
FUJITSUファミリ会月間ニュース

2021年12月号

FUJITSUファミリ会では、毎⽉多くの⾏事を開催しています。⽉間イベントをまとめてご案内
しますので、社内研修や自己啓発教材として是非ご活用ください。

No. 実施期間 キーワード セミナー名

1 12月9日（木）13:30〜15:30 マネジメント
健康経営シリーズ 第1弾
社内のエンゲージメント向上〜職場の活性化〜

New
2 12月10⽇（⾦）13:30〜17:00 ICTスキル 2021年度「COBOL基礎講座」

New
3 12月14日（火）14:00〜15:30 ビジネス

スキル

伝わるプレゼンシリーズ 第4回
⼼からの想いを語れていますか︖

『自分らしさ』を伝えるプレゼンの極意

4 12月15日（水）13:30〜15:00 マネジメント

健康経営シリーズ第2弾
健康経営のゼロからの歩みと実践事例

〜⼼理的安全性の職場環境に向けて〜

5 12月16日（木）17:30〜20:30 ビジネス

スキル

帯広セミナー＆ワインの夕べ
快適な⼈間関係を築く⼼理活⽤法

New
6 12月20日（月）14:00〜16:00 ICTスキル

セキュリティ対策講座
〜 在宅勤務・テレワークのための情報セキュリティ

対策研修 〜

New
7

2022年
1月12日（水）13:30〜20:30

ビジネス

スキル

旭川新春セミナー
⼥性アスリートへの理解で、更なる応援を︕

New
8

2022年
1月14⽇（⾦）14:00〜15:30

ビジネス

スキル

伝わるプレゼンシリーズ 第5回
オンラインだからこそ相⼿のことを考えた親切な

伝え⽅・資料つくり

�ライブコース一覧 ※各コースの概要は2⾴以降をご参照下さい

お薦め

�eラーニング・オンデマンド配信一覧
No. 実施期間 キーワード セミナー名

1 4月1⽇（⽊）〜
2022年3月31日（木）

eラーニング
㈱⽇本能率協会マネジネントセンター提供

eラーニングライブラリ®

2 7月12⽇（⽉）〜12月31⽇（⾦） マネジメント

大人気講師）飯山先生が解説する人材育成講座
「レジリエンス講座」
「成果をつくる目標設定講座」
「部下育成のための⼈間関係論講座」

3〜5 8月2⽇（⽉）〜12月31⽇（⾦） マネジメント

大人気講師）飯山先生が解説する人材育成講座
「環境肯定⼒講座」、「引き出す問いかけ講座」

「実現⼒講座」

6 10月1⽇（⾦）〜
2022年3月31日（木）

e講義動画
ITエンジニア向け動画研修サービス
SEカレッジ 2021年度下期

7〜9 10月18⽇（⽉）〜12月31⽇（⾦） ICTスキル

基礎

ICTスキル基礎講座
「情報セキュリティ入門」「トレンド技術」
「仮想化・クラウド入門」

New
10

11月1⽇（⽉）〜
2022年3月31日（木）

ビジネス
スキル

知って得する便利技!!「 Excel 仕事術」〜「働き⽅改
⾰」や「⽣産性向上」に直結︕ Excel 使い⽅改⾰〜

New
11 11月29⽇（⽉）〜12月31⽇（⾦） その他

情報システム・ユーザー会連盟
「第41回システム監査講演会」オンデマンド配信



ライブコース概要 vol.1 ※詳細は申込みサイトをご参照下さい

1

12月9日(木)
13:30〜15:30

健康経営シリーズ 第1弾
社内のエンゲージメント向上〜職場の活性化〜

zoom

講師︓オフィス後藤 後藤 徹 氏

概要︓職場を活性化するために、エンゲージメントの定義や⾼めるための⽅法を確認すると共に、

直近の話題と最新情報についてご説明します。

＜カリキュラム＞
1．なぜエンゲージメントが重要なのか
2．リーダーの役割
3．新⼊社員・若⼿社員を辞めさせない対策
4．職場のコミュニケーション

対象︓部⻑層〜リーダー層で社内エンゲージメントの定義や⾼めるための⽅法を学びたい⽅

申込みURL︓ ◆ https://family-online.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/5710

申込締切︓12月3日(⾦)

