CF 

（５S 改善の E-Book は qcd.jp の E-book サイトに紹介、無料著書は http://www.qcd.jp/）
（１）経営・財務 子供にも解る程度にした BS、PL.CF

https://www.youtube.com/watch?v=JDHPDd_PY5I
（２）経営・財務シリーズ（基礎編）-１「子供も判る経営財務とは？」

https://www.youtube.com/watch?v=ck7rYOE_4qo&feature=youtu.be
（３）経営・財務シリーズ（基礎編）-２「利益確保の必要性！」

https://www.youtube.com/watch?v=nfkQqLIbSTk&feature=youtu.be

（４）経営・財務シリーズ（基礎編）-３「原価低減対策のコツ！」

https://www.youtube.com/watch?v=khu9p7InJU4&feature=youtu.be

（５）経営・財務シリーズ（基礎編）-４「PL：損益計算書とは？」

https://www.youtube.com/watch?v=rmyRfvmsolc&feature=youtu.be

（６）経営・財務シリーズ（基礎編）-５「損益分岐点解析とは？」

https://www.youtube.com/watch?v=0A34NPuoMe8&feature=youtu.be

（７）経営・財務シリーズ（基礎編）-６「BS：貸借対象表とは？」

https://www.youtube.com/watch?v=laDhvCBCYXM&feature=youtu.be
（８）経営・財務シリーズ（基礎編）-７「BS・PL による財務分析」

https://www.youtube.com/watch?v=8X3tVB15qmk&feature=youtu.be

（９）経営・財務シリーズ（基礎編）-８「BS・PL が持つ問題！」

https://www.youtube.com/watch?v=YByYM6iMIzM&feature=youtu.be
（１０）経営・財務シリーズ（実務編）-１「CF 報告書とは？」

https://www.youtube.com/watch?v=pTHa4LkRg8s&feature=youtu.be

（１１）経営・財務シリーズ（実務編）-２「CF を使うと、判る不正！」

https://www.youtube.com/watch?v=RhfLDQpG_mc&feature=youtu.be



16

（１２）経営・財務シリーズ（実務編）-３「実務に適用「経営・財務」 」

https://www.youtube.com/watch?v=7enK2HvOhe8&feature=youtu.be
（１３）経営・財務シリーズ（実務編）-４「経営・財務解析の実務」

https://www.youtube.com/watch?v=gYzkshh7ptk&feature=youtu.be

（１４）経営・財務シリーズ（実務編）-５「経営・財務の判断ミス対策」

https://www.youtube.com/watch?v=s1BsGYeIOAQ&feature=youtu.be

（１５）経営・財務シリーズ（実務編）-６「困る問題を宝の山に！」

https://www.youtube.com/watch?v=vWI15UMUDDk&feature=youtu.be
（１６）経営・財務シリーズ（実務編）-７「知って便利な専門用語」

https://www.youtube.com/watch?v=_1xNymZSY0Q&feature=youtu.be

（１７）経営・財務シリーズ PR 版（基礎編・実務編）

https://www.youtube.com/watch?v=AVV_1iIDZhc&feature=youtu.be

６，作業効率化対策

（IE 手法の実践、工場レイアウト設計などの無料著書は http://www.qcd.jp/に）
（１） SLIM:新レイアウト設計法
（工場レイアウト設計法は http://www.qcd.jp/pdf/corporateActivuty/SLIM.pdf
の中に詳しく紹介）

https://www.youtube.com/watch?v=oE7eLd62g3s&feature=youtu.be
（２）セル生産の見直し

https://www.youtube.com/watch?v=PvcZs83T8cg&feature=youtu.be
（３）改善手法が持つ限界

https://www.youtube.com/watch?v=Woji7wQAK54&feature=youtu.be 

（４）教育訓練ゲーム：①「セル生産の作り方」

https://www.youtube.com/watch?v=Vprwt_RH5c4&feature=youtu.be
（５）ピンボード演習風景
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http://www.youtube.com/watch?v=LGcd1jiYBWg&feature=youtu.be

（６）教育訓練ゲーム：② 「ピンボードゲーム」

https://www.youtube.com/watch?v=2oIElWRB6C8&feature=youtu.be
（７） パントマイム改善：ファイル作成作業の効率化

http://www.youtube.com/watch?v=RkBN5JjN-a8&feature=youtu.be

（８）現場発表風景 UK

http://www.youtube.com/watch?v=rJADZXHm4Wc&feature=youtu.be

（９）すばらしき IE：引っ越しの PERT

https://www.youtube.com/watch?v=ZNq4MrIfILM&feature=youtu.be
（１０）５M 段階改善法

http://www.youtube.com/watch?v=0Kkv5U075S8&feature=youtu.be
（１１）TOC（制約の条件）について

https://www.youtube.com/watch?v=JYtjyHWEfWE&feature=youtu.be

（１２）リーン生産方式の適用が低い理由

https://www.youtube.com/watch?v=fQ19vW2K6jQ&feature=youtu.be

（１３）TPM：故障ゼロ生産の進め方

https://www.youtube.com/watch?v=KQCj53aG63k&feature=youtu.be
（１４）IoT とノウハウ自動化対策、（その１）技術伝承と LCA 対策

https://www.youtube.com/watch?v=APHByz2YP_k 

（１５） IoT とノウハウ自動化対策（その２） ローコスト自動化アプローチ

https://www.youtube.com/watch?v=Mhldq3-1rsc

（１６） IoT とローコスト自動化対策（その３）LCA 対象の判定と自動化の有効性

https://www.youtube.com/watch?v=069NurHiCJU
（１７）生産管理
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https://www.youtube.com/watch?v=_t-70LUe9RQ&feature=youtu.be

（１８）工程分析＋ビデオスピード改善

https://www.youtube.com/watch?v=K21kiEjim0s&feature=youtu.be
（１９）パントマイム改善（電気部品組み立て）

https://www.youtube.com/watch?v=AdE2E--391E
（２０）多種少量生産に対応したモデル思想

https://www.youtube.com/watch?v=4ffX4fLJVVc&feature=youtu.be
（２１）多種少量生産への標準時間設定法

https://www.youtube.com/watch?v=ou5RBq2DbBM&feature=youtu.be

７，５S 改善（製造現場から、事務・間接部門、病院）

（５S 改善の E-Book は http://www.qcd.jp/の E-Book サイトに、無料著書も同サイトに）
（１）経営直結型５S 改善

https://www.youtube.com/watch?v=Ahg37Yj6Gcw
（２）５S 改善ガイド

https://www.youtube.com/watch?v=rXoeSXeUOl4&feature=youtu.be
（３）間接部門の５Ｓ改善・シリーズ１「間接５S の定義は？」

https://www.youtube.com/watch?v=Cu0zwqqNIFk&feature=youtu.be

（４）間接部門の５Ｓ改善・シリーズ２「間接５S 改善の目的」

https://www.youtube.com/watch?v=jN4RC5pz3mE&feature=youtu.be 

（５）間接部門の５Ｓ改善・シリーズ３「簡単に終わる間接５Ｓ」

https://www.youtube.com/watch?v=RROtP4f83GM&feature=youtu.be

（６）間接部門の５Ｓ改善・シリーズ４「間接５Ｓ改善の技」
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https://www.youtube.com/watch?v=3No6-WsQ8xY&feature=youtu.be
（７）間接部門の５Ｓ改善・シリーズ５「ミス防止の５Ｓ改善」

