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本コースカタログでは、IT技術の基礎から最先端までの多彩なeラーニング研修を
ご紹介します。

お好きなだけ学べるeラーニングオンデマンド

より気軽に
より自由に

SLAP α
「SLAP」とは「Smart Learning Accelerator Platform」の各単語の頭文字
を取った造語であり、「いつでもどこでも学べるよろこび」をサービスコ
ンセプトとしております。旧来のLMS よりも洗練された、分かりやすい
インターフェースを始め、モバイル受講にも対応していることから、場
所を選ばず、スキマ時間で学習でき、従業員一人ひとりの学びと成長
促進を支援可能なe ラーニングシステムです。

受講したい研修とその受講人数（ライセンス数）を、事前にメールにて
ご連絡ください。
弊社からお見積書を発行いたしますので、ご注文書を返送ください。

SLAPα

お客様 弊社

コースA×10、B×20の見積もりが欲しい

お見積書

ご注文書

研修ごとのライセンス数内で対象者を選んでアサイン

SLAPα

お客様

弊社ご注文いただいた
ライセンスをセット

残り＝10 ライセンス

残り＝20 ライセンス

研修 A

研修 B

を

を

I さん

J さん

にアサイン

にアサイン

研修 A

研修 B

研修 A

研修 B

残り＝9ライセンス

残り＝19 ライセンス

導入からご利用までの流れ
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詳細一覧Training Course Catalogue

品番 研修名 単位 定価 学習期間 詳細
ページ

ディープラーニング

21SL0963061 G検定１発合格を目指す！ 機械学習・ディープラーニング基礎講座 1ライセンス 37,000円 180日間 P7

21SL0961061 G検定１発合格を目指す！ G検定（ジェネラリスト検定）試験対策問題集 １ライセンス 37,000円 180日間 P7

21SL0959061 AIを学ぶための本格数学講座 １ライセンス 34,000円 180日間 P7

21SL0962061 AIを学ぶための本格数学講座（高校数学基礎編） 1ライセンス 17,000円 180日間 P7

21SL0972061 AIを学ぶための本格Python講座 1ライセンス 30,000円 180日間 P7

21SL0971061 超AI入門 １ライセンス 35,000円 180日間 P8

21SL0985061 超AI入門A級試験対策講座 １ライセンス 50,000円 180日間 P9

ブロックチェーン

21SL1032061 ブロックチェーン講座 ベーシックコース 1ライセンス 90,000円 180日間 P9

21SL1031061 ブロックチェーン講座 ビジネスコース 1ライセンス 90,000円 180日間 P9

21SL1033061 ブロックチェーン講座 エンジニアコース ブロックチェーン実践 1ライセンス 90,000円 180日間 P10

21SL1034061 ブロックチェーン講座 エンジニアコース スマートコントラクト開発 1ライセンス 90,000円 180日間 P10

21SL0965061 ブロックチェーン・エンジニア養成コース Basic 1ライセンス 90,000円 180日間 P10

21SL0966061 ブロックチェーン・エンジニア養成コース Advanced 1ライセンス 120,000円 180日間 P11

21SL0952061 ブロックチェーンの基礎知識(仮想通貨、NEM、イーサリアム、ビットコイン) 1ライセンス 10,000円 180日間 P11

21SL0938061 ブロックチェーン・ビジネス活用コース 1ライセンス 30,000円 180日間 P11

データサイエンティスト

21SL1035031 秘密計算によるデータ利活用とAI～基礎編～ 1ライセンス 240,000円 90日間 P12

21SL1003061 データ解析基礎講座 1ライセンス 185,000円 180日間 P12

品番 研修名 単位 定価 学習期間 詳細
ページ

DX（デジタルトランスフォーメーション）

21SL0993031 【PDU発行対象】DX時代のデザイン思考入門 １ライセンス 20,000円 90日間 P13

21SL0994031 【PDU発行対象】DX時代の新しいリーダーシップスタイル １ライセンス 20,000円 90日間 P13
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詳細一覧Training Course Catalogue

品番 研修名 単位 定価 学習期間 詳細
ページ

資格対策（情報処理）

21SL0964061 基本情報技術者 午前対策講座 １ライセンス 18,000円 180日間 P13

資格対策（Java）

21SL0812061 1Z0-814 Java SE7/8 Bronze １ライセンス 12,000円 180日間 P14

21SL0766061 1Z0-808 Java SE8 Silver １ライセンス 12,000円 180日間 P14

21SL0766061 1Z0-809 Java SE8 Gold １ライセンス 15,000円 180日間 P14

資格対策（Oracle）

21SL1001061 1Z0-061 12c SQL基礎 １ライセンス 18,000円 180日間 P15

21SL0703061 1Z0-065 Bronze DBA 12c １ライセンス 18,000円 180日間 P15

プロジェクトマネジメント（プロジェクト管理）

21SL0720031 【PDU発行対象】プロジェクトリーダーの役割と心構え １ライセンス 23,000円 90日間 P15

21SL0730031 【PDU発行対象】プロジェクトマネジメント手法の基礎 ～WBS・工程の表現・EVM・FP法～ １ライセンス 23,000円 90日間 P16

21SL0763031 【PDU発行対象】プロジェクト計画 ～計画の立て方・見積り・体制・工程計画～ １ライセンス 23,000円 90日間 P16

21SL0764031 【PDU発行対象】プロジェクト実行管理 ～工程の実行管理・品質管理・プロジェクト崩れ対策 １ライセンス 23,000円 90日間 P17

21SL0932031 【PDU発行対象】PMBOK®ガイド 第6版　ITプロジェクトマネジメント 基礎 １ライセンス 28,000円 90日間 P17

21SL0933031 【PDU発行対象】PMBOK®ガイド 第6版　ITプロジェクトマネジメント 実践 １ライセンス 28,000円 90日間 P18

21SL0934031 【PDU発行対象】PMBOK®ガイド 第6版　IT品質マネジメント １ライセンス 28,000円 90日間 P18

21SL0935031 【PDU発行対象】PMBOK®ガイド 第6版　ITリスクマネジメント １ライセンス 28,000円 90日間 P18

21SL0936031 【PDU発行対象】PMBOK®ガイド 第6版　ITファイナンシャルマネジメント １ライセンス 28,000円 90日間 P19

21SL0937031 【PDU発行対象】PMBOK®ガイド 第6版　IT調達マネジメント １ライセンス 28,000円 90日間 P19

21SL0909061 【PDU発行対象】プロジェクト・マネージャのための人間関係強化 １ライセンス 20,000円 180日間 P19

21SL0910061 【PDU発行対象】プロジェクト・マネージャのための提案・見積実践 1ライセンス 20,000円 180日間 P20

ネットワーク

21SL0924061 ネットワークセキュリティ基礎 1ライセンス 10,000円 180日間 P20

Web・インターネット

21SL0967061 Web アプリケーションセキュリティ基礎コース 1ライセンス 18,000円 180日間 P20

21SL0969061 Webアプリケーション セキュリティ応用コース 1ライセンス 18,000円 180日間 P21
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詳細一覧Training Course Catalogue

品番 研修名 単位 定価 学習期間 詳細
ページ

事業開発

21SL1004061 新規事業開発 1ライセンス 30,000円 180日間 P21

論理思考

21SL0918061 決算書読破 -BSとPLの違いを知り、この1年の事業活動を読み解く- 1ライセンス 10,000円 180日間 P21

21SL0855031 データ分析手法の理論と適用 1ライセンス 33,000円 90日間 P22

メンタルヘルス

21SL0939061 セルフケアの基礎 １ライセンス 5,000円 180日間 P22

21SL0950061 管理者のための メンタルヘルス・マネジメントの基礎 1ライセンス 8,000円 90日間 P23

コンプライアンス・個人情報保護

21SL0976031 コンプライアンスのつぼ　バリューパック１ 1ライセンス 6,000円 90日間 P23

21SL0977031 コンプライアンスのつぼ　バリューパック２ 1ライセンス 6,000円 90日間 P23

21SL1002031 よくわかる事例で学ぶコンプライアンス 1ライセンス 5,000円 90日間 P24

オフィススキル

21SL1005031 よくわかる Word 2016 基礎 １ライセンス 4,000円 90日間 P24

21SL0981031 よくわかる Word 2016 応用 １ライセンス 4,000円 90日間 P24

21SL1006031 よくわかる Excel 2016 基礎 １ライセンス 4,000円 90日間 P25

21SL0980031 よくわかる Excel 2016 応用 １ライセンス 4,000円 90日間 P25

21SL1007031 よくわかる PowerPoint 2016 基礎 1ライセンス 4,000円 90日間 P25

21SL0991061 よくわかる Excel 2019/2016/2013 マクロ/VBA 1ライセンス 8,500円 90日間 P26

21SL0986031 よくわかる Word 2019 基礎 １ライセンス 5,000円 90日間 P26

21SL0989031 よくわかる Word 2019 応用 １ライセンス 5,000円 90日間 P26

21SL1008031 よくわかる Excel 2019 基礎 １ライセンス 5,000円 90日間 P27

21SL1009031 よくわかる Excel 2019 応用 １ライセンス 5,000円 90日間 P27

21SL0988031 よくわかる PowerPoint 2019 基礎 １ライセンス 5,000円 90日間 P27

21SL0978061 基礎から学べるIT 1ライセンス 5,000円 180日間 P28
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詳細一覧Training Course Catalogue

先端技術／ディープラーニング  

G検定１発合格を目指す！ 機械学習・ディープラーニング基礎講座 学習項目

概 要

本講座は日本ディープラーニング協会（JDLA）の Deep Learning 検定試験（G 検定）の合格を目指す対策講座です。
G 検定出題領域のうち、独学での理解が難しい「機械学習」「ディープラーニング」の技術体系の解説にフォーカスしています。
ディープラーニングは機械学習の手法の一つであるため、まず、機械学習について理解したうえで、ディープラーニングの概要お
よび様々な手法について学んでいきます。

●機械学習の具体的手法
・機械学習とは
・機械学習のワークフロー
・教師あり学習
・教師なし学習
・データの扱い
・評価指標
●ディープラーニングの概要
・ニューラルネットワークとディープラーニン
グ
・ディープラーニングのアプローチ
・ディープラーニングを実現するには
●ディープラーニングの手法
・活性化関数
・学習率の最適化
・さらなるテクニック
・CNN：畳み込みニューラルネットワーク
・RNN：リカレントニューラルネットワーク
・深層強化学習
・深層生成モデル

対 象

・G 検定の合格を目指す方
・ディープラーニングを活用したプロダクトやサービスを企画・推進したい方
・AI の仕組みや、AIでできること、できないことを正しく理解したい方

前 提 知 識 ・特に必要ありません
　(「G 検定公式テキスト」の併読をお勧めします )

目 標

・挫折しがちな G 検定の技術領域を体系的に理解する
・AI について正しく理解し、技術的な仕組みを周りに人に説明できるようになる

コース コースID 円（税抜）

180日 21SL0963061 37,000

カタログコード：963 学習予定時間／問題数 6時間

先端技術／ディープラーニング  

AIを学ぶための本格数学講座 学習項目

概 要

学習範囲が膨大な数学において、ディープラーニングに必要となる数学を高校レベルから復習できる講座です。目的をディープラー
ニングの理解・活用にフォーカスしているため、効率よく最短で学ぶことができます。E資格取得に向けて、数学の学び直しに
も最適な講座です。

講師による説明動画を見て学習を進めます。演習問題：全83問

方程式と関数
確率
線形代数
統計
微分、積分

対 象 AIエンジニアを目指しているが、数学の知識不足を感じている方
AI の仕組みを理解し、ビジネスに活用したいビジネスパーソン

前 提 知 識 因数分解など、中学レベルまでの数学知識が必要です。
その他は特にありません。

目 標

学習範囲における基礎的な理解度テストが解けるようになる
ディープラーニングの活用シーンにおいて、数学が必要な意味を理解できるようになる

コース コースID 円（税抜）

180日 21SL0959061 34,000円

カタログコード：959 学習予定時間／問題数 15時間
 パソコン推奨   このコンテンツはパソコンでの学習を推奨しております。

先端技術／ディープラーニング  

G検定１発合格を目指す！ G検定（ジェネラリスト検定）試験対策問題集 学習項目

概 要

本コースは日本ディープラーニング協会（JDLA）の Deep Learning 検定試験（G 検定）の合格を目指す対策コースです。
コースコンテンツは、JDLA 認定プログラム提供会社である、Study-AI 株式会社が提供。
本番想定の練習問題で知識の定着を図ります。

