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■福岡県情報サービス産業協会（FISA）タイアップ研修に関して

弊社は、福岡県情報サービス産業協会様とのタイアップ研修を実施しております。

コースの一部がタイアップとなっておりますので、福岡県情報サービス産業協会の会員企業様は

割引価格で受講することができます。

下記へ直接お問い合わせください。弊社へ申し込まれましても割引価格とはなりません。

一般社団法人 福岡情報サービス産業協会

〒814-0001
福岡市早良区百道浜2-1-22 福岡SRPセンタービル3F
TEL 092-832-1344 / FAX 092-845-1003

■コースのより詳細な内容は、弊社ホームページをご覧ください。

http://www.aso-education.co.jp/it/

■人材開発支援助成金（特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成

訓練コース）に関して

平成31年4月1日以降に教育訓練・職業能力評価制度助成、セルフ・キャリアドック制度助成の

支給申請をされる際にジョブ・カード（写）の提出が必要となります。

詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

又、人材開発支援助成金については、福岡労働局（助成金センター）までお問合せください。

【福岡労働局（助成金センター）】

〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2-11-1  福岡合同庁舎本館1F
TEL: 092-411-4701（直）



〒812-0011
福岡市博多区博多駅前3-25-24

八百治ビル4F

麻生教育サービス株式会社
セミナールーム

■研修会場

■お申込み・お問い合わせ

○お申込みは弊社ホームページ（以下）からお願い致します。

http://www.aso-education.co.jp/service/training/it_training.html

○お申込み方法に関してのお問い合わせ

以下、弊社ホームページからお問い合わせいただけます。

https://www.aso-education.co.jp/contact/inquiry/
お電話でのお問い合わせは、092-409-7030

○講座内容に関してのお問い合わせ

以下、弊社ホームページからお問い合わせいただけます。

https://www.aso-education.co.jp/contact/inquiry/
お電話でのお問い合わせは、092-409-7030 総合人材サービス事業部まで

■お申込み締切り・キャンセルに関して

○受講お申込みの締切りはコース開始日の14日前になります。

○お申込み後のキャンセルは、以下のご負担をお願い致します。

1.お申込みをキャンセルされる場合は、遅くともコース開始の11営業日前までにご連絡ください。

それ以降、6営業日前のキャンセルにつきましては、受講料の半額を請求させていただきます。

また、コース開始の５営業日前以降（コースに欠席または当日にキャンセルを含む）は、受講料

全額を請求させていただきます。

2.コース開始日の7営業日前以降の日程変更は、原則として出来かねますので、ご了承ください。

3.定員になり次第締め切らせていただきます。

4.受講料は、原則コース開始日の3営業日前までにご入金ください。

ご入金の確認が取れない場合は、ご受講いただけない場合がございます。

※営業日は、土・日・祝日・その他当スクール休日を除きます。

■その他

○お申込み人数が最少催行人数（4名）に満たない場合は、コースの開催を中止する場合がござい

ます。その際には、開催日の10日前までには、その旨をご連絡いたします。予めご了承ください。

○カリキュラムは概略です。実際の研修では受講者のレベルやご希望により内容や進め方が変わ

ることがありますので、予めご了承ください。



日数 受講料
(会員価格)

定員

総時間 受講料
(非会員価格)

最低
開催人数

3日間 ¥73,260 9名

21時間 ¥81,400 4名

1日間 ¥14,850 9名

6時間 ¥16,500 4名

2日間 ¥57,420 9名

14時間 ¥63,800 4名

2日間 ¥57,420 16名

14時間 ¥63,800 4名

2日間 ¥57,420 9名

14時間 ¥63,800 4名

2日間 ¥57,420 16名

14時間 ¥63,800 4名

2日間 ¥57,420 9名

14時間 ¥63,800 4名

2日間 ¥57,420 16名

14時間 ¥63,800 4名

2日間 ¥57,420 16名

14時間 ¥63,800 4名

2日間 ¥57,420 16名

14時間 ¥63,800 4名

3日間 ¥73,260 9名

21時間 ¥81,400 4名

1日間 ¥14,850 9名

6時間 ¥16,500 4名

※受講料は税込、テキスト代込み

令和3年7月30日(金)

　通常集合研修

　オンライン研修

令和3年9月3日(金)

　オンライン研修

令和3年10月22日(金)

令和3年11月19日(金) 　通常集合研修

令和3年9月17日(金)

令和3年8月6日(金)令和3年8月5日(木) 〜

令和3年8月26日(木)

　通常集合研修

令和3年8月20日(金)

〜

〜

〜

A12
実務に役立つExcel
【ピボットテーブル・ピボットグラフ】

令和4年1月21日(金)

令和3年9月16日(木)

令和3年10月7日(木)

A11 データベース設計とデータモデリング 令和3年11月17日(水)

令和3年10月21日(木)

令和3年9月2日(木)

A06

〜

　通常集合研修

　通常集合研修

　オンライン研修

　通常集合研修

　オンライン研修

　通常集合研修

A05
パフォーマンスを上げるDB/SQL
チューニング

令和3年8月19日(木) 〜

令和3年7月21日(水)

〜 令和3年10月8日(金)

　オンライン研修

令和3年8月27日(金)〜

A07 2日で学ぶネットワーク応用技術

A03 ２日で学ぶネットワーク基礎技術

A04
仕事の段取り力養成講座
～プロジェクト型業務の遂行能力を身
につけるために～

ITプロジェクトマネジメント基礎

A09
ケースに学ぶITプロジェクトにおける
品質マネジメント

A10
エンジニアのためのロジカルライティン
グ＆ロジカルシンキング

A08
エンジニアを「説明上手」にする講座
～相手に応じた技術情報の書き方・伝
え方～

令和3年度(2021年度) FISAタイアップ研修　一覧

研修形態

令和3年7月16日(金)

