
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。

FUJITSUファミリ会月間ニュース
2022年10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 10月5日（水）13:30〜16:30 DX
デジタルビジネスリテラシー基礎⑧
カスタマージャーニーマップによる価値提案の描き方

2
10月7⽇（⾦）、10月14⽇（⾦）
10月26日（水）
全3回／各回16:30〜17:30

コミュニケー

ション

⼣活セミナー

雑談⼒を上げる話し⽅講座

3
10月18日（火）、10月25日（火）
11月 8日（火）
各回完結／各回13:30〜17:00

マネジメント
こんな時どうする︖

マネジメントの一問一答

4 10月14⽇（⾦） 14:00〜15:30 プレゼン
伝わるプレゼンシリーズ第2回
どんなダメパワポも、劇的ビフォーアフター︕

★プロデザイナーのダメ出しLIVE修正編

5 10月18日（火） 14:00〜15:30
ダイバーシティ＆

エクイティ&イン

クルージョン

DE&I セミナー
不均衡を解消し、 誰もが働きやすい持続可能な社会へ

6 10月20日（木） 15:00〜16:30 DX
グローバルセミナー
アジア・アフリカが牽引するデジタル社会

7 10月21⽇（⾦） 16:00〜17:30 セキュリティ
セキュリティ対策講座［最新のサイバー攻撃］
最新のサイバー攻撃の技術的な深堀りと対策の検討

8 10月27日（木）15:30〜17:00 法・制度改正
旭川開催、中小企業に押し寄せる法改正対応
〜 デジタル化の遅れが危機をもたらす 〜

9 11月2日（水）13:00〜15:00 マネジメント
健康経営シリーズ エンゲージメント向上セミナー
心を元気に「いきいき」と働くことを実践できる講演会

10 11月9日（水）13:00〜15:00 法・制度改正
中小企業に押し寄せる法改正対応
〜 デジタル化の遅れが危機をもたらす 〜

�eラーニング
No. 実施時間 キーワード イベント名

1 随時〜2023年３⽉31⽇（⾦）
ビジネススキル

マネジメント

⽇本能率協会マネジメントセンター提供

eラーニングライブラリ®

2 10⽉上旬〜
マネジメント

他
WIDEBOOK ビジネスオンライン

3 10⽉上旬〜
ICT

スキル
【再募集】 e講義動画ライブラリ（FLM提供）

支部独自

お薦め

No. 実施期間 キーワード セミナー名

1 9月21⽇（⽔）〜10月2日(日) 元気企業

地域限定スペシャルセミナー
元気な企業にはワケがある︕

有限会社ゑびや、通天閣観光株式会社、
石川鋳造株式会社、富士通eSports部

2 8月1⽇（⽉）〜10月31日（月） マネジメント
プロマネ実践講座「要件定義を鍛え直す!!」
〜要件定義困難時代に⽴ち向かう〜

3 10⽉上旬〜12月2日(⾦) 未来志向
【⾒逃し配信】SDGsセミナー「儲かるSDGsとは」
〜危機を乗り越えるための経営戦略〜

4 10⽉上旬〜3月31日(⾦) マネジメント
⼈を育てるために役⽴つ

飯山講師人材育成シリーズ

�オンデマンド配信一覧

人気コース

支部独自

お薦め



ライブコース一覧

1

デジタルビジネスリテラシー基礎⑧
「カスタマージャーニーマップに

よる価値提案の描き方」

zoom

10月5日(水)
13:30〜16:30

講師︓株式会社富⼠通ラーニングメディア

概要︓新しいビジネスを創出していくためには、観察によってユーザーの思考・⾏動を理解し、新しい価値
提案に繋げるアプローチが求められます。
本セミナーでは、ユーザーが製品やサービスを利⽤する⼀連の体験を「カスタマージャーニーマップ」
によって可視化し、ユーザーの思考・⾏動を分析する⽅法を学びます。また、製品・サービスの体験を
描き直し、価値提案（バリュープロポジション）を創出するプロセスを学びます。