・機械学習講義動画（約30分）
[G 検定 ] 機械学習入門      
１．機械学習の直感的なイメージを掴む。      
２．機械学習の基本的な手法を理解する。          
　　教師あり学習モデル            
　　教師なし学習モデル            
　　モデルの学習            
　　モデルの評価      
３．ニューラルネットワークと深層学習

・模擬テスト 計973問

対 象 ・JDLA 認定 G 検定取得を目指す方。ディープラーニングに関する知識を身に付けたい方

前 提 知 識 ・特に必要ありません
 (「G 検定公式テキスト」の併読をお勧めします）

目 標 ・日本ディープラーニング協会主催の G 検定に合格する。
・ディープラーニングの基礎知識を有し、ジェネラリストとして、適切な活用方針を決定して事業応用するための能力を習得する。

コース コースID 円（税抜）

180日 21SL0961061 37,000
カタログコード：961 学習予定時間／問題数 6時間
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先端技術／ディープラーニング  

AIを学ぶための本格数学講座（高校数学基礎編） 学習項目

概 要

 ディープラーニングに必要となる数学のうち、特に高校数学（方程式と関数、微分・積分）を復習できる講座です。 
「AIを学ぶための本格数学講座」の学習範囲である「数学入門」「微分・積分」「線形代数学」「確率・統計」のうち、現場で潰

しが効くディープラーニング講座（E資格対策講座）における応用数学分野の学習範囲に含まれない「数学入門」「微分・積分」
を効率よく学習できます。
E資格取得に向けて、数学の学び直しにも最適な講座です。
講師による説明動画を見て学習を進めます。演習問題：全40問

方程式と関数
微分、積分

対 象 AIエンジニアを目指しているが、数学の知識不足を感じている方
AI の仕組みを理解し、ビジネスに活用したいビジネスパーソン

前 提 知 識 因数分解など、中学レベルまでの数学知識が必要です。
その他は特にありません。

目 標

学習範囲における基礎的な理解度テストが解けるようになる
ディープラーニングの活用シーンにおいて、数学が必要な意味を理解できるようになる

コース コースID 円（税抜）

180日 21SL0962061 17,000円

カタログコード：962 学習予定時間／問題数 6時間
 パソコン推奨   このコンテンツはパソコンでの学習を推奨しております。

先端技術／ディープラーニング  

AIを学ぶための本格Python講座 学習項目

概 要
AI はプログラミングで実装します。その為、AIアルゴリズムを学ぶにもプログラミング言語が読めることは必須となります。
本講座では、初めてPython を学ぶ方を対象に、機械学習の為の Python の使い方を中心に解説しています。

はじめての Python / Python の基本 / ライブ
ラリ / Numpy / Pandas /
MatplotlibとSeaborn / Scikit-learn

対 象 どなたでも

前 提 知 識 特になし

目 標
Python の基本操作ができるようになる
機械学習エンジニアとして入門に必要な知識を備える

コース コースID 円（税抜）

180日 21SL0972061 30,000

カタログコード：972 学習予定時間／問題数 6時間

先端技術／ディープラーニング  

超AI入門 学習項目

概 要

小中学生でも親しみやすいテイストですが、進んでいくとAI 資格試験の最高峰といわれるE資格の勉強準備が整う、あるいは、
基本的な AI の技術書籍が読み進められるほどの高度な内容を習得できます
全国高等専門学校ディープラーニングコンテストに参加する教職の皆様にもご活用いただいている教材です

・Chapter1
認識の仕組み /入力値の調整 / 順伝播の計算
入門 / 行列の計算 /Pythonでの実装 /バイア
ス項の導入 /シグモイド関数の計算 /シグモ
イド関数の実装 / 活性化関数の取り込み
・Chapter2
逆伝播イメージ
正解値の導入 /シグマの計算 / 誤差関数の仕
組み / 誤差関数の実装 /パラメータの更新と
は / 微分の連鎖律 / 偏微分の計算 /パラメー
タ更新の実装
・Chapter3 
順伝播の計算 / 逆伝播の計算 /パラメータ更
新式の公式 / 順伝播 /パラメータの更新 / 学
習の実行/バイアス項の計算 /バイアス項の
実装 / 手書き文字のデータ/ 計算処理の実装
/ 学習と推論 ( 識別 ) の実行/ 文字認識モデル
/モデルの学習

対 象 どなたでも

前 提 知 識 中学レベルまでの数学知識が必要です

目 標 E資格や初級者向けのAI 書籍を勉強する準備が整う事

コース コースID 円（税抜）

180日 21SL0971061 35,000

カタログコード：971 学習予定時間／問題数 6時間
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先端技術／ディープラーニング  

超AI入門A級試験対策講座 学習項目

概 要

AI入門講座（AI 実装検定 A 級　公式教材）
・超 AI入門
・AIを学ぶための本格数学講座（高校数学基礎編）
・AIを学ぶための本格 Python 講座
上記３講座をまとめたパックの研修です。AI の基礎を学ぶ方に最適な講座です。

・超 AI入門
・AIを学ぶための本格数学講座

（高校数学基礎編）
・AIを学ぶための本格 Python 講座

対 象 どなたでも

前 提 知 識 因数分解など、中学レベルまでの数学知識が必要です

目 標 E資格の受験準備、基本的な AI 技術書籍を勉強する準備が整う事

コース コースID 円（税抜）

180日 21SL0985061 50,000

カタログコード：985 学習予定時間／問題数 40時間

先端技術／ブロックチェーン  

ブロックチェーン講座 ベーシックコース 学習項目

概 要
ブロックチェーンの仕組みと基盤技術を学び、ブロックチェーンビジネスを構築するための基礎知識が身につきます。知識の土
台を固めたい初心者には必須のコース。 ブロックチェーンを知っている中級者も体系的に学ぶことで、知識を整理できます。

1. ブロックチェーンの世界
2. ブロックチェーンの基礎技術
3. ブロックの構造を知る
4. 暗号技術とウォレット
5. P2P の構造と技術
6. ブロックチェーン上の合意形成
7. アルトインとトークンエコノミー
8. スマートコントラクトとブロックチェーンの
未来

対 象 知識ゼロの初心者から中級者まで体系的な知識を身につけたい方

前 提 知 識 特に必要ありません

目 標

・ブロックチェーン技術の基本を理解する
・ブロックチェーンを構築するための基礎知識が身につけられる

コース コースID 円（税抜）

180日 21SL1032061 90,000

カタログコード：1032 学習予定時間／問題数 90分×8回
 パソコン推奨   このコンテンツはパソコンでの学習を推奨しております。

先端技術／ブロックチェーン  

ブロックチェーン講座 ビジネスコース 学習項目

概 要

ブロックチェーンを使ったビジネス構築ができることをゴールとしたコース。多数のケーススタディを業界第一線の専門家から直
接学べます。ブロックチェーンビジネスの最前線にいる講師ならではの視点や手法を学び、質の高いディスカッションで事業化
への理解を深めます。

1. ブロックチェーンと未来のビジネス
2. Ethereum の仕組みとビジネス活用
3. スマートコントラクトとその活用事例
4. Ripple の仕組みとビジネス活用
5. 仮想通貨取引とブロックチェーン
6. 決済・送金手段としての応用
7. 金融・証券分野への応用
8. 流通分野への応用 ( サプライチェーン、コ
ンテンツ流通 )
9. 情報管理分野への応用 ( シェアリングエコ
ノミー、不動産登記 )
10. クラウドプラットフォームとブロックチェー
ンの実装
11. ICO・STO を取り巻く環境と実際の進め方
12. ブロックチェーンビジネス 事業計画の作
り方

対 象 ブロックチェーンテクノロジーを生かしてbusiness を展開、あるいは起業したい方

前 提 知 識 特に必要ありません

目 標

・ブロックチェーンを用いたビジネス構築力を身につける

コース コースID 円（税抜）

180日 21SL1031061 90,000

カタログコード：1031 学習予定時間／問題数 90分×12回
 パソコン推奨   このコンテンツはパソコンでの学習を推奨しております。
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先端技術／ブロックチェーン  

ブロックチェーン講座 エンジニアコース ブロックチェーン実践 学習項目

概 要
高セキュリティのBitcoin ベースのブロックチェーン開発スキルと本質的知識を、講義とワークショップで身につけます。ワークショッ
プ解説動画や、オリジナル教材の Basic-Blockchain のソースコードなどを活用することができます。

1. ブロックチェーンの基本構造理解と開発環
境準備
2. ハッシュ関数を使った秘密鍵と公開鍵作成
3. ウォレットの作成
4. UTXO
5. 新規取引の作成
6. 送金しよう
7. P2P の仕組みの理解
8. P2P の仕組みの構築
9. コンセンサスアルゴリズムの理解
10. コンセンサスアルゴリズムと拡張
11. ブロックチェーンを作る ( 前編 )
12. ブロックチェーンを作る ( 後編 )

対 象 ブロックチェーン技術者として活躍したい、あるいは FinTech 業界で働きたい方

前 提 知 識 UTXOコマンドに関する知識、Javascript の知識、基本的なネットワークに関する知識

目 標
・Bitcoin ベースのブロックチェーンの本質を体系的に学び、構築できるようになる

コース コースID 円（税抜）

180日 21SL1033061 90,000

カタログコード：1033 学習予定時間／問題数 90分×12回
 パソコン推奨   このコンテンツはパソコンでの学習を推奨しております。

先端技術／ブロックチェーン  

ブロックチェーン講座 エンジニアコース スマートコントラクト開発 学習項目

概 要
Ethereumとスマートコントラクトを用いたアプリケーション開発のスキル習得に特化しています。授業は講義と30を超えるワー
クで構成。知識の習得と実践を繰り返すことで学びが深まり、スマートコントラクト開発者として活躍できるスキルが身につきます。

1. スマートコントラクト開発の入口
2. スマートコントラクトの仕組みを知る
3. スマートコントラクト開発環境
4. トークンとセキュリティ
5. ブロックチェーントランザクションを探る
6. ブロックチェーン制御・双方向通信
7. フロントエンド開発手法を学ぶ
8. ブロックチェーン投票システムを作成する
9. ブロックチェーン関連技術や秘密鍵の使わ
れ方
10. DApps 開発の基礎や便利な開発ツール
11. HD Wallet と Ethereum のエコシステム・
課題
12. Ethereum 特有の技術や課題、これから
の展望

対 象 ブロックチェーン技術者として活躍したい、あるいは FinTech 業界で働きたい方

前 提 知 識 shell に関する知識 (Windows、Mac OS、Linux)、Javascript の知識、基本的なネットワークに関する知識

目 標

・スマートコントラクト開発スキルを身につける

コース コースID 円（税抜）

180日 21SL1034061 90,000

カタログコード：1034 学習予定時間／問題数 90分×12回
 パソコン推奨   このコンテンツはパソコンでの学習を推奨しております。

先端技術／ブロックチェーン  

ブロックチェーン・エンジニア養成コース Basic 学習項目

概 要

本コースは、ブロックチェーン開発スタートアップであるStake Technologies 株式会社、およびブロックチェーンのニュースメディ
ア展開やビジネスインキュベーションを行っている株式会社 LONGHASHと共同開発したコースです。
Bitcoin、Ethereum の基礎、先進事例だけでなく、ブロックチェーン業界のリーダーが本腰を入れて開発し、今後関心が高まっ
ていく新しいブロックチェーンプラットフォームやプロトコルなど先進技術領域についても先取りして学べる内容となっています。

【コースの特徴】
先端の技術動向をカバー
ブロックチェーンを新しく作るためのソフトウェアであるsubstrate や、Web3 Foundation が開発を率いているプロトコル
polkadot など、グローバルで開発が進んでいる先端の技術動向をカバー。日本にいながら、しかもオンラインでいつでも、世
界のブロックチェーンの動きをキャッチアップすることが可能です。

1.ブロックチェーンがなぜ重要なのか？
2.Bitcoin の基礎
3.Bitcoin の先進事例とユースケース
4.Ethereum の基礎
5.Ethereum の先進事例とユースケース
6. 第3世代ブロックチェーン比較
7. 業界別のユースケース
8.ブロックチェーンの未来予測と開発の手引