2

12月10日(⾦)
13:30〜17:00

2021年度「COBOL基礎講座」
〜いまさら人には聞けない、これからCOBOLを学びたい方のための〜

伝わるプレゼンシリーズ 第4回
⼼からの想いを語れていますか︖
『自分らしさ』を伝えるプレゼンの極意

12月14日(火)
14:00〜15:30

申込締切︓12月9日(木)

3

講師︓㈱富⼠通ラーニングメディア

概要︓これからCOBOLに携わる方々を対象に、COBOLの「基本」を分かり易く解説します。

＜カリキュラム＞
1．COBOLの概要
2．プログラミングの基礎知識
3．ファイルコピー、計算のプログラム
4．印刷のプログラム

対象︓COBOLシステムに業務等で今後携わる方

申込みURL︓ ◆ https://family-online.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/5512

zoom

申込締切︓12月7日(火)

zoom

講師︓GiFT LLC. 代表 藤倉 礼亜 氏

概要︓『わかりやすいプレゼン』の⼀歩先を⾏く『あなたらしさがあり、人の心を掴むプレゼン』
の極意について学びま。

＜カリキュラム＞
・自分にとって心地よいプレゼンスタイルを知る
・⾃分らしさとは何か︖考えてみる

・目的に接点を⾒出し、あなただからできるプレゼンをする

対象︓・プレゼン対する苦⼿意識がある⽅

・自信を持ってプレゼンしたい方
・⾃分の⾔葉で語ることに抵抗がある⽅

申込みURL︓◆ https://family-online.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/5480



ライブコース概要 vol.2 ※詳細は申込みサイトをご参照下さい

健康経営シリーズ 第2弾

健康経営のゼロからの歩みと実践事例
〜⼼理的安全性の職場環境に向けて〜

講師︓㈱富士通ゼネラル／(一社)社会的健康戦略研究所
健康経営推進部⻑／理事 佐藤 光弘氏

概要︓今なぜ健康経営なのかをはじめとして、健康経営の実践事例、⾃社での健康経営の取組みについて

考察・ディスカッションを⾏います。

＜カリキュラム＞
1．今、なぜ健康経営なのか
2．富士通ゼネラルの健康経営
3．組織開発としての健康経営(健康情報の活⽤事例)
4．自社での健康経営の活動について
5．今後の健康経営の取組について

対象︓・経営、⼈事トップ層で今後⾃社にて健康経営を実践予定の⽅

・本テーマに興味がある方

申込みURL︓◆ https://family-online.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/5941

申込締切︓12月9日(木)

12月15日(⾦)
13:30〜15:00

4

zoom

5

帯広セミナー＆ワインの夕べ
快適な⼈間関係を築く⼼理活⽤法

開催場所︓北海道ホテル

講師︓笑顔の研修製作所 代表 上前 拓也 氏

概要︓快適な⼈間関係を築くために、上司・部下からの視点、男性・⼥性視点など、様々な

視点から⼼理の活⽤法についてお話します。また、第⼆部 懇親会では、毎年好評の

「フランス料理とワインの⼣べ」を開催します。

料理とワインをいただきながら、⾷事を楽しむコツをソムリエより伝授します。

《第一部》セミナー 17:30〜18:20 2階 大雪の間 参加費︓無料

《第二部》懇親会 18:30〜20:30 2階 大雪の間 参加費︓3,000円(税込)

対象︓ファミリ会北海道⽀部会員

申込みURL︓◆ https://family-online.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/6073

12月16日(木) 
17:30〜20:30

申込締切︓11月11日（木）

6

12月20日(月)
14:00〜16:00

セキュリティ対策講座
〜 在宅勤務・テレワークのための情報セキュリティ対策研修 〜

zoom

講師︓㈱インソース 染葉 建治（そめは けんじ）氏

概要︓在宅勤務やサテライトオフィスで起こりやすい脅威をしっかり理解し、すぐに実践できる対策を
具体的に学びます。

＜カリキュラム＞
1．在宅勤務やテレワークに潜む危険
2．情報セキュリティ概論
3．作業用ＰＣの情報セキュリティ対策のポイント
4．作業空間における情報セキュリティ対策のポイント
5．共同作業時の情報セキュリティ対策のポイント
6．今⽇から⾏う情報セキュリティ対策

対象︓・在宅勤務やテレワーク初⼼者の⽅ ・私物のパソコンを使って業務をする方
・カフェやサテライトオフィスを使用する方

申込みURL︓◆ https://family-online.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/6205