対象︓・新規ビジネスを企画・推進されている⽅
・既存の製品・サービスを磨くための手法を学びたい方

申込みURL ◆https://family-online.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/16039

申込締切︓9月30日(⾦)

※2021年度提供の同講座と同じ内容です。

募集中

※詳細は申込みサイトをご参照下さい

夕活セミナー
雑談⼒を上げる話し⽅講座

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︓単に話すスキルをあげるのではなく「相⼿の聴きたいことを話し」「関係性を作る⼒」である雑談の本
質について、雑談⼒のある⼈の特徴をピックアップし、全３回コースで実践を交えながら学びます。

＜カリキュラム＞

対象︓・初対⾯ での対応や会話 が苦手だと感じている方
・沈黙のプレッシャーを改善 ・ 克服したい方
・世代間のギャップ 、 上司や部下など年齢が離れた⼈との会話⼒を磨きたい⽅
・仕事以外の話 「 雑談 」 がちょっと難しいと感じている 方
・相⼿のいいたいことを引き出す⼒を磨きたい⽅
・空気を読みすぎ る方 、 いろんな意味でストレスを解消したい 方
・最近 、 元気がない 。 疲れがたまっている 。 心の休息時間が欲しい方
・コミュニケーション⼒のブラッシュアップ 、 スキルアップに したい方
・傾聴⼒ 、 承認⼒を⾝につけたい 方

申込みURL ◆ https://family-online.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/16270

2

zoom

10月7⽇（⾦）、10月14⽇（⾦）、
10月26日（水）

全3回／各回16:30〜17:30

申込締切︓10月4日(火)

第1回 10月7⽇（⾦）
雑談⼒が上がる、３つのコツ

なかなか話してくれない相⼿の⼼の扉を開くには︕

第2回 10月14⽇（⾦）
この⼀⾔がいい関係をつくる︕声がけの魔法

好かれる人の「雑談」での話し方

第3回 10月26日（水）
相手のタイプに合わせたアプローチ法
⾃⼰理解を深めて、他者理解を深める

お薦め



ライブコース一覧

3

こんな時どうする︖

マネジメントの一問一答

※詳細は申込みサイトをご参照下さい

zoomお薦め

講師︓かもめソリューションズ 三上 淳 氏

概要︓「マネジメントレベルを問われる職場のケース」に対して、参加者同⼠で対話しながら対応を考えてい
くことで、原理原則と参加者ご⾃⾝のマネジメント観を統合します。

＜カリキュラム＞

対象︓・新任管理職、既任管理職、マネジメントに携わる⽅

申込みURL ◆ https://family-online.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/16336

各回完結 10月18日（火）、10月25日（火）、
11月8日（火） 各回13:30〜17:00

第1回 10月18日（火）
基礎編
マネジャーの視野・視座とは︖グループ演習「管理の基礎」

第2回 10月25日（火）
仕事編
グループ演習「仕事の管理」、マネジメントサイクル

第3回 11月8日（火）
人材育成編
グループ演習「部下の育成」、「チームワークづくり」

申込締切︓ 各実施日の1週間前

伝わるプレゼンシリーズ 第2回
どんなダメパワポも、劇的ビフォーアフター︕

★プロデザイナーのダメ出しLIVE修正編

講師︓GiFT LLC. 代表取締役 藤倉 礼亜 ⽒

概要︓パワーポイントを使った資料作成の勘所を、富⼠通で過去10,000枚以上の役員が使うパワポ資料を添
削・改⾰してきたデザイナーが、こっそり伝授します︕

＜カリキュラム＞
・実際の資料をポイント解説しながらデザイン編集BeforeAfter︕
・どうやる︖ダサい資料のリデザイン︖︕ライブ編集でプロのテクニックを学ぼう

対象︓・パワポ資料の作成に悩んでいる⽅
・レビューする⼈の意⾒に振り回されてしまうので、正しい「軸」となる考え⽅を⾝に着けたい⽅
・市販のノウハウ本を読んでも、欲しい内容と違うのでマッチした情報が欲しい⽅
・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/16501

4

zoom

10月14⽇（⾦）
14:00〜15:30

申込締切︓10月11日(火)