対 象
・ブロックチェーンの初歩を理解しており、次のステージに進みたい方
・ブロックチェーンの簡単な本は読んでおり、より実例が知りたい方
・ブロックチェーン・エンジニアリングを始める前に知識詰めとして

前 提 知 識

・ブロックチェーンに関する入門書読了の知識レベル
・当社の eラーニング

「ブロックチェーンの基礎知識 (仮想通貨、NEM、イーサリアム、ビットコイン)」または
「ブロックチェーン・ビジネス活用コース」の学習済の方 

目 標

この講義の修了時にできるようになること
 ・ブロックチェーンの仕組みの理解
 ・独自でブロックチェーンを使った開発の要件定義が可能
 ・様々な業界のユースケースを理解
 ・ブロックチェーン業界の未来を理解

コース コースID 円（税抜）

180日 21SL0965061 90,000

カタログコード：965 学習予定時間／問題数 12時間
 パソコン推奨   このコンテンツはパソコンでの学習を推奨しております。



11

詳細一覧Training Course Catalogue

先端技術／ブロックチェーン  

ブロックチェーン・エンジニア養成コース Advanced 学習項目

概 要

本コースは、ブロックチェーン開発スタートアップであるStake Technologies 株式会社、およびブロックチェーンのニュースメディ
ア展開やビジネスインキュベーションを行っている株式会社 LONGHASHと共同開発したコースです。
Bitcoin、Ethereum の基礎、先進事例だけでなく、ブロックチェーン業界のリーダーが本腰を入れて開発し、今後関心が高まっ
ていく新しいブロックチェーンプラットフォームやプロトコルなど先進技術領域についても先取りして学べる内容となっています。

【コースの特徴】
先端の技術動向をカバー
ブロックチェーンを新しく作るためのソフトウェアであるsubstrate や、Web3 Foundation が開発を率いているプロトコル 
polkadot など、グローバルで開発が進んでいる先端の技術動向をカバー。日本にいながら、しかもオンラインでいつでも、世
界のブロックチェーンの動きをキャッチアップすることが可能です。

1. トークンエコノミー/クリプトエコノミクス
2. EthereumDev 開発①
3. EthereumDev 開発②
4. EthereumDev 開発③
5. ブロックチェーンの諸問題
6. Polkadot,Substrate ①
7. Polkadot,Substrate ②
8. Substrate.ink!

対 象
・ブロックチェーンエンジニアとして開発プロジェクトで活躍し始める方
・ブロックチェーンの挙動を実際に確認して根本から原理を理解したい方
・EthereumだけではなくPolkadot や Substrateと言った基盤もコードレベルで学習したい方。

前 提 知 識 ブロックチェーン・エンジニア養成コース Basic　修了レベル

目 標 ブロックチェーンを使ったサービスを開発する技術を身に付ける

コース コースID 円（税抜）

180日 21SL0966061 120,000

カタログコード：966 学習予定時間／問題数 12時間
 パソコン推奨   このコンテンツはパソコンでの学習を推奨しております。

先端技術／ブロックチェーン  

ブロックチェーンの基礎知識(仮想通貨、NEM、イーサリアム、ビットコイン)　 学習項目

概 要

仮想通貨、NEM、イーサリアム、ビットコインの基本技術を4章立てで理解します。
仮想通貨と仮想通貨を司るブロックチェーン技術に関する出自や技術概要、特徴を学び、スマートコントラクトや DApps の概念
を理解します。
NEM の基本的な情報や歴史、特徴や仕組みを理解し、技術者向けのAPI やライブラリを学習します。
イーサリアムの基本的な情報や歴史、特徴や仕組みを理解し技術者向けのライブラリやスマートコントラクトの実装を学習します。
ビットコインの基本情報と、ビットコインのウォレット、ノード等のブロックチェーン技術について学習致します。

【仮想通貨および ブロックチェーン技術の 基
礎知識】
■仮想通貨について
■スマートコントラクト
■ブロックチェーンについて

【Ethereum】
■ Ethereum 基本情報
■ 事例
■ システム構成
■ Geth 利用方法
■ スマートコントラクト開発
■ ERC20実装
■ スマートコントラクト利用

【NEM】
■ NEMとは
■事例
■ Nanowallet の利用
■ API

【ビットコイン】
■ ビットコインの技術
■ ビットコインのウォレット
■ ブロック情報とトランザクション情報
■ ノードとネットワーク

対 象
・ブロックチェーン技術の基本を理解したい方
・これからブロックチェーン技術を学びたい ITエンジニア
・事業企画 / マーケティング/ 経営企画 / 事業コンサルタント

前 提 知 識 特に必要ありません。 

目 標

・ブロックチェーン技術の基本を理解する
・イーサリアムに関する開発、実装を理解する
・NEM の機能を理解し利用できるようにする
・ビットコインのブロックチェーン技術について理解する

コース コースID 円（税抜）

180日 21SL0952061 10,000

カタログコード：952 学習予定時間／問題数 8時間

先端技術／ブロックチェーン  

ブロックチェーン・ビジネス活用コース 学習項目

概 要

ブロックチェーンの基本技術と豊富なビジネス活用事例をブロックチェーンの第一人者、杉井 靖典氏が丁寧に解説致します。金融・
製造・不動産・教育など、さまざまな業界に革新をもたらすであろうブロックチェーン。
その社会実装を推進する事業プランナーやコンサルタントとして活躍する力を身につけます。
ブロックチェーンの基礎技術およびそれを実社会にどのように活用できるのか、流通、IoT、広告、ゲーム、コンテンツのデジタ
ルライツマネジメントなど、さまざまな業界やサービス分野について具体的に解説した実践的コースです。

講義動画（約5時間30分）
ブロックチェーン概要
ブロックチェーン　動作の仕組み
スマートコントラクト
社会実装に向けた課題と解決策
ビジネス活用事例
修了演習ガイド

理解度演習問題（PDF）記述式
対 象

・ブロックチェーンを活用したビジネスを構想していて、そのためにしっかりブロックチェーンを学びたい方
・ITエンジニアのバックグラウンドのある方
・コンサルティングファームでの業務経験のある方
・商品、サービス企画や事業開発の業務経験のある方
・その他、激変する環境にキャッチアップしたいすべてのビジネスパーソン

前 提 知 識 特に必要ありません。 

目 標 ・ブロックチェーンの技術を理解する
・ブロックチェーンをビジネスに活用する方法を習得する

コース コースID 円（税抜）

180日 21SL0938061 30,000

カタログコード：938 学習予定時間／問題数 2ヵ月
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先端技術／データサイエンティスト  

秘密計算によるデータ利活用とAI～基礎編～ 学習項目

概 要

EAGLYS 株式会社の代表取締役社長である今林広樹氏監修の研修プログラムです。秘密計算の基礎から応用までを体系的に学
べ、データ活用・AIと、データセキュリティの双方の視座が身に付けられるほどの高度な内容を習得できます。全ページで今林
氏の丁寧な解説付きで秘密計算の知識にあまり自信がない方でも安心してご活用いただける教材です。

第1章　秘密計算とは？なぜ知るべきなのか？
1.データ社会に求められるセキュリティのパ
ラダイムシフト
2.セキュリティ・プライバシー強化技術の台
頭
3. 高機能暗号/ 秘密計算のビジネス活用への
期待
第2章 .　秘密計算のユニークネスとコアバ
リュー
1. 従来の暗号技術と匿名技術との違い
2. 秘密計算のもたらす新たな価値
3. 秘密計算の活用でもたらされる変革
第3章 .　秘密計算のユースケース
1. 秘密計算ユースケースの構造整理
2. 各ユースケース紹介（活用目的・応用イメージ）
第4章 . 秘密計算の市場概況・グローバルの
動き
1. 秘密計算がグローバルで今注目される背景
2. 秘密計算のグローバル事例調査
3. 秘密計算のトレンドを支える大手各社の動
き

対 象

・企業の DX・データ活用戦略を構想・推進する事業開発やコンサルの方
・顧客の先を見据えた本質かつ他社と差別化されたソリューションを提案したい営業・PM
・トレンドを先取りして、まわりと差別化した強みを持ちたいエンジニア
・セキュア・プライバシー保護 AI 解析・データ分析環境の事例や設計構築に興味がある方

前 提 知 識
特に必要ありません

目 標
・今後のデータ活用・管理において、エンジニアと事業開発の双方の視座が身に付けられる
・自社もしくは顧客のデータ活用の未来から逆算し、ロードマップが視えるようになる
・秘密計算の価値や事例を体型的に整理・理解できるようになる

コース コースID 円（税抜）

90日 21SL1035031 240,000
カタログコード：1035 学習予定時間／問題数 12時間

 パソコン推奨   このコンテンツはパソコンでの学習を推奨しております。

先端技術／データサイエンティスト  

データ解析基礎講座 学習項目

概 要

講義動画は全20時間。収集されたデータの様々な見方、取り出し方、そして「仮説」の大切さを、実際のデータを使い解説。
データ分析未経験の方でも、データサイエンティストに求められる基本要素はもちろん、応用レベルまで学べます。
学習教材は、データサイエンスソリューション、そして教育の両方で実績のある、三菱総研 DCS による開発。
学術的な視点だけでなく、実践に裏付けられた内容をふんだんに取り入れて解説しています。
講師もコース開発を手がけた現役データサイエンティストが務めます。

・データ分析と仮設設定
　データ解析基礎
　分析概要と仮説の設定- 分析概要
　分析概要と仮説の設定- 仮説の設定
　R の基本操作
・データ解析基礎
　変数の解析
　二変数の解析
　確率と正規分布
　推定と分布
　統計的仮説検定
・データ解析基礎2
　多変量解析概要
　単回帰分析
　重回帰分析
　ロジスティクス回帰分析
　ツリー分析
・データ解析基礎3
　クラスター分析
　主成分分析
　因子分析
　対応分析
　アソシエーション分析

対 象

独学でデータ分析の業務を行っているが、改めて基礎から学び直したい方。
R などを使って、高度な分析ができるようになりたい方。
教科書的な内容ではなく、実際に手を動かす演習を通して実力をつけたい方。

前 提 知 識
高校レベルの数学知識（確率・統計、微分積分、行列）を持っていることが望ましい。
データ分析についての経験は不要です。

目 標

データ活用の重要性や統計学の考え方などのデータ解析の基本アプローチを習得します
Rを使った傾向分析、検定、回帰分析、ツリー分析、クラスター分析、主成分分析、アソシエーション分析など
代表的な分析の実践手法の習得を目指します

コース コースID 円（税抜）

180日 21SL1003061 185,000
カタログコード：1003 学習予定時間／問題数 20時間

 パソコン推奨   このコンテンツはパソコンでの学習を推奨しております。
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詳細一覧Training Course Catalogue

エンジニアリング／資格対策（情報処理）  

基本情報技術者試験 午前対策講座 学習項目

概 要

情報処理技術者試験の各試験の対策本を執筆し、試験対策指導歴28年の人気講師 五十嵐聡氏が、過去10年分の基本情報技
術者試験の出題傾向を分析し、標準カリキュラムの中から特に「試験で出題されやすい」テーマを厳選して、丁寧に解説致します。
これから受験する方が効率的な学習ができるコースです。
PDF のテキストデータをダウンロードして学習することができます。

① 基礎理論・アルゴリズム
②  コンピュータシステム
③ 技術要素1（マルチメディア・データベース・
ネットワーク）
④ 技術要素2（セキュリティ・システム開発）
⑤ マネジメント
⑥ ストラテジ対 象 効率よく基本情報技術者試験合格を目指したい方/IT全般の基礎知識を身につけたい方

前 提 知 識 特に必要ありません

目 標 基本情報技術者試験範囲の知識を習得する。基本情報技術者試験合格。

コース コースID 円（税抜）

180日 21SL0964061 18,000

カタログコード：964 学習予定時間／問題数 24時間

エンジニアリング／DX（デジタルトランスフォーメーション）  

【PDU発行対象】DX時代のデザイン思考入門 学習項目

概 要

市場が成熟して製品・サービスのコモディティ化が進む中、多くの企業がイノベーションを求めています。そのための一つの方
法論として注目を浴びているのが、「デザイン思考」です。デザイナーの発想をビジネスの問題解決に活かす思考法は、製品・サー
ビスに留まらず、組織変革の手法、問題解決の手法とし、ＩＴ人材、ＤＸ人材にとっても必要不可欠な知識になりつつあります。
本 eラーニングでは、DX 時代の今、何故、デザイン思考なのか、デザイン思考が目指している事の本質は何か、更に、事例を
通して、デザイン思考を導入する上で必要となる、個人のスキル、組織のチームワーク、文化カルチャーについて解説します。
デザイン思考を学ぶ上で必聴の eラーニングです。

