
ＦＵＪＩＴＳＵファミリ会 北陸支部会員の皆様へ

毎年度、大変好評をいただいております、e-Learningを今年も開催させていただきます！

ＯＡ操作系・ＩＴ技術系・資格取得系など各分野からファミリ会会員様向けとして、特別に

“無料”でご提供させていただきます。益々活動が制限されている時だからこそ、e-learning

を活用して、社内の情報リテラシーを図る人材育成の場として、どうぞご活用下さい。

また、学習期間／募集人数などの開催概要につきましては、下記をよくご確認ください。

基本的には、１社２名様までとし、先着３０名様（お一人様１コース選択のみ）とさせて

いただいておりますが、コースによっては、さらに募集人数を限定いたしております。

どうぞ、お申し込みはお早めにお願いいたします。

皆様方のご参加をお待ちいたしております。

ＦＵＪＩＴＳＵ ファミリ会北陸支部
2020年4月吉日

お問い合わせ先 〒920-0856 金沢市昭和町１６－１ （ヴィサージュ）
富士通（株）北陸支社 北陸エリア戦略推進部 担当：野村
E-mail：contact-family-hokuriku@cs.jp.fujitsu.com 

今年も開催！

① 募集人数：先着３０名様 (なお、お一人様につき1コースのみ選択可能, １社２名様まで。
お申込のコースによっては定員数がございますのでご注意下さい。)
※一部のコースでは申込人数を制限しております。ご注意ください。

② 申込締切：先着順受付 人数に達したその時点で受付終了いたします。
また人数に達していない場合でも4月22日(水)締切といたします。
あらかじめご了承ください。

④ お申し込みについて：

１．北陸支部ホームページの当講座申込みフォームでお申込みください。

お申込者のメールアドレスの記入間違いにご注意願います。

２．受講可能な方へ受付メールを送付致しますので、E-mailは正確にご記入ください。

３．各受講者の皆様へはお申込み後、受講開始日当日までE-mailでお送りする詳細

（受講開始日、 受講サイトのURL、ログインID、パスワード含む）に従って、

学習を行っていただきます。

※尚、申込みに際しては、期間内に受講完了が可能な方々のお申込みをお願い

致します。

■申込はこちらのお申込みHPから■

https://jp.fujitsu.com/family/sibu/hokuriku/

③ 学習期間 ： 2020年5月11日（月）～ （申し込み締切 2020年4月22日（水））

≪お申し込みにあたって下記を必ずご確認ください≫



カテゴリ
講座

コード
講座名 概　　要

受講
期間

A-001 よくわかる Word 2010 基礎

初めてお使いになる方を対象に、文字の入力や文書の作成、編集、印
刷などの基本操作をはじめ、表や図を盛り込んだ文書の作成、その他
便利な機能を学習します。
※新機能がコンパクトにまとめられた付録付き。

12週間

A-002 よくわかる Excel 2010 基礎

初めてお使いになる方を対象に、表の作成や編集、関数を使った計算
処理、グラフ作成、印刷などの基本操作をはじめ、ワークシート間の
連携、データの並べ替え、抽出などの便利な機能を学習します。
※新機能がコンパクトにまとめられた付録付き。

12週間

A-003 よくわかるAccess 2010基礎

初めてお使いになる方を対象に、リレーショナルデータベースのしく
み、データの格納（デーブル機能）、データの抽出や集計（クエリ機
能）、入力画面の作成（フォーム機能）、各種報告書や宛名ラベルの
印刷（レポート機能）を学習します。
※新機能がコンパクトにまとめられた付録付き。

12週間

A-004 よくわかるPowerPoint 2010 基礎

初めてお使いになる方を対象に、プレゼンテーションの作成やスライ
ドショーの実行、図やオブジェクトの挿入と編集などの基本操作な
ど、便利な機能を学習します。
※新機能がコンパクトにまとめられた付録付き。

12週間

A-005 よくわかるWord 2010 応用

Word を使いこなしたい方を対象に、さまざまな書式や図形を使った
応用的な文書の作成をはじめ、差し込み印刷やフォームの作成など実
務的な機能、変更履歴やコメントの挿入など共同作業で文書を作成す
る機能と操作方法をわかりやすく解説しています。
※新機能がコンパクトにまとめられた付録付き。

12週間

A-006 よくわかるExcel 2010 応用

Excel 2007 を使いこなしたい方を対象に、さまざまな関数の使い方
やグラフィックの作成、ピボットテーブル・ピボットグラフの作成、
マクロを使った自動処理など応用的な機能と操作方法をわかりやすく
解説しています。
※新機能がコンパクトにまとめられた付録付き。

12週間

A-007 よくわかる Word 2013 基礎
文字入力から文書の作成、編集、印刷までの基本操作をはじめ、表や
グラフィック機能を使った文書の作成など、Word2013の特長を活か
した操作方法で、基礎レベルの内容を幅広く学習できます。

12週間

A-008 よくわかる Excel 2013 基礎
表の作成や印刷、簡単な関数の入力などの基本操作をはじめ、グラフ
の作成やデータベースの利用など、Excel関数テキスト2013の特長を
活かした操作方法で、基礎レベルの内容を幅広く学習できます。

12週間

A-009 よくわかるPowerPoint 2013 基礎
プレゼンテーションの作成、編集、画像や図形を挿入した表現力のあ
るプレゼンテーションの作成など、PowerPoint2013の特長を活か
した操作方法で、基礎レベルの内容を幅広く学習できます。

12週間

A-010 よくわかるWord 2013 応用
Wordを使いこなしたい方を対象にグラフィック機能を効果的に使った
文書の作成からWord2013で追加された新機能まで,応用的かつ実用
的な機能を学習できます。

12週間

A-011 よくわかるExcel 2013 応用
Excelを使いこなしたい方を対象に、さまざまな関数の使い方やマクロ
を使った自動処理からExcel2013で追加された新機能まで、応用的か
つ実用的な機能を学習できます。

12週間

A-012
初級プログラミングExcel 2013
　　　　　　マクロ/ＶＢＡ

Excelの基礎知識があり、ステップアップまたは業務活用化のために、
ExcelVBAを使用してプログラミングしたい方を対象に、マクロ
/VBAの基礎知識から作成・編集、プログラミングなどの操作方法を
ご紹介します。