https://www.youtube.com/watch?v=cUo-WrdO29k&feature=youtu.be

（８）間接部門の５Ｓ改善・シリーズ６「５Ｓのムダの見える化対策」

https://www.youtube.com/watch?v=7z0Z7QiPHPQ&feature=youtu.be

（９）間接部門の５Ｓ改善・シリーズ７「経費節減５Ｓ改善」

https://www.youtube.com/watch?v=1irXWm5cj2I&feature=youtu.be

（１０）間接部門の５Ｓ改善・シリーズ８「コミュニケーション５Ｓ改善」

https://www.youtube.com/watch?v=nFkiD7Q1w1w&feature=youtu.be

（１１）間接部門の５Ｓ改善・シリーズ９「目に見難い問題の５Ｓ改善」

https://www.youtube.com/watch?v=0VV_699bv7M&feature=youtu.be

（１２）間接部門の５Ｓ改善・シリーズ１～９ ご案内・PR

https://www.youtube.com/watch?v=Nflo8yfor2w&feature=youtu.be
（１３） 病院の５S 改善

https://www.youtube.com/watch?v=S9DtopUjLrU&feature=youtu.be

（１４） 外部志向の病院５S 改善：岩手県立中部病院

https://www.youtube.com/watch?v=sXU-e13HZMk&feature=youtu.be

８，サプライヤー品質の向上と指導

（１）嫌われ防止サプライヤー連携（疑問・難問）

https://www.youtube.com/watch?v=BsM_FfrXhWM&feature=youtu.be
（２）サプライヤーの品質向上・指導法１「サプライヤー評価」

https://www.youtube.com/watch?v=iBEJ3S1m7Rs&feature=youtu.be

（３）サプライヤーの品質向上・指導法２「積極化・自主的体質へ向ける指導」
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https://www.youtube.com/watch?v=CWy98WaUNV4&feature=youtu.be

（４）サプライヤーの品質向上・指導法３「理にかなったクレーム対策」

https://www.youtube.com/watch?v=ZIhch_g1cCI&feature=youtu.be
（５）サプライヤーの品質向上・指導法４「ISO 利用による確実性増強」

https://www.youtube.com/watch?v=GMDzrSjO5Do&feature=youtu.be
（６）サプライヤーの品質向上・指導法５「連携強化のための DR 対策」

https://www.youtube.com/watch?v=BFB1xpPA71Y&feature=youtu.be
（７）サプライヤーの品質向上・指導法 PR 版

https://www.youtube.com/watch?v=IeooopcUzF0&feature=youtu.be

９，物流改善

（１）物流改善シリーズ‐１「３PL における頭脳面の対策」

https://www.youtube.com/watch?v=dN_jE54UnYA&feature=youtu.be

（２）物流改善シリーズ‐２「物流手段の選択とエコドライブ」

https://www.youtube.com/watch?v=xnMLQkfao8o&feature=youtu.be

（３）物流改善シリーズ‐３「物流問題総点検（チェック）」

https://www.youtube.com/watch?v=NwaB9zYH6ak&feature=youtu.be

（４）物流改善シリーズ‐４「物流レイアウト最適化対策」

https://www.youtube.com/watch?v=jvL1VXMkQsg&feature=youtu.be

（５）物流改善シリーズ‐５「荷扱い改善～効率向上対策」

https://www.youtube.com/watch?v=_Ai1L2Gu0-c&feature=youtu.be

（６）物流改善シリーズ‐６「誤配送などのミス防止対策」

https://www.youtube.com/watch?v=8esxBKERrdg&feature=youtu.be

（７）物流改善シリーズ‐７「負荷量変動スクランブル対策」
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https://www.youtube.com/watch?v=m2IbNfPTQCI&feature=youtu.be

（８）物流改善シリーズ‐８「運搬ダイヤ（スケジューリング） 」

https://www.youtube.com/watch?v=zO-s0jDMGNM&feature=youtu.be

（９）物流改善シリーズ‐９「IT 時代の物流システム」

https://www.youtube.com/watch?v=jwkm1pf7IVI&feature=youtu.be

（１０）物流改善シリーズ‐１－９の紹介

https://www.youtube.com/watch?v=G-eR5rid81o&feature=youtu.be

１０，省電力・リサイクル（地球環境問題）対策  

（本件の無料著書や研究会の活動記録などは http://www.qcd.jp/に掲載）
（１）省電力対策シリーズ-１「3・11 時の電力問題と影響」

https://www.youtube.com/watch?v=elglO2oeCAc&feature=youtu.be

（２）省電力対策シリーズ-２「冷静な分析を要する電力の実態」

https://www.youtube.com/watch?v=I6G7_J2IRbw&feature=youtu.be

（３）省電力対策シリーズ-３「適用可能な省電力対策」

https://www.youtube.com/watch?v=Wkzwss8u9Gw&feature=youtu.be

（４）省電力対策シリーズ-４「物づくり改善と電力低減」

https://www.youtube.com/watch?v=ZkbrkyVwUYs&feature=youtu.be

（５）省電力対策シリーズ-５「物づくり革新と電力革新」

https://www.youtube.com/watch?v=m-5MTTPRMfA&feature=youtu.be

（６）省電力対策シリーズ-６「未来の省電力生産構想」

https://www.youtube.com/watch?v=Ju-qZU5CLkQ&feature=youtu.be

（７）省電力対策シリーズ１～６【ご案内】

https://www.youtube.com/watch?v=YW7hzRXcUh0&feature=youtu.be

（８）省電力対策  
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https://www.youtube.com/watch?v=y9Y_VJFkJM4&feature=youtu.be

（９）ISO14001 活用・EMS 展開法

https://www.youtube.com/watch?v=oi-4STmufag

（１０）リサイクル対策シリーズ１「地球環境問題と製造業側の対処」

https://www.youtube.com/watch?v=qXODiWY1cis&feature=youtu.be

（１１）リサイクル対策シリーズ２「３R→８R 対策が必要な物づくり～逆生産対応」

https://www.youtube.com/watch?v=K0QViMRwx14&feature=youtu.be
（１２）リサイクル対策シリーズ３「リサイクル対策技術の実際」

https://www.youtube.com/watch?v=7TsvT1Bw6Jk&feature=youtu.be 
（１３）リサイクル対策シリーズ３件のご紹介

https://www.youtube.com/watch?v=-fkECiT3VUo&feature=youtu.be
（１４） EV 製作風景

http://www.youtube.com/watch?v=Aufec3U8Ibo&feature=youtu.be

（１５） EV 公開・試乗会

http://www.youtube.com/watch?v=nifpN_C6HAA

（１６） 今後が気になる緊急節電対策へのお願い（SDGｓ＋恒久的を願って）

http://www.youtube.com/watch?v=mBcgSJF5E5o
（１７）地熱発電対策に努力される皆様に送るエール

http://www.youtube.com/watch?v=J0kbi4X7L1w
（１８）電力ひっ迫対策に根本的対策を願って！

http://www.youtube.com/watch?v=xsyJtqYuSbw

１１，物づくりトップキーマン育成・強化の技術

   （本項目の無料著書は http://www.qcd.jp/の無料著書サイトに掲載）
（１）「物づくりトップキーマン実力 UP の視点」フェーズⅠ全体の紹介
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https://www.youtube.com/watch?v=pIta_tleruU&feature=youtu.be

