
FUJITSUファミリ会では、今年度も多くの⾏事を開催して参ります。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。

FUJITSUファミリ会月間ニュース
2022年5月号

�ライブコース一覧

No. 実施期間 キーワード セミナー名

1
①5月12日(木) 10:00〜12:00
②5月17日(火) 13:30〜15:30

※①と②は、同じ内容
ICTスキル

資格取得対策講座
（基本情報技術者試験編）

2
①5月12日(木) 13:30〜15:30
②5月17日(火) 10:00〜12:00

※①と②は、同じ内容
ICTスキル

資格取得対策講座
（情報セキュリティマネジメント試験編）

3
5月27日(⾦)13:30〜16:30

新社会人
”心がラクになる” コミュニケーション講座
〜⾃分を整え 前向きに︕⾃信がつく︕︕〜

4
5月27日(⾦)13:30〜16:30

DX
デジタルビジネスリテラシー基礎①
「DX実現のためのアプローチ」

5
6月10⽇（⾦）14:00〜15:30

施設⾒学 島根富⼠通オンライン⼯場⾒学会

No. 実施期間 キーワード セミナー名

1 3月28⽇（⽉）〜6月30日（木）
ビジネス
スキル

ビジネスマナー講座

２ 3月28⽇（⽉）〜9月30⽇（⾦）
ビジネス
スキル

財務講座（初級編・中級編・実践編）

３ 3月24⽇（⽊）〜 6月30日（木） マネジメント
プロマネ実践講座
［メンバーのためのプロジェクトマネジメント］

4 2月21⽇（⽉）〜 5月31日（火） マネジメント
プロマネ実践講座
［リフレクティブ・プロジェクトマネジメント］

5 4月11⽇（⽉）〜9月30⽇（⾦）
ICTスキル

基礎
ICTスキル基礎講座
（情報化時代の ICT 基礎・ ICT 入門４コース）

6 4月25⽇（⽉）〜9月30⽇（⾦）
ビジネス
スキル

ビジネス文書講座（初級編・中級編・時短編）

�オンデマンド配信一覧

�eラーニング

No. 開催時間 キーワード セミナー名

1 ID受領⽇ 〜2023年3月31⽇（⾦）
ビジネス
スキル

㈱⽇本能率協会マネジメントセンター提供

2022年度 eラーニングライブラリ®

2 ID受領⽇ 〜2023年3月23日（木） ICTスキル
e講義動画ライブラリ
〜ICTスキル向上他に役⽴つ動画（140コース超）

を1年間受け放題!〜

3 ID受領⽇ 〜2023年3月23日（木）
ビジネス
スキル

FOM出版 ムービー・ナビ
〜Office操作を中⼼に、さっと３分で学べる︕~

New

New

New



ライブコース一覧

0512-10693

資格取得対策講座
（基本情報技術者試験編）

①5月12日(木) 10:00〜12:00
②5月17日(火) 13:30〜15:30

※①と②は、同じ内容

講師︓株式会社富士通ラーニングメディア、株式会社アイテック

概要︓情報技術者試験（CBT）に臨む⼼構えや試験のポイントをお伝えします。

【本講座のねらい】
これから基本情報技術者試験（CBT）を受験される⽅に向けて、試験に臨むにあたっての⼼構えや試
験のポイントを説明

【カリキュラム】
１．基本情報技術者試験（CBT）の概要
２．午前試験の出題ポイント
３．午後試験の出題ポイント
４．試験対策の進め方
５．必須知識の理解度確認問題

対象︓・2022年度「基本情報技術者試験」の受験予定の⽅
・来年度以降に「基本情報技術者試験」の受験をご検討の方方

申込みURL ◆ https://family-online.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/10693

申込締切︓ 5月9日(月)