12週間

A-013 よくわかるWord2016　基礎

本講座は、初めてWord 2016をお使いになる方を対象に、文字の入
力、文書の作成や編集、印刷、表の作成、図形の作成など基本的な機
能と操作方法をわかりやすく解説しています。
 経験豊富なインストラクターが、日頃のノウハウをもとに作成してお
り、自己学習の教材として最適です。

12週間

O
A
操
作
・
I
C
T
基
礎
ス
キ
ル

【無償講座一覧】 ※全コース無償で受講いただけます。
（ただし、１会員2名様まで。１名につき１コースとさせていただきます。）
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カテゴリ
講座

コード
講座名 概　　要

受講
期間

（ただし、１会員2名様まで。１名につき１コースとさせていただきます。）

A-014 よくわかる Word 2016 応用

本講座は、Wordを使いこなしたい方を対象に、図形や図表、写真など
に様々な効果を付けた文書の作成や差し込み印刷、スタイルを利用し
て見栄えのする長文に仕上げる方法、コメントや変更履歴などを使っ
て文書を校閲する方法など、応用的かつ実用的な機能をわかりやすく
解説しています。
 「よくわかる Microsoft Word 2016 基礎」の続編であり、Wordの
豊富な機能を学習できる内容になっています。

12週間

A-015 よくわかるExcel2016　基礎

本講座は、初めてExcel 2016をお使いになる方を対象に、表の作成
や編集、関数による計算処理、グラフの作成、並べ替えや抽出による
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ処理など基本的な機能と操作方法をわかりやすく解説してい
ます。
 経験豊富なインストラクターが、日頃のノウハウをもとに作成してお
り、自己学習の教材として最適です。

12週間

A-016 よくわかる Excel 2016 応用

本講座は、Excelを使いこなしたい方を対象に、様々な関数の使い方や
グラフィックの作成、ピボットテーブル・ピボットグラフの作成、マ
クロを使った自動処理など、応用的かつ実用的な機能をわかりやすく
解説しています。
 経験豊富なインストラクターが、日頃のノウハウをもとに作成してお
り、自己学習の教材として最適です。

12週間

A-017
よくわかるＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ2016　基
礎

本講座は、初めてPowerPointをお使いになる方を対象に、基本操作
から表やグラフ、図形、画像などを取り入れた表現力のあるプレゼン
テーション資料の作成までをわかりやすく解説しています。
 経験豊富なインストラクターが、日頃のノウハウをもとに作成してお
り、自己学習の教材として最適です。

12週間

A-018 よくわかる Word 2019 基礎

本講座は、初めてWord 2019をお使いになる方を対象に、文字の入
力、文書の作成や編集、印刷、表の作成、図形の作成など基本的な機
能と操作方法をわかりやすく解説しています。
 経験豊富なインストラクターが、日頃のノウハウをもとに作成してお
り、自己学習の教材として最適です。

12週間

A-019 よくわかる Excel 2019 基礎

本講座は、初めてExcel 2019をお使いになる方を対象に、表の作成
や編集、関数による計算処理、グラフの作成、並べ替えや抽出による
データベース処理など基本的な機能と操作方法をわかりやすく解説し
ています。
 経験豊富なインストラクターが、日頃のノウハウをもとに作成してお
り、自己学習の教材として最適です。

12週間

A-020 よくわかる PowerPoint 2019 基礎

本講座は、初めてPowerPoint 2019をお使いになる方を対象に、基
本操作から表やグラフ、図形、画像などを取り入れた表現力のあるプ
レゼンテーション資料の作成までをわかりやすく解説しています。
 経験豊富なインストラクターが、日頃のノウハウをもとに作成してお
り、自己学習の教材として最適です。

12週間

A-021
仕事の効率アップ  知っておきたいExcel関数
を使った集計表作成

働き方改革により、長時間労働の見直しや生産性向上が課題となって
います。「仕事の効率アップシリーズ」では、業務の効率化に向けた
ICTスキルの向上を図ります。本講座では、Excelに取り込んだデータ
を元に、SUMIF関数やRANK.EQ関数などを使って、売上集計表の効
率的な作り方を学習します。

12週間

A-022
仕事の効率アップ  データから売上傾向を読
み取る！ピボットテーブル活用

働き方改革により、長時間労働の見直しや生産性向上が課題となって
います。「仕事の効率アップシリーズ」では、業務の効率化に向けた
ICTスキルの向上を図ります。本講座では、売上データを元に、ピボッ
トテーブルを使って様々な角度から分析する方法や、ピボットグラフ
を使って売上推移や売上比率を分析する方法を学習します。

12週間

A-023
Excelを使ったデータ解析 ～データの相関と
回帰分析

大量のデータを分析する際、平均を求めたり、グラフを作成したりす
るだけで終わっていませんか？
データには、数字を眺めているだけではわからない宝の情報が埋まっ
ています。
データの解析手法を利用すれば、データから有益な情報を取り出して
未来の予測に役立てることができます。
 「Excelを使ったデータ解析」では、Excelを使ってデータの表面上の
数字では見えない、奥底に眠っている新しい情報を発掘するための解
析手法を学習します。

12週間

A-024
ビジネスメールスキルアップ研修～Ｅ－ｍａ
ｉｌ環境だけで学べる文章力研修～

業務を遂行するうえで、いまやE-mailはコミュニケーションツールと
して重要な役割を担っています。若手社員が上司や先輩社員、お客様
や関係者との間で幅広く活用するE-mailは、利便性が高い反面、互い
の顔が見えないツールであるために、思い違いや誤解を生みやすいと
いう特性も持ち合わせています。本コースでは、豊富な実務テーマに
よるE-mail課題の提出を通じて、E-mailの特性をふまえた円滑なコ
ミュニケーションを実現するコツを体得します。

1６週間

O
A
操
作
・
I
C
T
基
礎
ス
キ
ル

！本コースは先着１名様のみ受講可能です！
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カテゴリ
講座