5

zoom
10月18日（火）

14:00〜15:30

講師︓Ridgelinez株式会社、富⼠通株式会社

概要︓「DE&I」の課題と向き合ってきた中で、⽴ちはだかった壁、成果が出た施策や現在の課題など、具体的
なエピソードを講演と対談で伝えます。２社の取組から実践のヒントを会員の皆さんと⼀緒に考えます。

＜第⼀部＞⼈起点のダイバーシティ＆インクルージョン
＜第⼆部＞富⼠通のDE&Iと取り組みについて 〜⼥性活躍⽀援施策を中⼼に〜

対象︓・経営幹部の⽅
・DE&I推進部門の⽅
・⼥性リーダーとリーダーを目指す⽅

申込みURL ◆https://family-online.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/16402

申込締切︓ 10月13日（木）

DE&I セミナー
不均衡を解消し、誰もが働きやすい持続可能な社会へ



ライブコース一覧

旭川開催

中小企業に押し寄せる法改正対応
〜 デジタル化の遅れが危機をもたらす 〜

8

10月27日（木）
15:30〜17:00

申込締切︓10月31日(月)
講師︓ 富⼠通Japan㈱、 ㈱インフォマート・関彰商事㈱

概要︓今後予定されている法・制度改正の概要を整理し、その対応に向けて課題と対応策について解説します。
またインボイス制度、働き⽅改⾰関連法をデジタル化で解決する２つのソリューションをご紹介します。

対象︓道北地区の⺠間企業、医療機関様、経営者・情報システム責任者

申込みURL ◆ https://family-online.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/17557

6

zoom

10月20日（木）
15:00〜16:30

申込締切︓ 10月17日（月）

※詳細は申込みサイトをご参照下さい

グローバルセミナー
アジア・アフリカが牽引するデジタル社会

講師︓富⼠通株式会社 シニアエバンジェリスト 松本 国一

概要︓今成⻑を続けるアジア・アフリカのデジタル化施策を紹介しつつ、デジタルトランスフォー
メーションを進めるために「必要なこと」を紹介します。

対象︓・ＤＸ推進者の⽅
・ＤＸビジネスに興味がある方

申込みURL ◆https://family-online.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/16601

7

セキュリティ対策講座
［最新のサイバー攻撃］
〜最新のサイバー攻撃の技術的な深堀りと対策の検討〜

zoom

10月21日(⾦)
16:00〜17:30

講師︓富⼠通株式会社

概要︓今押さえるべき脅威の動向について技術的な視点から深堀りを⾏い、紹介します。また、これらの脅威
への対策について皆さんと一緒に考えます。

＜カリキュラム＞
１．最新の脅威動向
２．EMOTETの攻撃手法と対策の検討
３．ランサムウェアの攻撃手法と対策の検討
４．効果的な対策の実施に向けて
５．まとめ

対象︓・サイバーセキュリティに関⼼のある⽅ ・最新の脅威動向に関心のある方
・攻撃⼿法に対する理解を深めたい⽅

申込みURL ◆https://family-online.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/17062

申込締切︓10月19日(水)

基調講演
中小企業における法改正とDXへの対応
〜 急務となる対応策と、おさえるべきポイント 〜

セッション１
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

セッション２ 働き⽅改⾰の第⼀歩は就業管理のデジタル化から︕



ライブコース一覧

健康経営シリーズ「エンゲージメント向上セミナー」
心を元気に「いきいき」と働くことを実践できる講演会

9

11月2日（水）
13:00〜15:00

申込締切︓10月31日(月)
講師︓グリットコンサルティング合同会社

概要︓本講演会では、昨今の社会動向と働き⽅における課題、そしてそれに対しての解決策と実践⽅法、現場
で楽しく働くための考え方など、 ❝心を元気に❞ ⼀⼈⼀⼈のウェルビーイングに向け、役⽴つ情報や
スキルをお伝えいたします。