１．市場を取り巻く環境の変化
２．デザイン思考とは何か
３．１０１デザイン思考のフレームワークを深
堀してみる
４．デザイン思考に取組む人に求められるス
キルとは?
５．デザイン思考に取り組む組織に求められ
るカルチャーとは?
６．デザイン思考導入の成功事例
７．デザイン思考の真価とは何か
８．凝り固まっている組織にイノベーション
をもたらす方法

対 象
・プロジェクトマネジャー、エンジニア、ビジネスアナリスト、保守、運用担当者。
・デザイン思考に興味のある方。

前 提 知 識 特に必要ありません。

目 標 デザイン思考とは何か、その基本が理解できる。※デザイン思考が目指している事の本質が理解できる。※企業事例を通して、
デザイン思考を導入する上で必要となる、個人のスキル、組織のチームワーク、文化カルチャーが理解できる。

コース コースID 円（税抜）

90日間 21SL0993031 20,000
カタログコード：993 学習予定時間／問題数 4時間

 取得 PDU：4   Technical（-） Leadership(-) Strategic（4）学習証明書 4h

エンジニアリング／DX（デジタルトランスフォーメーション）  

【PDU発行対象】DX時代の新しいリーダーシップスタイル 学習項目

概 要

デジタルテクノロジーは IT分野だけの専売特許ではなく、企業のバリューチェーンのほぼ全ての部分で導入が進んでいます。マ
ネジャーたちが追い求めるべき機会や優先すべき変革プロジェクトについて考えをめぐらせると、途端にDX が自社にとって具体
的に何を指すのか、よくわからなくなります。この eラーニングでは、DXの中心は「テクノロジー」だけではなく「顧客」でもあ
ると解釈し、担当するPM 等が、多くのステークホルダーに影響力を発揮する（人を動かす）ために必要となる「リーダーシップ
のスタイル」を選択し、使い分ける方法について解説します。

１．DX 推進上の課題
　・DXの定義
　・IPA 統計からDX 推進上の課題を探る
　 ・アフターコロナ後にDX が加速
２．DXプロジェクトの特徴
　・従来プロジェクトとの本質的な違い
　・DXプロジェクトのプロセス
　・POC を実施する理由
　・全員が「ビジネス課題の解決」を考える
３．DXプロジェクトに必要となる４つのリー
　　ダーシップスタイル
　・PMI の主張 :タレントトライアングル
　・半世紀を超える研究が行き着いたリー
ダーシップの境地
　・リーダーシップの定義 
　・新しい時代のリーダーシップ
　・実行プロセスと新しいリーダーシップの
関係
　・変革のリーダーシップ
　・組織の壁を超えるリーダーシップ
　・全員で主体的に働きかけるシェアード・　　
　　リーダーシップ
　・EQリーダーシップ
４．自分のリーダーシップスタイルの振り返
　　りと変革・意識改革のシナリオ

対 象
・DXのプロジェクトを推進しているリーダー、およびプロジェクトマネジャー。
・今後、DXを企画・推進するリーダー、およびプロジェクトマネジャー。

前 提 知 識 ・プロジェクトリーダー、プロジェクトマネジャー、これからリーダーを目指す方。

目 標
DXプロジェクトの状況に応じたリーダーシップスタイルについて理解する。
※DX 時代に必要となるリーダーシップの選択方法を理解する。

コース コースID 円（税抜）

90日間 21SL0994031 20,000
カタログコード：994 学習予定時間／問題数 4時間

 取得 PDU：4   Technical（-） Leadership(4) Strategic（-）学習証明書 4h
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エンジニアリング／資格対策（Java）  

1Z0-808 Java SE8 Silver 学習項目

概 要

Javaプログラミングスキルを証明する【Oracle Certified Java Programmer, Silver SE 8】取得のために必要な【1Z0-808 試験】
合格を目指す方のための試験対策用 eラーニングです。 学習状況に合わせて、学習モードを切り替えて出題可能です。 学習開始
時に「出題数」や「回答時間」、「出題カテゴリ」を設定をすることで自分スタイルの試験問題を作成できます。 学習中は、各問
題の解説文で理解を深めながら、繰り返し学習することで確実にスキルアップを行います。

01 Java の基本
02 Java のデータ型の操作 
03 演算子と判定構造の使用 
04 配列の作成と使用 
05 ループ構造の使用 
06 メソッドとカプセル化の操作 
07 継承の操作 
08 例外の処理 
09 Java API の主要なクラスの操作

対 象 Oracle 認定資格 Java SE8 Silver 取得を目指す方 Java言語を使用したオブジェクト指向プログラミングの基本的な知識を学びた
い方

前 提 知 識 Javaプログラミングの基礎知識／他言語プログラミング経験

目 標 Java言語を使用した日常的なプログラミングスキルだけでなく、プロジェクトで発生する状況への対応能力の基本的 な知識を
習得する

コース コースID 円（税抜）

180日 21SL0766061 12,000

カタログコード：766 学習予定時間／問題数 200問

エンジニアリング／資格対策（Java）  

1Z0-814 Java SE7/8 Bronze 学習項目

概 要

Java SE 7/8 Bronze 取得のために必要な【1Z0-814試験】合格を目指す方のための試験対策用 eラーニングです。学習状況に合
わせて、学習モードを切り替えて出題可能です。学習開始時に「出題数」や「回答時間」、「出題カテゴリ」を設定をすることで、
自分スタイルの試験問題を作成できます。学習中は、各問題の解説文で理解を深めながらの繰り返し学習で確実にスキルアップ。

第1章 Java言語のプログラムの流れ 
第2章 データの宣言と使用 
第3章 演算子と分岐文 
第4章 ループ文 
第5章 オブジェクト指向コンセプト 
第6章 クラス定義とオブジェクトの生成、使
用 
第7章 継承とポリモフィズム対 象 Oracle Certified Java Programmer, Bronze SE 7/8取得を目指す方 

Java言語を使用したオブジェクト指向プログラミングの基本的な知識を学びたい方

前 提 知 識 特に必要ありません

目 標 Java言語を使用したオブジェクト指向プログラミングの基本的な知識を習得する

コース コースID 円（税抜）

180日 21SL0812061 12,000

カタログコード：812 学習予定時間／問題数 180問

エンジニアリング／資格対策（Java）  

1Z0-809 Java SE8 Gold 学習項目

概 要

Javaプログラミングスキルを証明する【Oracle Certified Java Programmer, Gold SE 8】取得のために必要な【1Z0-809 試験】
合格を目指す方のための試験対策用 eラーニングです。学習状況に合わせて、学習モードを切り替えて出題可 能です。学習開
始時に「出題数」や「回答時間」、「出題カテゴリ」を設定をすることで、自分スタイルの試験問題を 作成できます。学習中は、
各問題の解説文で理解を深めながら、繰り返し学習することで確実にスキルアップを行い ます。

01 Java クラスの設計 
02 高度な Java クラスの設計 
03 ジェネリクスとコレクション 
04 コレクション、ストリームおよびフィルタ 
05 ラムダ組込み関数型インタフェース 
06 Java ストリーム API 
07 例外とアサーション 
08 Java SE 8 の日付/ 時刻 API を使用する 
09 Java の I/O の基本 
10 Java のファイル I/O（NIO.2） 
11 Java の同時実行性 
12 JDBC によるデータベース・アプリケーショ
ンの 作成 
13 ローカライズ

対 象 Oracle 認定資格 Java SE8 Gold 取得を目指す方 Oracle 認定資格 Java SE8 Silver 取得者または、同等の知識

前 提 知 識 Javaプログラミングの基礎知識／他言語プログラミング経験

目 標 Java言語を使用した日常的なプログラミングスキルだけでなくプロジェクトで発生する状況への対応能力の基本的な 知識を習
得する

コース コースID 円（税抜）

180日 21SL0786061 15,000

カタログコード：786 学習予定時間／問題数 296問
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エンジニアリング／プロジェクトマネジメント（プロジェクト管理）  

【PDU発行対象】プロジェクトリーダーの役割と心構え 学習項目

概 要

プロジェクトリーダーは何故必要なのか。リーダーの役割は何か。その役割を果たすために重要なことはプロジェクトに対する
イメージ作り、コミュニケーション、リーダーシップです。そのためにリーダーに必要な特性は何か、意識して気をつけなければ
ならない心構えは何かについて学習します。
※本コースは、PMP 資格更新に必要なPDUまたは学習証明書 (6時間分) の発行が可能なコースです。PDU の発行には、所定の
発行条件を満たす必要があります。
＜PDU 発行条件＞
・利用期間内に申請を行うこと　・すべての学習項目を受講していること　・各巻末問題の正答率が80% 以上であること　・
PDUまたは学習証明書発行数相当の学習を行っていること（例：6PDU の場合、6時間相当の学習）

1．プロジェクトマネジメント概要
2 ．プロジェクトリーダーの役割
3．プロジェクトリーダーに要求される特性
4．プロジェクトリーダーの心構え

対 象 プロジェクトリーダーとして更に研鑚を目指す方、又はこれからプロジェクトリーダーを目指す方

前 提 知 識 ソフトウェア開発プロジェクトに携わる方

目 標
１．IT プロジェクトリーダーの役割を説明できる
２．プロジェクトリーダーに要求される仕事を理解する
３．プロジェクトリーダーの心構えを身につける

コース コースID 円（税抜）

90日 21SL0720031 23,000

カタログコード：720 学習予定時間／問題数 6時間
 取得 PDU：6   Technical（-） Leadership(6) Strategic（-）学習証明書 6h

エンジニアリング／資格対策（Oracle）  

1Z0-061 12c SQL基礎 学習項目

概 要

Oracle MASTER 12c SQL 基礎（1Z0-061）試験合格を目指す方のための試験対策用 eラーニングです。「オラクルマスター 教科
書 Bronze Oracle Database 12c SQL 基礎（翔泳社）」に掲載済みの問題を165問とオリジナル問題を165問を含 む330問を提供
します。学習状況に合わせて、学習モードを切り替えて出題可能です。学習開始時に「出題数」や「回 答時間」、「出題カテゴリ」
を設定をすることで、自分スタイルの試験問題を作成できます。学習中は、各問題の解説 文で理解を深めながら、繰り返し学
習することで確実にスキルアップを行います。

1. 概要 
2.SQLの SELECT 文の使用によるデータの取
得 
3.データの制限とソート 
4. 単一行関数の使用による出力のカスタマイ
ズ 
5. 変換関数と条件式の使用 
6.グループ関数の使用による集計データのレ
ポート 
7. 結合の使用による複数の表のデータの出力 
8. 副問合せの使用による問合せの解決 
9.DML 文の使用による表の管理 
10.データ定義言語の概要

対 象 SQLを学びたい方/Oracle 認定資格 Oracle Master Bronze 1Z0-061を受験する方

前 提 知 識 特に必要ありません

目 標 Oracle 12c の基本的な SQL 知識を習得する

コース コースID 円（税抜）

180日 21SL1001061 18,000
カタログコード：1001 学習予定時間／問題数 330問

エンジニアリング／資格対策（Oracle）  

1Z0-065 Bronze DBA 12c 学習項目

概 要

Oracle MASTER Bronze Oracle Database 12c（1Z0-065）試験合格を目指す方のための試験対策用 eラーニングです。 「オラク
ルマスター教科書 Bronze Oracle Database DBA12c （翔泳社）」に掲載済みの問題を125問とオリジナル問題 を125問を含む250
問を提供します。学習状況に合わせて、学習モードを切り替えて出題可能です。学習開始時に「出 題数」や「回答時間」、「出
題カテゴリ」を設定をすることで、自分スタイルの試験問題を作成できます。学習中は、 各問題の解説文で理解を深めながら、
繰り返し学習することで確実にスキルアップを行います。