コード
講座名 概　　要

受講
期間

（ただし、１会員2名様まで。１名につき１コースとさせていただきます。）

B-001 COBOLプログラミング基礎 COBOLを用いた基本的なプログラムの作り方を学習します 8週間

B-002 C言語プログラミング基礎

C言語のプログラミング方法について、順次、分岐、繰り返し処理方法
と関数作成方法を講義と実習を通じて系統的に順序だてて学習しま
す。実習では、キーボードやディスプレイなどの標準入出力の操作方
法から、変数、配列、構造体などのデータ型の理解、関数とポインタ
の組み合わせによる効率的なデータ処理方法を学習します。

8週間

B-003
Javaプログラミング
基礎  演習付

Java言語の文法およびオブジェクト指向プログラミングについて学習
します。今までにプログラム開発経験がなくても理解しやすいよう
に、演習付きのコースです。

8週間

B-004 ＵＮＩＸ／Ｌｉｎｕｘ入門
UNIX/Linuxシステムの概要および基本的な使用方法（基本コマンド、
ネットワークコマンド、ファイル操作、シェルの利用法など）を学習
します。

8週間

B-005
オブジェクト指向基礎　～基本概念とＵＭＬ
～

システム化対象を把握するための考え方の１つであるオブジェクト指
向について講義と実習により学習します。オブジェクト指向に必要な
基本概念（オブジェクト、クラス、カプセル化、情報隠ぺい）と、シ
ステム開発作業において利用頻度の高いUMLダイアグラム（クラス
図、オブジェクト図、シーケンス図、ユースケース図）について修得
します。実習では実際にUMLダイアグラムを作成し、オブジェクト指
向の考え方について理解を深めます。本コースで使用するUMLは
UML2.0に対応しています。

8週間

B-006 初めてのクラウド技術

クラウドサービスを提案したり、導入したり、アプリケーション開発
で利用したりするには、クラウドサービスの背後で使用されている技
術についても正しく理解している必要があります。本コースでは、ク
ラウド時代に知っておくべき代表的なクラウドサービスの概要やクラ
ウド関連技術について説明します。

8週間

B-007 システム開発見積の基礎
システム開発見積もりの手順・方法・留意点を学習します。規模見積
もりの方法（ファンクションポイント法など）を学習します。またプ
ロジェクト成功のための見積適用上の留意点について学習します。

8週間

B-008 アルゴリズムとデータ構造の基礎
加算、交換、判断、繰り返し等の基本的なデータ構造と整列、集計、2
分探索等の探索、整列、ファイル処理に関するアルゴリズムなど、基
本的なアルゴリズムについて学習します。

8週間

B-009
プロジェクト管理　上級スキル：ステークホ
ルダーとの関係構築

ステークホルダーを主要スポンサー、戦略的スポンサー、実践的スポ
ンサーのいずれかに分類する方法とステークホルダーからの要求や期
待を分析する方法を学習します。加えて、正規のコミュニケーション
計画の立案方法やステークホルダーとの紛争解決策、変更管理の常套
手段などを学習します。

26週間

B-010
プロジェクト管理　上級スキル：プロジェク
トの評価手法

タイムボックスの見積り方法、ライフサイクルの予測方法、および改
訂デルファイ法を学習します。加えて、PERT（パート）法による見
積り方法、ファンクションポイントの分析・予測方法、および見積り
ミスの回避方法を学習し、あわせて大規模な見積りがどの程度精度測
定に役立つかを学習します。

26週間

B-011
ＰＭＢＯＫ（Ｒ）ガイド　第6版
ＩＴプロジェクトマネジメント基礎

本コースでは、PMBOK(R)ガイド第6版に準じてプロジェクトの定
義、組織化、計画策定、スケジュール策定、プロジェクトの実施と管
理、プロジェクト完了等、プロジェクトマネジメント全局面の知識領
域について基礎的な内容を網羅しており、ITプロジェクトマネジメン
トの概念を学習します。

13週間

B-012
ＰＭＢＯＫ（Ｒ）ガイド　第6版
ＩＴプロジェクトマネジメント実践

PMBOK(R)ガイド 第6版ＩＴプロジェクトマネジメント実践講座では
「PMBOK(R)ガイド 第6版ＩＴプロジェクトマネジメント基礎」の後
続となる位置づけで、プロジェクトマネジメント全般に関する実践的
な学習を行います。「PMBOK(R)ガイド 第6版ＩＴプロジェクトマネ
ジメント基礎」にて習得した基礎知識を基に演習と事例研究により補
強し、より実践的な知識へとステップアップします。また、講義形式
でプロジェクトマネジメントの基礎的な理論と技法を確認し、ワーク
ショップ形式の事例研究で実践的な学習を行います。プロジェクトの
立上げ、計画、分析の実践、計画の実践のポイント、更に、スケ
ジュール遅延への対応、スコープ変更、品質トラブル、コミュニケー
ショントラブルへの対処を学習し、プロジェクトマネジメントの実践
的なノウハウを習得します

13週間

B-013
ＰＭＢＯＫ（Ｒ）ガイド　第6版
ＩＴ品質マネジメント

本コースでは、 中規模以上あるいは複雑度の高いプロジェクトにおい
て、プロジェクトの成果物、プロジェクトのマネジメントそのものに
対しての顧客の品質要求を満たすための品質マネジメントプロセスの
適用技法に関する知識を学習します。プロジェクトマネジメントとし
て常に求められる「品質」に焦点を絞り、品質計画、品質保証、品質
管理など、品質マネジメント全般について学習します。

13週間

Ｉ
Ｔ
技
術

！本コースは先着１名様のみ受講可能です！

！本コースは先着１名様のみ受講可能です！

！本コースは先着１名様のみ受講可能です！

！本コースは先着１名様のみ受講可能です！
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カテゴリ
講座

コード
講座名 概　　要

受講
期間

（ただし、１会員2名様まで。１名につき１コースとさせていただきます。）

B-014
ＰＭＢＯＫ（Ｒ）ガイド　第6版
ＩＴリスクマネジメント

本コースでは、中規模以上あるいは複雑度の高いプロジェクトにおけ
る全ての局面において、プロジェクト目標にプラスやマイナスの影響
を与えるであろう不確実な状態をコントロールするためのリスクマネ
ジメントプロセスの適用技用に関する知識を習得します。リスクの識
別、定量化、対応策の策定、リスク監視とコントロールと言ったリス
クマネジメントの基本プロセスと、フローチャート分析、シミュレー
ション、デシジョンツリー、コンテンジェンシ計画などのリスクマネ
ジメントツールと技法に関する内容を網羅しており、プロジェクト業
務に影響を与える可能性のあるリスクの特定、リスク影響度合いの定
量的評価、測定、対応策を含めたリスクマネジメント計画の策定、状
況変化に応じた継続的な対応といった、リスクマネジメント全般につ
いて学習します。

