
3 時間 ＜基礎Ⅰ＞

2 時間 ＜基礎Ⅱ＞

3 時間 ＜基礎Ⅰ＞

4 時間 ＜基礎Ⅰ＞

IT 技術者の育成なら「SoD基礎パック」コース

SoD「 基礎Ⅰパック」、「基礎Ⅱパック」のご紹介■

■ ロードマップ

コンピュータシステムの
基礎1

4 時間 ＜基礎Ⅰ＞

コンピュータシステムの
基礎2

5 時間 ＜基礎Ⅰ＞

システム・プラットフォームの
基礎

ネットワーク技術の基礎

4 時間 ＜基礎Ⅰ＞

インターネットの基礎

3.5 時間 ＜基礎Ⅰ＞

情報システムのセキュリティ

オブジェクト指向の基礎

1.5 時間 ＜基礎Ⅰ＞

C言語とC++言語入門

Relational Database(RDB)
の基礎

2 時間 ＜基礎Ⅰ＞

Java 入門

トランザクション処理の基礎

1時間 ＜基礎Ⅰ＞ 3 時間 ＜基礎Ⅱ＞

ソフトウェア再利用技術

構造化プログラミングの基礎

1時間 ＜基礎Ⅰ＞

データ抽象化

1時間 ＜基礎Ⅱ＞

品質管理とテスト計画

2 時間 ＜基礎Ⅱ＞

Automated Software
Quality（ASQ）

0.5 時間 ＜基礎Ⅱ＞

プロジェクトマネジメント概説

1.5 時間 ＜基礎Ⅱ＞

複合設計と構造化手法

2 時間 ＜基礎Ⅱ＞

ソフトウェア開発支援環境

2 時間 ＜基礎Ⅱ＞

お客様の情報化プロセス
( 戦略編 )

2 時間 ＜基礎Ⅱ＞

ソフトウェア開発の見積り手法

2 時間 ＜基礎Ⅱ＞

標準化 

2 時間 ＜基礎Ⅱ＞

オブジェクト指向開発
におけるテスト

0.5 時間 ＜基礎Ⅱ＞

お客様の情報化プロセス
(企画調達編 )

2.5 時間 ＜基礎Ⅱ＞

データウェアハウスの基礎

1時間 ＜基礎Ⅱ＞

システム監査概要

2 時間 ＜基礎Ⅱ＞

開発手法 -モデリング技法の
基礎

1時間 ＜基礎Ⅱ＞

データ・フロー・ダイアグラム

2 時間 ＜基礎Ⅱ＞

データの正規化とER図

1.5 時間 ＜基礎Ⅱ＞

データベース設計の基礎
2 時間 ＜基礎Ⅱ＞

凡例
■ SoD基礎Ⅰパック
■ SoD基礎Ⅱパック

● すべての IT 技術者の基礎研修に最適です
● シンプルでわかりやすいe-ラーニングコース
● ITスペシャリスト レベル1相当です

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

プログラミング言語の基礎

1.5 時間 ＜基礎Ⅰ＞

1.5 時間 ＜基礎Ⅰ＞

3 時間 ＜基礎Ⅰ＞

3 時間 ＜基礎Ⅰ＞

システムの信頼性

アルゴリズムとデータ構造
[ C 言語版 ]

アルゴリズムとデータ構造
[ Java 版 ]

選択

受講順序はありません。

推奨学習順

● 対象者：
新入社員をはじめ、若手・中堅まですべての IT技術者の方

● 実績：
2004年お客様に公開以来、約150社 3000名以上のお客様受講者が受講
現在も日本 IBMで「基本的普遍的 ITコース」として IT技術者の基礎研修に使用

● お客様の声：
・ まさに基本的普遍的　すべての IT技術者の基本的知識教育としてぜひ必要　（IT 経験 20年）
・基本的知識の見直し、再認識に驚く ・今後の自社発展のために必要な内容である
・解りやすく簡潔である ・受講時間が柔軟である