開催日

令和3年7月29日(木) 〜

A01 C# ではじめるWindowsプログラミング 令和3年7月14日(水) 〜

A02
実務に役立つExcel
【ピボットテーブル・ピボットグラフ】

No 研修名



オンライン研修の流れ

【受講申込】

開催決定通知を受領

オンライン研修で使用する

ツール等の説明資料を受領

研修テキスト受領

オンライン研修ツールの

Zoomをインストール

研修用ソフトのインストール

※研修内容によりインストールなし

接続試験（リハーサル）の実施

【研修日当日】

招待メールのURLより

オンラインセミナールームに入室

受講上の注意事項説明

講座開始

オンライン研修の

招待メール受領

集合研修の申込と同様、申込用紙に記入してFISA事務局宛てにFAXでお申込みください。

開催が決定しましたら、FISA事務局より申込責任者宛てに開催案内をお送りします。

開催案内が発行されましたら、弊社より、申込責任者・受講者宛てに

『オンライン研修で使用するツール等の説明資料』（以下、説明資料）を

メールでお送りします。 ※以降、メールでQ/A対応します。

弊社より、申込責任者宛てにテキストを郵送します。

受講者は申込責任者よりお受け取りください。

上記の『説明資料』の中の「Zoomマニュアル」に従い、受講者側パソコンに

Zoomをインストールしてください。

※ 操作が不明な際は、メールまたは電話でインストールのサポートをおこないます。

Zoomの通信確認テストを希望される方は、弊社セミナールームとの接続確認を実施します。

開催日が近づきましたら、各受講者宛てにZoomの招待メールをお送りします。

（招待メールは、開催日迄大切に保存しておいてください）

上記のオンライン研修の招待メールに記載されたURLよりオンラインセミナールーム

に入室してください（弊社の研修スタッフが入室の許可をおこないます）。

弊社より、受講時の開催注意事項説明

・出欠確認 （社名・氏名確認）

・注意事項説明 （休憩時間、マイクのON/OFF、飲食、等）

・講師紹介 （所属・氏名）

オンライン研修に当たっての注意事項

1) オンライン研修を受講するには、Windowsパソコンとインターネット環境が必要です。

スマートフォンやタブレット端末では受講できません。

研修機材やインターネット環境が準備できない方は、受講ができません。

2) 研修中は、弊社スタッフもオンライン研修室に入室し、研修状況をモニターします。

3) 研修の内容は、講師オリジナルの知的財産であるため、研修内容の『録画』や『録音』は禁止とします。

同様に、オリジナルテキストにつきましても、『複写』や『転載』して利用することはご遠慮ください。

4) 研修中のトラブル等で、弊社から受講者へ緊急連絡が必要な場合は、申込責任者に電話でご連絡します。

受講者がご自宅で受講されている場合も、同様に弊社から申込責任者へ電話でご連絡します。

但し、受講者や申込責任者から弊社へ、直接電話で問い合わせすることは可能です。

5) 研修中に重大なトラブルが発生し、研修が受講できなかった場合は、後日、受講申込会社、FISA、弊社で協議します。

オ
ン
ラ
イ
ン
研
修
の
準
備

オ
ン
ラ
イ
ン
研
修
の
実
施

上記の『説明資料』の中の「当研修に必要なソフトウェア」を受講者側パソコンに

インストールし、指定された設定をおこなってください。

※ 操作が不明な際は、メールまたは電話でインストールのサポートをおこないます。

※ 研修内容によってインストール不要な場合があります。

※研修終了後、アンケートへの回答、提出にご協力ください。

アンケートはWeb上での実施となります。



　研修No

　研修名

　技術カテゴリ プログラミング

　対象階層 新人(PG)

　対象詳細
　（必要予備知識等）

　iCDタスク対応

　研修概要

　研修効果

　カリキュラム詳細
【１日目】

【２日目】

　【３日目】

　研修形態

　研修日数

　研修実施日 〜

　研修実施時間 〜

　会場

　受講料(会員)

　提供企業

　定員 　9名

　備考

※最低開催人数に達しない場合は中止とさせて頂きます。なお中止の場合は、開催日の10日前までにご連絡させていただきます。

※改善のため、予告なくカリキュラム等を一部変更することがあります。

３．アプリーケーション作成

４．アプリケーション作成

◆デバッグ
◆コントロールの使い方
◆イベントドリブン
◆マウスの利用方法
◆NuGetの利用

５．アプリケーション作成

６．DBアクセス

◆データセット
◆ファイル入出力
◆Entity Framework
◆LINQ
◆コードファースト、データベースファースト

　iCDタスク　大項目「PL03」UIデザイン、「CM07」新たな価値創造による新規製品・サービス開発
　　　　　　　　中項目「PL03.1」コンセプト設定〜「PL03.3」デザイン制作
　　　　　　　　　　　 　「CM07.1」疑似体験等を通した価値あるアイデアの発掘
　に対応し、「タスク評価の診断基準例」のL2レベルを目指しています。

C#言語の基本文法に関して学習し、演習を通してプログラミングスキルを習得します。

・持っている知見を、他者にわかりやすく伝える技能を身に付ける。
・C# の基本的な文法について説明できる。
・Windowsフォームアプリケーションについて説明できる。
・ユーザからの入力を受け取る方法について説明できる。
・各種コントロールの使い方について説明できる。
・データベースアクセスについて説明できる。

１． プログラミングの考え方

２．プログラム作成の基本

◆Visual Studio 基本操作
◆プログラミングの考え方
◆オブジェクト指向の考え方
◆C#の記述方法
◆簡単なアプリケーションの作成

中堅(PG/SE) 中途入社(PG)

今後、C#での開発に携わられる方。又予定の方。
前提知識：アルゴリズムの基礎及びコンピュータの基礎知識。

A01

C# ではじめるWindowsプログラミング

C#

　最低開催人数 　4名

　¥73,260 受講料(非会員) 　¥81,400

　9:30 　17:30

福岡市博多区博多駅前３－２５－２４　八百治ビル４F
   麻生教育サービス　セミナールーム
注）会場の変更もあります。事前にお知らせします。

　※税込・テキスト代込み

　麻生教育サービス株式会社

　21時間　3日間 　総時間

　通常集合研修

　2021年7月14日(水) 　2021年7月16日(金)