13週間

B-015
ＰＭＢＯＫ（Ｒ）ガイド　第6版
ＩＴファイナンシャルマネジメント

本コースでは、中規模以上あるいは複雑度の高いプロジェクトにおい
て、予算、資源、コストの観点でプロジェクトを成功裡に実施するた
めに必要となる財務管理プロセスと技法に関する知識を習得します。
プロジェクトマネジメントに当たっての財務上の責任、各種財務用
語、財務データの導き方、財務分析ツールを活用したプロジェクトの
選択と評価、プロジェクトにおけるファイナンシャルマネジメントの
知識を網羅しており、プロジェクトを承認予算内で完了するために必
要なプロジェクトのファイナンシャルマネジメントとプロジェクトマ
ネジメントへの財務データの活用などを学習します。

13週間

B-016
ＰＭＢＯＫ（Ｒ）ガイド　第6版
ＩＴ調達マネジメント

本コースでは、中規模以上あるいは複雑度の高いプロジェクトにおい
て、プロジェクトニーズに応じた製品や役務の適切な調達に関する知
識を習得します。本コースでは、調達マネジメントの基本プロセスと
調達マネジメントツールと技法に関する知識を網羅しており、計画策
定、引合の実施、発注先との契約、進捗管理、変更管理、契約完了ま
での一連の調達マネジメントプロセスを学習します。

13週間

B-017
失敗プロジェクト撲滅のためのステークホル
ダーマネジメント

ITプロジェクトの失敗の主要因として、ステークホルダーマネジメン
トの不備が挙げられます。逆に言えばステークホルダーの力を最大限
に引き出すことがプロジェクト成功の秘訣です。本コースでは長年IT
プロジェクトマネジメントを実践してきた経験を踏まえ、ステークホ
ルダーマネジメントを的確に行うための心得、事例を含めた実践的な
方法を解説します。

8週間

B-018
プログラム開発におけるレビュー／テスト技
術

プログラムの品質を確保するためのレビューとテストの基本的な技術
（レビューの進め方、テスト技法）について学習します。

8週間

B-019 ソフトウェアエンジニアリングの基礎

ソフトウェアエンジニアリングは、ソフトウェアを設計・開発するた
めの「定石」となる方法論を追求する工学です。将来的に業務アプリ
ケーション開発を担うことができるよう、ソフトウェア開発理論の基
礎を修得します。

8週間

B-020 早わかり！ＳＥ文書作成のコツ

システム開発の現場で作成する代表的なドキュメントである提案書・
進捗報告書・トラブル報告書・操作マニュアルを中心に、その目的や
対象読者および必須要素を意識し、情報を整理する方法を学習しま
す。また、あらゆるドキュメント作成に共通する知識である、情報を
分かりやすく表現する方法やドキュメントの見直しのポイントについ
ても学習します。

8週間

B-021 システム開発基礎

情報システムとは何かから、システム開発に必要な知識、開発工程の
全体像や各作業の内容を学習します。集中処理方式、クライアント
サーバ処理方式、Webシステムなどの処理方式や、ウォーターフォー
ル、反復型開発などのプロセスモデル、構造化、オブジェクト指向な
どの開発手法と、さまざまな用語や分類を理解し、システム開発に携
わるうえでの基礎知識を修得します。また、開発工程の全体像におけ
る自身の作業やその前後との関連を修得します。「情報システムの概
要」、「基本的な用語」、「システム開発の流れ」の順に学習しま
す。

8週間

B-022 システム設計基礎

情報システム開発におけるシステム設計工程での作業内容、成果物、
およびそれらの体系を中心に学習します。UI工程におけるプロセス機
能設計、画面・帳票設計、論理データ設計や、SS工程におけるプログ
ラム設計、データベース物理設計、などを学習します。また、方式設
計や開発標準の規定などの開発支援についても学習します。本コース
では、工程別に設計作業の内容、成果物、およびそれらの体系を学習
します。

8週間

B-023 業務分析／設計のための要件定義技法

ユーザー企業の経営に役立つシステムを構築するために、システム開
発の上流工程で全体最適な業務要件、システム要件を導き出す技法を
学習します。事例業務を基に、現状業務が抱えている問題点の把握、
個別問題点を整理して根本原因の特定、解決目的の検討、対策手段の
検討といった業務要件をまとめる一連の流れを学習します。加えて、
業務要件を詳細化し、システム要件としてのまとめかたを学習しま
す。

8週間

B-024
体験型ｅラーニング　～失敗しながら学ぶプ
ロジェクトマネジメント～

中規模（50～200人月）のシステム構築プロジェクトを疑似体験しな
がら、プロジェクトマネジメントを学習します。「契約」から「シス
テムテストの実施」の13フェーズで、中規模のシステム構築プロジェ
クトでよくある失敗の原因となる問題を、事前に発見し対処するコー
スです。

8週間
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カテゴリ
講座

コード
講座名 概　　要

受講
期間

（ただし、１会員2名様まで。１名につき１コースとさせていただきます。）

C-001 事例で学ぶ情報セキュリティ2020

近年、情報セキュリティに関する事故は増加傾向にあり、攻撃の手口
も巧妙化しています。「情報の漏洩」、「情報の改ざん」、「情報の
破壊」などのセキュリティ事故から情報資産を守り、組織を守るため
には従業員ひとりひとりの「知識」と「意識」の向上と正しい「認
識」の習得が急務です。
 本講座では情報セキュリティ対策の必要性や対策例を、利用者や管理
者の身近で起こる事例を交えながら、わかりやすく解説しています。

