
FUJITSUファミリ会をもっと楽しく活用していただくための様々な情報をご提供します。
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FUJITSUファミリ会事務局 E-mail：contact-familykai@cs.jp.fujitsu.com Fax：03-6252-2798

富士通
フォーラム
2017

このセミナーの聴講には申し込みが必要です。富士通フォーラムでは、この他にも各種講演やセミナー、
富士通のICT ソリューションの展示を予定しています。詳細はホームページをご覧ください。

募集要項については、論文のホームページをご覧ください。

応募時に必要な各種フォーマットや執筆の際に役立つ「執筆の手引き」、2016年度の入賞論文を含む400編以上の論文を掲載しています。

OJT の中から学んだことや初めて携わったプロジェクトでの経験
など、日々取り組んでいる業務を論文として発表してみませんか？
業務を見つめ直すことでさまざまなビジネススキルが向上します。

■応 募 資 格：入社 3年目までの方
■募集テーマ：日頃の業務から学んだあらゆること
■形 式：小論文（本文4,000 字～ 6,000 字程度）
■スケジュール：FUJITSUファミリ会論文に同じ

入賞論文については FUJITSUファミリ会 春季大会で表彰式を行います。また上位入賞論文に
ついてはセミナーとして発表する機会を用意します。社内外に向けて自社（自部門）の取り組み
を広くアピールできます。

ファミリ会論文は、審査の事前事後に論文委員会の評価・コメントを執筆者へフィードバック
する事を特徴としています。自身の論文がどのように評価されたのか知ることができ、大変勉
強になります。

論文という形で成果を纏めることは、自身のかかわったプロジェクトを改めて整理し、体系だ
ててものを書く非常に貴重な経験の場となります。この経験は自身の成長へ確実に繋がります。

2017年5月18日（木）
東京国際フォーラム

FUJITSUファミリ会共催セミナー
『ファミリ会論文 2016年度入賞論文発表』
富士通フォーラムにて、ファミリ会論文の 2016 年度入賞論文 2編を発表いたします。

15：00～15：50

小林クリエイト株式会社
経営企画部経営企画課

企画・運営担当
瀬古 美菜子 氏

株式会社トータルオーエーシステムズ
管理本部 教育部 マネージャー

吉田 一美 氏

S14-2
2016年度ファミリ会論文 優秀論文

ワークライフバランス実現に向けた支援とは

優秀論文
（賞金25万円）

秀作論文
（賞金10万円）

新人賞
（賞金3万円）

ワークライフバランス実現に向けた支援とは

育児・介護社員に関する
課題及び施策の仮説立案から
効果検証を踏まえて

2016年度ファミリ会論文 秀作論文

客先常駐型ビジネス構造の
中小IT企業における
人財育成の実践報告

お申し込みは 5 月17日（水）12：00までhttp://forum.fujitsu.com/tokyo/e/
http://jp.fujitsu.com/family/article/
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育児・介護社員に関する課題及び施策の仮説立案から効果検証を踏まえて

小林クリエイト株式会社 瀬古 美菜子 氏

システム運用における課題及び改善活動について
運用自動化による工数削減・作業標準化

富士通エフ・アイ・ピー株式会社 満尾 嘉偉 氏

客先常駐型ビジネス構造の中小IT企業における人財育成の実践報告
株式会社トータルオーエーシステムズ 吉田 一美 氏、北村 雅美 氏
小中学校における学校ICT環境の現場と展望
富士通エフ・アイ・ピー株式会社 平野 智之 氏

卸売市場の現場にタブレット型コンピュータを持込み卸売業務の迅速化を図る
帯広地方卸売市場株式会社 佐藤 俊光 氏

地震・雪害などの大規模災害対策への参画を通じて学んだ三現主義の重要性
山崎製パン株式会社 佐藤 千穂 氏

「PDCA帳」の活用による基盤SE実践能力の向上
富士通エフ・アイ・ピー株式会社 伊東 洋希 氏

要件定義工程におけるデータモデルの活用について
日揮株式会社 喜多 陵 氏
CIツールの導入による開発生産性と品質の向上
東京海上日動システムズ株式会社 古澤 直人 氏