研修No

研修名

技術カテゴリ データ分析・解析

対象階層 全階層対象

対象詳細
（必要予備知識
等）

iCDタスク対応

研修概要

研修効果

研修形態

研修日数

研修実施日

研修実施時間 〜

会場

受講料（会員）

提供企業

定員

備考

※最低開催人数に達しない場合は中止とさせて頂きます。なお中止の場合は、開催日の10日前までにご連絡させていただきます。

※　改善のため、予告なくカリキュラム等を一部変更することがあります。

　iCDタスク　大項目「CM06」データ利活用、
　　　　　　　　中項目「CM06.9」ビジネスでの活用と評価
　に対応し、「タスク評価の診断基準例」のL3レベルを目指しています。

A02

実務に役立つExcel　【ピボットテーブル・ピボットグラフ】

普段、業務でExcelを活用されている方。
実務において、集計やデータ分析を円滑におこないたい方。

Excelのピボットテーブル機能を、基本から学習します。
ピボットテーブルの作成方法、変更方法、カスタマイズ方法を習得し、さまざまな視点からデータ分
析を行えるようになることを目指します。
視覚的に分かりやすくするためのツールである、ピボットグラフの作成方法も学習します。

売上データをもとに、商品別集計、担当者別集計などを行い、月日別の売上集計、商品別売上の
割合（構成比）、商品名のグループ化など、より実践的なデータ分析を学びます。
ピボットテーブルとピボットグラフの連携を理解し、実務で活用できるようになります。

カリキュラム詳細

【01】
初心者でも今すぐ実践できる、ピボットテーブルの作り方

・ピボットテーブルとは
・ピボットテーブルでできること
・元データを作成する場合の注意点
・ピボットテーブルの作成手順
・商品別集計、担当者別集計
・データの修正、追加、更新方法
・新規データの追加

【02】
データ分析をいろいろな視点から試してみよう！

・「売上額順」に並べ替える
・「売上が上位」のものを選別して表示する
・「指定したキーワード」に合致する商品を選別して集計する
・「レポートフィルター」を用いた条件抽出方法

【03】
より実践的なデータでデータ分析を試そう！

・月日別の売上件数を求める
・商品別売上の割合（構成比）を求める
・売上金額の前月比を求める
・累計を求める
・商品名をグループ化する

【04】
デザインを工夫して視認性と説得力を高めよう！

　9:30 　16:30

・ピボットテーブルのレイアウトとデザイン
・ピボットテーブルのデザインの変更
・行に縞模様を入れる
・金額の三桁区切り表示
・指定した値以上のデータに色を付ける
・統計値の大きさによって色付きのバーを表示（条件付き書式）

【05】
ピボットテーブルをビジュアル化する「ピボットグラフ」を作ろう！

・ピボットグラフを作成する準備
・ピボットグラフを作成する
・任意の商品名のピボットグラフを表示する
・ピボットグラフにデータラベルを表示する
・ピボットグラフの種類の変更
・ピボットグラフのいろいろ
・ピボットグラフの項目の入れ替え

【06】
スライサーでデータをフィルタリング、
タイムラインで時間軸を指定して集計してみよう！

・スライサーの使い方
・スライサーの挿入
・スライサーで並べ替えをおこなう
・スライサーのデザイン
・タイムラインで特定の月の集計結果を表示する

　通常集合研修

　1日間 総時間 　6時間

　2021年7月21日(水)

　9名 最低開催人数 　4名

福岡市博多区博多駅前3-25-24　八百治ビル4F
麻生教育サービス　セミナールーム
注）会場の変更もあります。事前にお知らせします。

　¥14,850 受講料（非会員） 　¥16,500 　※税込・テキスト代込み

　麻生教育サービス株式会社



　研修No

　研修名

　技術カテゴリ ネットワーク

　対象階層 全階層対象

　対象詳細
　（必要予備知識等）

　iCDタスク対応

　研修概要

　研修効果

　カリキュラム詳細
【１日目】

【２日目】

　研修形態

　研修日数

　研修実施日 〜

　研修実施時間 〜

　会場

　受講料(会員)

　提供企業

　定員 　9名

　備考

※最低開催人数に達しない場合は中止とさせて頂きます。なお中止の場合は、開催日の10日前までにご連絡させていただきます。

※改善のため、予告なくカリキュラム等を一部変更することがあります。

　iCDタスク　大項目「DV04」基盤システム構築、
　　　　　　　　　　　　　「CM05」新ビジネス・新技術の調査・分析と技術支援
　　　　　　　　中項目「DV04.4」基盤システム設計（ネットワーク）
　　　　　　　　　　　 　「CM05.1」最新技術の研究・検証～「CM05.2」技術支援
　に対応し、「タスク評価の診断基準例」のL2レベルを目指しています

今や、インターネットは社会活動を行う上で必須の情報基盤となっています。そのしくみを支える
ネットワーク技術について、実機演習を通して習得します。ネットワーク上の通信の基本からスイッ
チやルータなど通信機器の動作、さらにアプリを使って各種サービスを利用するしくみについて学
びます。

・インターネットのしくみが理解できる。
・ネットワークのトラブルシューティングができる。
・基本的なネットワークの構築ができる。

１．ネットワークの基礎知識

２．ネットワーク通信の基礎

３．LANの概要

４．TCP/IPプロトコル

◆インターネットとは何か？
◆WANとLAN、WANの概要
◆回線速度と容量
◆通信プロトコル
◆回線交換とパケット交換
◆通信のレイヤ構造とデータのカプセル化
◆OSI参照モデルとTCP/IPプロトコル
◆LANの規格
◆LANの機器構成
◆イーサネット
◆データリンク層　　 -MACアドレス
◆ネットワーク層　　 -IPアドレス、サブネットマスク
◆トランスポート層　 -ポート番号
 -コネクション管理、TCPとUDP
◆アプリケーション層　 -名前解決、DNS　 -DHCP

　※税込・テキスト代込み

　麻生教育サービス株式会社

　最低開催人数 　4名

　¥57,420 受講料(非会員) 　¥63,800

　9:30 　17:30

福岡市博多区博多駅前３－２５－２４　八百治ビル４F
   麻生教育サービス　セミナールーム
注）会場の変更もあります。事前にお知らせします。

A03

2日で学ぶネットワーク基礎技術

基礎技術

５．トラブルシューティングの基礎

６．ルーティング

７．IPアドレス

８．アドレス変換

９．IPv6と無線LAN

１０．まとめ

◆スイッチを用いたネットワーク構築
◆ネットワークコマンド
◆デフォルトゲートウェイとは
◆ルーティングテーブル
◆ルータの機能と役割
◆静的ルーティングと動的ルーティング
◆ルーティングプロコトル
◆IPアドレスのクラスとサブネットマスク
◆IPアドレスのサブネット化
◆IPv4アドレス枯渇問題
◆プライベートアドレスとグローバルアドレス
◆NAT（アドレス変換）
◆IPｖ６の概要
◆無線LANの規格、セキュリティ
◆まとめ