（２）「物づくりトップキーマン実力 UP の視点」フェーズⅠ‐①
    『トップキーマンの必須要件』

https://www.youtube.com/watch?v=-hzBBvqstnA&feature=youtu.be

（３）「物づくりトップキーマン実力 UP の視点」フェーズⅠ‐②
    『キーマン育成体験に学ぶ』

https://www.youtube.com/watch?v=mCc3cQR7bHQ&feature=youtu.be

（４）「物づくりトップキーマン実力 UP の視点」フェーズⅠ‐③
    『儲かる仕組みづくり』

https://www.youtube.com/watch?v=W_6h0A9rBsg&feature=youtu.be
（５）「物づくりトップキーマン実力 UP の視点」フェーズⅠ‐④
    『実力強化の勉強法』

https://www.youtube.com/watch?v=JHwJOYiW1bc&feature=youtu.be

（６）「物づくりトップキーマン実力 UP の視点」フェーズⅠ‐⑤
    『古典的リーダーに学ぶ』

https://www.youtube.com/watch?v=sh0OHoBYCaU&feature=youtu.be
（７）「物づくりトップキーマン実力 UP の視点」フェーズⅠ‐⑥（前編）
    『近年のリーダーに学ぶ』

https://www.youtube.com/watch?v=LJyzDxr743s&feature=youtu.be
（８）「物づくりトップキーマン実力 UP の視点」フェーズⅠ‐⑥（後編）
    『近年のリーダーに学ぶ』

https://www.youtube.com/watch?v=Y3Jvdyjuvds&feature=youtu.be

（９）「物づくりトップキーマン実力 UP の視点」フェーズⅠ‐⑦
    『部下に任せる体制作り』

https://www.youtube.com/watch?v=NNGOzxj8888&feature=youtu.be

（１０）「物づくりトップキーマン実力 UP の視点」フェーズⅡPR 版
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https://www.youtube.com/watch?v=RINU9UX1rlk&feature=youtu.be

（１１）「物づくりトップキーマン実力 UP の視点」フェーズⅡ‐①
『品質向上不良対策』

https://www.youtube.com/watch?v=B-uk9dU7J4o&feature=youtu.be
（１２）「物づくりトップキーマン実力 UP の視点」フェーズⅡ‐②
     『スピード＋徹底ムダ排除』

https://www.youtube.com/watch?v=_Lt-1jX-kDs&feature=youtu.be

（１３）「物づくりトップキーマン実力 UP の視点」フェーズⅡ‐③
      『儲かる５S 改善の活用』

https://www.youtube.com/watch?v=YkNZlHnyQYQ&feature=youtu.be

（１４）「物づくりトップキーマン実力 UP の視点」フェーズⅡ‐④
    『短期・故障ゼロ生産の実現』

https://www.youtube.com/watch?v=ubOyP4sfOSc&feature=youtu.be

（１５）「物づくりトップキーマン実力 UP の視点」フェーズⅡ‐⑤
    『顧客直結短納期対応』

https://www.youtube.com/watch?v=kROy0jqn3MY&feature=youtu.be
（１６）「物づくりトップキーマン実力 UP の視点」フェーズⅡ‐⑥
    『スピード技術・技能伝承』

https://www.youtube.com/watch?v=wLe4Mpka6uE&feature=youtu.be

（１７）「物づくりトップキーマン実力 UP の視点」フェーズⅡ‐⑦
    『ISO 類の有効活用』

https://www.youtube.com/watch?v=_r04Zm6xsTU&feature=youtu.be

（１８）「物づくりトップキーマン実力 UP の視点」フェーズⅡ‐⑧
    『ノウハウ・個人情報保護』

https://www.youtube.com/watch?v=nDNGdIfHwRI&feature=youtu.be
（１９）「物づくりトップキーマン実力 UP の視点」フェーズⅢ‐１
  『自から手がける働き方改革』
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https://www.youtube.com/watch?v=g3J7kvmYPq8&feature=youtu.be

（２０）「物づくりトップキーマン実力 UP の視点」フェーズⅢ‐２
   『仲間と共に強い組織づくり』

https://www.youtube.com/watch?v=fjSv0lM4aOM&feature=youtu.be

（２１）「物づくりトップキーマン実力 UP の視点」フェーズⅢ‐３
   『有効なｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ対策』

https://www.youtube.com/watch?v=HzrfHeupotY&feature=youtu.be

（２２）「物づくりトップキーマン実力 UP の視点」フェーズⅢ‐４
   『頼れる部下の自己育成法』

https://www.youtube.com/watch?v=IunyY63Oe1E&feature=youtu.be

（２３）「物づくりトップキーマン実力 UP の視点」フェーズⅢ‐５
   『クレーム・苦境時の対応』

https://www.youtube.com/watch?v=KgoONasKep8&feature=youtu.be

（２４）「物づくりトップキーマン実力 UP の視点」フェーズⅢ‐６
   『新規課題の早期対策』

https://www.youtube.com/watch?v=pqrmVlwawmM&feature=youtu.be
（２５）「物づくりトップキーマン実力 UP の視点」フェーズⅢ‐７
   『会合・意思決定の効率化』

https://www.youtube.com/watch?v=YWQT8H9ZQv4&feature=youtu.be 

（２６）「物づくりトップキーマン実力 UP の視点」フェーズⅢPR 版

https://www.youtube.com/watch?v=0VJw7zRsaAQ&feature=youtu.be
（２７）製造現場の管理者育成

https://www.youtube.com/watch?v=Y4L2vIP30vs
（２８）リーダーシップ実践の技に学ぶ全リストのご紹介

https://www.youtube.com/watch?v=2r5Ul-lZSEE&feature=youtu.be
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１２，トップダウン＋ボトムアップ・マネジメント  

（小冊子(例)を http://www.qcd.jp/pdf/corporateActivuty/Syou-TP.pdf 掲載）
（１）小集団活動の意義

https://www.youtube.com/watch?v=T81Un6bMmTs&feature=youtu.be
（２）SN 法（全社アンケート～トップダウン＋ボトムアップ融合の見える化対策）

https://www.youtube.com/watch?v=TZrt6pi2kgg&feature=youtu.be

（３）SN カード法

http://www.youtube.com/watch?v=6diWWjvsI-M&feature=youtu.be

（４）アイデアバンクの作成と活用

https://www.youtube.com/watch?v=L7f9_kFOTJM&feature=youtu.be

（５）トップ＋ボトム up 活動の見える化対策シリーズ１「発展する企業の基本要件」

https://www.youtube.com/watch?v=FhUz1HahOBM&feature=youtu.be 

（６）トップ＋ボトム up 活動の見える化対策シリーズ２「BSC に見る経営参画構成」

https://www.youtube.com/watch?v=IP6hbO85e1k&feature=youtu.be
（７）トップ＋ボトム up 活動の見える化対策シリーズ３「TP マネジメントの基本」

https://www.youtube.com/watch?v=dqUmUaUc454&feature=youtu.be
（８）トップ＋ボトム up 活動の見える化対策シリーズ４「TP 展開図作成手順」

