
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
2023年1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 1⽉17日（火）14:00〜15:30 プレゼンスキル
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

2 2⽉ 7日（火）13:30〜17:30 ビジネススキル 〜話し上手は、構成上手〜
論理的に伝えるための話し⽅

3 2⽉8日（水）13:30〜17:00 人材育成 Fujitsu人材育成セミナー2023
人と組織の未来を共に創る。

4 2⽉9日（木）13:00〜17:00 未来志向 SDGS×都市課題
（アイデア発想体験ワークショップ）

5 3⽉2日（木）14:00〜16:00 ビジネススキル
ファシリテーション講座
〜対話が深まる、
問いとファシリテーションについて学ぶ︕〜≪仮題≫

eラーニング
No. 実施時間 キーワード イベント名

1 〜2023年３⽉31日（⾦） マネジメント
他

㈱ワイドブック提供
WIDEBOOK ビジネスオンライン

お薦め

No. 実施期間 キーワード セミナー名

1 11⽉28日(⽉)〜3⽉31日(⾦) マネジメント 飯山講師人材育成シリーズ2022 
「人を動かす対話法」

2 11⽉28日(⽉)〜3⽉31日(⾦) マネジメント
【⾒逃し配信】飯山講師人材育成シリーズ2021
「環境肯定⼒講座」、「引き出す問いかけ講座」、
「実現⼒講座）」

3 12⽉5日(⽉)〜1⽉13日(⾦) DX
【⾒逃し配信】DX推進セミナー③
「データドリブンで社会が変わる」
〜マーケティングからスマートシティまで〜

４ 1⽉中旬〜2⽉28日(火) DX
【⾒逃し配信】

「ローコード活用」の勘所
〜価値創出期間短縮への挑戦︕〜

5 1⽉下旬〜2⽉28日(火) ビジネススキル
【⾒逃し配信】伝わるプレゼンシリーズ
「相手に『伝わる』プレゼンテーションの奥義︕」
（シリーズ第1回〜第5回の講義動画を一挙配信）

オンデマンド配信一覧

New

募集予定

募集予定

募集予定

New



ライブコース一覧 ※詳細は申込みサイトをご参照下さい

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
講師︓GiFT LLC. 代表取締役 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。

＜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/20824

1
zoom

1⽉17日（火）
14:00〜15:30
12⽉中旬案内予定

〜話し上手は、構成上手〜

論理的に伝えるための話し⽅
講師︓かもめソリューションズ 三上 淳 ⽒
概要︓事実や意⾒、思いを相手に確実に伝えるための論理的な話し⽅を実践形式で学びます。

論理的な話し⽅の構成、まとめ⽅を理解するとともに、実際に声に出して話をすることで確実な習得を
目指します。頭で理解するだけでなく、反復実践でしっかりと習得していく実践型トレーニングです。
おひとりおひとりに沿った個別アドバイスを⾏います。

対象︓・オンライン、オフラインに関係なく、話し⽅スキルの向上を目指す⽅
・論理的な話し⽅、話の構成⽅法について理解を深めたい⽅

申込みURL ◆https://family-online.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/22045

2
zoom

2⽉7日（火）
13:30〜17:30

12⽉下旬案内予定

講師︓一橋⼤学 CFO 教育研究センター⻑ 伊藤 邦雄 ⽒
音楽プロデューサー ⻲⽥ 誠治 ⽒、パナソニックコネクト㈱、㈱電通国際情報サービス 、他

概要︓
未来への資本となる人材と、企業が共に成⻑し、価値を⾼め続ける「人的資本経営」。
いま、その取り組みを社会に示すことが求められています。

組織やチームの成⻑に資する人材とは︖
その価値を最⼤化するために取り組むべきこととは︖

様々な切り⼝でこれらの課題に迫ります。
主催︓富⼠通㈱、㈱富⼠通ラーニングメディア

申込みURL
https://www.fujitsu.com/jp/group/flm/about/resources/news/events/2023/0208.html