ネットワークに関する知識を身につけたい方。
前提知識：特になし。

　通常集合研修

　2日間 　総時間 　14時間

　2021年7月29日(木) 　2021年7月30日(金)



　研修No

　研修名

　技術カテゴリ ヒューマンスキル

　対象階層 全階層対象

　対象詳細
　（必要予備知識等）

　iCDタスク対応

　研修概要

　研修効果

　カリキュラム詳細
【１日目】

【２日目】

　研修形態

　研修日数

　研修実施日 〜

　研修実施時間 〜

　会場

　受講料(会員)

　提供企業

　定員 　16名

　備考

※最低開催人数に達しない場合は中止とさせて頂きます。なお中止の場合は、開催日の10日前までにご連絡させていただきます。

※改善のため、予告なくカリキュラム等を一部変更することがあります。

６．業務計画（続き）

　■グループ演習２：リスクの洗い出しと計画策定

７．業務の実行とコントロール

８．業務の終結

◆所要期間・コスト見積もり、スケジュール作成、リスクの洗い出し
と対策立案、品質計画、コミュニケーション計画、計画のまとめと
共有化

◆PJ管理の鉄則、進捗遅れの対策、朝会・見える化のススメ、利
害対立が生じたときは

◆プロジェクト完了報告、ふりかえりのススメ

特になし。

　iCDタスク　大項目「DV15」プロジェクトマネジメント、「CM04」標準の策定・維持・管理
　　　　　　　　中項目「DV15.3」プロジェクト進捗と実行管理
　　　　　　　　　　　 　「CM04.1」標準の策定～「CM04.2」標準の維持管理
　に対応し、「タスク評価の診断基準例」のL2レベルを目指しています。

プロジェクトマネジメントの国際標準知識体系PMBOKをベースに、プロジェクト型業務での段取りの
流れと考慮すべき点をケーススタディを通して習得します。
 本コースは、演習題材をITプロジェクトではなく、社内イベント遂行プロジェクトとしています。その
ため、ITエンジニアだけでなく、営業担当者やスタッフ業務従事者の方なども受講頂けます。

・自身のビジネスの特徴と問題点を明らかにする。
・プロジェクト型業務で考慮すべき視点（スコープ、タイム、コスト、品質、要員、協力会社、コミュニ
ケーション、ステークホルダ、リスク）を理解する。
・プロジェクト型業務の流れである、立ち上げ、計画、実行・コントロール、終結の各段階において、
どのようなことを段取り（計画）し、作業を進めていかなければならないのかを理解する。

１．ビジネス環境を理解する

２．仕事をうまく進めるためには

３．PMBOK概要

４．仕事のPDCAサイクルと心構え

５．業務の立ち上げ

　■グループ演習１：　業務目標の設定

６．業務計画

◆段取りとは、仕事はプロジェクトで進める

◆業務をうまく進めるために必要なこと、当事者意識の重要性
◆PMBOKとは、知識エリアとプロセス群

◆段取り上手の仕事の進め方、段取り上手の４つの視点

◆目的と目標の明確化、仕事の段取り３要素

◆業務計画の全体像、作業の洗い出し、PJ体制の決定と役割分
担

　※税込・テキスト代込み

　麻生教育サービス株式会社

　最低開催人数 　4名

受講者様は次の機材をご準備ください。
（１）パソコン　・OS：Windows10　64bitOS(Homeエディション でも可)　・メモリ：8GB以上を推奨
（２）インターネット環境　・光回線を推奨

A04

仕事の段取り力養成講座
～プロジェクト型業務の遂行能力を身につけるために～

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

　9:30 　17:30

オンライン研修なので、受講者様は職場、自宅で受講してください

　¥57,420 受講料(非会員) 　¥63,800

　オンライン研修

　2日間 　総時間 　14時間

　2021年8月5日(木) 　2021年8月6日(金)



　研修No

　研修名

　技術カテゴリ データベース

　対象階層 中堅(PG/SE)

　対象詳細
　（必要予備知識等）

　iCDタスク対応

　研修概要

　研修効果

　カリキュラム詳細
【１日目】

【２日目】

　研修形態

　研修日数

　研修実施日 〜

　研修実施時間 〜

　会場

　受講料(会員)

　提供企業

　定員 　9名

　備考

※最低開催人数に達しない場合は中止とさせて頂きます。なお中止の場合は、開催日の10日前までにご連絡させていただきます。

※改善のため、予告なくカリキュラム等を一部変更することがあります。

２．SQLチューニング（２）
◆SQLにおける順序
◆更新とデータモデル
◆インデックスを使いこなす
◆総合演習

中途入社(PG)

長期間運用しているシステムのDBパフォーマンス低下にお悩みの方。
前提知識：SQLを使用した業務システムの開発または保守経験がある。

　iCDタスク　大項目「PL03」UIデザイン、「CM06」データの利活用
　　　　　　　　中項目「PL03.4」成果物評価、「PL03.6」リリース後の評価改善
　　　　　　　　　　　　 「CM06.2」状況の評価
　に対応し、「タスク評価の診断基準例」のL3レベルを目指しています

データベース応用システムのパフォーマンス向上に即効性のあるSQLの書き方、インデックスの使
用方法について詳細に解説します。またDBMSのアーキテクチャについて詳細に解説します。SQL
を既に利用しているエンジニアの方が、DBMSの構造を理解した上で、さらに深くSQLを効率的かつ
効果的に利用できるよう学習します。

・データベースのパフォーマンス向上のための各種施策について理解する。
・運用時のパフォーマンス低下を考慮した適切なDB及びクエリ設計ができるようになる。
・データベースへのクエリパフォーマンス向上の手段について、論理的に選択することができるよう
になる。