1.Oracleデータベース管理の概要 
2.Oracleデータベースのインストールおよび
データベー スの作成 
3.Oracle Enterprise Manager Database 
Express および SQL管理ツールの使用 
4.Oracle Network 環境の構成 
5.Oracle インスタンスの管理 
6.データベース記憶域構造の管理 
7. ユーザーおよびセキュリティの管理 
8. スキーマ・オブジェクトの管理 
9. バックアップおよびリカバリの実行 
10.データベースの監視およびアドバイザの使
用 
11.Oracleデータベース・ソフトウェアの管理

対 象 Oracleデータベースのテクノロジーを学びたい方 Oracle 認定資格 Oracle Master Bronze 1Z0-065を受験する方

前 提 知 識 特に必要ありません

目 標 Oracle 12c の基本的な SQL 知識を習得する

コース コースID 円（税抜）

180日 21SL0703061 18,000
カタログコード：703 学習予定時間／問題数 250問
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詳細一覧Training Course Catalogue

エンジニアリング／プロジェクトマネジメント（プロジェクト管理）  

【PDU発行対象】プロジェクトマネジメント手法の基礎 ～WBS・工程の表現・EVM・FP法～ 学習項目

概 要

プロジェクトマネジメントを進めるにあたって、世の中で一般的に知られている、いわば定石として認知されてる知識、考え方、
手法を学習します。
＜PDU 発行条件＞
・利用期間内に申請を行うこと
・すべての学習項目を受講していること
・各巻末問題の正答率が80% 以上であること
・PDUまたは学習証明書発行数相当の学習を行っていること（例：6PDU の場合、6時間相当の学習）

1.プロジェクトマネジメントに適用される手法
2.プロセスモデル
3.WBS
4. 工程の表現法
5.EVM
6.ファンクションポイント法

対 象 プロジェクトリーダーとして更に研鑚を目指す方、又はこれからプロジェクトリーダーを目指す方

前 提 知 識 ソフトウェア開発プロジェクトに携わる方

目 標

１．WBS を説明できる。
２．工程表現法を説明できる。
３．EVM を説明できる。
４．FP 法を説明できる。

コース コースID 円（税抜）

90日 21SL0730031 23,000

カタログコード：730 学習予定時間／問題数 6時間
 取得 PDU：6   Technical（-） Leadership(6) Strategic（-）学習証明書 6h

エンジニアリング／プロジェクトマネジメント（プロジェクト管理）  

【PDU発行対象】プロジェクト計画　～計画の立て方・見積り・体制・工程計画～ 学習項目

概 要

「始め良ければ半ば良し、終わり良ければ全て良し。」プロジェクトにおける始めはプロジェクト計画です。
この計画が具体的で実行可能ならばプロジェクトの成功は半ば見通されます。
よって、プロジェクトリーダーはこの計画に意識して集中しなければなりません。
本コースでは、この計画についてのポイントを学習します。
＜PDU 発行条件＞
・利用期間内に申請を行うこと
・すべての学習項目を受講していること
・各巻末問題の正答率が80% 以上であること
・PDUまたは学習証明書発行数相当の学習を行っていること（例：6PDU の場合、6時間相当の学習）

1.プロジェクト計画とは
2.プロジェクト計画は誰の役に立つのか
3.プロジェクト計画を立てる意義
4.プロジェクト計画の立て方
5. 見積り
6.体制
7. 工程計画
8.プロジェクト計画において特に留意すべき
事項

対 象 プロジェクトリーダーとして更に研鑚を目指す方、又はこれからプロジェクトリーダーを目指す方

前 提 知 識 ソフトウェア開発プロジェクトに携わる方

目 標
プロジェクト計画を立てるための要素や考え方を理解し、プロジェクト計画を立てることができること

コース コースID 円（税抜）

90日 21SL0763031 23,000

カタログコード：763 学習予定時間／問題数 6時間
 取得 PDU：6   Technical（-） Leadership(6) Strategic（-）学習証明書 6h
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詳細一覧Training Course Catalogue

エンジニアリング／プロジェクトマネジメント（プロジェクト管理）  

【PDU発行対象】PMBOK®ガイド 第6版　ITプロジェクトマネジメント 基礎 学習項目

概 要

本コースでは、PMBOK®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。

第1章　プロジェクトマネジメントの変遷と必要性
第2章　PMBOK®ガイドの概要と位置付け
第3章　立上げプロセス群
第4章　計画プロセス群
第5章　スコープ・マネジメント・エリアの計画プ
ロセス
第6章　タイム・マネジメント・エリアの計画プロ
セス
第7章　コスト・マネジメント・エリアの計画プロ
セス
第8章　品質マネジメント・エリアの計画プロセ
ス
第9章　資源､ コミュニケーション､ ステークホ
ルダー
             　各マネジメント･エリアの計画プロセス
第10章　リスク・マネジメント・エリアの計画プ
ロセス
第11章　調達マネジメント・エリアの計画プロセ
ス
第12章　実行プロセス群
第13章　品質マネジメント・エリアの実行プロセ
ス
第14章　資源､ コミュニケーション､ ステークホ
ルダー
                     各マネジメント･エリアの実行プロセス
第15章　リスク・マネジメント・エリアの実行プ
ロセス
第16章　調達マネジメント・エリアの実行プロセ
ス
第17章　監視・コントロール・プロセス群
第18章　スコープ・マネジメント・エリアの監視・
コントロール・プロセス
第19章　タイム、コスト・マネジメント・エリアの
監視・コントロール・プロセス
第20章　品質マネジメント・エリアの監視・コン
トロール・プロセス
第21章　資源、コミュニケーション､ ステークホ
ルダー
                    各マネジメント・エリアの監視・コントロー
ルプロセス
第22章　リスク・マネジメント・エリアの監視・
コントロール・プロセス
第23章　調達マネジメント・エリアの監視・コン
トロール・プロセス
第24章　終結プロセス群

対 象 システム開発・運用管理などのプロジェクトに参加した経験を持ち、プロジェクトマネジメントを目指している方。

前 提 知 識 ＩＴの基礎知識及びシステム開発の基礎知識を有し、システム開発・運用管理などのプロジェクトに参加した経験を有すること。

目 標 プロジェクトマネジメントに関する基礎的な知識を駆使し、プロジェクトメンバとしてプロジェクトを実行できる
プロジェクトマネジメントの基礎を習得し、プロジェクトマネジメント計画書や各種プロジェクト文書が作成できる

コース コースID 円（税抜）

90日 21SL0932031 28,000
カタログコード：932 学習予定時間／問題数 35時間

 取得 PDU：35  Technical（15） Leadership(10) Strategic/Business（10） 学習証明書 35h

エンジニアリング／プロジェクトマネジメント（プロジェクト管理）  

【PDU発行対象】プロジェクト実行管理　～工程の実行管理・品質管理・プロジェクト崩れ対策～ 学習項目

概 要

「終わり良ければ全て良し」を達成するためには、プロジェクト期間の90％以上の時間をいかに管理するか、すなわち実行管理
が大事になってきます。
ここでは実行管理におけるポイント、特に工程と品質の管理を学習します。
又、最後にプロジェクト崩れの対処法についても学習します。
＜PDU 発行条件＞
・利用期間内に申請を行うこと
・すべての学習項目を受講していること
・各巻末問題の正答率が80% 以上であること
・PDUまたは学習証明書発行数相当の学習を行っていること（例：6PDU の場合、6時間相当の学習）

1.プロジェクト実行管理とは
2.プロジェクト計画の徹底
3. 工程の実行管理
4. 品質管理
5.プロジェクト完了
6.プロジェクト崩れ対策

対 象 プロジェクトリーダーとして更に研鑚を目指す方、又はこれからプロジェクトリーダーを目指す方

前 提 知 識 ソフトウェア開発プロジェクトに携わる方

目 標

プロジェクト実行管理におけるポイントを学習し、プロジェクトの実行管理ができるようになる。
・プロジェクト計画および実行管理の大切さが理解できる
・工程フォローの基本と考え方が理解できる
・プロジェクトの品質管理および障害管理について理解できる
・プロジェクト崩れ対策について理解できる

コース コースID 円（税抜）

90日 21SL0764031 23,000
カタログコード：764 学習予定時間／問題数 6時間

 取得 PDU：6   Technical（-） Leadership(6) Strategic（-）学習証明書 6h
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詳細一覧Training Course Catalogue

エンジニアリング／プロジェクトマネジメント（プロジェクト管理）  

【PDU発行対象】PMBOK®ガイド 第6版　IT品質マネジメント 学習項目

概 要

ＩＴ品質マネジメント講座では、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。本コースでは、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。

1章 プロジェクト品質マネジメントの概要
2章 品質マネジメントの計画
3章 品質のマネジメント
4章 品質のコントロール

対 象 プロジェクトリーダとして、中規模以上または複雑なプロジェクトに関する複数回のプロジェクトマネジメントの経験、実績を有する方。 

前 提 知 識 「PMBOK®ガイド 第6版 IT プロジェクトマネジメント実践」を終了していること。または、同等の知識・経験を有していること。 

目 標
プロジェクト全工程における品質マネジメントを実施し、プロジェクト責任者として、プロジェクトを成功裡に完了できる。
取得 PDU : Technical (8) LeaderShip (7)

コース コースID 円（税抜）

90日 21SL0934031 28,000

カタログコード：934 学習予定時間／問題数 15時間
 取得 PDU：15   Technical (8) LeaderShip (7) 学習証明書15h

エンジニアリング／プロジェクトマネジメント（プロジェクト管理）  

【PDU発行対象】PMBOK®ガイド 第6版　ITリスクマネジメント 学習項目

概 要

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。
本コースでは、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言った、リスクマネジメント全般について学
習します。
・リスクマネジメントの概要
・リスクマネジメント計画
・リスク識別、分析、対応計画
・リスク監視と管理

1章 リスクマネジメントの概要
2章 リスクマネジメントの計画
3章 リスクの特定
4章 リスクの定性的分析
5章 リスクの定量的分析
6章 リスク対応の計画
7章 リスク対応策の実行
8章 リスクの監視
9章 リスクマネジメントのノウハウ蓄積

対 象 プロジェクトリーダとして、中規模以上または複雑なプロジェクトに関する複数回のプロジェクトマネジメントの経験、実績を有する方。

前 提 知 識 「PMBOK®ガイド 第6版 IT プロジェクトマネジメント実践」を終了していること。または、同等の知識・経験を有していること

目 標
プロジェクト全工程における様々なリスクマネジメントを実践し、プロジェクト責任者として、プロジェクトを成功裡に完了できる。
取得 PDU : Technical (7) LeaderShip (8)

コース コースID 円（税抜）

90日 21SL0935031 28,000

カタログコード：935 学習予定時間／問題数 15時間
 取得 PDU：15   Technical (7) LeaderShip (8) 学習証明書 15h

エンジニアリング／プロジェクトマネジメント（プロジェクト管理）  

【PDU発行対象】PMBOK®ガイド 第6版　ITプロジェクトマネジメント 実践 学習項目

概 要

PMBOK®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®ガイド 第6版ＩＴプロジェクトマネジメント基礎講座」
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®ガイド 第6版ＩＴプロジェ
クトマネジメント基礎講座」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。本「計画作成演習」コースでは、プロジェクト立ち上げ、計画作成、実践時におけるポイントを学習し、プロジェ
クトマネジメントの実践的なノウハウを演習形式により習得します。

第1章 プロジェクト立上げの概要とポイント
第2章 プロジェクトマネジメント計画の概要
とポイント
第3章 プロジェクト分析の実践ポイント
第4章 プロジェクトマネジメントの計画の
           実践ポイント
第5章 スケジュール遅延への対応
第6章 スコープ変更への対処
第7章 品質トラブルへの対処
第8章 コミュニケーション・トラブルへの対
処
演習問題 スコープ変更演習
演習問題 コミュニケーショントラブル演習
演習問題 スケジュールトラブル演習

対 象
プロジェクトマネジメントを実践に応用したい方、プロジェクトマネジャーの経験はあるが、プロジェクトマネジメントについて
理解を深め、より上位のプロジェクトマネジャーを目指す方。
プロジェクトメンバとして、複数回のプロジェクトに参画した経験を持つ方。

