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2017 年 3 月 1 日	 

株式会社 Schoo	 

	 Web 業界で働くためのオンライン動画学習サービス『Schoo』を運営している株式会社 Schoo（本社：東京

都渋谷区、代表取締役：森	 健志郎、以下スクー）は、3 月の参加型生放送授業として、IoT・大企業イノベ

ーター・新しい働き方など全 30 コマを 3 月１日から順次、開講してまいります。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

■	 3 月度も 30 本を超える IT 社会の答えに出会える参加型生放送を公開します。	 

	 

	 国内最大級のオンライン動画学習サービス『Schoo』では、過去 2,900 本以上の生放送授業を開講してまい

りました。2月のテーマは「今を正しく知り、本当の未来を一緒に考えよう」というテーマで 20 本以上の参

加型生放送授業を開講いたしました。巨大産業×インターネット」の特集では、5 つの巨大産業がどのよう

な未来をつくるのかについて生放送の参加者と一緒に考えました。また、「人事はテクノロジーでどのように

進化するのか」というテーマではトレンドである「HRTech」を考える人気特集となりました。	 

	 今月は「IoT」「大企業×イノベーション」「新しい働き方」をテーマとして、スクーだからこそ得られる情

報と学びを、編集なしの「生放送授業」にて全 30 コマお届けします。	 

	 生放送で先生から語られることや、皆さんの質問に答えてもらう内容はまさにどこよりも活きた 1 次情報

です。生放送だからこそ生まれる先生と受講生のインタラクション、受講生が投稿する知識の集積によって、

インタビュー記事や読書、セミナー参加以上に濃密な学習時間として、「参加型授業」だからこそ生まれる学

習体験を提供してまいります。	 

	 

【3 月度	 参加型生放送授業ラインナップ】	 

	 

	 3 月のラインナップは「IoT の最前線」・「大企業イノベーター育成カリキュラム」・「実践可能な“新しい働

き方”を考える」という新特集授業に加え、人気特集授業も継続。また、世界最大級のスタートアップイベ

ント「Slush	 Tokyo」やトップレベルのグロースハッカーを表彰する「GROWTH	 HACKER	 AWARDS	 2017」を Schoo

で無料生中継致します。	 

	 今月からスタートする新企画「足跡」では、著名人のキャリアデザイン・ライフスタイルデザインを、	 

参加型対談形式で深掘ります。また毎月異なるワードを選択する企画授業“今さら聞けない〇〇”では、「ト

ランプ新アメリカ大統領」について IT 業界で働いている人向けに丁寧に解説。他企画「スペシャリストの読

Press  Release  

オンライン動画学習サービス『Schoo』3 月の参加型生放送ラインナップ 
IoT・大企業イノベーター・新しい働き方など全 30 コマを順次開講。 



 

このリリースは 2017 年年 3 ⽉月 1⽇日発表予定の情報です。  
以前の情報公開は控えていただけますよう、よろしくお願いいたします。  

書術」や「Innovators'	 Q＆A」、「CTO が語る私達の技術」も続々開講してまいります。	 

	 月刊連載では今月新たに「ライブグラフィックデザイン-プロの技を見て学ぶ」、「「コトバ経済学」長谷川

哲士のコピーライティングゼミ」、「最先端宇宙ビジネスを知る」「今月のライブコーディング」をスタート。

他、連載授業も見所満載です。	 

	 

	 

■	 新特集	 

	 

タイトル：IoT の最前線	 

授業詳細:	 第 1 回放送	 3/7(火)21:00	 

https://schoo.jp/class/3827	 

	 

タイトル：「大企業イノベーター」育成カリキュラム	 

授業詳細：第 1回放送	 3/6(月)21:00	 

https://schoo.jp/class/3831	 	 

	 

タイトル：実践可能な“新しい働き方”を考える	 

授業詳細：第 1回放送	 3/28(火)19:00	 

https://schoo.jp/class/3848	 

	 

	 

■	 継続特集	 

	 

タイトル：巨大産業はインターネットでどう変わるか	 

授業詳細：3/14(火)21:00	 

https://schoo.jp/class/3708	 

	 

タイトル：「人事」はテクノロジーで進化する	 

授業詳細：3/8(水)21:00	 

https://schoo.jp/class/3738	 

	 

	 

■	 イベント中継	 

	 

タイトル：Slush	 Tokyo	 2017	 

授業詳細：3/29(水)10:30	 

https://schoo.jp/class/3833	 

	 

タイトル：GROWTH	 HACKER	 AWARDS	 2017	 

授業詳細：3/14(火)16:00	 

https://schoo.jp/class/3840	 

	 