https://www.youtube.com/watch?v=mk0G4NqNvoM&feature=youtu.be

（９）トップ＋ボトム up 活動の見える化対策シリーズ５「トップ＋ボトムアップ方式」

https://www.youtube.com/watch?v=1ZwMcrm8QeI&feature=youtu.be
（１０）トップ＋ボトム up 活動の見える化対策シリーズ６「全員参画活動リーダー」

https://www.youtube.com/watch?v=QY3iWO_TUCI&feature=youtu.be

（１１）トップ＋ボトム up 活動の見える化対策シリーズ１～６の【ご案内】

https://www.youtube.com/watch?v=3uUV7pnf0PQ&feature=youtu.be
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（１２）新・小集団マネジメント

http://www.youtube.com/watch?v=7dSTmoB1eNg&feature=youtu.be

（１３） 全員参画不良ゼロ対策・TQM

http://www.youtube.com/watch?v=6wevO61CL3Q&feature=youtu.be
（１４）経営の意思を正しく伝える「見える化対策」

https://www.youtube.com/watch?v=ZmyYP5HL8ro&feature=youtu.be

１３，新人の早期育成（含む、自助努力）～スポーツに学ぶ

（１）部下育成に一言

https://www.youtube.com/watch?v=dsob11u1L8o&feature=youtu.be

（２）入社前後に知って便利な仕事術シリーズ１「ビジネスマナーと失敗防止」

https://www.youtube.com/watch?v=mVuxE1Vwld4&feature=youtu.be

（３）入社前後に知って便利な仕事術シリーズ２「メモ術で早期仕事の修得」

https://www.youtube.com/watch?v=y0VDiTdWa0M&feature=youtu.be

（４）入社前後に知って便利な仕事術シリーズ３「企画とプレゼン強い存在感」

https://www.youtube.com/watch?v=pVBDdzE0Rvs&feature=youtu.be
（５）入社前後に知って便利な仕事術シリーズ４「VE 視点で新人でも有効策」

https://www.youtube.com/watch?v=xAcKo5C2cqk&feature=youtu.be 

（６）入社前後に知って便利な仕事術シリーズ５「目標管理で自信と伸長を」

https://www.youtube.com/watch?v=vnVU50s0AYE&feature=youtu.be

（７）入社前後に知って便利な仕事術シリーズ６「悩み解消・打たれても強く」

https://www.youtube.com/watch?v=wRJrjKFSUrY&feature=youtu.be
（８）入社前後に知って便利な仕事術シリーズ７「リーダーシップで信頼獲得」

https://www.youtube.com/watch?v=GGfiiTfWnQM&feature=youtu.be

（９）入社前後に知って便利な仕事術「シリーズ７」件のご紹介
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https://www.youtube.com/watch?v=BaOXf01CLKo&feature=youtu.be
（１０）多くの機関が推奨する資格取得へ一言（疑問・難問）

https://www.youtube.com/watch?v=JepaKtIWDgA&feature=youtu.be

（以下に関する無料著書は http://www.qcd.jp/の教養番組サイトに掲載）
（１１）一流の仕事術はスポーツに学べ（前編）１「健康管理に学ぶ」

https://www.youtube.com/watch?v=9Ap_29zRDZw&feature=youtu.be

（１２）一流の仕事術はスポーツに学べ（前編）２「マラソンに学ぶ」

https://www.youtube.com/watch?v=yz1cAGvEACI&feature=youtu.be

（１３）一流の仕事術はスポーツに学べ（前編）３「女性初・エベレスト登頂」

https://www.youtube.com/watch?v=94YS6V3HnVI&feature=youtu.be 

（１４）一流の仕事術はスポーツに学べ（前編）４「ハンマー投げに学ぶ」

https://www.youtube.com/watch?v=kRA-HTPxZGM&feature=youtu.be

（１５）一流の仕事術はスポーツに学べ（前編）５「卓球努力に学ぶ」

https://www.youtube.com/watch?v=c8l2_IafTBs&feature=youtu.be
（１６）一流の仕事術はスポーツに学べ（前編）６「剣道を改善の切り口へ」

https://www.youtube.com/watch?v=Q7d-pwHdh_4&feature=youtu.be
（１７）一流の仕事術はスポーツに学べ（前編）７「魚釣に事実分析の工夫を」

https://www.youtube.com/watch?v=FBTj3G9wL44&feature=youtu.be
（１８）一流の仕事術はスポーツに学べ７件のシリーズ紹介

https://www.youtube.com/watch?v=3WSLAhbGVV4&feature=youtu.be
（１９）一流の仕事術はスポーツに学べ（後編）1「ゴルフの解析を経営解析へ」

https://www.youtube.com/watch?v=oDXAo2R0970&feature=youtu.be
（２０）一流の仕事術はスポーツに学べ（後編）2「相撲部屋と力士育成」

https://www.youtube.com/watch?v=qoKSJYLX-ck&feature=youtu.be
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（２１）一流の仕事術はスポーツに学べ（後編）3「学生ラグビー・チームの強化」

https://www.youtube.com/watch?v=IoPmOQlTO38&feature=youtu.be
（２２）一流の仕事術はスポーツに学べ（後編）4「ラグビーの監督と信頼経営」

https://www.youtube.com/watch?v=TDoo9jjKSyw&feature=youtu.be
（２３）一流の仕事術はスポーツに学べ（後編）5「野球に学ぶコーチング管理」

https://www.youtube.com/watch?v=zFGwTdxpyjI&feature=youtu.be
（２４）一流の仕事術はスポーツに学べ（後編）6「サッカーとプロジェクト運営」

https://www.youtube.com/watch?v=nk5PqhqIu_Q&feature=youtu.be
（２５）一流の仕事術はスポーツに学べ（後編）７「メン・トレを強い組織化に」

https://www.youtube.com/watch?v=qvCd1aThlWU&feature=youtu.be

（２６）一流の仕事術はスポーツに学べ（後編）PR 版

https://www.youtube.com/watch?v=ZCuYOfXpApE&feature=youtu.be
（２７）ＱＲコード利用による企業内研修大革新

https://www.youtube.com/watch?v=xp2wD2zpVdU&feature=youtu.be

１４，やる気の現場づくり（コーチング活用の実務）

（１）やる気・職場づくり （シリーズ１）短期間で離職 その対策は？

https://www.youtube.com/watch?v=YtwvXL6-I70&feature=youtu.be
（２）やる気の向上で自信～成長 （シリーズ２）企業・組織の『やる気診断』

https://www.youtube.com/watch?v=Pl0x3kOzITY&feature=youtu.be

（３）やる気の向上で自信～成長 （シリーズ３）『人生と職業～仕事の価値』

https://www.youtube.com/watch?v=EJQiIjSDkso&feature=youtu.be

（４）やる気の向上で自信～成長 （シリーズ４）『モチベーションの理論』

https://www.youtube.com/watch?v=Lzicbi9P5CU&feature=youtu.be

（５）やる気の向上で自信～成長 （シリーズ５）『変革のリーダーに学ぶ』
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https://www.youtube.com/watch?v=iedqWy6CX5w&feature=youtu.be