１．SQLチューニング（１）
◆DBMSのアーキテクチャ
◆集約とカット
◆ループ
◆サブクエリ

　※税込・テキスト代込み

　麻生教育サービス株式会社

　最低開催人数 　4名

A05

パフォーマンスを上げるDB/SQLチューニング

　9:30 　17:30

福岡市博多区博多駅前３－２５－２４　八百治ビル４F
   麻生教育サービス　セミナールーム
注）会場の変更もあります。事前にお知らせします。

　¥57,420 受講料(非会員) 　¥63,800

　通常集合研修

　2日間 　総時間 　14時間

　2021年8月19日(木) 　2021年8月20日(金)



　研修No

　研修名

　技術カテゴリ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

　対象階層 全階層対象

　対象詳細
　（必要予備知識等）

　iCDタスク対応

　研修概要

　研修効果

　カリキュラム詳細
【１日目】

【２日目】

　研修形態

　研修日数

　研修実施日 〜

　研修実施時間 〜

　会場

　受講料(会員)

　提供企業

　定員 　16名

　備考

※最低開催人数に達しない場合は中止とさせて頂きます。なお中止の場合は、開催日の10日前までにご連絡させていただきます。

※改善のため、予告なくカリキュラム等を一部変更することがあります。

７．プロジェクトの計画（続き）

８．プロジェクトの実行、監視・コントロール

９．プロジェクトの終結

　■グループ演習２：PJ計画段階での留意事項

◆ITプロジェクトの品質計画、コミュニケーション計画、リスク識別
と対策検討、調達時の留意事項、ステークホルダ対応計画

◆進捗データ・品質データの収集、変更管理、チーム育成、対立
時の解決策、PJ管理の鉄則、EVM

◆PJ完了報告と教訓共有

開発経験３年以上。
前提知識：特になし。

　iCDタスク　大項目「DV15」プロジェクトマネジメント、「CM04」標準の策定・維持・管理
　　　　　　　　中項目「DV15.1」プロジェクト計画策定～「DV15.4」プロジェクト終結
　　　　　　　　　　　 　「CM04.1」標準の策定～「CM04.2」標準の維持管理
　に対応し、「タスク評価の診断基準例」のL2レベルを目指しています

プロジェクトのメンバーやサブリーダーが、プロジェクト管理は何をすべきなのか(What)、どうやれば
いいのか(How to) を理解し、更にケーススタディを通して、ITプロジェクトマネジメントの理解を深め
ることができる研修です。

・IT業界におけるプロジェクトマネジメントの現状と課題について理解する。
・プロジェクトマネジメントの国際標準知識体系PMBOKの基礎を理解する。
・PMBOKの体系に沿い、IT開発プロジェクトにおける、立ち上げ（提案、見積、契約）、計画（プロ
ジェクト計画策定）、実行・コントロール（Ｑ（品質）、Ｃ（予算）、Ｄ（進捗）、要員、協力会社の管理な
ど）、終結（プロジェクト完了報告）における具体的な用語、手順、留意点 を理解する。

１． プロジェクトマネジメントの状況

２． PJを取り巻く標準規格

３．プロジェクトとプロジェクトマネジメント

４．プロジェクトマネージャの役割と求められる能力

５．プロジェクトと組織

６．プロジェクトの立ち上げ

７．プロジェクトの計画

　■グループ演習１：ＰＪ途中の状況確認

◆ITプロジェクトの成功率、成功するPJを増やすには

◆PMBOK、ISO9000、CMMI

◆プロジェクトの特徴

◆プロジェクトマネージャの役割、求められる能力

◆ステークホルダ、プロジェクト体制、PMO

◆営業段階の重要性、契約の基礎知識、組織としてのプロジェク
ト立ち上げ

◆プロジェクト計画書の内容、ＷＢＳ、スケジュール表記法、ＩＴプ
ロジェクトにおける代表的な見積手法と覚えておくべき数値

　※税込・テキスト代込み

　麻生教育サービス株式会社

　最低開催人数 　4名

受講者様は次の機材をご準備ください。
（１）パソコン　・OS：Windows10　64bitOS(Homeエディション でも可)　・メモリ：8GB以上を推奨
（２）インターネット環境　・光回線を推奨

A06

ITプロジェクトマネジメント基礎

　9:30 　17:30

オンライン研修なので、受講者様は職場、自宅で受講してください

　¥57,420 受講料(非会員) 　¥63,800

　オンライン研修

　2日間 　総時間 　14時間

　2021年8月26日(木) 　2021年8月27日(金)



　研修No

　研修名

　技術カテゴリ ネットワーク

　対象階層 中堅(PG/SE)

　対象詳細
　（必要予備知識等）

　iCDタスク対応

　研修概要

　研修効果

　カリキュラム詳細
【１日目】

　【２日目】

　研修形態

　研修日数

　研修実施日 〜

　研修実施時間 〜

　会場

　受講料(会員)

　提供企業

　定員 　9名

　備考

※最低開催人数に達しない場合は中止とさせて頂きます。なお中止の場合は、開催日の10日前までにご連絡させていただきます。

※改善のため、予告なくカリキュラム等を一部変更することがあります。

５．IPアドレス

６．ネットワーク設計演習

７．企業LANの基礎

８．VLANの基礎

９．ネットワークの冗長化

◆IPアドレスのサブネット化
◆IPv4アドレス枯渇問題
◆経路集約
◆アドレス変換
◆Ipｖ６の概要
◆物理設計と論理設計
◆ネットワーク設計と構築
◆レイヤ2スイッチとレイヤ3スイッチ
◆企業LANの構成例と構成機器の概要
◆企業LANで使用する主な機能とプロトコル
◆VLANとは
◆アクセスポートとトランクポート
◆IEEE802.1Q
◆VLANによるネットワーク構成
◆リンクアグリゲーション
◆スパニングツリー
◆VRRP

中途入社(PG)

職場や客先などのネットワーク構築に携わっている方、またはネットワークの知識を深めたい方。
前提知識：ネットワークの基礎知識（基礎編を受講済みであることが望ましい）。

　iCDタスク　大項目「DV04」基盤システム構築、
　　　　　　　　　　　　　「CM05」新ビジネス・新技術の調査・分析と技術支援
　　　　　　　　中項目「DV04.4」基盤システム設計（ネットワーク）
　　　　　　　　　　　 　「CM05.1」最新技術の研究・検証～「CM05.2」技術支援
　に対応し、「タスク評価の診断基準例」のL3レベルを目指しています。