前 提 知 識 「PMBOK®ガイド 第6版 IT プロジェクトマネジメント基礎」を終了していること。または同等の知識・経験を有していること。

目 標
プロジェクトマネジメントに関する基礎的な知識を駆使し、プロジェクトメンバとしてプロジェクトを実行できる。
プロジェクトにおいてマネジメントに有益なツールや技法を実践的に駆使できる。

コース コースID 円（税抜）

90日 21SL0933031 28,000

カタログコード：933 学習予定時間／問題数 25時間
 取得 PDU：25  Technical（9） Leadership(8) Strategic/Business（8） 学習証明書 25h
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エンジニアリング／プロジェクトマネジメント（プロジェクト管理）  

【PDU発行対象】PMBOK®ガイド 第6版　IT調達マネジメント 学習項目

概 要

ＩＴ調達マネジメント講座では、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。
・調達マネジメントの概要
・調達計画、引合計画と引合
・発注先選定、契約管理、契約完了、外注管理

1章 調達マネジメントの概要
2章 調達マネジメントの計画1
3章 調達マネジメントの計画2と調達の実行1
4章 調達の実行2
5章 調達のコントロール
6章 調達のコントロール2
7章 外注管理

対 象 プロジェクトリーダとして、中規模以上または複雑なプロジェクトに関する複数回のプロジェクトマネジメントの経験、 実績を有する方。

前 提 知 識 「PMBOK®ガイド 第6版 IT プロジェクトマネジメント実践」を終了していること。または、同等の知識・経験を有していること。

目 標 プロジェクトにおける適切な調達マネジメントを実施し、プロジェクト責任者として、プロジェクトを成功裡に実施できる。
取得 PDU : Technical (8) Strategic/Business (7)

コース コースID 円（税抜）

90日 21SL0937031 28,000

カタログコード：937 学習予定時間／問題数 15時間
 取得 PDU：15  Technical (8) Strategic/Business (7) 学習証明書 15h

エンジニアリング／プロジェクトマネジメント（プロジェクト管理）  

【PDU発行対象】プロジェクト・マネージャのための人間関係強化 学習項目

概 要

テクノロジーの進化やグローバル化の進展などの新しいビジネストレンドにより、「プロジェクトマネジメント領域は発展的に変
化している」ことが鮮明になっています。さらに、スピード重視のプロジェクトや複雑化したプロジェクトの成功には人間系スキ
ルが重要視されています。
本コースでは事業やITプロジェクトを成功へ導くために、チームを効果的にマネジメントするために必要な３つの人間系スキル（リー
ダーシップ、コミュニケーション、達成と行動）を強化する実践的なアプローチを解説します。
講師：佐藤義男 氏（株式会社ピーエム・アラインメント 代表取締役社長　PMI 認定 PMP ）
石川島播磨重工業（現 IHI）にて、CIM（コンピュータ統合生産）アプリケーション、原子力発電所検査データ収集・処理システム、AI（人
工知能）応用システムなどの開発経験16年。日本ディジタルイクイップメントにて、プロジェクトマネジメント実践経験を活かして、
新規顧客向け SIビジネスのプロジェクト・マネジャーとして指揮・監督を行う。
現在、㈱ピーエム・アラインメントを設立し、企業向けにPMコンサルティング・サービス

（PM 教育、PMO 業務支援、アセスメント支援）を提供。
2013年10月に「PMI 年間最優秀教育プロバイダー」として表彰された（日本初）。

1．IT プロジェクト・マネジャーの成功条件
2．優秀なプロジェクト・マネジャーの
　  コンピテンシー
3．PMコンピテンシー診断
4．PMコンピテンシー向上アプローチ
5．プロジェクトにおけるリーダーシップ
6．プロジェクトにおける問題解決力
7．プロジェクトにおける達成と行動
8．プロジェクトにおけるコミュニケーション
確認問題

対 象 10人月以下のプロジェクト・マネージャ経験者 / IT プロジェクト受注獲得に関わる方

前 提 知 識 プロジェクト・マネージャ経験者、またはプロジェクトマネジメントに関する基礎的な知識を駆使し、プロジェクト・リーダとし
てプロジェクトを実行できる人   

目 標
フォロワー（協力者）を動機付けし、高い信頼と責任を生み出すための人間系スキルの要素を理解する。

「共感」、「理解」、「支援」3つの要素からなる実践的なリーダーシップとその期待できる効果を理解する。
コミュニケーション・マネジメントを理解し、プロジェクトマネジメントの手法として扱えるようになる。

コース コースID 円（税抜）

180日 21SL0909061 20,000

カタログコード：909 学習予定時間／問題数 2時間
 取得 PDU：2   Technical（-） Leadership(2) Strategic（-）学習証明書 2h

エンジニアリング／プロジェクトマネジメント（プロジェクト管理）  

【PDU発行対象】PMBOK®ガイド 第6版　ITファイナンシャルマネジメント 学習項目

概 要

ＩＴファイナンシャルマネジメント講座では、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。本コースでは、
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。
・ファイナンシャルマネジメントの概要
・管理会計、原価管理
・予算設定とコスト管理

1章 ファイナンシャルマネジメントの概要
2章 プロジェクトマネジメントツールとしての
管理会計
3章 原価管理
4章 見積りとコスト計算
5章 予算設定とコスト管理

対 象 プロジェクトリーダとして、中規模以上または複雑なプロジェクトに関する複数回のプロジェクトマネジメントの経験、実績を有する方。

前 提 知 識 「PMBOK®ガイド 第6版 IT プロジェクトマネジメント実践」を終了していること。または、同等の知識・経験を有していること。

目 標
プロジェクトにおける適切なファイナンシャルマネジメントを実施し、プロジェクト責任者として、プロジェクトを成功裡に実施で
きる
取得 PDU : Technical (9) Strategic/Business (9)

コース コースID 円（税抜）

90日 21SL0936031 28,000

カタログコード：936 学習予定時間／問題数 18時間
 取得 PDU：18   Technical (9) Strategic/Business (9) 学習証明書 18h
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エンジニアリング／ネットワーク  

ネットワークセキュリティ基礎 学習項目

概 要

ネットワークにおけるセキュリティ対策はセキュリティに対する考え方を始めとした、対策が存在しています。
また考え方は複数存在し、対策についてまず脅威を理解する必要があります。
その上で脅威に適した対策を行う、つまり脅威となる攻撃からLAN 環境を守る、といった方法を学ぶ基礎コースになります。　　

１．情報セキュリティの概要
　　情報セキュリティの概念
　　情報資産の脅威と脆弱性
　　情報セキュリティの C・I・A
　　脅威と脆弱性   ...他
２．情報セキュリティの脅威とその対策
　　ポートスキャン
　　脆弱性スキャン
　　パスワードクラック
　　Dos/DDoS 攻撃
　　マルウェア
　　コンピュータウイルス
　　ワーム　　...他
まとめ

対 象 ネットワークセキュリティについて基本的な知識、対策手法をこれから勉強される方。ネットワークセキュリティの基礎を学習したい方。

前 提 知 識 ネットワーク基礎知識の理解がある方。

目 標
セキュリティ対策の考え方を基に自身で簡易に対策を模索できること。
脅威および防御方法の説明が出来ること。
ネットワークセキュリティの脅威と対策が理解できること。

コース コースID 円（税抜）

180日 21SL0924061 10,000

カタログコード：924 学習予定時間／問題数 1時間

エンジニアリング／プロジェクトマネジメント（プロジェクト管理）  

【PDU発行対象】プロジェクト・マネージャのための提案・見積実践 学習項目

概 要

受注獲得できる提案書作成のエッセンスと、 IT プロジェクトを成功に導く精度の高い見積スキルを身に付けるための 動画による
学習教材です。
顧客のシステム要件に対応したソリューションを明確にした提案を行うために、各段階における的確な見積方法と見積評価のポ
イントを学びます。さらに、事例によりプロジェクトマネジメントにおける早い段階での見積精度を高めるポイントを習得します。
講師：佐藤義男 氏（株式会社ピーエム・アラインメント 代表取締役社長　PMI 認定 PMP ）
石川島播磨重工業（現 IHI）にて、CIM（コンピュータ統合生産）アプリケーション、原子力発電所検査データ収集・処理システム、AI（人
工知能）応用システムなどの開発経験16年。日本ディジタルイクイップメントにて、プロジェクトマネジメント実践経験を活かして、
新規顧客向け SIビジネスのプロジェクト・マネジャーとして指揮・監督を行う。
現在、㈱ピーエム・アラインメントを設立し、企業向けにPMコンサルティング・サービス

（PM 教育、PMO 業務支援、アセスメント支援）を提供。
2013年10月に「PMI 年間最優秀教育プロバイダー」として表彰された（日本初）。

１．要求仕様の明確化
２．提案活動の概要
３．提案書作成のポイント
４．見積作成のポイント
５．FP（ファンクションポイント）法の概要
６．SPRファンクションポイント法による算出
７．初期段階での見積精度を高めるには
確認問題

対 象 10人月以下のプロジェクト・マネージャ経験者 / IT プロジェクト受注獲得に関わる方 

前 提 知 識 プロジェクト・マネージャ経験者、またはプロジェクトマネジメントに関する基礎的な知識を駆使し、プロジェクト・リーダとし
てプロジェクトを実行できる人

目 標
RFP の記載レベルを見極め、未確定仕様への対応ができるようになる。
各段階における見積のリスク評価を行えるようになる。
プロジェクトのフェーズにマッチした見積技法を使えるようになる。

コース コースID 円（税抜）

180日 21SL0910061 20,000

カタログコード：910 学習予定時間／問題数 2時間
 取得 PDU：2   Technical（2） Leadership(-) Strategic（-）学習証明書 2h

エンジニアリング／Web・インターネット  

Web アプリケーションセキュリティ基礎コース 学習項目

概 要

Webアプリケーションの構築や利用の際には、攻撃者に狙われることを前提とした体制での運用を推奨します。
セキュリティ面を考慮したWebアプリケーションの開発をするにあたり、
Webアプリケーションに対してはどのような攻撃があり、どのような被害が起こり得るのか、
どのように対策しなければならないのか、を知らなくてはなりません。
今回の講座では、Webアプリケーションに対する代表的な脆弱性と被害例、対策方法を学ぶことで、
セキュアな Webアプリケーションの運用や構築を目指すうえでの基礎知識を習得することができます。

CHAPTER1：情報セキュリティの必要性 
CHAPTER2：Webアプリケーションの現状 
CHAPTER3：Webアプリケーションの基礎知
識 
CHAPTER4：脆弱性とは？ 
CHAPTER5：各種脆弱性の概要 
- クロスサイトスクリプティング
- SQLインジェクション 
- クロスサイトリクエストフォージェリ 
- OSコマンドインジェクション
CHAPTER6：Webアプリケーションセキュリ
ティtips

対 象 ・Webアプリケーションセキュリティの技術的基礎知識を習得したい方
・ネットワークセキュリティ運用や構築に、これから携わる方

前 提 知 識 特に必要ありません。

目 標
・Webアプリケーションの基礎を理解し、セキュアな Webアプリケーションの運用や構築技術を理解する。
・Webアプリケーションセキュリティの基礎知識を習得する。

コース コースID 円（税抜）

180日 21SL0967061 18,000

カタログコード：967 学習予定時間／問題数 2時間
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エンジニアリング／Web・インターネット  

Webアプリケーション セキュリティ応用コース 学習項目

概 要

「Webアプリケーションセキュリティ基礎コース」で学んだ内容をベースに、さらに実践的な内容に踏み込んだ応用編です。
Webアプリケーションの各種脆弱性によって何が起こるのか、そしてどのような対策を実施するのかを、実演を見ながら学習す
ることができます。

CHAPTER1：セキュアコーディングの必要性
CHAPTER2：各種脆弱性の復習
CHAPTER3：各種脆弱性への対策（実演）
- クロスサイトスクリプティング
- SQLインジェクション
- クロスサイトリクエストフォージェリ
- OSコマンドインジェクション
CHAPTER4：コーディング以外のセキュリティ
対策

対 象 ・Webアプリケーションセキュリティの実践的な知識を習得したい方

前 提 知 識 「Webアプリケーションセキュリティ基礎コース」を学習していること

目 標
・Webアプリケーションの各種脆弱性を理解し、セキュアな Webアプリケーションの構築技術を習得する
・Webアプリケーションのコーディング以外のセキュリティ対策を習得する

