東芝ソリューション

LMSは第三世代へ
「LPMS」が実現する
自立／自律型の『学びの場』

今人気の講座は何かといった情報を
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閲覧可能な Web 上の図書館として
ネットライブラリを搭載し、自ら学
びたい人のニーズにより応えられる

LMS 市場で 4 年連続 No.1 のシェアを誇る
東芝ソリューションが、「LMS はこれから第
三世代に入る」と宣言し、自立／自律型人財
の育成をサポートする新しい学びの形
LPMS を年内にリリースする。それに先
立ち、第三世代の LPMS とは何か、それを
導入することで受講者や企業はどのようなメ
リットを得ることができるのか、同社の外山
友紀氏、古場亜紀子氏にお話を伺った。

仕組みを提供します。例えば、集合
研修で配付した資料を見る、授業で
出た宿題を共有するなどの使い方が
考えられます。最後のコミュニティ
は、ソーシャル・ラーニングを実現
するために、さまざまなパターンの
意見交換の場を設けました。また、
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芝ソリューショングループの人財育
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