IT技術者に要求されるネットワーク技術を、スイッチやルータを用いた実機演習を通して習得しま
す。実際にネットワーク設計を行った後、設計書を元にネットワーク構築を行います。また、企業
内LAN構築に必要なVLANやスパニングツリーなどのしくみについて学びます。

・ネットワークの設計および構築ができる。
・問題が起きた場合の切り分けができる。
・企業LANを構成する機器と機能について理解できる。
・ネットワークの冗長化について理解できる。

 １．ネットワーク通信の基礎

 ２．TCP/IPプロトコル

 ３．ルーティング

 ４．ネットワーク構築演習

◆WANとLAN
◆回線交換とパケット交換
◆階層の考え方
◆OSI参照モデルとTCP/IP
◆MACアドレス、IPアドレス、ポート番号
◆名前解決とDNS
◆ルーティングテーブル
◆デフォルトルート
◆静的ルーティングと動的ルーティング
◆ルーティングプロトコル
◆スイッチ・ルータを用いたネットワーク構築
◆トラブルシューティングに必須のネットワークコマンド

　※税込・テキスト代込み

　麻生教育サービス株式会社

　最低開催人数 　4名

A07

2日で学ぶネットワーク応用技術

最新技術

　9:30 　17:30

福岡市博多区博多駅前３－２５－２４　八百治ビル４F
   麻生教育サービス　セミナールーム
注）会場の変更もあります。事前にお知らせします。

　¥57,420 受講料(非会員) 　¥63,800

　通常集合研修

　2日間 　総時間 　14時間

　2021年9月2日(木) 　2021年9月3日(金)



　研修No

　研修名

　技術カテゴリ ヒューマンスキル

　対象階層 全階層対象

　対象詳細
　（必要予備知識等）

　iCDタスク対応

　研修概要

　研修効果

　カリキュラム詳細
【１日目】

【２日目】

　研修形態

　研修日数

　研修実施日 〜

　研修実施時間 〜

　会場

　受講料(会員)

　提供企業

　定員 　16名

　備考

※最低開催人数に達しない場合は中止とさせて頂きます。なお中止の場合は、開催日の10日前までにご連絡させていただきます。

※改善のため、予告なくカリキュラム等を一部変更することがあります。

プランニングとライティングの基本とは(2)

デリバリー：口頭説明の技術を知っておこう

情報を構造化するパターンを知っておこう

総合演習

ライティングについて、「つなぎ・整形」の重要性、書かなければな
らない文書の種類、サマリーとディテールの違い、プレゼンテー
ションのセリフの流れ、スクリプトを作るメリットなど、チェックポイン
トごとにコツを学びます。

ボイスコントロール、ジェスチャー、インタラクション、プレゼンスな
ど、口頭説明の際に必要な技術とその訓練方法について学びま
す。

説明する情報を整理する「情報の構造化」について、そのパターン
や構造化の方法について学びます。

ここまでで学んだことを実際に利用して、プレゼンテーション実習
を行います。

ドキュメンテーション、プレゼンテーション技能を伸ばしたいとお考えのエンジニアの方。
前提知識：エンジニアとしての実務経験があること。

　iCDタスク　大項目「PL03」UIデザイン、「CM05」新ビジネス・新技術の調査・分析と技術支援
　　　　　　　　中項目「PL03.1」コンセプト設定〜「PL03.3」デザイン制作、「CM05.2」技術支援
　に対応し、「タスク評価の診断基準例」のL3レベルを目指しています。

ITエンジニアは業務遂行のために、日々情報収集や自己学習を重ねています。しかし、これらの知
見を他者に伝える技術を兼ね備えたエンジニアは不足しています。エンジニアの考え、プロジェクト
の進行状況、技術的な見解の表明など、エンジニアでないと的確な分析ができないことを文章に表
現する技能、及びその話し方について、実践的な演習と共に学びます。上流SEやリーダーへの
キャリアパスにも活用できます。

・何をすればわかりやすい文章が書けるようになるのか、その具体的な訓練方法を身に付ける。
・人間がどのような場面でどんな形の情報を欲するのかを理解することで、わかりやすい文章を書
くための指針を得る。
・分かりやすい文章の具体例を分析し、その中で用いられている手法を理解できる。
・他人に対して、分かりやすい文章を書くための具体的な指導方法が身につく。
・「必要なことを他人に伝達する」ためのプレゼンテーション技法が身につく。

「説明する」場面によって押さえるべきポイントはこんなに違うも
の

プレゼンテーションの種類と段取り

プランニングとライティングの基本とは(1)

まず、「説明する」とはどういうことかを再分解した上で、わかりや
すい説明をするための準備や訓練方法や注意事項を学びます。

プレゼンテーションの種類と、説明のプロセスについて学びます。

プランニングについて、対話型かどうか、相手は誰か、説明を受け
た相手に何をしてほしいか、理解するためにはどのような経験が
必要かなど、チェックポイントごとにコツを学びます。

　※税込・テキスト代込み

　麻生教育サービス株式会社

　最低開催人数 　4名

受講者様は次の機材をご準備ください。
（１）パソコン　・OS：Windows10　64bitOS(Homeエディション でも可)　・メモリ：8GB以上を推奨
（２）インターネット環境　・光回線を推奨

A08

エンジニアを「説明上手」にする講座
～相手に応じた技術情報の書き方・伝え方～

　9:30 　17:30

オンライン研修なので、受講者様は職場、自宅で受講してください

　¥57,420 受講料(非会員) 　¥63,800

　オンライン研修

　2日間 　総時間 　14時間

　2021年9月16日(木) 　2021年9月17日(金)



　研修No

　研修名

　技術カテゴリ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

　対象階層 リーダー層(PL)

　対象詳細
　（必要予備知識等）

　iCDタスク対応

　研修概要

　研修効果

　カリキュラム詳細
【１日目】

【２日目】

　研修形態

　研修日数

　研修実施日 〜

　研修実施時間 〜

　会場

　受講料(会員)