コース コースID 円（税抜）

180日 21SL0969061 18,000

カタログコード：969 学習予定時間／問題数 2時間

ビジネススキル／事業開発   

新規事業開発コース 学習項目

概 要

新規事業をどのように創造していったらよいのか、アイデア発想から顧客への価値提供、ビジネスモデルの構築、マネタイズと
いった検討事項をステップバイステップで学べるコースです。また、ブロックチェーンやAIといった先端技術をどうビジネスに活
用していくかも事例を通じて学べます。

新規事業の開発にフォーカスしていますが、既存事業の再構築にも適用できます。

講師：秦 充洋氏
ボストンコンサルティンググループ（BCG）にて既存事業の見直し、新規事業、
人事組織戦略、M＆A などプロジェクトマネジャーとして多岐にわたるプロジェクトを指揮する。
また、医療従事者向け情報サービス株式会社ケアネットを共同で創業し、東証マザーズ上場。
2006年に株式会社ミレニアムパートナーズを設立し、代表取締役パートナーに就任。
事業開発分野における第一人者として、体系化されたノウハウに基づいた実践的な
アプローチで多くの企業や組織、起業家を支援している。
日経 BP「新規事業創造塾」「中計塾」での講師実績をはじめ、
大手企業の事業部門や研究開発部門などへのコンサルティングおよび研修実績多数。
またグロービス経営大学院講師を経て、現在は一橋大学大学院 MBAコース（HMBA）、
早稲田大学ビジネススクール講師。一橋大学商学部卒。
著書『プロ直伝 ! 成功する事業計画書のつくり方』（ナツメ社）

講義動画（約7時間）
第1章：事業アイデアの発想法
第2章：顧客への提供価値
第3章：顧客理解のアプローチ
第4章：ビジネスモデルとは
第5章：バリューチェーンの構築
第6章：マネタイズとキャッシュフローモデル
第7章：先端技術を活用した事業開発事例

理解度テスト（択一式）

対 象
・新規事業開発に携わる方
・既存事業を見直し事業推進を行いたい方
・事業企画 / マーケティング/ 経営企画 / 事業コンサルタント

前 提 知 識 特に必要ありません。 

目 標
新規事業開発における体系的な知識と実地で役立つ実践力を身に付ける

コース コースID 円（税抜）

180日 21SL1004061 30,000

カタログコード：1004 学習予定時間／問題数 20時間

ビジネススキル／論理思考  

決算書読破 -BSとPLの違いを知り、この1年の事業活動を読み解く- 学習項目

概 要

簡潔に決算書の読み方を説明していて、短時間に決算書のエッセンスを学習することができます。
損益計算書、貸借対照表の基本的な仕組みを理解します。
損益計算書を用いて同業比較した1年の事業活動の結果分析例をご紹介いたします。
貸借対照表の分析から損益の読み方をご紹介いたします。
そして、貸借対照表の分析方法として、" 資金の調達状況 "、" 短期的支払能力 "、"長期的健全性 "を学習します。

１．決算書の仕組み（損益計算書）
　　　損益計算書
　　　損益計算書 - 経常損益
　　　同業他社との比較
　　　損益計算書 - 特別損益
２．決算書の仕組み（貸借対照表）
　　　貸借対照表　５つの箱
　　　貸借対照表　箱の中身
　　　金の流れで貸借対照表をつかむ
　　　貸借対照表　箱の中身
３．決算書の仕組み（貸借対照表分析）
　　　貸借対照表 分析
　　　貸借対照表 分析
　　　（スターバックス　第１９期）
　　　貸借対照表 分析
　　　（スターバックス　第１８期）
　　　貸借対照表　分析指標
確認問題

対 象 若手
入社10年目までの社員

前 提 知 識 特に必要ありません

目 標 BSとPL から事業活動を読み取れるようになる

コース コースID 円（税抜）

180日 21SL0918061 10,000

カタログコード：918 学習予定時間／問題数 1時間
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ビジネススキル／メンタルヘルス  

セルフケアの基礎 学習項目

概 要

メンタルヘルスケアの基礎知識であるセルフケア（自分自身のケア）について、
「ストレスの理解」と「ストレスへの対処」を中心に学びます。

ストレスチェック
1. ストレスとストレスの仕組み
　　ストレスって何
　　ストレスと生産性の関係
　　ストレス耐性をアップしよう
　　職業性ストレスモデル
　　ストレス反応の３段階
　　不調の徴候に気づく
　　まとめ～ストレスと成長～
２．ストレスの対処法のヒント　～３つの「R」
～
　　ストレス対処法　３つのＲ
　　対処法１．ＲＥＳＴ（レスト）
　　対処法２．ＲＥＬＡＸＡＴＩＯＮ（リラク
セーション）
　　リラックスできる呼吸法
　　対処法３．ＲＥＣＲＥＡＴＩＯＮ（レクリ
エーション）
３．ストレスの対処法のヒント　～３つの「C」
～
　　ストレス対処の３つのＣ
　　対処法１．Ｃｏｇｎｉｔｉｏｎ（認知）
　　柔軟な思考のヒント
　　対処法２.Ｃｏｎｔｒｏｌ（コントロール）
　　対処法３.Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
　　（コミュニケーション）
まとめ
自分のストレス対処方法は？
最後に
修了テスト

対 象 全従業員

前 提 知 識 特に必要ありません。

目 標 セルフケアの基礎としての「ストレスの理解」と「ストレスへの対処」を学び、日々の心身の健康管理に役立てる

コース コースID 円（税抜）

180日 21SL0939061 5,000

カタログコード：939 学習予定時間／問題数 1時間

ビジネススキル／論理思考  

データ分析手法の理論と適用 学習項目

概 要

データ分析の理論や作業スキルに加え、各分析手法を適用する際の考え方も学習します。
データを手に入れてからレポートするまでの一連の思考と作業を、Excelを利用した演習を通して学習します。

1．データ分析の基本的な考え方
2．データ分析手法の分類
3．各データ分析手法のアウトプットを考察す
るコツ、インプットデータを計画するコツ、
EXCELでの操作
4．確率の使い方対 象 ・データ分析におけるExcel 活用を学びたい方

・Excel 操作にとどまらずデータ分析における考え方のポイントを知りたい方

前 提 知 識 ・Excel の基本的な操作経験がある

目 標

・分析の目的と仮説を分析手法適用のインプットに反映できる
・分析結果から意味を抽出し、提案や企画に活かすことができる
・統計における各種数式の意味が理解できる
・Excelを用いて効率よく分析ができる

コース コースID 円（税抜）

90日 21SL0855031 33,000

カタログコード：855 学習予定時間／問題数 14時間
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ビジネススキル／コンプライアンス・個人情報保護  

コンプライアンスのつぼ　バリューパック２ 学習項目

概 要

本講座は1テーマ15分なので集中しやすく高い学習効果が期待できます。アニメーションとナレーションを使用した学習内容です。
確認テストもついておりますので、理解度を確認することができます。

・マナー/モラル
・インサイダー取引
・著作権法
・SNS(ソーシャル)
・下請法
・個人情報保護対 象 全てのビジネスパーソン

前 提 知 識 特に必要ありません。 

目 標
コンプライアンスについての理解を高める

コース コースID 円（税抜）

90日 21SL0977031 6,000

カタログコード：977 学習予定時間／問題数 1.5時間

ビジネススキル／コンプライアンス・個人情報保護  

コンプライアンスのつぼ　バリューパック１ 学習項目

概 要

本講座は1テーマ15分なので集中しやすく高い学習効果が期待できます。アニメーションとナレーションを使用した学習内容です。
確認テストもついておりますので、理解度を確認することができます。

・パワーハラスメント
・パワーハラスメントへの取り組み
・セクシュアルハラスメント
・情報管理
・コンプライアンス総論
・メンタルヘルス対 象 全てのビジネスパーソン

前 提 知 識 特に必要ありません。 

目 標
コンプライアンスについての理解を高める

コース コースID 円（税抜）

90日 21SL0976031 6,000

カタログコード：976 学習予定時間／問題数 1.5時間

ビジネススキル／メンタルヘルス  

管理者のための メンタルヘルス・マネジメントの基礎 学習項目

概 要

管理職としてメンタルヘルス対応の必要性を法的面から理解し、事例をあげ、このようなケースではどう対応すべきかなどメン
タルヘルスケアを行う上で不良の兆候の理解、対応の視点、発生の予防について学習します。

研修の流れ
メンタルヘルスの現状
メンタルヘルス・マネジメントの必要性と基
礎知識
　メンタルヘルス対応の必要性
　安全配慮義務と法的責任
　メンタルヘルスケアの具体的な進め方
　ラインによるケア
ストレスについて
　ストレッサーの種類
　職業性ストレスモデル
　ストレスを感じやすい時の具体例
　ストレス関連疾患
管理者の役割と具体的な対応
　対応の流れ
　周囲が気づく変化
　管理者の対応の視点
　変調のサインをつかんだら
　事例検討　こんなケース、あなたはどう対
応しますか？
　本人へ声をかける際の注意点
　具体的な接し方の例
　事例検討　こんなケース、あなたはどう対
応しますか？
　本人と面談後の対応
　メンタルヘルスの安全配慮義務　管理職
の役割とは
　発生予防に重要なことは
　まとめ

対 象 部下を持つ管理監督者

前 提 知 識 特にありません。セルフケアの学習をされてからの受講をお勧め致します。

目 標
・メンタルヘルス対応の必要性、法的枠組み、管理職の役割を学ぶ
・部下やメンバーのメンタルヘルス不調の兆候の見つけ方、声かけや対応例を事例をもとに具体的に学ぶ
・現実的な対応のサイクルを理解し、実践できる自分になる

コース コースID 円（税抜）

180日 21SL0950061 8,000

カタログコード：950 学習予定時間／問題数 1時間
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ビジネススキル／オフィススキル  

よくわかる Word 2016 応用 学習項目

概 要

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。

第1章 図形や図表を使った文書の作成
第2章 写真を使った文書の作成
第3章 差し込み印刷
第4章 長文の作成
第5章 文書の校閲
第6章 Excelデータを利用した文書の作成

対 象
・より視覚効果の高い文書を作成したい方　　　　　   ・より効率的に文書を作成したい方
・内定者/ 新入社員　　　　　　　　　　　　　　　　 ・Office2016バージョンアップ後の操作に自信のない方
・すべてのビジネスパーソン

前 提 知 識 ・「よくわかる Microsoft Word 2016 基礎」または同等の知識
・Word の基本的な操作ができる

目 標

・視覚効果の高い文書が作成できる
・共同作業を行う際に便利な機能を利用できる
・他の Officeソフトと連携して効率よく文書を作成できる
・PDFファイル保存や印刷ができる

コース コースID 円（税抜）

90日 21SL0981031 4,000

カタログコード：981 学習予定時間／問題数 12時間
 パソコン推奨   このコンテンツはパソコンでの学習を推奨しております。

ビジネススキル／オフィススキル  

よくわかる Word 2016 基礎 学習項目

概 要

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。

第1章 Word の基礎知識
第2章 文字の入力
第3章 文書の作成
第4章 表の作成
第5章 文書の編集
第6章 表現力をアップする機能
第7章 便利な機能

対 象 ・初めて Word をご利用になる方　　　　　　　　　・内定者/ 新入社員
・Office2016バージョンの操作に自信のない方　　  ・すべてのビジネスパーソン

前 提 知 識 特に必要ありません。

目 標

・基本的な文書の作成ができる
・表現力豊かな文書の編集ができる
・Word の基本的な機能と操作方法（文字入力、文書作成および編集、印刷、表作成、図形作成など）が利用できるようにな
る

コース コースID 円（税抜）

90日 21SL1005031 4,000

カタログコード：1005 学習予定時間／問題数 12時間
 パソコン推奨   このコンテンツはパソコンでの学習を推奨しております。

ビジネススキル／コンプライアンス・個人情報保護  

よくわかる事例で学ぶコンプライアンス 学習項目

概 要

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。 
• 事例をマンガで説明した後、キャラクターがわかりやすく解説 
•章末確認問題で学習内容を振り返ることが可能です。

1.コンプライアンスとは 
2. 職場の人間関係での事例 
3. 業務での事例
4.情報・データの取り扱いでの事例 

対 象 ビジネスパーソン全般

前 提 知 識 特に必要ありません

目 標
法令遵守の重要性を理解する

コース コースID 円（税抜）

90日 21SL1002031 5,000

カタログコード：1002 学習予定時間／問題数 1時間
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ビジネススキル／オフィススキル  

よくわかる PowerPoint 2016 基礎 学習項目

概 要
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。

第1章　PowerPoint の基礎知識
第2章　基本的なプレゼンテーションの作成
第3章　表の作成
第4章　グラフの作成
第5章　図形や SmartArtグラフィックの作成
第6章　画像やワードアートの挿入
第7章　特殊効果の設定
第8章　プレゼンテーションをサポートする
機能

対 象 ・初めてPowerPointをご利用になる方　　　　　    　・内定者/ 新入社員
・Office2016バージョンアップ後の操作に自信のない方・すべてのビジネスパーソン

前 提 知 識 特に必要ありません。

目 標

・基本的なプレゼンテーション資料の作成ができる
・表やグラフ、図形、画像などを取り入れた資料の作成ができる
・アニメーションの設定ができる
・効果的なプレゼンテーションを行うための機能を利用できる

コース コースID 円（税抜）

90日 21SL1007031 4,000

カタログコード：1007 学習予定時間／問題数 12時間
 パソコン推奨   このコンテンツはパソコンでの学習を推奨しております。

ビジネススキル／オフィススキル  

よくわかる Excel 2016 応用 学習項目

概 要

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。

「よくわかる Microsoft Excel 2016 基礎」の続編であり、Excel 2016の豊富な機能を学習できる内容になっています。

Point1 ナレーション付きの動画で操作方法を確認できる！
Point2 シミュレーション学習機能で実習できる！
Point3 知っておくべき重要な内容や知っていると便利な内容を確認できる!