12週間

C-002
事例で学ぶ個人情報保護
＜改訂5版＞-GDPR解説付き-

企業のコンプライアンス上、個人情報保護に対する取り組みは必須で
す。個人情報の漏洩や紛失などのトラブルが起きてしまうと、社会的
な信用を大きく失墜させてしまいます。本コンテンツでは、職場で起
こる可能性のある事例を通して注意点や対策を記載しているので、日
常業務で個人情報をどのように扱えばよいかがわかります。
また、本コンテンツは2018年5月にEUで施行された「EU一般データ
保護規則（GDPR）」に対応。企業・団体として知っておきたい
GDPRについてわかりやすく解説しています。

12週間

C-003
そのとき、どうする？情報セキュリティ事例
20選

本講座は、ビジネスシーンで起こりうる20のセキュリティ事例に対し
て「そのとき、どうする？」という問いかけに、答えを選択しなが
ら、その結果と適切な対応を学べるコンテンツです。身近な事例か
ら、情報セキュリティに関連する基礎知識が習得できます。

12週間

C-004 速習！ 情報セキュリティ（基本編）

パソコンやスマートデバイスの導入で、企業や自治体などの組織にお
ける情報資産の量が急増しています。
しかし、情報資産の量が増えるにしたがって、「情報の漏洩」「情報
の改ざん」「情報の破壊」などのセキュリティトラブルが増えてきま
した。
 本コンテンツでは、情報セキュリティの基本的な知識を短時間でわか
りやすく学習できます。

12週間

C-005 速習！ 情報セキュリティ（事例編）2020

近年、スマートフォンやSNSの普及によりセキュリティトラブルが多
様化しています。
 組織における情報資産を守るためにも、基本に立ち返ったセキュリ
ティ対策をしっかりと行うことが重要です。
 本コンテンツでは、実際に起こる可能性のあるセキュリティトラブル
の事例とその対策例を通して、情報セキュリティの基本的な知識を短
時間でわかりやすく学習できます。

12週間

C-006 速習！ 標的型攻撃メール対策

近年、特定の企業や組織を狙った標的型攻撃メールが急増していま
す。
 標的型攻撃メールの手口はますます巧妙になってきており、誤った対
応により組織の重要な情報が流出するなどの被害が発生する可能性が
あります。
 本コンテンツは事例を交えながら、「標的型攻撃型メールとは何
か？」から「見破るポイント」や「対処方法」までを学べます。

12週間

C-007
速習！ 個人情報保護法 改正ポイントと実務
対応

2017年5月30日に、改正個人情報保護法が全面施行されました。個
人情報保護について取り組んではいるけれども、個人情報保護法がど
う変わったのかわからないという方向けに、「従業員の信条や病歴も
個人情報の一部」や「第三者に提供するときは記録が必須」など、企
業・団体として知っておきたい改正ポイントをわかりやすく解説して
います。
さらに、職場で起こる可能性のある事例を通して、注意点や対策を具
体的に記載しているので、日常実務で個人情報をどのように扱えばよ
いかがわかります。

12週間

C-008
速習！ 個人情報保護＜改訂版＞-GDPR解説
付き-

近年、個人情報漏えい事件が多発しています。
このような事件を起こさないためにも、個人情報に対する考え方や管
理方法を見直し、一人ひとりが意識を高める必要があります。
 本コンテンツでは、一般社員をターゲットに、日常業務でどのように
個人情報を取り扱うべきか、短時間でわかりやすく解説しています。
また、2018年5月にEUで施行された「EU一般データ保護規則
（GDPR）」に対応しています。

12週間

C-009 速習！ マイナンバー制度

マイナンバー制度の正しい理解は行政機関だけでなく、企業において
も必須となっています。
マイナンバーの取扱いを誤ると企業としての信頼の失墜につながるだ
けでなく、罰則が科せられる場合もあります。
 本コンテンツは、「国民として」「企業の従業員として」知っておき
たいマイナンバー制度の内容を、ポイントを絞って短時間で学べま
す。

12週間

C-010 よくわかる 事例で学ぶコンプライアンス
コンプライアンスとは何かといった基本的なことを事例を交えながら
マンガでわかりやすく解説しています。従業員の立場から守らなけれ
ばならない法令遵守の重要性を理解します。

12週間

セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
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カテゴリ
講座

コード
講座名 概　　要

受講
期間

（ただし、１会員2名様まで。１名につき１コースとさせていただきます。）

D-00１ 「デジタル時代」のマナーとルール
新入社員、就職内定者、人材派遣会社登録スタッフなどを対象に、パ
ソコン、携帯電話、インターネットの利用時など、IT利用におけるビ
ジネスマナー･ルールについて学習できる内容になっています。

12週間

D-002 速習！ 新入社員向け社会の基本ルール

本講座は新入社員・若手社員向けの社会の基本ルールをまとめた講座
です。あいさつや身だしなみなどの社会常識から電話の取り方やメー
ルのマナーまで、社会人としての基本ルールを学ぶことが可能です。
学習の冒頭には先輩社員と新入社員の会話シーンを含んでおり、学ぶ
べき内容をイメージしてから学習に取り組むことができます。

12週間

D-003
速習！ 新社会人のためのロジカルシンキング
基礎

ロジカルシンキングとは何か、どのような考え方なのかを学習する講
座です。ロジカルシンキングにおける代表的な思考法である「MECE
（ミーシ―）」や、代表的な手法である「ピラミッド構造」と「ロ
ジックツリー」を学び、相手を納得させながら情報を正確に伝える技
術を学びます。

12週間

D-004 コーチング：部下との信頼関係の構築
部下とのコーチング関係の構築、そのタイプ分け、士気の高め方につ
いて学習します。また、部下の依存意欲を抑えつつ信頼関係を構築す
るプロセスを学習します。

26週間

D-005 コーチング：コーチングのプロセス

コーチングの目的を立て、そのタイミングを見計り、部下に対して適
切かつ効果的な形でその目的と期待を伝える方法を学習します。短期
的な目標と長期的な目標の区別、適切な報酬システムの採用、部下を
監督する方法について学習します。

26週間

D-006 コーチング：部下とのコミュニケーション
コーチングの過程における適切な言葉の使い方、歪曲して伝わる可能
性のある諸要因の確認、そして言葉によらない部下からのサインを正
確に読み取る方法を学習します。