＜第一部＞ 経営に必ずつながるエンゲージメントとは 〜デジタル関連企業における本来の働き⽅改⾰〜

＜第二部＞ 職場でできるウェルビーイングに向けた取り組み

対象︓職場のエンゲージメント向上にむけて、マネジメント層（管理職・リーダー）として⾏うべきポイント
や具体的な方法を学びたい方

申込みURL ◆ https://family-online.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/17458

zoom

※詳細は申込みサイトをご参照下さい

中小企業に押し寄せる法改正対応
〜 デジタル化の遅れが危機をもたらす 〜

10

11⽉9⽇（⽔）
15:30〜17:00

申込締切︓10月31日(月)
講師︓ 富士通Japan㈱、 ㈱インフォマート・関彰商事㈱

概要︓今後予定されている法・制度改正の概要を整理し、その対応に向けて課題と対応策について解説します。
またインボイス制度、働き⽅改⾰関連法をデジタル化で解決する２つのソリューションをご紹介します。

対象︓北海道/東北地区の⺠間企業、医療機関様、経営者・情報システム責任者

申込みURL ◆ https://family-online.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/17623

基調講演
中小企業における法改正とDXへの対応
〜 急務となる対応策と、おさえるべきポイント 〜

セッション１
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

セッション２ 働き⽅改⾰の第⼀歩は就業管理のデジタル化から︕

zoom



※詳細は申込みサイトをご参照下さいオンデマンド配信

募集中

地域限定スペシャルセミナー

元気な企業にはワケがある︕

概要︓関⻄⽀部と東海⽀部の共催で実施した「地域限定スペシャルセミー」の
期間限定オンデマンド配信です。配信期間が限られおりますので、お⾒逃しにお気をつけください。

１．【講演】「有限会社ゑびや」
⽼舗企業は変⾰しつづける
〜伊勢から変⾰する理由 ＆ データを活⽤した私達のコロナ禍での取り組み〜

申込みURL ◆https://family-online.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/17162

２．【講演】「通天閣観光株式会社」
通天閣 泣き笑い物語

申込みURL ◆https://family-online.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/17194

３．【講演】「石川鋳造株式会社」
⽼舗鋳物メーカーの⽣き残りをかけた挑戦
〜 おもいのフライパン誕生秘話 〜

申込みURL ◆https://family-online.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/17260

４．【講演＆デモ】「富士通eSports部」
若者だけのものじゃない︕
eスポーツが創るバリアフリーでイキイキとした社会

申込みURL ◆https://family-online.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/17293

9月21日（水）
〜10月2日(日)

申込締切︓10月2日（日）

プロマネ実践講座「要件定義を鍛え直す!!」
〜要件定義困難時代に⽴ち向かう〜

2

講師︓富⼠通㈱

概要︓経営環境、ICT技術の変化により、ますます難易度が上がる要件定義について、「ビジネス価値を⾒極
める」、「新しい業務の形成」、「確実にシステム開発につなぐ」という３つの視点から要件定義を解
説します。

対象︓・プロジェクト型業務をマネジメントする⽅
・業務部門、システム部門で要件定義を実施しようとしている方

申込みURL ◆https://jp.fujitsu.com/family/online/2022/od14587.html

8月1日（月）
〜10月31日（月）

申込締切︓10⽉31⽇（⽉）

1



オンデマンド配信

3

10月上旬
〜12月2⽇（⾦）

ご案内予定︓10月上旬

募集予定

【⾒逃し配信】

SDGsセミナー 「儲かるSDGsとは」
〜危機を乗り越えるための経営戦略〜

講師︓株式会社ノウハウバンク 代表 三科 公孝（みしな ひろたか）⽒

概要︓ 『儲かるSDGs』の著者としてご注目の三科 公孝 ⽒より、 SDGs への取組を業績アップにつなげる
経営戦略のノウハウを実践的な事例から解説いただきます。あわせて、富⼠通の取組もご紹介います。