第1章 関数の利用
第2章 表作成の活用
第3章 グラフの活用
第4章 グラフィックの利用
第5章 データベースの活用
第6章 ピボットテーブルとピボットグラフの作
成
第7章 マクロの作成

対 象
・視覚効果の高い表やグラフを作成したい方　　　　     ・効率的、効果的に資料作成をしたい方
・内定者/ 新入社員　　　　　　　　　　　　　　　　   ・Office2016バージョンの操作に自信のない方
・すべてのビジネスパーソン

前 提 知 識 ・「よくわかる Microsoft Excel 2016 基礎」または同等の知識
・Excel の基本的な操作ができる

目 標

・さまざまな関数を利用できる
・クロス集計を活用したデータ分析ができる
・処理を自動化して作業を効率化できる
・Excelを簡易データベースとして利用できる

コース コースID 円（税抜）

90日 21SL0980031 4,000

カタログコード：980 学習予定時間／問題数 12時間
 パソコン推奨   このコンテンツはパソコンでの学習を推奨しております。

ビジネススキル／オフィススキル  

よくわかる Excel 2016 基礎 学習項目

概 要

初めてExcel2016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。

Point1 ナレーション付きの動画で操作方法を確認できる！
Point2 シミュレーション学習機能で実習できる！
Point3 知っておくべき重要な内容や知っていると便利な内容を確認できる!

第1章 Excel の基礎知識
第2章 データの入力
第3章 表の作成
第4章 数式の入力
第5章 複数シートの操作
第6章 表の印刷
第7章 グラフの作成
第8章 データベースの利用
第9章 便利な機能対 象 ・初めてExcelをご利用になる方　　　　　　　　　・内定者/ 新入社員

・Office2016バージョンの操作に自信のない方　　・すべてのビジネスパーソン

前 提 知 識 特に必要ありません。

目 標

・基本的な表やグラフの作成ができる
・関数を使った計算処理ができる
・データの並べ替えや抽出などのデータベース機能が利用できる
・PDFファイル保存や印刷ができる

コース コースID 円（税抜）

90日 21SL1006031 4,000

カタログコード：1006 学習予定時間／問題数 12時間
 パソコン推奨   このコンテンツはパソコンでの学習を推奨しております。
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ビジネススキル／オフィススキル  

よくわかる Word 2019 基礎 学習項目

概 要

初めてMicrosoft Word 2019を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。経験豊富なインストラクターが、日ごろ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。
・Office 2019のイメージに合わせた画面デザイン
・STEPごとに学習した操作をシミュレートできる確認問題をご用意

第1章　Word の基礎知識
第2章　文字の入力
第3章　文書の作成
第4章　表の作成
第5章　文書の編集
第6章　表現力をアップする機能
第7章　便利な機能対 象 Microsoft Office Word 2019 の基本機能の習得し、ワードアートや図を利用した表現力の高い文書を作成したい方

前 提 知 識 Windows の基本的な操作ができる

目 標
・Word の基礎知識を習得し、基本的な文書の作成・編集ができる
・表の作成、表のスタイル設定、段組みやページ番号の設定
・ワードアートや図を利用した、表現力の高い文書の作成

コース コースID 円（税抜）

90日 21SL0986031 5,000

カタログコード：986 学習予定時間／問題数 12時間
 パソコン推奨   このコンテンツはパソコンでの学習を推奨しております。

ビジネススキル／オフィススキル  

よくわかる Word 2019 応用 学習項目

概 要

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。
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。

第1章　図形や図表を使った文書の作成
第2章　写真を使った文書の作成
第3章　差し込み印刷
第4章　長文の作成
第5章　文書の校閲
第6章　Excelデータを利用した文書の作成対 象 Microsoft Office Word2019の応用的かつ実用的な利用を習得したい方

前 提 知 識 「よくわかる Word 2019基礎」コースの内容を習得している／ Word 2019 の基本的な操作ができる

目 標
・視覚効果の高い文書が作成できる ・共同作業を行う際に便利な機能を利用できる ・他の Officeソフトと連携して効率よく文
書を作成できる ・PDFファイル保存や印刷ができる

コース コースID 円（税抜）

90日 21SL0989031 5,000

カタログコード：989 学習予定時間／問題数 10時間
 パソコン推奨   このコンテンツはパソコンでの学習を推奨しております。

ビジネススキル／オフィススキル  

よくわかる Excel 2019/2016/2013 マクロ/VBA 学習項目

概 要 本講座は、Excelを使いこなしたい方、またはVBAを使っ てプログラミングを始めようとしている方を対象に、VBAの基 本的な用語、
記録機能を使用したマクロの作成や編集、 変数や制御構造、デバッグ処理などをわかりやすく解説し ています。

第1章　マクロの作成
第2章　マクロの編集
第3章　モジュールとプロシージャ
第4章　変数と制御構造
第5章　販売管理プログラムの作成
第6章　デバッグ
スキルチェッククイズ
総合問題

対 象 Excelをより効果的に利用 したい方

前 提 知 識 「よくわかるExcel2019基礎」および「よくわかるExcel2019応用」の内容を 習得済みであること

目 標
マクロ・VBAの基本的な操作から、記 録機能を使用したマクロの作成や編 集、変数や制御構造、デバッグ処理な どを理解し、
日常業務を効率化でき る。

コース コースID 円（税抜）

90日 21SL0991061 8,500

カタログコード：991 学習予定時間／問題数 12時間
 パソコン推奨   このコンテンツはパソコンでの学習を推奨しております。
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ビジネススキル／オフィススキル  

よくわかる PowerPoint 2019 基礎 学習項目

概 要

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。
＜Point ＞
・動画で実際の操作の流れを学習することができる
・シミュレーション操作で学習した操作をSTEPごとに確認できる
・知っておくべき重要な内容や知っていると便利な内容を確認できる

第1章　PowerPoint の基礎知識
第2章　基本的なプレゼンテーションの作成
第3章　表の作成
第4章　グラフの作成
第5章　図形や SmartArtグラフィックを作成
する
第6章　画像やワードアートの挿入
第7章　特殊効果の設定
第8章　プレゼンテーションをサポートする
機能

対 象 ・初めてPowerPointをご利用になる方 ・内定者/ 新入社員
・Office2019バージョンアップ後の操作に自信のない方 ・すべてのビジネスパーソン

前 提 知 識 特に必要ありません。

目 標

・基本的なプレゼンテーション資料の作成ができる
・表やグラフ、図形、画像などを取り入れた資料の作成ができる
・アニメーションの設定ができる
・効果的なプレゼンテーションを行うための機能を利用できる

コース コースID 円（税抜）

90日 21SL0988031 5,000

カタログコード：988 学習予定時間／問題数 12時間
 パソコン推奨   このコンテンツはパソコンでの学習を推奨しております。

ビジネススキル／オフィススキル  

よくわかる Excel 2019 応用 学習項目

概 要

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。

「よくわかる Microsoft Excel 2013 基礎」の続編であり、Excel 2013の豊富な機能を学習できる
内容になっています。
＜Point ＞
・動画で実際の操作の流れを学習することができる
・シミュレーション操作で学習した操作をSTEPごとに確認できる
・知っておくべき重要な内容や知っていると便利な内容を確認できる

第1章　関数の利用
第2章　表作成の活用
第3章　グラフの活用
第4章　グラフィックの利用
第5章　データベースの活用
第6章　ピポットテーブルとピポットグラフの
作成
第7章　マクロの作成

対 象
・視覚効果の高い表やグラフを作成したい方　 ・効率的、効果的に資料作成をしたい方　
・内定者/ 新入社員　　　　　　　　　　　　　　　　 ・Office2019バージョンアップ後の操作に自信のない方
・すべてのビジネスパーソン

前 提 知 識 「よくわかる Word 2019基礎」コースの内容を習得している／ Word 2019 の基本的な操作ができる

目 標 ・「よくわかる Microsoft Excel 2019 基礎」または同等の知識 ・Excel の基本的な操作ができる

コース コースID 円（税抜）

90日 21SL1009031 5,000

カタログコード：1009 学習予定時間／問題数 10時間
 パソコン推奨   このコンテンツはパソコンでの学習を推奨しております。

ビジネススキル／オフィススキル  

よくわかる Excel 2019 基礎 学習項目

概 要

初めてExcelをお使いになる方を対象に、ビジネスからプライベートまでさまざまな場面で利用できる、基本的な表
の作成から表現力豊かなグラフの作成・編集までをわかりやすく解説しています。
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。
＜Point ＞
・動画で実際の操作の流れを学習することができる
・シミュレーション操作で学習した操作をSTEPごとに確認できる
・知っておくべき重要な内容や知っていると便利な内容を確認できる

第1章　Excel の基礎知識
第2章　データの入力
第3章　表の作成
第4章　数式の入力
第5章　複数シートの操作
第6章　表の印刷
第7章　グラフの作成
第8章　データベースの利用
第9章　便利な機能

対 象 ・初めてExcel をご利用になる方 ・内定者/ 新入社員
・Office2019バージョンアップ後の操作に自信のない方 ・すべてのビジネスパーソン

前 提 知 識 特に必要ありません。

目 標
・基本的な表やグラフの作成ができる ・関数を使った計算処理ができる ・データの並べ替えや抽出などのデータベース機能が利
用できる ・PDFファイル保存や印刷ができる

コース コースID 円（税抜）

90日 21SL1008031 5,000

カタログコード：1008 学習予定時間／問題数 12時間
 パソコン推奨   このコンテンツはパソコンでの学習を推奨しております。
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詳細一覧Training Course Catalogue

ビジネススキル／オフィススキル  

基礎から学べるIT 学習項目

概 要
本コースでは、コンピュータ、インターネットを利用する上で必要な基礎的な内容を網羅しており、ITの知識を幅広く学習できます。
確認テストもついておりますので、理解度を確認することができます。

第1章　ITとコンピュータ
第2章　コンピュータの基礎
第3章　ネットワークとセキュリティ
第4章　情報システム
確認テスト

対 象 全てのビジネスパーソン

前 提 知 識 特に必要ありません

目 標 ITの基礎知識について理解を深める

コース コースID 円（税抜）

180日 21SL0978061 5,000

カタログコード：978 学習予定時間／問題数 1時間
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新規リリース製品（2021年10月～） 
 
■先端技術 / ブロックチェーン
　2021/10

・ブロックチェーン講座 ベーシックコース
・ブロックチェーン講座 ビジネスコース
・ブロックチェーン講座 エンジニアコース ブロックチェーン実践
・ブロックチェーン講座 エンジニアコース スマートコントラクト開発

■先端技術 / データサイエンティスト
　2021/11

・秘密計算によるデータ利活用と AI ～基礎編～

Information
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