1

zoom ウェビナー

※詳細は申込みサイトをご参照下さい

0512-10728

資格取得対策講座
（情報セキュリティマネジメント試験編）

①5月12日(木) 10:00〜12:00
②5月17日(火) 13:30〜15:30

※①と②は、同じ内容

講師︓株式会社富士通ラーニングメディア、株式会社アイテック

概要︓情報セキュリティマネジメント試験（CBT）に臨む⼼構えや試験のポイントをお伝えします。

【本講座のねらい】
これから情報セキュリティマネジメント試験（CBT）を受験される⽅に向けて、試験に臨むにあたっ
ての心構えや試験のポイントを説明

【カリキュラム】
１．情報セキュリティマネジメント試験（CBT）の概要
２．午前試験の出題ポイント
３．午後試験の出題ポイント
４．試験対策の進め方
５．必須知識の理解度確認問題

対象︓・2022年度「情報セキュリティマネジメント試験」の受験予定の⽅
・来年度以降に「情報セキュリティマネジメント試験」の受験をご検討の方方

申込みURL https://family-online.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/10728

申込締切︓ 5月9日(月)

2

zoom ウェビナー

募集中



ライブコース一覧 ※詳細は申込みサイトをご参照下さい

New 新着講座

新社会人向け

”心がラクになる” コミュニケーション講座
〜⾃分を整え 前向きに︕⾃信がつく︕︕〜

申込みURL ◆ https://family-online.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/10924

講師︓コーチング研修会社 ドリームフィールド 代表 阿部 侑生氏

概要︓「楽しく学んで⾃信がつく︕」をモットーに、ワークショップやゲームを通して「コミュニケーション

の基本のき」のトレーニングを楽しみながら学びます︕

＜カリキュラム（⼀例）＞

〇 コミュニケーションは前提を変えるとうまくいく
〇 いい⾔葉が⼈⽣を変える︕⾃分を成⻑させる極意

〇 伝えたいことが、しっかり伝わる︕デキる⼈の話し⽅

〇 これで⼤丈夫︕仕事の進め⽅のコツ

〇 信頼される聴き方のコツ
〇 ⾃分の強みがよく⾒えてくるハッピーワーク など

対象︓FUJITSUファミリ会 東北⽀部/北海道⽀部会員 新社会人の方

申込締切︓ 5月20⽇（⾦）

3

zoom

5月27日(⾦) 
13:30〜16:30

デジタルビジネスリテラシー基礎①
「DX実現のためのアプローチ」

申込みURL ◆ https://family-online.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/10957

講師︓㈱富⼠通ラーニングメディア

概要︓「DXとは何か」「なぜDXを実現することが急務なのか」という基本を理解した上で、経済産業省から
発信されている情報を確認しながら、DX実現のための大きな道筋(アプローチ)を学習します。

＜カリキュラム＞
第1章 DXの概要
第2章 DX実現に向けてのアプローチ

対象︓・DX実現のための全体像を知りたい方
・DX実現を推進するリーダー、担当者

申込締切︓ 5月24日（火）

4

zoom
5月27日(⾦)

13:30〜16:30

島根富⼠通オンライン⼯場⾒学会
〜「スマートものづくり」を実現するヒントを⾒つけませんか︖〜

講師︓㈱島根富⼠通

概要︓パーソナルコンピュータ⽇本最⼤級の製造⼯場である「島根富⼠通」にて、オンライン⼯場⾒学会を実

施します。ものづくりにおいて課題を持つ責任者、現場の方向けに、社内実践から得たスマート化を進
める上でのポイントや効果、生産革新の取組みなどをご紹介します。

対象︓・ものづくりにおいて課題をもつ責任者

・製造現場の方、ものづくりの現場に関心のある

申込締切︓ 5月31日（火）

5

zoom
6月10日(⾦) 

14:00〜15:30

お薦め

申込みURL ◆ https://family-online.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/11122



※詳細は申込みサイトをご参照下さい

ビジネスマナー講座
〜「ビジネスマナー」の⼼構えと実践ポイントを⾝につける︕〜

申込みURL ◆ https://jp.fujitsu.com/family/online/2021/od10264.html

3月28⽇（⽉）〜
6月30日（木）

講師︓㈱オイコス 坂本 敦子 氏

概要︓新⼊社員、若⼿層を対象に、ビジネスマナーの重要性を理解し、T.P.O. を考え、臨機応変に対応できる
効果的なビジネスマナーのスキルを学びます。
名刺交換、電話応答、来客応対、訪問マナーなど、実演を交えポイントを解説します。