（６）やる気の向上で自信～成長 （シリーズ６）『やる気の集団マネジメント』

https://www.youtube.com/watch?v=XC0jA9c8xZ4&feature=youtu.be
（７）やる気の向上で自信～成長 （シリーズ７）『良き上司とあこがれづくり』

https://www.youtube.com/watch?v=A_a_ZvTrsn0&feature=youtu.be

（８）やる気の向上で自信～成長 （シリーズ８）『コーチングの実務とは？』

https://www.youtube.com/watch?v=12V3Q5IdB9E&feature=youtu.be

（９）やる気の向上で自信～成長 （シリーズ９）『目標管理と成長の見える化』

https://www.youtube.com/watch?v=kxWUmCMYAOg&feature=youtu.be
（１０）やる気の向上で自信～成長シリーズ 9 件のご案内

https://www.youtube.com/watch?v=ua0iSuOTXi0&feature=youtu.be

１５，間接効率化（HE 対策を含む）

（工場間接部門の効率化は http://qcd.jp/pdf/corporateActivuty/SKAT.pdf に掲載、
長年に渡り、グーグル検索は１位）

（１）間接業務の効率化シリーズ（その１）「仕事の捉え方」

https://www.youtube.com/watch?v=pCgKsnwLEPc&feature=youtu.be
（２）間接業務の効率化シリーズ（その２）「間接業務の棚卸」20 項目テスト

https://www.youtube.com/watch?v=Kx_9I-gUJ60&feature=youtu.be

（３）間接業務の効率化シリーズ（その３）「意思決定の効率化」

https://www.youtube.com/watch?v=XGyhiNPoa8o&feature=youtu.be

（４）間接業務の効率化シリーズ（その４）「段取り上手」

https://www.youtube.com/watch?v=PsRI_Ts6EPo&feature=youtu.be

（５）間接業務の効率化シリーズ（その５）「コミュニケーション」

https://www.youtube.com/watch?v=AKilDavW5V8&feature=youtu.be
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（６）間接業務の効率化シリーズ（その６）「ワンペーパー化」

https://www.youtube.com/watch?v=eANnMAIuQc4&feature=youtu.be

（７）間接業務の効率化シリーズ（その７）「仕事の質（仕分け）」

https://www.youtube.com/watch?v=CZW_HMNUTYo&feature=youtu.be

（８）間接業務の効率化シリーズ（その８）「間接業務効率化プロジェクト」

https://www.youtube.com/watch?v=xWK7Ed4B2fU&feature=youtu.be

（９）働き方改革：間接業務の効率化シリーズの紹介映像

https://www.youtube.com/watch?v=mbKneF4ZhxY&feature=youtu.be

（１０）間接業務の効率化対策

https://www.youtube.com/watch?v=MG7p5G91zso&feature=youtu.be

（１１）間接・IT・事務部門 HE 対策・シリーズ１「ヒューマン・エラーで、社会
  問題を起こした事例の解析」
  （以下の無料著書は http://www.qcd.jp/corporateActivity.html に掲載）

https://www.youtube.com/watch?v=zZ1VgJKdaT0&feature=youtu.be 
（１２）間接・IT・事務部門 HE 対策・シリーズ２「人的ミスが招く巨大な損害」

https://www.youtube.com/watch?v=fn-fu7P3Pek&feature=youtu.be
（１３）間接・IT・事務部門 HE 対策・シリーズ３「ソフト・ポカヨケ対策と注意」

https://www.youtube.com/watch?v=cTUFT5lnSbw&feature=youtu.be

（１４）間接・IT・事務部門 HE 対策・シリーズ４
「大脳生理学利用による HE ゼロ対策手順」

https://www.youtube.com/watch?v=8AHK69ctdFQ&feature=youtu.be
（１５）間接・IT・事務部門 HE 対策・シリーズ５「手順の中で起きる HE 撲滅」

https://www.youtube.com/watch?v=zc34nlpwHHI&feature=youtu.be
（１６）間接・IT・事務部門 HE 対策・シリーズ６
「協力会社を含めた HE 対策技術の資格化」
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https://www.youtube.com/watch?v=VhBGQ1o4AUk&feature=youtu.be

（１７）間接・IT・事務部門 HE 対策・シリーズ１～６のご紹介

https://www.youtube.com/watch?v=G2H9P3RNDNc&feature=youtu.be

（１８）IT ソフト、新製品開発部門のヒューマン・エラー対策の進め方

https://www.youtube.com/watch?v=T_-l-iTzu00&feature=youtu.be
（１９）新型コロナ対策、解った科学的良否！（子供でも見て判る対策点とは？）

https://www.youtube.com/watch?v=bWpXnhex2u0

（２０）働き方改革の技

https://www.youtube.com/watch?v=wNmIss6Ozpc

１６，知的財産とパテント MAP 

（以下の内容は http://www.qcd.jp/にパテント MAP 研究会活動報告を無料掲載）
（１）知財ガード シリーズ 1「知財ガードの重要性！」

https://www.youtube.com/watch?v=LL9iLvfytlc&feature=youtu.be

（２）知財ガード シリーズ 2-1「負けると大変！知財紛争 その１」

https://www.youtube.com/watch?v=QfQPg3qJ5bw&feature=youtu.be

（３）知財ガード シリーズ 2-2「負けると大変！知財紛争 その２」

https://www.youtube.com/watch?v=FABcfwRLrCM&feature=youtu.be

（４）知財ガード シリーズ３「知財とノウハウ保護の実務」

https://www.youtube.com/watch?v=zFe7LWme5_4&feature=youtu.be

（５）知財ガード シリーズ４「知財活用による経営効果増大策」

https://www.youtube.com/watch?v=w5FSqQsX9nQ&feature=youtu.be

（６）知財ガード シリーズ５「知財の権利と価値創造のコツ」
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https://www.youtube.com/watch?v=uPmXo546M8c&feature=youtu.be

（７）知財ガード シリーズ５「知ると便利な知財の権利化」

https://www.youtube.com/watch?v=TqA_kl4LSNE&feature=youtu.be

（８）知財ガード シリーズ６「事例に学ぶ知財対策支援」

https://www.youtube.com/watch?v=WVeVLY8v3Dg&feature=youtu.be

（９）知財ガード シリーズ 8 件のご紹介

https://www.youtube.com/watch?v=v_PV23p95X8&feature=youtu.be 

（１０）パテント MAP 作成の実務

https://www.youtube.com/watch?v=9BB8vNeMIJc&feature=youtu.be

（１１）パテント MAP・シリーズ１「国際的に見た日本の特許」

https://www.youtube.com/watch?v=Pn3Lz_jOCuM&feature=youtu.be

（１２）パテント MAP・シリーズ２「パテント MAP との出会い」

https://www.youtube.com/watch?v=U15YSsUb2no&feature=youtu.be

（１３）パテント MAP・シリーズ３「苦心讃嘆、MAP 化のヒント」

https://www.youtube.com/watch?v=s-TAE8sEzbs&feature=youtu.be 

（１４）パテント MAP・シリーズ４－１「成果を得た初期の MAP①」

https://www.youtube.com/watch?v=MUEaSq4Ta1I&feature=youtu.be

（１５）パテント MAP・シリーズ４－２「成果を得た初期の MAP②」

https://www.youtube.com/watch?v=43d2D5LF_20&feature=youtu.be

（１６）パテント MAP・シリーズ５「異業種交流で得た有効性の高いパテント MAP」

https://www.youtube.com/watch?v=oKeYUMiXLz4&feature=youtu.be

（１７）パテント MAP・シリーズ６「MAP 作成～早期出願対策」

https://www.youtube.com/watch?v=Ddq6H3N64Gs&feature=youtu.be
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（１８）パテント MAP・シリーズ 7 件のご紹介