　提供企業

　定員 　16名

　備考

※最低開催人数に達しない場合は中止とさせて頂きます。なお中止の場合は、開催日の10日前までにご連絡させていただきます。

※改善のため、予告なくカリキュラム等を一部変更することがあります。

８．品質管理
　■グループ演習２：製造完了時における品質見解

　■グループ演習３：総合テスト途中における品質見解

９．品質改善活動

１０．ＰＪ完了時における教訓の整理と共有

◆品質管理の概要、品質データ分析の実施、テスト工程における
ゾーン分析、バグ管理曲線等

◆改善の積み重ねが現場力を磨く、改善活動のフレームワークと
改善活動の２つのアプローチ

◆プロジェクト完了報告

中堅(PG/SE) 管理層(PM/PL)

プロジェクトリーダ、これからプロジェクトを管理していく方。
前提知識：プロジェクトの実施経験があること。

　iCDタスク　大項目「DV15」プロジェクトマネジメント、「MC05」品質マネジメント
　　　　　　　　中項目「DV15.5」プロジェクト個別の品質マネジメント
　　　　　　　　　　　 「MC05.1」品質管理のコントロール～「MC05.2」組織全体の品質マネジメント
　に対応し、「タスク評価の診断基準例」のL3レベルを目指しています。

プロジェクトを遂行する上で、どうすれば品質を担保し、客先に対して品質が高いということを説得
することができるかをケーススタディを通して習得します。

ITプロジェクトにおける品質マネジメントの計画および管理ができるようになる。

１．ＩＴプロジェクトとソフトウェア品質

２．ソフトウェア品質マネジメントの課題と重要性

３．ソフトウェアの品質とは

４．ソフトウェア品質管理の全体像

５．品質計画

　■グループ演習１：品質目標値の設定
　
６．品質保証

７．品質管理

◆品質問題の考察、ソフトウェア品質を向上させるには

◆ソフトウェア品質の特徴と課題、データで品質を語る

◆ソフトウェアの品質とは、プロダクト品質とプロセス品質

◆ソフトウェア品質管理の全体像、高品質ソフトウェア実現に向け
た活動の要点

◆プロジェクト計画と品質計画、品質目標値の設定と品質データ
の収集

◆品質保証体系、レビューの目的と留意事項、テスト技法とテスト
計画

　※税込・テキスト代込み

　麻生教育サービス株式会社

　最低開催人数 　4名

受講者様は次の機材をご準備ください。
（１）パソコン　・OS：Windows10　64bitOS(Homeエディション でも可)　・メモリ：8GB以上を推奨
（２）インターネット環境　・光回線を推奨

A09

ケースに学ぶ ITプロジェクトにおける品質マネジメント

　9:30 　17:30

オンライン研修なので、受講者様は職場、自宅で受講してください

　¥57,420 受講料(非会員) 　¥63,800

　オンライン研修

　2日間 　総時間 　14時間

　2021年10月7日(木) 　2021年10月8日(金)



　研修No

　研修名

　技術カテゴリ ヒューマンスキル

　対象階層 全階層対象

　対象詳細
　（必要予備知識等）

　iCDタスク対応

　研修概要

　研修効果

　カリキュラム詳細
【１日目】

【２日目】

　研修形態

　研修日数

　研修実施日 〜

　研修実施時間 〜

　会場

　受講料(会員)

　提供企業

　定員 　16名

　備考

※最低開催人数に達しない場合は中止とさせて頂きます。なお中止の場合は、開催日の10日前までにご連絡させていただきます。

※改善のため、予告なくカリキュラム等を一部変更することがあります。

２．ロジカル・シンキングの基本
　　　　　　－つづき－

総合演習

◆ 問題を解決する
　・問題解決のプロセス
　・構図による分析
◆ 論理的に整理する
　・３種類のツリー
　・ロジックを組立てるアプローチ
　・論理展開

ビジネスでの思考力とドキュメント力を強化したい方。
前提知識：特になし。

　iCDタスク　大項目「PL03」UIデザイン、「CM05」新ビジネス・新技術の調査・分析と技術支援
　　　　　　　　中項目「PL03.1」コンセプト設定〜「PL03.3」デザイン制作
　　　　　　　　　　　 　「CM05.2」技術支援
　に対応し、「タスク評価の診断基準例」のL2レベルを目指しています。

論理的な思考「ロジカルシンキング」とそれに伴う論理的な文書（わかりやすい文書）を書く「ロジカ
ルライティング」を身に着け、上司やチーム、顧客などに対して、コミュニケーションを図ることができ
ることを目標とします。

・論理的な分析や組み立ての基本が身に着く。
・誰にでも分かり易い文書を書くことができる。
・ストーリーの作り方、図解の表現の仕方のスキル向上。

１．ロジカルライティングの基本

２．ロジカル・シンキングの基本

◆ 開発業務における文書とは
　・ビジネス文書と技術文書
◆ 誤解のない文章
　・書き方の基本とビジュアル化
◆IT技術者とドキュメント
　・IT技術者とってのドキュメント
　・論理的に整理する
◆発散と収束
　・発散技法と収束技法

　※税込・テキスト代込み

　麻生教育サービス株式会社

　最低開催人数 　4名

受講者様は次の機材をご準備ください。
（１）パソコン　・OS：Windows10　64bitOS(Homeエディション でも可)　・メモリ：8GB以上を推奨
（２）インターネット環境　・光回線を推奨

A10

エンジニアのためのロジカルライティング＆ロジカルシンキング

ﾛｼﾞｶﾙｼﾝｷﾝｸﾞ

　9:30 　17:30

オンライン研修なので、受講者様は職場、自宅で受講してください

　¥57,420 受講料(非会員) 　¥63,800

　オンライン研修

　2日間 　総時間 　14時間

　2021年10月21日(木) 　2021年10月22日(金)



　研修No

　研修名

　技術カテゴリ データベース

　対象階層 中堅(PG/SE)

　対象詳細
　（必要予備知識等）

　iCDタスク対応

　研修概要

　研修効果

　カリキュラム詳細
【１日目】

【２日目】

【３日目】

　研修形態

　研修日数

　研修実施日 〜

　研修実施時間 〜

　会場

　受講料(会員)