対象︓・新⼊社員・若⼿層の⽅

・ビジネスマナーの心構えと実践ポイントを学びたい方
・ビジネスマナーのスキルを身につけたい方

申込締切︓ 6月30日（木）

※2021年度提供の同講座と同じ内容です。

1

「財務講座」（初級編・中級編・実践編）
〜新聞の企業ニュースを理解し、ビジネス数字に強くなる!!〜

講師︓望⽉ 明彦 氏 ［㈱オイコス メンター］
交渉アナリスト1級・公認会計士

概要︓会計の基礎知識や応⽤スキル習得を目的に、3つの講座を約半年間、いつでも、何度でも受講できます。

初級編︓決算書の構造と会社の数字の読み⽅の基本

中級編︓基礎（決算書やB/S・P/Lの基礎理解）を踏まえてより実践的な分析⼿法
実践編︓決算書（貸借対照表と損益計算書）を元に財務分析

対象︓初級編︓ビジネスパーソンとして必要な会計・財務の知識を⾝に付けたい⽅ 他
中級編︓財務会計の基礎を理解していて、さらに実践的な分析⼿法を⾝につけたい⽅ 他
実践編︓実際に⾃社の財務分析をしてみたい⽅ 他

3月28日（月）
〜９⽉30⽇（⾦）

申込締切︓９⽉30⽇（⾦）

申込みURL ◆ https://jp.fujitsu.com/family/online/2021/od10231.html

※2021年度提供の同講座と同じ内容です。

2

２

３
プロマネ実践講座

［メンバーのためのプロジェクトマネジメント］

３

講師︓㈱オイコス 加藤 大介 氏

概要︓本講座は、新⼊社員を含めたプロジェクトメンバーの⽴場から知っておくべきプロジェクトマネジ

メントの基礎知識とノウハウを学び、⾃⾝の実務についても振り返りを⾏いながら⾃律的・能動的な

基本動作を習得します。また、若⼿社員を持つプロジェクトリーダーの部下育成にも役⽴つ内容に

なっています。

対象︓プロジェクトメンバー

申込締切︓6月30日（木）

3月24日（木）
〜 6月30日（木）

申込みURL ◆https://jp.fujitsu.com/family/online/2021/od7228.html

オンデマンド配信

募集中



オンデマンド配信

New 新着講座

※詳細は申込みサイトをご参照下さい

２

３

プロマネ実践講座

［リフレクティブ・プロジェクトマネジメント］

〜新たな課題に対応する思考⼒とコミュニケーション⼒〜

講師︓㈱オイコス メンター 中村 文彦 氏

概要︓急激に変わっていく世の中に対してＩＴプロジェクトが抱えるが抱える新たな課題と問題認識を共有

します。またその課題に対応するためにプロジェクトマネジメントに取り⼊れるべき、思考⼒とコミュ

ニケーション⼒（リフレクティブ・プロジェクトマネジメント）について事例を交えながら解説します。

対象︓現場のプロジェクトマネージャーやプロジェクトリーダー、またはその候補者

プロジェクトチームを支援するラインマネージャーやＰＭＯ関係者

申込締切︓5月31日（火）

2月21日（月）
〜5月31日（火）

申込みURL ◆https://jp.fujitsu.com/family/online/2021/od7461.html

4

5

2022年度 ICTスキル基礎講座

（情報化時代の ICT 基礎・ ICT 入門４コース）

講師︓富⼠通㈱ グローバルサービスBG ジャパン・グローバルゲートウェイ
山本 克久

概要︓毎年ご好評をいただいております、ICTスキル基礎講座の５講座を約半年間、いつでも、何度でも受講で
きます。“ICTの基礎知識習得ツール”のひとつとして是非ご活⽤ください。