申込締切︓12月15日（水）



ライブコース概要 vol.３ ※詳細は申込みサイトをご参照下さい

旭川新春セミナー
⼥性アスリートへの理解で、更なる応援を︕

７

伝わるプレゼンシリーズ 第5回
オンラインだからこそ相手のことを考えた
親切な伝え⽅・資料つくり

1月14日(⾦)
14:00〜15:30

8

zoom

講師︓GiFT LLC. 代表 藤倉 礼亜 ⽒

概要︓オンラインでは聴き⼿の集中⼒・モチベーションをキープしてもらうために『ならで
は』の⼯夫が必要です。でもちょっとしたコツを実践するだけでオンラインでこそ
伝わるプレゼン、オンラインでこそ⾒やすい資料づくりができます。
オンライン時代ならではの親切な伝え⽅・資料つくりを学びます。

 ＜カリキュラム＞

・DXサマリーを勝⼿にBeforeAfter︕ポイント解説で学ぶ修正のポイント
・今すぐ使えるオンラインプレゼンのコツ

対象︓・オンラインでのプレゼンに悩んでいる⽅
・⾃分の資料はどこかダサい…でも何が原因かイマイチわからないという⽅

申込みURL︓ ◆ https://family-online.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/6304

開催場所︓マルウンホール

カリキュラム︓

■記念講演「⼥性の健康問題とこれからの⼥性アスリート⽀援について」

講師︓⼥⼦バスケットボール元⽇本代表 野口（旧姓 船引）まゆみ氏

■情報提供「電⼦帳簿保存法・インボイス制度対応済︕
60万社が利⽤するシェア No.1 クラウド請求書サービス」

講師︓株式会社インフォマート

対象︓ファミリ会北海道⽀部会員

申込みURL︓◆ https://family-online.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/3039

2022年1月12日(水)
13:30〜16:30

申込締切︓1月5日(水)

申込締切︓1月11日(火)



eラーニング・オンデマンド配信 vol.1 ※詳細は申込みサイトをご参照下さい

提供会社︓㈱⽇本能率協会マネジメントセンター

概要 ︓140を越えるコースの中から、1年間（4⽉〜翌年3月）、
何度でも受講できる学び放題の学習教材。

種類 ︓マネジメント全般、組織、戦略・マーケティング、目標管理・⼈事評価、
CSR・コンプライアンス、労務メンタルヘルス、CS、キャリア、
ビジネススキル（ビジネス基礎・マナー、財務・会計、育成、問題・課題解決、ヒューマンスキル）
ビジネス教養、PCスキル、語学

費用 ︓1会員様につき 1 ID無料 2 ID以上 4,000円（税込）/ID
対象 ︓全部門

申込みURL ◆ https://family-online.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/3037

㈱⽇本能率協会マネジネントセンター提供

eラーニングライブラリ®
4月1日(木)〜

2022年3月31日(木)

※申込時期に応じて
学習開始日変動

申込締切︓12月31日(⾦)

1

飯山講師人材育成シリーズ

「レジリエンス講座」「成果をつくる目標設定講座」
「部下育成のための⼈間関係論講座」

2

講師︓飯⼭ 晄朗 ⽒ ⼈財教育家・メンタルスキルコーチ

概要︓『学びを⼒に︕』をコンセプトに、企業や地域に活⼒を与える⼈財を育成、サポートされている
“コーチング”の第⼀⼈者である飯⼭先⽣のもと、すぐに実践できるノウハウを学びます。

「レジリエンス講座」︓プレシャーや困難の中で適切に対処し、乗り越えるための⽅法レジリエンス
（回復⼒）をわかりやすく解説

「成果をつくる目標設定講座」︓⾃⼰分析や仕事分析を理解した上で、目標実現や⾏動計画を作成し、
目標実現に向けてのプロセスをわかりやすく解説

「部下育成のための⼈間関係論講座」︓部下との⼈間関係論を元に円滑なコミュニケーションができる
ポイントをわかりやすく解説

対象︓本テーマに興味がある⽅ ※2020年度提供の同講座と同じ内容です。

7月12日(月)
〜12月31日(⾦)

申込締切︓ 12月30日(木)

申込みURL ◆ https://jp.fujitsu.com/family/online/2021/od2873.html

8月2日（月）
〜12月31日(⾦)