26週間

D-007 対人コミュニケーション：電話スキルの向上

電話での会話において、適切なやりとりを交わし、相手に良い印象を
与えて良好な関係を構築するためのノウハウを学習し、シミュレー
ションを通じて相手に好印象を与えつつ会話をリードする方法を学習
します。

26週間

D-008
対人コミュニケーション：効果的なコミュニ
ケーション

相手のタイプを見極めつつ適切なチャンネルをもって効果的にメッ
セージを伝達し、その後のフィードバックに対処する方法を学習しま
す。

26週間

D-009
対人コミュニケーション：リスニングスキル
の向上

リスニングスキルとは、批判的精神を持ちつつ相手の話を聞き、適切
に話し手に応えることです。本コースでは、リスニングスキルの重要
性を認識し、また、シミュレーションを通じて職場環境の中でリスニ
ングスキルを磨き、職場におけるミス・リーディングを減らす方法を
学習します。

26週間

D-010
対人コミュニケーション・上級スキル：関係
の構築

人間関係を構築する際の質疑応答の仕方、言葉によらないコミュニ
ケーション、権力の正しい使い方、フィードバックの返し方等コミュ
ニケーションのさまざまなスタイル、テクニックを学習します。

26週間

D-011
対人コミュニケーション・上級スキル：同僚
とのコミュニケーション

組織の中でさまざまな役割を担う人たち、たとえば同僚、上司、部
下、顧客、業者などと適切にコミュニケーションする方法や、昇給の
交渉や部下の解雇など人事の課題に対応するためのガイドラインを学
習します。

26週間

D-012
対人コミュニケーション・上級スキル：企業
カルチャーの変革

企業カルチャーの意義およびコミュニケーションによる企業カル
チャーの変革を学習します。加えて、”カルチャーのネットワーク”
を定義し、これを有効に活用するためのガイドラインおよび部下に権
限を与えるステップを学習します。

26週間

D-013 交渉：交渉の準備

交渉目的にはさまざまなタイプがあること、そのタイプを見分ける方
法およびタイプに応じて交渉要件を設定する方法を学習します。加え
て、交渉相手および交渉に先立って検索すべき情報、例えば交渉相手
の評判、交渉のスタイル、予想される要求事項などを調査・収集する
方法を学習します。

26週間

D-014 管理の基本：交渉のエキスパートになるには
顧客や社員に関する問題の解決に挑戦し、交渉を成功させるために重
要な駆け引きの方法を学習します。

26週間

D-015 ファシリテーション：ファシリテーターとは

チームミーティングにおいてファシリテーターが果たすべき役割と責
任を学習します。加えて、ファシリテーターがチームメンバー全員を
確実に会議に参加させるために、言葉あるいは言葉によらない手段を
用いて適切に質問・フィードバックする方法と情報を記録する方法を
学習します。

26週間

D-016
ファシリテーション：ディスカッションの進
め方

ファシリテーションの重要性、ファシリテーションを正しく準備する
方法、ミーティングを最も効果的に進める方法、持続可能な成果を達
成するための最善の方法について学習します。

26週間

ヒ
ュ
ー

マ
ン
ス
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カテゴリ
講座

コード
講座名 概　　要

受講
期間

（ただし、１会員2名様まで。１名につき１コースとさせていただきます。）

D-017 ファシリテーション：難しい局面への対処

ファシリテーションの実施中に直面する難しい局面に対処する方法を
学習します。特に、問題のあるチームメンバーに対処する方法、チー
ムの抵抗に対処するための最善の方法、チームの内輪もめを解決する
最も効果的な方法について学習します。

26週間

D-018
効果的なプレゼンテーション：プレゼンテー
ションの企画

現実に即した課題の立て方、聞き手の傾向分析、内容を裏付ける諸材
料の利用方法と、明確かつ優れたプレゼンテーションのためのビジュ
アル資料の活用方法を学習します。

26週間

D-019
効果的なプレゼンテーション：プレゼンテー
ションのプロセス

人前で話すことへの恐怖心の克服、落ち着いてリラックスした雰囲気
を与えるための心得について学習します。さらに、発声方法、言葉に
よらない表現方法を修得することによって、プレゼンテーションをよ
り効果的に見せることを学習します。

26週間

D-020 効果的なプレゼンテーション：説得の基本

職業倫理的観点からの説得、説得を行う際のポイント、聞き手を味方
につけるための方法について学習し、さらに、納得させるプレゼン
テーションの構成、信憑性の高め方、感情的に訴える方法を学習しま
す。

26週間

D-021
マーケティングの基本：マーケティングの基
礎知識

マーケティングについてキーワードや専門用語、概念を通じて全般的
に学習します。

26週間

D-022
マーケティングの基本：マーケティング計画
の立案

マーケティング計画に必要な要素、マーケティングの目的と戦略への
展開方法、計画の立て方について学習します。また、その細かい書き
方、プレゼンテーション、実施、評価について学習します。

26週間

D-023 ミーティングマネジメント：会議のプロセス
会議を持つことのメリットから、実際に会議を行う際のスケジュール
の組み方、会議の目的と課題作り、会議参加者としての役割、結果評
価の仕方について学習します。

26週間

D-024
ミーティングマネジメント：会議での効果的
なコミュニケーション

会議を成功させるために、言葉、あるいは言葉によらないコミュニ
ケーションを通じてポジティブな雰囲気作りを行う方法について学習
します。

26週間

D-025 ミーティングマネジメント：会議の管理
会議においてリーダーシップをとる立場から、会議における状況分析
法、ブレインストーミングの行い方、参加者間の対立への対処等につ
いて学習します。

26週間

D-026
チームリーダーシップ：ハイパフォーマンス
チームの育成

社内におけるチームという単位の有効性、好成績を上げるチーム作り
とチームリーダーシップについて学習します。

26週間

D-027
チームリーダーシップ：チームミーティング
の生産性の向上

チームにおける意味のある会議の進め方、よい課題の決定方法につい
て学習します。

26週間

D-028 リーダーシップの開発：チームの動機付け
動機付けの重要性の認識から動機付けに関わる問題の克服法、さまざ
まな問題を抱える部下の士気を高める方法まで、チーム全体の動機付
けについて全般的に学習します。