１．情報化時代のICT の基礎（ICT用語講座）
新聞、雑誌やテレビ、Web等のメディアで使用されている新しいICT用語、基礎的なICT用語を
わかりやすく解説

申込みURL ◆https://jp.fujitsu.com/family/online/2022/od10759.html

２．基礎から学ぶICT入門コース「データベース入門」
データベースの特徴やデータベース管理システムの機能等、全般的な基本技術を解説

申込みURL ◆https://jp.fujitsu.com/family/online/2022/od10792.html

３．基礎から学ぶICT入門コース「PCハードウエア入門」
パソコンの仕組みや動作原理 、 基本構造や各コンポーネントの役割などの基本技術を解説

申込みURL ◆https://jp.fujitsu.com/family/online/2022/od10825.html

４．基礎から学ぶICT入門コース「ネットワーク入門」
TCP/IPと LAN による通信の流れやネットワーク装置の役割などの基本技術を解説

申込みURL ◆https://jp.fujitsu.com/family/online/2022/od10827.html

５．基礎から学ぶICT入門コース「情報セキュリティ入門」
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

申込みURL

◆https://jp.fujitsu.com/family/online/2022/od10726.html

※2022年度版として、再編集しております。「情報セキュリティ入門」は2021年度提供の同講座と同じ容です。

対象︓ICTの基礎知識を習得したい⽅

4月11日（月）
〜９⽉30⽇（⾦）

人気コース



オンデマンド配信

人気コース

2022年度「ビジネス⽂書講座」

（初級編・中級編・時短編）

講師︓コンピュータハウス ザ・ミクロ東京 代表
NPO法人コミュニケーションプロスぺリティ 代表理事 豊田 倫⼦ 氏

概要︓ビジネス⽂書講座３講座を約半年間、いつでも、何度でも受講できます。

１．ビジネス文書講座（初級編） 【2021年度内容をアップデート】
「正しく、素早く相手に伝える ⽂書作成⼒向上講座」

概要︓読み⼿をイライラさせない「伝わる⽂章」を書く技術を中⼼に、社外⽂書・報告書・議事録のほか、

最もよく作成するメール文の書き方まで、様々なシーンで応用できる文書作成の 3 つのポイントを、
演習を交え実務的な視点で説明します。

対象︓中堅・若⼿層の⽅で

・ビジネス⽂書作成の基本知識は有するが「わかりやすい⽂書 」作成に苦労している方
・「正しく素早く相手に伝わる」 文章作成のスキルを身につけたい方

２．ビジネス文書講座（中級編）【2021年度内容をアップデート】
「伝わる⽂章の査読・指導⼒向上講座」

概要︓様々な例⽂を⽤いながら、部下が作成した⽂章の校正・指導をするための勘所を中⼼に学習します。

文章全体の構成、読み手をイライラさせない伝わる文章を書くポイントを、演習を交え実務的な
視点で説明します。

対象︓部⻑層・課⻑層・リーダー層の⽅で

・部下が作成した文章の査読、添削、指導する際のポイントを身に付けたい方
・素早く簡単に正確に伝わる文章を作成したい方

３．ビジネス文書講座（時短編）【新規】
「今⽇からできる︕⽂書作成時の時短術講座」〜Word・Excel・PowerPoint編〜

概要︓Word、Excel、PowerPointを活⽤した⽂書作成、資料作成における時短テクニックを説明します。

対象︓Word、Excel、PowerPointの操作の裏技を学びたい⽅

近日開始
〜９⽉30⽇（⾦）

募集開始予定︓4月11日（月）

６

申込みURL ◆https://jp.fujitsu.com/family/online/2022/od10858.html



eラーニング

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

※追加IDの申込み数に上限はありません。有償の場合、開講時期により価格は変動致します。

対象 ︓全部門

申込みURL ◆ https://family-online.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/9340

㈱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®
ID受領⽇〜

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28日(水)

1

募集中

e講義動画ライブラリ
富士通ラーニングメディア提供

2

提供︓㈱富⼠通ラーニングメディア

概要︓ICTを中心に、ビジネス、ヒューマンやAI、ビッグデータなどの最新トレンドまで幅広く取り揃えて
います。社員の既存のICTスキルの最新化、底上げのため、業務の隙間時間で効率よくスキルアップ
にご利⽤頂けます。受講期間終了まで、いつでも、何度でも受講できます。