　提供企業

　定員 　9名

　備考

※最低開催人数に達しない場合は中止とさせて頂きます。なお中止の場合は、開催日の10日前までにご連絡させていただきます。

※改善のため、予告なくカリキュラム等を一部変更することがあります。

中途入社(PG)

データベース設計をされている方。
前提知識：基礎的なSQL文について理解できている。

　※税込・テキスト代込み

　麻生教育サービス株式会社

　最低開催人数 　4名

　2021年11月17日(水) 　2021年11月19日(金)

３．データベースオブジェクトの作成(続き)

４．データベース・リファクタリング

◆システムカタログとカタログビュー
◆ストアドプロシージャ機能とトリガ【実機演習】
◆セキュリティ概要とデータ制御文（DCL）
◆データベース・リファクタリング

　iCDタスク　大項目「PL03」UIデザイン、「CM06」データの利活用
　　　　　　　　中項目「PL03.4」成果物評価、「PL03.6」リリース後の評価改善
　　　　　　　　　　　　 「CM06.2」状況の評価
　に対応し、「タスク評価の診断基準例」のL3レベルを目指しています。

データベース構築に当たって、データのモデル化手法としてＥＲＤがあります。そのモデル化技法か
らアプリケーション開発で検討すべきＤＢＭＳ機能までを、DDL（ＳＱＬ）によるデータベース・オブジェ
クト作成およびデータベースのリファクタリングの概説を含めて、設計スキルを習得するコースで
す。

 1. システム全体を意識したデータベース設計ができる
 2. アプリケーション全体の効率化を前提として論理設計ができる
 3. DBMSを意識した物理設計ができる

１．システム開発におけるモデリング概要とデータベース概論

２．データベース設計とERモデルの概要

◆システム開発作業とモデリング
◆ＤＯＡ概論
◆データベースの基本概念
◆データベース管理システム(RDBMS)の基本機能
◆データモデルとは
◆データモデリングの役割と位置づけ
◆データの抽出と標準化
◆データベース設計の原則
◆データ項目の正規化

２．データベース設計とERモデルの概要(続き)

３．データベースオブジェクトの作成

◆Ｅ／Ｒ分析とは
◆データベース論理設計とアクセス分析
◆テーブルの設計
◆整合性制約の検討　【設計演習】
◆データ定義文（DDL）
◆トランザクション制御

A11

データベース設計とデータモデリング

　9:30 　17:30

福岡市博多区博多駅前３－２５－２４　八百治ビル４F
   麻生教育サービス　セミナールーム
注）会場の変更もあります。事前にお知らせします。

　¥73,260 受講料(非会員) 　¥81,400

　通常集合研修

　3日間 　総時間 　21時間



研修No

研修名

技術カテゴリ データ分析・解析

対象階層 全階層対象

対象詳細
（必要予備知識
等）

iCDタスク対応

研修概要

研修効果

研修形態

研修日数

研修実施日

研修実施時間 〜

会場

受講料（会員）

提供企業

定員

備考

※最低開催人数に達しない場合は中止とさせて頂きます。なお中止の場合は、開催日の10日前までにご連絡させていただきます。

※　改善のため、予告なくカリキュラム等を一部変更することがあります。

　iCDタスク　大項目「CM06」データ利活用、
　　　　　　　　中項目「CM06.9」ビジネスでの活用と評価
　に対応し、「タスク評価の診断基準例」のL3レベルを目指しています。

A12

実務に役立つExcel　【ピボットテーブル・ピボットグラフ】

普段、業務でExcelを活用されている方。
実務において、集計やデータ分析を円滑におこないたい方。

Excelのピボットテーブル機能を、基本から学習します。
ピボットテーブルの作成方法、変更方法、カスタマイズ方法を習得し、さまざまな視点からデータ分
析を行えるようになることを目指します。
視覚的に分かりやすくするためのツールである、ピボットグラフの作成方法も学習します。

売上データをもとに、商品別集計、担当者別集計などを行い、月日別の売上集計、商品別売上の
割合（構成比）、商品名のグループ化など、より実践的なデータ分析を学びます。
ピボットテーブルとピボットグラフの連携を理解し、実務で活用できるようになります。

カリキュラム詳細

【01】
初心者でも今すぐ実践できる、ピボットテーブルの作り方

・ピボットテーブルとは
・ピボットテーブルでできること
・元データを作成する場合の注意点
・ピボットテーブルの作成手順
・商品別集計、担当者別集計
・データの修正、追加、更新方法
・新規データの追加

【02】
データ分析をいろいろな視点から試してみよう！

・「売上額順」に並べ替える
・「売上が上位」のものを選別して表示する
・「指定したキーワード」に合致する商品を選別して集計する
・「レポートフィルター」を用いた条件抽出方法

【03】
より実践的なデータでデータ分析を試そう！

・月日別の売上件数を求める
・商品別売上の割合（構成比）を求める
・売上金額の前月比を求める
・累計を求める
・商品名をグループ化する

【04】
デザインを工夫して視認性と説得力を高めよう！

　9:30 　16:30

・ピボットテーブルのレイアウトとデザイン
・ピボットテーブルのデザインの変更
・行に縞模様を入れる
・金額の三桁区切り表示
・指定した値以上のデータに色を付ける
・統計値の大きさによって色付きのバーを表示（条件付き書式）

【05】
ピボットテーブルをビジュアル化する「ピボットグラフ」を作ろう！

・ピボットグラフを作成する準備
・ピボットグラフを作成する
・任意の商品名のピボットグラフを表示する
・ピボットグラフにデータラベルを表示する
・ピボットグラフの種類の変更
・ピボットグラフのいろいろ
・ピボットグラフの項目の入れ替え

【06】
スライサーでデータをフィルタリング、
タイムラインで時間軸を指定して集計してみよう！

・スライサーの使い方
・スライサーの挿入
・スライサーで並べ替えをおこなう
・スライサーのデザイン
・タイムラインで特定の月の集計結果を表示する

　通常集合研修

　1日間 総時間 　6時間

　2022年1月21日(金)

　9名 最低開催人数 　4名

福岡市博多区博多駅前3-25-24　八百治ビル4F
麻生教育サービス　セミナールーム
注）会場の変更もあります。事前にお知らせします。

　¥14,850 受講料（非会員） 　¥16,500 　※税込・テキスト代込み

　麻生教育サービス株式会社