26週間

D-029 管理のリーダーシップ：社員の動機付け
リーダーとしてのさまざまな役割、例えば、部下自身の目標を組織の
目標に一致するように仕向ける、部下の成績を評価する、部下のやる
気を引き出す等、主に社員の動機付けの面から全般的に学習します。

26週間

D-030
管理のリーダーシップ：変革におけるリー
ダーシップ

変革のための立案から実行までのプロセスを理解し、また、社員に組
織内の変革への関心を抱かせ、それを受け入れさせるために必要とな
る情報の提供の仕方などについて学習します。

26週間

D-031
体験型新人トレーナー研修 ～新入社員のやる
気を引き出すコミュニケーション～

組織の貴重な人財である新入社員を育成するには身近なトレーナーの
役割が重要です。本コースでは、トレーナー活動を疑似体験しなが
ら、新入社員育成のポイントを学習していきます。新入社員とのコ
ミュニケーションなど、さまざまな場面において、実践的な対応スキ
ルを訓練していきます。

8週間

D-032 チェンジマネジメント：変革のマネジメント
シミュレーションを通じて組織の変革によって生じるさまざまな問題
を部下とともに乗り越えてゆき、職場の環境変化に対応して数々の挑
戦に備えるスキルを学習します。

26週間

D-033
パフォーマンスの強化と指導：パフォーマン
ス改善計画の立案

パフォーマンスの強化・指導のプロセス、パフォーマンス計画立案会
議の運営方法、およびパフォーマンス計画の記録方法を学習します。
加えて、パフォーマンスの全評価期間にわたって部下を指導する方
法、および積極的かつ建設的なフィードバックを返す方法を学習しま
す。

26週間

D-034
パフォーマンスの強化と指導：成果評価にお
ける問題と対応

定期的なコミュニケーションを促進する方法、進捗確認のためのミー
ティングを実施する方法、および進行中のコミュニケーションを記録
する方法を学習します。また、防衛的な社員に対応する方法を学習し
ます。

26週間
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D-035
パフォーマンス問題への対応：パフォーマン
ス問題の明確化とは

さまざまなパフォーマンス問題とそれが組織に及ぼす影響を学習しま
す。加えて、パフォーマンス問題の重大度を判定する方法、パフォー
マンス問題の原因を究明する方法、パフォーマンス問題を抱えている
社員に対処する方法、およびパフォーマンス問題を抱えている社員と
面談するときのガイドラインを学習します。

26週間

D-036
パフォーマンス問題への対応：部下への
フィードバックとそのプロセス

パフォーマンス問題を抱える社員と、フィードバックに関する効果的
な話し合いを行うプロセスを学習します。また、問題行為が及ぼす影
響を社員に説明するためのガイドラインや、社員の拒絶反応、言い訳
などに対処する方法について学習します。

26週間

D-037 パフォーマンス問題への対応：社員の指導

社員を指導するためのミーティングを効果的に実施するためのガイド
ラインと、社員を指導するために必要な、十分な理由と証拠を特定す
る方法を学習します。また、社員のパフォーマンスに関する情報を適
切に記録する方法について学習します。

26週間

D-038 管理の基本：職場の生産性の向上

仕事のプロセスの改善、部下の生産性を維持させるための支援、適切
なフィードバック、および生産性を向上させる戦略の適用方法を学習
します。加えて、職場で経験する生産性に関する3つの問題を部下に解
決させる方法を学習します。

26週間

D-039 管理の基本：建設的な職場の創造
職場において積極的な動きを引き出すテクニック、あるいは消極的な
態度を矯正するための方法について学習します。また、職場全体に和
やかな雰囲気を作り出すためのガイドラインについて学習します。

26週間

D-040 社員のパフォーマンスの向上：効果的な指導
管理職や一般社員が、部下や同僚のパフォーマンスを向上させるため
の建設的なフィードバック、すなわち褒め言葉と苦言をバランスよく
与えるために必要なスキルを学習します。

26週間

D-041 社員のパフォーマンスの向上：対立の解決

対立を効果的に解決するために必要な、戦略と戦術を学習します。管
理職間の葛藤や社員同士の対立、チームの内輪もめなどに対して、何
らかの処置を施すことにより、より生産的な職場環境を創り出すチャ
ンスを生み出せるようになります。

26週間

D-042 チーム内問題の処理：多様な価値観の共有
チームの多様性についての理解を深めるとともに、その一員としての
あり方、チーム内での摩擦の解消方法、多様性のあるチームに貢献し
うる要素、目標達成の方法等について学習します。

26週間

D-043 提案営業の基礎

顧客のニーズ分析からソリューションの選定、そしてソリューション
の提案までの流れを学習するeラーニングコースです。セールスやコン
サルティングに従事するための基礎知識・スキルを早期に身につける
ことができます。

8週間

D-044 営業事務の基礎
一般的な営業事務管理のフローの知識と、その応用方法を学習するe
ラーニングコースです。セールスやコンサルティングに従事するため
の基礎知識・スキルを早期に身につけることができます。

8週間

D-045 顧客満足度管理の基礎

顧客満足度の調査・分析結果を顧客満足度の改善に結びつけるプロセ
スを理解し、実践していくためのスキルを学習するeラーニングコース
です。セールスやコンサルティングに従事するための基礎知識・スキ
ルを早期に身につけることができます。

8週間

D-046 フレームワーク思考の基礎

企業を取り巻く環境、組織、事業、製品、技術など、さまざまな点か
ら企業活動を分析するための代表的なフレームワーク思考を学習するe
ラーニングコースです。セールスやコンサルティングに従事するため
の基礎知識・スキルを早期に身につけることができます。

8週間

D-047 コンサルティングの基礎

コンサルティングに必要な知識、プロジェクトの進め方、コンサル
ティングサービスのマーケティング活動の方法を学習するeラーニング
コースです。セールスやコンサルティングに従事するための基礎知
識・スキルを早期に身につけることができます。

8週間

D-048 ソリューションセールス：セールスの基本
販売プロセスにおける6つの基礎的ステップ、顧客の意思決定過程の推
測の仕方、同分野における一般的な用語説明から、顧客との信頼形
成、売り込み方まで全般的に学習します。