3
zoom

2⽉8日（水）
13:30〜17:00

Fujitsu人材育成セミナー2023
人と組織の未来を共に創る。



ライブコース一覧 ※詳細は申込みサイトをご参照下さい

講師︓富⼠通株式会社
概要︓本ワークショップでは、先端技術の特徴をとらえたアイデアが出せる富⼠通オリジナルの「デジテク・

カード」を使い、テクノロジーで出来るようになってきたこととデザイン思考の両面から、より実現性
のあるアイデア発想を「SDGｓ×都市課題」をテーマに実施します。SDGsの理念を体現するための実現
価値のあるアイデアを出し、発想⼒の向上と参加会員の交流から、新たなヒントになれば幸いです。オ
ンライン環境にてご体験いただけます。

対象︓テクノロジーを活用した問題解決のアイデアに関⼼がある⽅

申込みURL ◆ https://family-online.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/21220

4
zoom

2⽉9日（木）
13:00〜17:00

12⽉下旬案内予定

SDGsのための効果的な
アイデア発想体験ワークショップ
「ＳＤＧｓ×都市課題」

5
zoom

3⽉2日（木）
14:00〜16:00

12⽉下旬案内予定

ファシリテーション講座
〜対話が深まる、

問いとファシリテーションについて学ぶ︕≪仮題≫

募集予定

講師︓こども国連環境会議推進協会 事務局⻑ 井澤 友郭 ⽒
概要︓チームの⼒を最⼤限⽣かすためのファシリテーションは、DX時代には不可⽋のビジネススキルです。

本セミナーでは、ファシリテーションに必要な「問いかけ」の技術を学びます。意⾒の引き出し⽅や
構造化のスキルなどについて、講義と演習を交えながら進めていきます。

対象︓ファシリテーションの基本知識を学びたい⽅

※2022年度 新設講座



※詳細は申込みサイトをご参照下さいオンデマンド配信

飯山講師人材育成シリーズ2022 
「人を動かす対話法」

1

申込締切︓2023年3⽉31日(⾦)講師︓飯山 晄朗 ⽒ 人財教育家・メンタルスキルコーチ
概要︓毎年、好評の飯山先⽣による人材育成講座。

今回は、自分を知り、相手を知り、強みを⽣かして「人を動かし」、「やる気を引き出す」最適なアプ
ローチ⽅法（コミュニケーション）を４つのタイプ別にお伝えします。
メンタルコーチとして⾦メダリストを輩出や、企業や地域に活⼒を与える人財育成など、ビジネス・ス
ポーツの両分野で凄まじい実績をのこしてきた、“コーチング”の第一人者である飯山講師より、すぐに
実践できる対話法のノウハウを伝授いたします。

対象︓本テーマに興味があるの⽅
申込みURL ◆https://family-online.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/20000

【⾒逃し配信】飯山先生が解説する「人材育成３講座」
「環境肯定⼒講座」「引き出す問いかけ講座」「実現⼒講座」

11⽉28日（⽉）〜
3⽉31日（⾦）

2

申込締切︓2023年3⽉31日(⾦)講師︓飯山 晄朗 ⽒ 人財教育家・メンタルスキルコーチ
概要︓環境の変化に対応する⼒や、折れない⼼を作る⽅法を学ぶ「環境肯定⼒」、効果的な質問を用いながら

部下の⼒を引き出す、問いかけの手法を学ぶ「引き出す問いかけ講座」、課題を発⾒し、解決策を考え、
それを企画としてまとめあげる「構想⼒」とそれを断固実現する、実現⼒を学ぶ「実現⼒講座」の3テー
マについて解説いたします。

対象︓本テーマに興味があるの⽅
申込みURL ◆https://family-online.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/20032