入

エントリー締切

賞 論 文 の お 知 ら せ

応募のメリット 

プロジェクトの整理

論文スキルの向上

表彰と発表

募集テーマ

賞および賞金

論文執筆謝礼…2万円 Web掲載謝礼…3万円

※Web掲載されない論文は執筆謝礼（2万円）のみの贈呈となります。

※エントリーが間に合わない方は、事務局までぜひご一報ください。

会員企業の課題解決に役立つ様々な事例
日常業務を通じて経験された、会員に参考となるICT 事例はもちろんのこと、「グローバル
展開」や「人材育成」、「ワークライフバランス実現」のようなテーマも大歓迎です。情報シス
テム部門の方のみならず、利用部門の方々もご応募ください。

「人材育成」と「自社の取り組みのアピール」に最適！

（提出論文一編につき贈呈） （審査の上、会員専用ホームページ「FAMILY ROOM」に
掲載された論文一遍につき贈呈）

2017 年 8 月 31日（木）

論文原稿提出締切

2017 年 9 月 29日（金）

最優秀論文…賞金50万円 優秀論文…賞金25万円

秀作論文…賞金10万円 新人賞…賞金3万円

新人賞！入社3年目までの方対象

2016 年度は一般論文25編、新人賞10編の応募があり、論文
委員会の厳正な審査の結果、入賞論文は優秀論文以下、次の
通り決定いたしました。（最優秀論文の該当はありません）
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一般論文・新人賞応募者には漏れなく執筆謝礼2万円を贈呈。
更に提出論文がWebに掲載されると3万円を贈呈します。



2017年度論文エントリー特典
｢レポート・論文の書き方入門」を進呈

一般論文、新人賞にエントリーいただいた
方にはもれなく「レポート・論文の書き方
入門」を進呈いたします。

河野 哲也（著）／慶応義塾大学出版会

富士通ユーザー（ファミリ会会員に限りません） 「エントリーシート」をご記入のうえ、ファミリ会事務局まで

ご提出をお願いいたします。詳しくは、FUJITSUファミリ会

論文ホームページをご参照ください。

http://jp.fujitsu.com/family/article/
エントリー締切：2017年8月31日（木）

原稿量：本文A4版用紙 約10～20枚（8,000字～16,000字程度）
※原稿はMicrosoft Word原稿のみとし、本文の他に「論文要旨」「目次」「図表一覧」を
書き添えてください。原稿のフォーマットはWebに掲載していますのでご利用ください。

提出締切：2017年9月29日（金）

ファミリ会論文は、論文委員が丁寧にサポートし、審査を行います。

応募開始
2017年4月

エントリー締切
2017年8月31日

原稿提出締切
2017年9月29日

内容確認
2017年10月

執筆者最終確認
2017年10月

※一次審査に入る前に、論文委員が、
加筆修正により論文として更に良
くなると思われる点を確認します。

※内容確認の結果を執筆者にフィード
バックし、加筆修正していただきま
す。その原稿を最終原稿として審査
します。

※ ※

論 文 執 筆

一次審査
2017年11月～12月

二次審査
2017年12月～1月

最終審査会
2018年2月上旬

審査結果発表
2018年2月中旬

ご応募いただきました論文は論文委員会にて審査のうえ、
会員専用ホームページ「FAMILY ROOM」に掲載させて
いただきます。

著作権について
ご応募いただきました論文の著作権は著者に帰属します。ただし、
FUJITSUファミリ会による論文の配布に係わる一切の権利を
FUJITSUファミリ会に無償で許諾するものとします。

＜お問い合わせ先＞
FUJITSUファミリ会 本部事務局 論文担当
E-mail：contact-familykai@cs.jp.fujitsu.com

〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2（汐留シティセンター）
富士通株式会社 カスタマーリレーション統括部内
TEL：03-6252-2253（直通）

既発表論文につきましては、その後の運用実績、考察などを加筆・修正していただき、新しい視点を加えた論文として

ご応募いただくようお願いいたします。その際、本文のほかに「既発表論文」「既発表論文からの変更点（A4、1枚程

度）」を合わせてご提出ください。審査では新たに加えられた変更点に重点を置き評価いたします。

特別配信

論文委員長が解説する
「応募のメリット・執筆のコツ」
2017年6月16日に開催されたFUJITSUファミリ会論文セミナーより、
論文委員長の講演を全編掲載いたしました。2017年度論文応募を
検討に、また論文執筆の参考にぜひご視聴ください。

講師：島田 裕次 氏
FUJITSUファミリ会 論文委員長
東洋大学 総合情報学部 教授


	1_pdfsam_2017年度論文募集_20170731_エントリー延長.pdf
	2017年度論文募集（ウラ）_エントリー延長.pdf
	スライド番号 1