大人気講師）飯山先生が解説する人材育講座2021

「環境肯定⼒講座」
〜環境の変化に対応する⼒、折れない⼼を作る⽅法を学ぶ!!〜

講師︓飯⼭ 晄朗 氏 人財教育家・メンタルスキルコーチ 申込締切︓ 12⽉30⽇(⽊)

概要︓本講座では、環境の変化に対応する⼒や、折れない⼼を作る⽅法である「環境肯定⼒」について学ん
でいただきます。⾦メダリストを輩出するのなど、『学びを⼒に︕』をコンセプトに、企業や地域に
活⼒を与え⼈材の育成・サポートをされている“コーチング” の第一人者である飯山講師から、逆境に
強く、目標達成するまであきらめない、メンタル面を強化するノウハウを伝授いたします。

対象︓本テーマに興味がある⽅

3

申込みURL ◆ https://jp.fujitsu.com/family/online/2021/od5215.html



オンデマンド配信 vol.2 ※詳細は申込みサイトをご参照下さい

4

申込締切︓ 12⽉30⽇(⽊)講師︓飯⼭ 晄朗 氏 人財教育家・メンタルスキルコーチ

概要︓部下を成⻑させるには、答えを教えるのではなく、部下が⾃分の頭で考え、⾃ら答えを⽣み出すこと
へ導く、上司の問いかけがとても重要です。本講座では、効果的な質問を⽤いながら部下の⼒を引き
出す、問いかけの手法とその実践方法を学んでいただきます。

対象︓本テーマに興味がある⽅

大人気講師）飯山先生が解説する人材育成講座2021

「実現⼒講座」
〜企画を考える「構想⼒」と断固実現する「実現⼒」を⾝につける〜

講師︓飯⼭ 晄朗 氏 人財教育家・メンタルスキルコーチ

概要︓計画や課題、企画を考える構想⼒とそれを断固実現する、実現⼒を⾝につけれられる講座です。
目標を⽴ててもなかなか実現できない⼈、なかなか望む結果が得られない⼈へ、３つのポイントに
絞って説明します。

対象︓本テーマに興味がある⽅

申込みURL ◆ https://jp.fujitsu.com/family/online/2021/od5215.html

ITエンジニア向け動画研修サービス

SEカレッジ 2021年度下期
提供会社︓㈱SEプラス

概要 ︓IT書籍を多数刊⾏する翔泳社の著者陣が登壇するIT研修動画が⾒放題
1.  通常動画（各2時間程度、1日講座は4~5時間）

全14分野、常時50講座程度を配信
分野︓プログラミング、データベース、ネットワーク、OS、AIなど

2. いつでも動画（各5〜10分程度）
分野︓プログラミング、メソドロジ・開発⽅法論、ヒューマンスキルなど

定員 ︓先着15名（1社4名まで）
対象 ︓情報システムご担当の⽅、システムエンジニアの⽅

申込みURL ◆https://family-online.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/3038

5

申込締切︓受講開始希望⽇の
2週間前まで

※定員になり次第〆切

7

概要︓コンピュータを利⽤するうえでの脅威と、安全に使うための対処⽅法をわかりやすく解説し、
情報セキュリティの基礎を学びます

対象︓ ・セキュリティの基礎を理解し、セキュリティ意識を向上させたい⽅
・新⼊社員、若⼿社員の⽅

・ICT基礎や情報セキュリティに関する知識を整理したい⽅

ICTスキル基礎講座

「情報セキュリティ入門」

詳細・申込みURL ◆https://jp.fujitsu.com/family/online/2021/od4891.html

申込締切︓ 12月30日(木)

10月18日（月）
〜12月31⽇（⾦）

10⽉1⽇(⾦)〜
2022年3⽉31⽇(⽊)

講師︓富⼠通㈱ ＳＩビジネス変革室FJQSユニット 山本 克久

YouTube

8月2日（月）
〜12月31日(⾦)

大人気講師）飯山先生が解説する人材育成講座2021

「引き出す問いかけ講座」

〜部下の⼒を引き出す、問いかけの⼿法を学ぶ〜

申込みURL ◆ https://jp.fujitsu.com/family/online/2021/od5215.html

8月2日（月）
〜12月31日(⾦)
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申込締切︓ 12⽉30⽇(⽊)



オンデマンド配信 vol.3 ※詳細は申込みサイトをご参照下さい
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知って得する便利技!!「 Excel 仕事術」
〜「働き⽅改⾰」や「⽣産性向上」に直結︕ Excel 使い⽅改⾰〜