https://www.youtube.com/watch?v=znAI-gcVgWc&feature=youtu.be

１７，個人情報保護対策

（１）個人情報等の保護対策 シリーズ１「個人情報保護法等の理解」

https://www.youtube.com/watch?v=pqPJejgs1GY&feature=youtu.be
（２）個人情報等の保護対策 シリーズ２「個人情報漏洩の実態と影響」

https://www.youtube.com/watch?v=K73qLm0cwQo&feature=youtu.be
（３）個人情報等の保護対策 シリーズ３「漏洩防止、リスク対策ガイド」

https://www.youtube.com/watch?v=0IlFX813vCM&feature=youtu.be

（４）個人情報等の保護対策 シリーズ４「脆弱性のチェックと解析」

https://www.youtube.com/watch?v=iwrPuq0JN0M&feature=youtu.be
（５）個人情報等の保護対策 シリーズ５「事例に学ぶ実態調査~対策」

https://www.youtube.com/watch?v=ceDSaFvvoOs&feature=youtu.be

（６）個人情報等の保護対策 シリーズ６「サイバー攻撃ソフトの把握」

https://www.youtube.com/watch?v=4WmID1EUeNk&feature=youtu.be
（７）個人情報等の保護対策 シリーズ 7「総合的な個人情報保護対策」

https://www.youtube.com/watch?v=kv_ygj2YGH0&feature=youtu.be
（８）個人情報等の保護対策 シリーズ 7 件のご紹介

https://www.youtube.com/watch?v=U0T10lqIX-k&feature=youtu.be

１８，新製品開発（関連手法）～デザイン・イン対策

（１）MOT と周辺技術 シリーズ１「MOT の狙いを整理」

https://www.youtube.com/watch?v=fTSBUjq6CNA&feature=youtu.be

（２）MOT と周辺技術 シリーズ２「失敗例に学ぶ新製品開発」
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https://www.youtube.com/watch?v=DFDn6Chg73Q&feature=youtu.be
（３）MOT と周辺技術 シリーズ３「注視すべき CS・VOC 対策」

https://www.youtube.com/watch?v=zUA2G4Z77PA&feature=youtu.be

（４）MOT と周辺技術 シリーズ４「解析を要すマーケット」

https://www.youtube.com/watch?v=gz_uu4YeZcw&feature=youtu.be

（５）MOT と周辺技術 シリーズ５「マーケティング戦略の検討」

https://www.youtube.com/watch?v=uiLR1-iwa4U&feature=youtu.be

（６）MOT と周辺技術 シリーズ６「IT 時代のマーケット解析」

https://www.youtube.com/watch?v=XJrvAqfxtZs&feature=youtu.be

（７）MOT と周辺技術 シリーズ７「SWOT 分析の実務」

https://www.youtube.com/watch?v=Rq_m_Z-RmjE&feature=youtu.be
（８）MOT と周辺技術 シリーズ７件の PR

https://www.youtube.com/watch?v=pE5j4JiPVfo&feature=youtu.be

（９）ニッチ対策と周辺技術 シリーズ 1「優良中小企業の活動と戦略」

https://www.youtube.com/watch?v=UAIgRMKX9Hc&feature=youtu.be 

（１０）ニッチ対策と周辺技術 シリーズ 2「ニッチ戦略展開に必要なチェックポイント」

https://www.youtube.com/watch?v=OL0zt4PeOg8&feature=youtu.be

（１１）ニッチ対策と周辺技術 シリーズ 3「ブルーオーシャン戦略の解析」

https://www.youtube.com/watch?v=SoCBhcqzuqQ&feature=youtu.be

（１２）ニッチ対策と周辺技術 シリーズ 4「EV 対策で学んだ問題と対策」

https://www.youtube.com/watch?v=apDYlneW3p4&feature=youtu.be

（１３）ニッチ対策と周辺技術 シリーズ 5「事例に学ぶニッチ成功要件」

https://www.youtube.com/watch?v=Wf6WASxICL4&feature=youtu.be

（１４）ニッチ対策と周辺技術 シリーズ 6「植物工場実現への課題」
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https://www.youtube.com/watch?v=pCddc71kNUg&feature=youtu.be
（１５）ニッチ対策と周辺技術 シリーズ 1～6 のご紹介

https://www.youtube.com/watch?v=uHA5HA2eNzI&feature=youtu.be
（１６）GT による設計・開発のムダ排除-１「多種少量生産型企業の悩み」

https://www.youtube.com/watch?v=2BTAJJkaxv0&feature=youtu.be
（１７）GT による設計・開発のムダ排除-２「類似設計 GT 誕生の歴史」

https://www.youtube.com/watch?v=GIyGwnJGBIY&feature=youtu.be
（１８）GT による設計・開発のムダ排除-３「レストラン方式」

https://www.youtube.com/watch?v=yx2EdO7ytZo&feature=youtu.be
（１９）GT による設計・開発のムダ排除-４「GT 手法利用の経過」

https://www.youtube.com/watch?v=XJ5BW-76DJ8&feature=youtu.be

（２０）GT による設計・開発のムダ排除-５「加工品の GT 化」

https://www.youtube.com/watch?v=EKA5Xgi6YMI&feature=youtu.be

（２１）GT による設計・開発のムダ排除-６「設計の GT 化」

https://www.youtube.com/watch?v=a0GgmLCOSWI&feature=youtu.be
（２２）GT による設計・開発のムダ排除-７「ソフト開発における GT 化」

https://www.youtube.com/watch?v=ZJ9j0RdIp3w&feature=youtu.be

（２３）GT による設計・開発のムダ排除シリーズ PR 版

https://www.youtube.com/watch?v=8LueUGeDsrE&feature=youtu.be

１９，マーケット・イン対策

（１）マーケット・イン対策ガイド シリーズ６件のご案内

https://www.youtube.com/watch?v=vigoSXAIcsQ&feature=youtu.be
（２）マーケット・イン対策ガイド １「マーケット・イン対策の効果」
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https://www.youtube.com/watch?v=c99TFsnuXuA&feature=youtu.be
（３）マーケット・イン対策ガイド ２「JIT・SCM＋Web 対策」

https://www.youtube.com/watch?v=Ik62yF1DG1I&feature=youtu.be
（４）マーケット・イン対策ガイド ３「セブンイレブンの VOC 対応」

https://www.youtube.com/watch?v=NU1pL9fWEAM&feature=youtu.be
（５）マーケット・イン対策ガイド ４「Web データーマイニング効果」

https://www.youtube.com/watch?v=0EHTO3T-97k&feature=youtu.be
（６）マーケット・イン対策ガイド ５「グーグル検索が生む市場」

https://www.youtube.com/watch?v=3eG5Gahfu2c&feature=youtu.be
（７）マーケット・イン対策ガイド ６「中小企業ネット新製品開発」

https://www.youtube.com/watch?v=nxLhNXZqXG0&feature=youtu.be
（８）マーケット・イン対策ガイド シリーズ６件のご案内

https://www.youtube.com/watch?v=vigoSXAIcsQ&feature=youtu.be

２０，その他（教養番組）

（１）統計解析を役立て仕事を面白く！１「統計とその魅力」

https://www.youtube.com/watch?v=ZT8kEGYAjI0&feature=youtu.be
（２）統計解析を役立て仕事を面白く！２「抜き取り検査で品質向上！」

https://www.youtube.com/watch?v=1BwzQW2pVwo&feature=youtu.be
（３）統計解析を役立て仕事を面白く！３「時系列分析で問題見える化」

https://www.youtube.com/watch?v=uroQBc3bhDY&feature=youtu.be 
（４）統計解析を役立て仕事を面白く！４「相関分析で傾向と対策」

https://www.youtube.com/watch?v=mdpwkGy8_Vw&feature=youtu.be
（５）統計解析を役立て仕事を面白く！５「注意すべき「統計でウソ！」