富⼠通講演︓「SDGsの貢献のために富⼠通が取り組んでいること」
         富⼠通株式会社サステナビリティ推進本部 ソーシャルバリュー室

シニアマネージャー 藤井 宏紀

対象︓・本テーマにご興味のある⽅

※本セミナーは、9/20（⽕）に実施した同セミナーの⾒逃し配信です。

4

ご案内予定︓10月上旬

大人気講師）飯山先生が解説する
人材育成セミナー 2022

講師︓飯⼭ 晄朗 氏 人財教育家・メンタルスキルコーチ

飯⼭先⽣の⼈を育てるために役⽴つコーチング論

⼈を動かす︕やる気を引き出す︕対話法・４タイプ論（仮題）

概要︓同じ⾔葉がけでもタイプの違いで段違いの効果があります。相⼿を理解し、やる気を引き出す、対話法
のポイントを４つのタイプ別にご紹介します。
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、相⼿を理解し、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︓・本テーマにご興味のある⽅

10月上旬
〜3月31日(⾦)

�初めて申し込む方へ

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



※詳細は申込みサイトをご参照下さい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
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®
随時〜
2023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

「WIDEBOOK ビジネスオンライン」

2

募集開始︓10月上旬

株式会社ワイドブック様の提供で、⼈間⼒（リーダーシップ、問題解決⼒、⼈勢育成⼒、新規ビジネス企画
他）、階層別研修、DX人材育成などのオンラインコンテンツを期間限定で提供致します。

【再募集】 2022年度ｅラーニング

「e講義動画ライブラリ」

3

募集開始︓10月上旬
受講期間︓ID受領⽇

〜2023年8月31日（木）

「富士通ラーニングメディア（FLM）」提供のe講義動画ライブラリご案内します。
ICTスキル向上他に役⽴つ動画（140コース超）を期間中受け放題!です。

募集中

募集予定



お知らせ

�「Family News」は IDを登録しなくても、どなたでも閲覧いただけます

「Family News」はどなたでも閲覧いただける情報サイトです。おすすめイベント情報、会報Family

のデジタル冊子やweb記事、富士通のお客様事例や最新ニュースなどをタイムリーにお届けします。

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



お知らせ

第42回 システム監査講演会
「システム監査の発展に向けて」

10月25日（火）
10:00〜16:00

申込締切︓10月17日(月)開催場所︓⼀般社団法⼈ 日本教育会館 3階 一ツ橋ホール
東京都千代田区一ツ橋2-6-2

参加費 ︓5,000円/ 1名(税込)

対象︓ ︓システム部門、監査業務や総務・経理業務に携わる皆様

参加定員︓600名

主催 ︓情報システム・ユ－ザー会連盟
後援 ︓特定非営利活動法⼈⽇本システム監査⼈協会、ＩＳＡＣＡ東京⽀部、システム監査学会、

⼀般社団法⼈⽇本内部監査協会、特定非営利活動法⼈⽇本セキュリティ監査協会

申込みURL ◆ https://jp.fujitsu.com/family/fisa/2022/

Fujitsu ActivateNow 2022

富⼠通最⼤のグローバルイベント「Fujitsu ActivateNow 2022」をオンライン
で開催します。

■テーマ︓ サステナビリティ・トランスフォーメーションの推進で
社会・ビジネスの可能性を最⼤化

■⽇ 程︓ 2022年10⽉4⽇（⽕）10:00〜16:35

■形 式︓ オンライン（参加無料・事前登録制）

2022年度 秋季大会開催のお知らせ

2022年度秋季⼤会は、新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌につとめ、沖縄県にて開催します。
今年、沖縄県は、本⼟復帰50年の記念すべき年です。
３年ぶりに現地での参加とオンラインを併せたハイブリッド開催します。

■テーマ︓2030年の⽇本の未来を語り合う

〜過去の歴史を振り返り、より良い社会の実現を目指して〜

■日 程︓ 11月17⽇（⽊）〜18⽇（⾦）

■開催⽅法︓オンライン開催+現地参加型（現地参加）

■会 場︓ ＜17⽇＞現地参加︓沖縄コンベンションセンター 劇場棟

沖縄県宜野湾市真志喜 4-3-1

＜18日＞各アクティブプログラム会場

※正式案内︓10月上旬予定です。

◆ https://jp.fujitsu.com/family/autumn/2022

◆https://event.jp.fujitsu.com/activatenow/

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