26週間

D-049
ソリューションセールス：顧客ニーズの把握
と対応

顧客が購入決意に至るまでの過程を理解した上で、見込みのある顧客
の発掘法、売り込みのための方法、販売ネットワークの構築の仕方、
売り手と買い手双方を利する形での顧客への対処法等について学習し
ます。

26週間

D-050 ソリューションセールス：戦略の策定

市場および競合相手をSWOTマトリックスに従ってリサーチする方
法、また、販売戦略見直しのための諸段階、顧客の要望に応じたプラ
ンを練る際に行うべき顧客への質問内容、最適なソリューションを見
つける方法等について学習します。

26週間

D-051 能力開発：私生活と仕事の両立
ストレスの原因を探り、それらを管理できるような生活スタイルに変
えてゆき、また、日常的な優先事項を決めてそれが反映されるような
生活の送り方を学習します。

26週間

D-052 能力開発：他人への影響力の強化
言葉や言葉によらないコミュニケーション方法で他人に影響力を及ぼ
し、人に力を与えるような影響力をもつ方法を学習します。

26週間
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D-053 能力開発：向上への自己の動機付け

管理職や一般社員が仕事などを先延ばしにする癖を自分で直す方法を
学習します。また、仕事に対する意欲を高めて高いパフォーマンスを
発揮するために、自律心を高める方法やセルフ・リーダーシップの概
念を実践する方法について学習します。

26週間

D-054 能力開発：自信を深める

自信の源を明らかにする方法を学習します。次に、口頭による優れた
コミュニケーション・スキルなど、自信を高めるためのテクニックを
学習します。さらに、自己主張力を強化するために、対立や感情的な
反応にうまく対処する手段を学習します。

26週間

D-055
能力開発：コミュニケーションで信頼関係を
築く

コミュニケーションの基礎を確立し、その関係を強化し、言語によっ
て効果を引き出すために必要な情報について学習します。また、文
書、会話、あるいは非言語による合図によってコミュニケーションの
効果を上げる方法を学習します。

26週間

D-056 意思決定と問題解決：意思決定の基本
多様な意思決定過程を理解し、さまざまタイプの人とともに意思決定
を行い好成績を生み出す方法を学習します。

26週間

D-057 意思決定と問題解決：問題解決の基本
社内の数々の問題を自身の経験から解決して、良好な結果を生み出す
までのシミュレーションを行い、系統的に問題解決を行うことを学習
します。

26週間

D-058 自信がつくプレゼンテーション

プレゼンテーションは、ビジネスや研究活動など、さまざまな場面で
必要不可欠なものとなっています。特にビジネスにおいては、プレゼ
ンテーションの印象が商談の成否を左右することも少なくありませ
ん。
 本講座は、初めてプレゼンテーションを実施する方や、もっと効果的
なプレゼンテーションを実施したいという方が、プレゼンテーション
の企画から実施、さらには実施後のフォローまでの一連の流れの中
で、必要な知識やスキルを習得いただける内容となっています。

12週間

D-059 自信がつくビジネス文書

本講座では、身だしなみから言葉づかい、お客様への態度、電話応対
など、社会人として最低でも知っておかなければならないビジネスマ
ナーを動画でコンパクトに学習できます。「実際のビジネスシーンで
想定される問題点を含めた“事例動画”を見る」「自分なりに問題点
を探し出す」「講師解説を確認する」という流れで展開しており、こ
んな時はどうしたらよい？と、さまざまな疑問をケーススタディで解
決できるようになっています。

12週間

D-060 動画で学ぶビジネスマナー

企業は、個人の態度やマナーが会社のイメージや評価につながるた
め、正しいビジネスマナーを身に付けている人を求めています。
 本講座は、これから社会人になる方や社会人としてのマナーを再確認
したい方を対象に、一般的なビジネスマナーやビジネス文書の書き方
についてご紹介します。

12週間

D-061 自信がつくコミュニケーション

私たちは日常生活の中で、常に誰かとコミュニケーションを取ってい
ます。
 学校で友人としゃべる、お店で店員に尋ねる、就職試験で面接官の質
問に答えるなど、いろいろな場面で人と会話をし、意志や感情を伝え
合っています。
 本講座では、コミュニケーションを取る上での基本的なあいさつや言
葉遣い、効果的な話し方や聞き方などを身に付けていただくことを目
的としています。

12週間

D-062 職業人意識

社会の一員として自立した生活を営み、仕事を通じて社会に参加する
「職業人」として身に付けていただきたい一般的な知識や規則を紹介
しています。
 本教材は、社会人・職業人の基本的認識や組織活動の基本、仕事の取
り組み方や働くことの意義を学習していただけます。

12週間

D-063 速習！ 職場で活かすストレスチェック

労働安全衛生法の改正により、企業はストレスチェックの実施が義務
付けられています。ストレスチェック制度の正しい理解は企業におい
て必須となっています。 本講座では、ストレスチェック制度の概要を
わかりやすく短時間で学習できます。 また、より身近な問題として感
じられるよう、職場などで起こりうるいくつかの事例をもとに、スト
レスチェックをどのように活かしたらよいのかを解説しています。

12週間

D-064 速習！ 職場のハラスメント対策

近年、ハラスメントに起因する事件が社会問題化していることを背景
に、企業をあげたハラスメント対策に取り組む意識が高まっていま
す。
しかし、ハラスメントの問題は表面化しにくいのが特徴で、対策に苦
慮する企業も少なくありません。 本講座では、代表的なハラスメント
の事例から「自分ならどうするか」を考え、ハラスメントに対する理
解を深める内容となっています。また被害者と加害者、双方の視点で
ハラスメントについて解説しています。 本講座は、田島・寺西法律事
務所 田島正広弁護士 監修のもと作成しています。

12週間

D-065 就活準備 SPI3試験対策

多くの企業の採用試験として利用されているSPI3試験の対策講座で
す。能力検査の「言語能力問題」「非言語能力問題」を中心に、キャ
ラクター講師が問題の解法とポイントを丁寧にわかりやすく解説しま
す。 また試験の概要や受検時の注意点など受検者が知っておきたい最
新の情報をまとめています。さらに試験を想定して、制限時間付きで
繰り返し学習することができる総合問題が付属しているので試験の実
践感覚を養うのに最適です。

12週間
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