38

https://www.youtube.com/watch?v=0TY34jGpPnk&feature=youtu.be
（６）統計解析を役立て仕事を面白く！６「統計で販売市場の拡大を！」

https://www.youtube.com/watch?v=2jYwYcxN65w&feature=youtu.be
（７）統計解析を役立て仕事を面白く！７「魅力的統計戦略：OR 活用」

https://www.youtube.com/watch?v=L5_odg3Uy-A&feature=youtu.be
（８）統計解析を役立て仕事を面白く！８「統計解析が持つ弱点」

https://www.youtube.com/watch?v=Ufr04TMihok&feature=youtu.be
（９）統計解析を役立て仕事を面白く！９「新製品開発・評価への応用」

https://www.youtube.com/watch?v=lP49go4oxyI&feature=youtu.be
（１０）統計解析を役立て仕事を面白く！シリーズ 9 件のご案内

https://www.youtube.com/watch?v=vioybDaz6Es&feature=youtu.be
（１１）ハンカチ・ネズミの作り方

https://www.youtube.com/watch?v=iKZx4dpKTks&feature=youtu.be

（１２）唖然とした体験

https://www.youtube.com/watch?v=TqDYbuDTSnc&feature=youtu.be

２１，著書に学ぶ
【テーラーの科学的管理法に学ぶ】
第１回 F.W.テーラーの科学的管理法に学ぶ（若くして組長になり怠惰との闘い）

https://www.youtube.com/watch?v=rQ05nQb18qU
第２回 標準時間の設定と活用意義（テーラーの科学的管理法）

https://www.youtube.com/watch?v=mkeCwtX5_TU

第３回 標準時間・人材育成への活用（テーラーの科学的管理法）

https://www.youtube.com/watch?v=ROMWzXsbF_o
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第４回 標準時間・生産管理への活用（テーラーの科学的管理法）

https://www.youtube.com/watch?v=ZdiyDiUy9g0

第５回 標準時間と製造技術の進化（標準時間と製造技術の進化）

https://www.youtube.com/watch?v=Ooz_AmkVryU
【新郷先生の「工場改善の体系的思考」に学ぶシリーズ】
① 「工場改善の体系的思考」に学ぶ（シリーズ１）：主にセル・多工程持ち対策

https://www.youtube.com/watch?v=cuyqSgjr0lw
② 「工場改善の体系的思考に学ぶ（シリーズ２）：主に事実分析

https://www.youtube.com/watch?v=7KsRj91_SRU

③ 「工場改善の体系的思考に学ぶ（シリーズ３）：科学的“気づき”で壁を破り革新策を！

https://www.youtube.com/watch?v=V8TB8-Ygrec
④ 工場改善の体系的思考に学ぶ（シリーズ４）：なぜ・なぜ分析利用・製造技術の解析

https://www.youtube.com/watch?v=-VqWwVwOn00
⑤ 物づくり革新対策（シリーズ５）工場改善の体系的思考に学ぶ

https://www.youtube.com/watch?v=IKclGVNI7FE
⑥ 固定と変動視点で改善に気づきを！（シリーズ６）工場改善の体系的思考に学ぶ

https://www.youtube.com/watch?v=hBZfpNZa9tc
⑦ 改善の定石（前半）「工場改善の体系的思考」シリーズ７

https://www.youtube.com/watch?v=mUF03VM8n6A

⑧ 改善の定石（後半）工場改善の体系的思考シリーズ８

https://www.youtube.com/watch?v=IgPmmz7vK_Q

⑨ 改善の定石：人の持つ特性（人にやさしい職場環境づくり）シリーズ９

https://www.youtube.com/watch?v=17LRS9aU_ws

⑩ 「改善の定石」改善案の実践法：工場改善の体系的思考シリーズ 10
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https://www.youtube.com/watch?v=MXcccxD45so

⑪ 改善案の具体化の際の障害事項の対策法：工場改善の体系的思考シリーズ 11

https://www.youtube.com/watch?v=58Roxwba1tI

⑫ 相手側の立場に立った改善策の解説法：工場改善の体系的思考シリーズ-13

https://www.youtube.com/watch?v=Zd8g3j4AHRk

⑬ ST メカニズムを基本に発想域の拡大！：工場改善の体系的思考シリーズ１４

https://www.youtube.com/watch?v=d_vQzA3LrJ0

① 気づきが生む改善（IE センス・シリーズ１）IE の生い立ちセンスに学ぶ

  https://www.youtube.com/watch?v=sif17_mD_4I

② 気づきが生む改善（IE センス・シリーズ２）：自分のため、自分に IE を使う！

https://www.youtube.com/watch?v=Y9PeO2jJklU

③ 気づきが生む改善（IE センス・シリーズ３）：IE は経営改善の道具・前編：PL

https://www.youtube.com/watch?v=mHPw4pa1nlI

④ 気づきが生む改善・シリーズ４：IE は改善の道具・後編：BS

https://www.youtube.com/watch?v=eqMEAQuDKf8
⑤ IE 手法で力量向上（気づきが生む改善シリーズ５）

https://www.youtube.com/watch?v=xUI8Cpb9uPg

⑥ IE で実力向上（続編）気づきが生む改善シリーズ６

https://www.youtube.com/watch?v=zB1b6ztFyds

⑦ 勇気を持って誤りを正す（その１）是正対策：気づきが生む改善・シリーズ７

https://www.youtube.com/watch?v=4q4uFgIn_zs

⑧ 勇気を持って誤りを正す（その２）QMS：気づきが生む改善シリーズ８

https://www.youtube.com/watch?v=187g9N5ZttI
⑨ 勇気を持って誤りを正す（その３）不良ゼロ対策：気づきが生む改善シリーズ９
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https://www.youtube.com/watch?v=OqaG9U9cj7U