	 

■	 企画	 

	 

タイトル：足跡	 

授業詳細：3/11(土)19:00	 

https://schoo.jp/class/3819	 

	 

タイトル：「今さら聞けない」トランプ大統領とは誰か	 

授業詳細：3/4(土)21:00	 
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https://schoo.jp/class/3778	 

	 

	 

タイトル：スペシャリストの読書術	 

授業詳細：3/1(水)19:00	 

https://schoo.jp/class/3729	 

	 

タイトル：Innovators’	 Q＆A	 

授業詳細：3/15（水）19:00／Teach	 For	 Japan	 松田悠介氏	 

https://schoo.jp/class/3846	 

	 

	 

タイトル：CTO が語る私達の技術	 

授業詳細：3/3(金)21:00／ラクスル CTO に聞く「レガシーコードからの脱却」	 

	 	 	 	 	 https://schoo.jp/class/3776	 

	 	 	 	 	 3/17(金)21:00／チャット・チャットボット技術をビジネスに利用する	 

	 	 	 	 	 https://schoo.jp/class/3764	 

	 

	 

■	 連載	 

	 

タイトル：ライブグラフィックデザイン-プロの技を見て学ぶ	 

授業詳細：第 1回放送	 3/19(日)19:00	 

https://schoo.jp/class/3767	 

	 

タイトル：「コトバ経済学」長谷川哲士のコピーライティングゼミ	 

授業詳細：第 1回放送	 3/24(金)21:00	 

https://schoo.jp/class/3816	 

	 

タイトル：最先端宇宙ビジネスを知る	 

授業詳細：第 1回放送	 3/13（月）21:00	 

https://schoo.jp/class/3801	 

	 

タイトル：Silicon	 Valley	 Monthly	 Report	 

授業詳細：第 2 回放送	 3/1(水)21:00	 

https://schoo.jp/class/3755	 

	 

タイトル：今月のデジタルマーケティングニュース	 

授業詳細：第 2回放送	 3/17(金)19:00	 

https://schoo.jp/class/3753	 

	 

タイトル：電通総研 Bチームによる、今月のクリエーティブ会議	 

授業詳細：第 3回放送	 3/27(月)21:00	 

https://schoo.jp/class/3727	 

	 

タイトル：今月のライブコーディング	 

授業詳細：第 1回放送	 3/29(水)21:00	 

https://schoo.jp/class/3847	 

	 

	 

■	 その他の参加型生放送	 
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タイトル：スタートアップ業界の光と闇	 

授業詳細：3/22(水)21:00	 

https://schoo.jp/class/3784	 

	 

タイトル：企画提案を通すための合意形成技術	 

授業詳細：3/13(月)19:00	 

https://schoo.jp/class/3792	 

	 

タイトル：賢い「賃貸物件」の探し方	 

授業詳細：3/31(金)19:00	 

https://schoo.jp/class/3845	 

	 

※生放送授業の受講には「Schoo」へのアカウント登録が必要です（会員登録無料）	 

	 

	 

■	 Schoo について	 	 https://schoo.jp/	 	 

株式会社 Schoo が 2012 年から運営している、Web 業界で働くためのオンライン動画学習サービス。プログラ

ミングや Web デザインといった IT 領域や、マーケティングやビジネス英語等、仕事に活きるさまざまな知識

やスキルが身につくコンテンツを提供。ほぼ毎日生放送で授業を配信しており、受講生同士や先生とのコミ

ュニケーションを通じて、双方向での学習体験ができます。これまでに公開した 2,900 本以上の授業は録画

授業として公開。録画授業見放題の「プレミアムプラン（980 円／月、iOS 及び Android アプリ 1,080 円／月）

といった有料プランや、プロの個別サポートで確かなスキル習得を目指す「マスタープラン（78,000 円〜）

を提供。また法人向けプレミアムサービスとして「ビジネスプラン」、「マスタープラン for	 Business」を提

供しています。現在の会員数は約 26 万人（2017 年 2 月末時点）。	 

	 

	 

	 
＜本件に関する報道機関からのお問い合わせ先＞	 

株式会社 Schoo	 広報担当：中西	 

TEL：03-6455-1680	 E-mail：info@schoo.jp	 

■	 報道機関・ライター・編集ご担当者さま向け	 

弊社代表のインタビュー、開発者への開発の裏側などのインタビュー、オフィスや弊社の渋谷スタ

ジオの見学・取材等、喜んでお受けいたしますので、お気軽に弊社広報までお問合せください。	 

	 