コース内容︓

リーダーシップ、論理思考/問題解決、業務改善/IT活用、ITソリューションセールス他（27コース）、
プロジェクトマネジメント、上流/テスト（35コース）、
言語、Webアプリケーション開発技術、Webコンテンツ開発技術（36コース）、
システム基盤共通、サーバ、データベース、ネットワーク、ミドルウェア（40コース）、
システム運⽤管理、ITサービスマネジメント、セキュリティ、組込みソフトウェア技術他（17コース）

お薦めのPoint︕
point1︓信頼の講義カリキュラムと、豊富なコースラインナップ
point2︓探しやすく使いやすい、動画ならではの効率的な学びを

実現
再⽣スピード変更、講師の語りの⽂字テキスト表⽰、

全コースの中から必要なシーンだけのピンポイント検索

定員︓1会員2ID

対象︓ ・ICTスキルを取得したい方

140コース超が年間受け放題 お薦め

ID受領⽇〜
2022年3月23日(木)

申込みURL ◆https://family-online.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/10891

残席わずか

申込締切５⽉13日(⾦)17時まで



eラーニング

FOM出版 ムービー・ナビ
富士通ラーニングメディア提供

３

提供︓㈱富⼠通ラーニングメディア

概要︓Officeの操作などを独学で習得するための動画を約360本ご用意。テーマに沿った3分程度の動画を
仕事の合間などのすきま時間に繰り返し反復学習できます。 また、操作に困ったときにサッと調べ
ることができるので、業務の効率化に役⽴ちます。

コース内容︓

Excel : 150本 （例）折れ線グラフに未来の予測値を表示する
Word :   89本 （例）ナビゲーションウィンドウを使って文章を入れ替える
PowerPoint : 86本 （例）プレゼンテーションの構成を⼊れ替える、発表者ビューを利⽤する

Outlook : 9本 （例）受信メールを⾃動的に仕分けするには︖

Teams : 5本 （例） Microsoft Teamsの基本的な操作（チームとチャネル編）
ビジネスマナー : 10本 （例）美しい⽴ち居振舞い 〜⽴ち⽅〜、名刺交換

オンライン会議 : 10本 （例）オンライン会議の弱点を知ろう（誤解）
ハラスメント : 8本 （例）⾃宅について⾔及する、服装について⾔及する

ZOOMの使い方 : 20本 （例）（クライアント編）、 （ホスト編） 、 （ワンポイントテクニック編）

お薦めのPoint︕
point1︓業務効率化につながる動画を300本以上収録
point2︓パソコン・スマートフォンで視聴可能
point3︓題材をダウンロードして動画と同じ操作を実習できる
point4︓調べたい箇所だけ短時間で視聴可能

定員︓1会員2ID

対象︓ 業務効率化につながるテクニックを習得したい方

困ったときにサッと視聴 お薦め

大好評につき再募集

申込みURL ◆https://family-online.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/10892

FAMILY ONLINEの登録方法は、以下URLをご参照ください。
https://jp.fujitsu.com/family/sibu/hokkaido/schedule/mypage.pdf

�初めてセミナーに申し込む方へ

セミナーお申込みの際は、FAMILY ONLINE IDの登録が必要となります。
セミナーのお申込み前に、ID登録をお済ませください。

FAMILY ONLINE ID 新規登録

◆https://family-online.jp.fujitsu.com/public/application/add/32

ID受領⽇〜
2022年3月23日(木)

申込締切５⽉13日(⾦)17時まで



お知らせ

�「Family News」が どなたでも閲覧できるようになりました

これまでFAMILY ONLINEサイト内に掲載しておりました「Family News」がどなたでも閲覧いただ

けるようになりました。ID登録せずに、会報Familyの対談動画や取材裏、富⼠通のお客様事例や最新

ニュースなどを閲覧いただけます。

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

◆https://jp.fujitsu.com/family/familynews/fnews.html

※以下の情報は、FAMILY ONLINEマイページの「会報・論⽂タグ」からご覧ください。

・⼊賞論⽂の全⽂

◆https://family-online.jp.fujitsu.com/public/seminar?limit=100

FUJITSUファミリ会トップページの「Family News タグ」からもご覧いただけます
◆https://jp.fujitsu.com/family/