⑩ 勇気を持って誤りを正す（その４）標準化対策：気づきが生む改善シリーズ１０

https://www.youtube.com/watch?v=qotDfINVrD4

⑪ 勇気を持って誤りを正す（その５）文書・標準化の限界：気づきが生む改善シリーズ 11

https://www.youtube.com/watch?v=Z5wnXnDyT2Y

⑫ 勇気を持って誤りを正す（その 6）不良源の撲滅対策手順：気づき・改善シリーズ 12

https://www.youtube.com/watch?v=XlJ1Appb3Nk

⑬ テーラーの科学的管理法に学ぶ（総合化）：E-Book のご案内

https://www.youtube.com/watch?v=hMld-tAJkas

⑭ 総合版・新郷先生の「工場改善の体系的思考」に学ぶ：E-Book のご紹介

https://www.youtube.com/watch?v=dSKOC9zOmP0
⑮ 有名だが使えない手法 気づきが生む改善シリーズ７

https://www.youtube.com/watch?v=EFcsTghdOsM
⑯ 気づきが生む改善への誘い：Kindle 版の紹介

https://www.youtube.com/watch?v=7qCqZio2mA0
⑰ 不良ゼロ生産の実務：Kindle 版の書のご紹介

https://www.youtube.com/watch?v=IXjH8VwFSWM

⑱ サプライヤー品質強化

https://www.youtube.com/watch?v=xJLkdmPlfA8
⑲ なぜ？なぜ？分析による不良ゼロ対策

https://www.youtube.com/watch?v=0MGp24QxbSg
⑳ 製造業の新型コロナ対策対策

https://www.youtube.com/watch?v=o_hCLS6E9d4
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21 ポカヨケ：Kindle 版の書のご紹介

https://www.youtube.com/watch?v=pyyexbU-RJQ
２２ 安全対策を個人の技に！

  https://www.youtube.com/watch?v=TFqhYjeHdYQ
２３ 自然災害ＢＣＰ対策の実務

  https://www.youtube.com/watch?v=2ZZrWtGMToc
【以下、Kindle 版 E-Book の QR コードの掲載は省略させていただきます】

全映像は下記サイトでご覧願えるためです。

https://www.youtube.com/channel/UC_roaL6mSi1lzU-Tp5tictg/videos
２４ 海外工場の生産力強化・指導法

   https://www.youtube.com/watch?v=jj9Oj5PHB6s
２５ 電力低減・SDGs 物づくり対策

   https://www.youtube.com/watch?v=fhkE5sBAraA
追加版：今後が気になる緊急節電対策へのお願い（SDGｓ＋恒久的を願って）

https://www.youtube.com/watch?v=mBcgSJF5E5o

２６ 自然災害・BCP 対策の実務

https://www.youtube.com/watch?v=2ZZrWtGMToc

２７「SDGS 対応・製品設計法」書の PR 映像：
    https://www.youtube.com/watch?v=y3ptzAsCKJ0

２８ 「名医の科学性：ヤブの説法」書の PR 映像：

    https://www.youtube.com/watch?v=HSPiVD2fhx4
２９ ISO9000ｓの最良調理法！

  https://www.youtube.com/watch?v=XMWw5Zh2WlI
３０ 物流改善

   https://www.youtube.com/watch?v=h-k-5YiwSZg
３１ ５M＋I 活用「システマティック工場体質向上策」

  https://www.youtube.com/watch?v=rbrJuyNAaQc
３２ 攻めの改善・深掘プログラム

  https://www.youtube.com/watch?v=nWbLcxB5TcA
３３ 生産管理の基礎

   https://www.youtube.com/watch?v=EmC8qRBQThw
３４ 役立つ統計 vs 怖い統計
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https://www.youtube.com/watch?v=DL96bQ_grV8
３５ 個人＆企業の重要機密情報の保護対策

  https://www.youtube.com/watch?v=GU1hV71zbRA
３６ 「間接・IT・事務部門の HE を防ぐ知恵」

https://www.youtube.com/watch?v=9zy_Ed1HFYM
37「製造現場の HE ゼロ対策」

https://www.youtube.com/watch?v=s2hsXLgFkSY
38 「品質保証の根幹」

https://www.youtube.com/watch?v=yV_pt1JXqAA
39 「一流スポーツに学ぶ実力向上の極意」
   https://www.youtube.com/watch?v=CERm-grrITY
40 「見せる化対策」
   https://www.youtube.com/watch?v=jKbleIzjWEw
41 「ビジネスマナー」
  https://www.youtube.com/watch?v=UjZHKMJqBvc
42 「良い企画、良い提案、良いプレゼン」
  https://www.youtube.com/watch?v=-aG0j_aRWW0
43 「製造現場でコーチング」
  https://www.youtube.com/watch?v=GmiIzrdlZfg
44 「特許を学び製品力アップ」

https://www.youtube.com/watch?v=K2gd9qVVlKM
45 「パテント MAP で開発力アップ！
  https://www.youtube.com/watch?v=Wn7DnO4ixHw
46 「「経営財務分析」で効果的「原低」！」
  https://www.youtube.com/watch?v=_NEX0QFvRYA
47 「設計開発者に必須な経営財務・原低対策」
  https://www.youtube.com/watch?v=rBqT-GnYBcA
48 「姿を潜める巨大な原低要因発掘法」直接原価計算の利用
  https://www.youtube.com/watch?v=_NOA_1cjD5U

No.46～No.48 をまとめ、「原価低減対策３つの切り口」として紹介した映像
  https://www.youtube.com/watch?v=XgsahMlqZoA
49 「売れる市場開拓マーケッティング」
  https://www.youtube.com/watch?v=6mKErT6P2MY
50 「マーケティング・IT 解析の脅威」
  https://www.youtube.com/watch?v=-QnlKgzA8dA
51 「MOT はセレンディピティに勝てるか！」
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  https://www.youtube.com/watch?v=rmfVYgzn27k
52  DR・DI 対策の本気度で決まる新製品

https://www.youtube.com/watch?v=J4fd0AzhiTQ
53 世界のリスクマネジメントを効果的に活用！

https://www.youtube.com/watch?v=JxgNwIvbIe8
54 製造関連・次世代リーダー必見の技術

https://www.youtube.com/watch?v=g4KFEvAyU2I
55 工場レイアウト＆ユニット・セルの高効率化対策

https://www.youtube.com/watch?v=kXF3PwXskSs
56 企業ご入社前の皆様が「私・仕事できる！」ガイド

https://www.youtube.com/watch?v=eQk8F4Ws9Zo
57 職長の「品質保証」管理力・増強ノート

https://www.youtube.com/watch?v=kWTG8CHQnDU
58 部課長の「品質保証」指導・実践力をメモ

https://www.youtube.com/watch?v=4xGyoXJbWUM
59 工場管理でボトムアップの成果が数倍の差

https://www.youtube.com/watch?v=QbW8EjZMg-U
60 頼れる品証：ダメな品証

https://www.youtube.com/watch?v=EdDa-nX_aMQ
61 栄える中小企業 vs 衰退する中小企業差をブラボーな Q＆A で分析して特集

https://www.youtube.com/watch?v=wSed3a1ejSs
62 工場トップの常識が工場の盛衰を左右！(次世代工場長育成研修体験談)

https://www.youtube.com/watch?v=bbxUroi9YW0
63 サクサク解る！BS・PL・CF 活用の常識

  https://www.youtube.com/watch?v=EgEM5zeeycY
６４ 全員参画による工場革新プログラム
  https://www.youtube.com/watch?v=Z8iYPK5X_mE

２４ Kindle 絵本

【品質向上対策】

１， 歴史に学ぶ（シリーズ１）

https://www.youtube.com/watch?v=mvwpDZ7gxDo
２， 物理現象対策（シリーズ２）

https://www.youtube.com/watch?v=q8yokaq8Rm4
３， HE ゼロ対策（シリーズ３）

   https://www.youtube.com/watch?v=t84gtXBRDUQ
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以上