11月1日（月）
〜2022年3月31日（木）
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ICTスキル基礎講座

「トレンド技術」

申込締切︓ 12⽉30⽇(⽊)

10月18日（月）
〜12月31⽇（⾦）

講師︓富⼠通㈱ ＳＩビジネス変革室FJQSユニット 山本 克久

概要︓昨今注目されている下記キーワードについて、適用分野や活用シーンなどを踏まえながら解説します

対象︓ ・最新技術の基礎知識を学びたい⽅
・新⼊社員、若⼿社員の⽅

・本テーマに興味がある方

詳細・申込みURL ◆https://jp.fujitsu.com/family/online/2021/od5083.html

講師︓富⼠通㈱ ＳＩビジネス変革室FJQSユニット 山本 克久

概要︓仮想化技術を基盤としたクラウドサービスを⽀える各種技術の説明や⽤語を解説します

対象︓・仮想化技術・クラウドについて基本的な知識を習得したい⽅

・本テーマに興味がある方

詳細・申込みURL ◆https://jp.fujitsu.com/family/online/2021/od5116.html

ICTスキル基礎講座

「仮想化・クラウド入門」
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情報システム・ユーザー会連盟

「第41回システム監査講演会」11月9日（火）開催済

申込締切︓ 12月30日(木)

11⽉29⽇（⽉）
〜12⽉31⽇（⾦）

講師︓富⼠通エフ・オー・エム㈱ ※動画撮影時の社名です。

概要︓Excel の基本でもあるデータ⼊⼒や表作成だけでなく 、 データ活⽤に必要不可⽋なデータベース機能
などの便利機能を習得いただき業務効率の向上を目指します。

1．データ⼊⼒がラクになる技 2．⾒やすい表を作る技
3．データを思い通りに集計する技 4．意外と知らない印刷の技

対象︓Excelの基本操作ができ、より有効的な操作方法を学びたい方

詳細・申込みURL ◆https://family-online.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/5413

講演1 「コロナ禍で⾒えてきたデジタル推進上の課題とシステム監査」

講師︓ＮＰＯ法⼈⽇本システム監査⼈協会副会⻑
経済産業省デジタル時代の⼈材政策に関する検討会座⻑ 三谷 慶⼀郎⽒

詳細・申込みURL ◆ https://jp.fujitsu.com/family/online/2021/od6238.html

講演2 「アフラックにおけるアジャイル型監査の導入と実施」

講師︓アフラック⽣命保険(株) 内部監査部監査第⼀課課⻑ 設楽 隆 氏

詳細・申込みURL ◆ https://jp.fujitsu.com/family/online/2021/od6239.html

講演3 「リモートワークとシステム監査」

講師︓㈱CAICA 内部監査室 ⻑島 基 氏

詳細・申込みURL ◆ https://jp.fujitsu.com/family/online/2021/od6240.html

申込締切︓ 2022年3月30日(水)

10月18日（月）
〜12月31⽇（⾦）

申込締切︓ 12月30日(木)
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FUJITSUファミリ会北海道⽀部事務局 (富士通株式会社内)
〒060-8504 札幌市中央区北2条⻄4丁目1札幌三井JPビルディング15階
E-mail︓ contact-family-hokkaido@cs.fujitsu.com

お問合せ

�FUJITSUファミリ会北海道⽀部ホームページ

◆https://jp.fujitsu.com/family/sibu/hokkaido/index.html

ファミリ会 北海道

クリック︕各イベントのご案内や更に詳しい情報は、ホームページをご覧ください。

お知らせ

�会報Family オンライン

Family403号 [2021年11月1⽇発⾏]

https://jp.fujitsu.com/family/online/p403/

会報Familyが403号より、リニューアルしました︕ぜひご覧ください。

�会報Familyリニューアル

�新コーナー ＃わが社のSDGs

�豊かに生きる誌上セミナー HUMAN HUMAN

�⽀部⾒聞録 From川崎関東支部

�Family's Information

�2021年度秋季⼤会 アーカイブ映像の配信について

�当日お申込みをいただいた方

当日と同じのIDとパスワードで視聴可能です。

●視聴URL︓

https://web.showcase-video.jp/family/

●アーカイブ映像視聴期間

12月1日(水)12:00〜12月24日(⾦)17:00

�新たにお申込みをされる方

メールでお申し込みいただけます。

詳細は以下URLをご参照ください。

https://jp.fujitsu.com/family/autumn/2021/


