
2020年度 第３回 e-Learning講座

東北支部

受講開始 2021年3月８日（月）

受講期間 8週間～12週間（受講期間は講座により異なります。）

申込締切 2021年2月24日（水）

定 員 先着100講座

対 象 FUJITSUファミリ会東北支部会員

新人教育にも役立つ！自席で受講可

お 申 込 https://jp.fujitsu.com/family/sibu/touhoku/schedule/2020/el/3rd/el.html

講座により動作環境が異なりますので、申込ページより事前に各コース概要を必ずご確認の上、お申込みください。
受講者の皆様へはお申込み後、受講開始日当日までにE-mailにて受講案内（受講サイトURL、ログインID、パスワー
ド含む）をお送りいたします。受講開始日を過ぎてもメールが到着しない際は、事務局までご連絡ください。
なお、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いたします。

【個人情報取扱について】
ご提供いただきましたお客様の個人情報は、以下の目的で利用させていただきます。 (お問い合わせ先)
・本イベントに関する連絡および開催当日の受付での使用 FUJITSU ファミリ会 東北支部事務局 （富士通㈱東北支社 エリア戦略推進部 内）
・本イベント運営、お客様への対応のため必要に応じ、富士通及び富士通関係会社/               住所：〒980-8441 仙台市青葉区中央3丁目2-23（野村不動産仙台青葉通ビル）
業務委託先/訪問先・宿泊先/参加者/司会者・講演者等の運営関係者への提供 TEL :(022)264-5916
記入された内容についての開示・訂正・追加・削除を希望されるお客様は、右記 E-mail: contact-family-touhoku@cs.jp.fujitsu.com
お問い合わせ先までご連絡ください。 ファミリ会の個人情報保護ポリシー：https://jp.fujitsu.com/family/privacy.html

■お問合せ：FUJITSUファミリ会東北支部事務局
（富士通株式会社東北支社 エリア戦略推進部 内）

〒980-8441 仙台市青葉区中央3丁目2-23（野村不動産仙台青葉通ビル）
TEL:(022)264-5916 E-mail: contact-family-touhoku@cs.jp.fujitsu.com

参加無料

e-Learning講座ご受講について（ご留意事項）

今回の『e-Learning講座』は、新入社員の方や部署異動等で、新たな環境でスタ
ートされる方々向けに、ICT基礎知識やヒューマンスキル習得などを目的としたコンテ
ンツをピックアップしてご用意いたしました。インターネットに接続できる環境があれば､
時間や場所を問わずスキルアップが期待できます。全コース無償でご受講いただける
この機会に是非、本講座をお役立てください。



カテゴリ
講座

コード
講座名 概　　要

受講
期間

*ご参考

定価 （税別）

A-001 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。

12週間 5,000

A-002 よくわかる Word 2019 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。

12週間 5,000

A-003 よくわかる Excel 2019 基礎
本講座は、初めてExcel2019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。

12週間 5,000

A-004 よくわかる PowerPoint 2019 基礎
本講座は、初めてPowerPoint2019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。

12週間 5,000

A-005 よくわかるExcel2019 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 5,000

A-006
仕事の効率アップ
Wordを使ったわかりやすい
業務マニュアル作成のコツ

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、業務マニュアルを
作成するときに知っておきたいポイントから、作成する手順、わかりやすい構成、さらにWordを
使って効率的に業務マニュアルを作成する方法などを解説しています。業務マニュアル作成の一連の
流れを理解し、実際の業務マニュアル作成時に知識を生かすことができることを目標としています。

12週間 4,000

A-007
仕事の効率アップ
Excel表から必要なデータを素早く見つける
方法

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を使って、
データベース用の表の作成や並べ替え、抽出方法、ミスなく作業するための操作方法などを解説して
います。本講座を学習することで目的に応じたデータを素早く抽出し、効率よくデータを扱うことが
できます。

12週間 4,000

C-001 Dreamweaver CC 2017

世界標準のWEBオーサリングソフト「Adobe Dreamweaver」のバージョン「Dreamweaver CC
2017」を基礎から学び、最新のWEBデザインスキルを身につけます。
 最新のHTML5やCSS3、スマートフォン向けのサイト制作などにも対応し、今すぐに仕事で活かせ
る総合的なスキルが習得できます。

12週間 14,800

C-002 Photoshop CC 2017

世界標準のフォトレタッチソフト「Adobe Photoshop」のバージョン「Photoshop CC 2017」
を基礎から学び、 最新のデザインスキルを身につけます。
 多様なツールや機能を演習を通じて学習し、目的に応じた使用方法を学ぶことで、仕事で活かせる総
合的なスキルの習得を目指します。

12週間 12,800

D-001
社会人のための情報モラル&
情報セキュリティ

パソコンや携帯電話などの会社の資産を利用する際に求められる、社会人としての心構えやルール、
対処方法などを解説しています。うっかり気を抜くと陥ってしまいそうな身近なトラブル事例を挙げ
て、その時、その場所にいたらどのように対処するかを受講者に問いかける対話形式で学習を進めま
す。受講者自ら考えながら読み解くことによって学習効果を高め、日常的なリスクに対する気づきを
促します。

12週間 4,000

D-002
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 3,000

D-003 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 3,000

D-004 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。
 本講座では、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 3,000

D-005 あなたに忍び寄る！！サイバー攻撃の恐怖

情報セキュリティの中でも、サイバー攻撃は高度に進化しており、見破るのが難しくなっています。
「あなたに忍び寄る！！　サイバー攻撃の恐怖」は、マルウェアの基本をはじめ、近年、急増してい
るAPT攻撃やランサムウェア、ゼロデイ攻撃まで網羅したサイバーセキュリティ教材です。最新のサ
イバー攻撃の手口を知ることで、予防意識を高めましょう。

8週間 4,000

D-006 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 3,000

E-001 動画で学ぶビジネスマナー

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 8,000

E-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 3,000

E-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 3,000

E-004 損しないための社会人マナー 《社外編》
仕事がいくらできる社員でも、ビジネスマナーが身についていないばかりに損をしているかもしれま
せん。社員のビジネスマナーは会社の印象にも直結します。《社外編》では、クライアント訪問や接
待、食事など、主に会社の外で行動する時のマナーについて学びます。

8週間 4,000

E-005 損しないための社会人マナー 《社内編》
仕事がいくらできる社員でも、ビジネスマナーが身についていないばかりに損をしているかもしれま
せん。社員のビジネスマナーは会社の印象にも直結します。《社内編》では、服装や挨拶の仕方か
ら、電話応対、メールの書き方など、社会人の基本を学びます。

8週間 4,000

E-006 事例で学ぶ SDGs
SDGsの概要を理解し、SDGsの17のゴールの取り組み事例を紹介します。具体的な事例を学習する
ことで、身近なところからSDGsへの取り組みを始めることができるようになります。SDGsの知識
習得に最適な教材です。

12週間 5,000
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【講座一覧 全講座無償】
※一覧以外のコースをご希望の際は、個別にご相談ください。

NEW!