11⽉28日（⽉）〜
3⽉31日（⾦）

【⾒逃し配信】DX推進セミナー③
「データドリブンで社会が変わる」

〜マーケティングからスマートシティまで
12⽉5日（⽉）〜

1⽉13日（⾦）

3

講師︓富⼠通㈱ シニアエバンジェリスト ⻄本 伸一
概要︓不確実な時代に未来を切り開くキーワードとして「データドリブン」をテーマにお話します。

データによって世の中がどう変わろうとしているのか、世の中の⼤きな動きを理解することで、自分た
ちのビジネスや会社がどんな影響を受けるかを理解することが出来ます。

対象︓デジタルビジネスを推進する実務者、日常業務において変⾰を求められている⽅
申込みURL ◆https://family-online.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/20527

申込締切︓12⽉28日(水)

4

講師︓富⼠通株式会社 ジャパン・グローバルゲートウェイ 小峰正美 申込締切︓2⽉28日（火）

概要︓近年、「ローコード・ノーコード開発」の活用が世界中で急速に拡⼤しており、国内でも事例が増加し
ています。 なぜ今「ローコード/ノーコード開発」が注目を浴びているのでしょうか︖本セミナーでは、
富⼠通が取り組んだ実践事例も含め、社会的背景、導⼊の際の留意点や効果など、お話します。 DX推進
のヒントとして、ご活用ください。

【⾒逃し配信】ICTドレンド
「ローコード活用」の勘所〜価値創出期間短縮への挑戦︕ 〜

対象︓・ 「ローコード・ノーコード開発」に関⼼のある⽅
・情報システム部門の リーダー、実務者の⽅

1⽉中旬
〜2⽉28日（火）



※詳細は申込みサイトをご参照下さいオンデマンド配信/eラーニング

㈱ワイドブック提供
「WIDEBOOK ビジネスオンライン」

随時〜
2023年3⽉31日(⾦)

※申込時期に応じて
学習開始日変動

申込締切︓3⽉30日(木)提供会社︓㈱ワイドブック
概要 ︓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。
種類 ︓Ⅰ 人間⼒

（１）コンピテンシー別学習︓19コース
（２）階層別研修（15回連続コース）︓6コース

※上記25コース
Ⅱ  IT・DX人材育成（enPiT）︓13コース
Ⅲ  業務・ノウハウ（人事の話︓Team CAN 斧出 吉隆）:44コース
合計82コース

対象 ︓全部門
申込みURL ◆https://family-online.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/17887

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

1

【⾒逃し配信】伝わるプレゼンシリーズ
「相手に『伝わる』プレゼンテーションの奥義︕」

シリーズ第1回〜第5回の講義動画を期間限定で一挙配信︕
1⽉下旬 ご案内予定

〜 2⽉28日（火）

講師︓GiFT LLC. 代表取締役 藤倉 礼亜 ⽒
概要︓本オンデマンド配信では、シリーズ第1回〜第5回の講義動画を、期間限定で配信致します。

相手に伝わり「⼼に刺さる」プレゼン資料が作成できるよう、5つのテーマ別にそのノウハウをプレ
ン作成のプロより伝授いたします。是非ご活用いただけますと幸いです。
※本動画は、2022年9⽉から1⽉に開催の「伝わるプレゼンシリーズ第1回〜第5回」の講義動画を

流用して配信します。すでにご受講いただいた⽅は、同内容となりますのでご了承ください。
対象︓本テーマに興味がある⽅

□プレゼンシリーズの開催予定（全5回（1回完結型）／ライブ配信）
①第１回 9⽉13日「明日からすぐ使える︕プロデザイナーの資料作成７つの奥義」
②第2回 10⽉14日「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」
③第3回 11⽉15日「相手に『刺さる』プレゼンのストーリーを創るには︖」
④第4回 12⽉13日「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」
⑤第5回 2023年1⽉17日「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」

申込締切︓2⽉28日（火）

5

※2022年度に開催の「同 セミナー」を⾒逃し配信予定です。



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

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