スキルズ・オン・デマンド　
基礎パックⅠ,Ⅱ e-ラーニングコース
IT 技術者のために日本 IBM が独自に開発したｅ- ラーニング・コース群です。広い視野をもった
技術的提案を行うことができ、システム・プラットフォームをまたがる IT スキルをもった技術者の
育成のために開発されました。この基礎 I および基礎 II パックは「ITスキル標準」における ITスペ
シャリストのレベル 1 相当の知識項目をおおむね包含しています。このたび改訂版が完成いたしま
した。貴社新入社員をはじめ若手、中堅まですべてのIT技術者にぜひ受講いただきたいコースです。

■ 対 象 者

■ 学習目標

■ 前提条件

新入社員および「IT スキル標準（ITSS）」における
IT スペシャリストのレベル1相当の知識を取得したい方
IT 技術者にとって必須となる IT 基本スキルの取得を目的とし、
以下の学習項目の基礎スキルを身につけること。
特になし

SoD基礎Ⅰパック e- ラーニング・コース (SDF01)
学習時間：41 時間（期間 90 日）　22,000円（税込価格）

「基礎 I パック」は、コンピュータ・システム、ネットワーク、プログラミング言語などの
IT関連 14コースで構成されており、内定者や新入社員、若手社員育成に適しています。 

SoD基礎Ⅱパック e- ラーニング・コース (SDF02)
学習時間：32.5 時間（期間 90 日）　33,000 円（税込価格）
「基礎 II パック」は、ソフトウェアエンジニアリングの基礎コース群やプロジェクトマネジメント
概説などの19コースを含みお客様システム構築をめざす若手・中堅の IT技術者に適しています。

● 学習コース
・プロジェクトマネジメント概説
・お客様の情報化プロセス 戦略編
・お客様の情報化プロセス 企画・調達編
・情報システムのセキュリティ
・開発手法 - モデリング技法の基礎
・データ・フロー・ダイアグラム
・データの正規化とER 図
・データベース設計の基礎
・データウェアハウスの基礎
・複合設計と構造化設計

若手・中堅社員および「IT スキル標準（ITSS）」における
IT スペシャリストのレベル1相当の知識を取得したい方
IT 技術者にとって必須となる IT 基本スキルの取得を目的とし、
以下の学習項目の基礎スキルを身につけること。
基礎 I パック相当の研修コースを修了していることが望ましい

●学習コース
・コンピュータシステムの基礎 1
・コンピュータシステムの基礎 2
・システム・プラットフォームの基礎
・システムの信頼性
・ネットワーク技術の基礎
・インターネットの基礎
・プログラミング言語の基礎
・オブジェクト指向の基礎
・C言語とC++言語入門
・Java 入門

■ 対 象 者

■ 学習目標

■ 前提条件

スキルズ・オン・デマンド研修プログラム (SoD) のご紹介

・アルゴリズムとデータ構造 [C 言語版 ]
・アルゴリズムとデータ構造 [Java 版 ]
・Relational Database(RDB) の基礎
・トランザクション処理の基礎
・構造化プログラミングの基礎

・データ抽象化
・ソフトウェア開発支援環境
・品質管理とテスト計画
・Automated Software Quality(ASQ)
・オブジェクト指向開発におけるテスト
・ソフトウェア開発の見積り手法
・ソフトウェア再利用技術
・標準化
・システム監査概要

● 基礎 I および II 両パックで ITスキル標準 ITスペシャリストのレベル1を包含しています。（パーソナルスキル等の一部スキルを除く）

●「SoD基礎Ⅰパック」、「SoD基礎Ⅱパック」をロードマップとしてご紹介します。受講時の学習計画にお役立てください。

全 14コース 全 19コース

SoD 基礎パックを
学んでから専門分野の
攻略に入りましょう。

モレな
く

　　　 ムダな
く
習得で

きる

SoD基礎パックのコース構成：  音声なし・テスト付き・PDFなし

https://www.i-learning.jp/
● アイ・ラーニングは、次代を担う人財の育成を支援します。

本社：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町4-3   国際箱崎ビル
大阪：〒540-6111 大阪府大阪市中央区城見2-1-61 ツイン21MIDタワー11F

● お問い合せ先 フリーダイヤル： 0120-623-629  ＜9：00～17：00＞土日祝日弊社休業日を除く

eメール　　  ： contact@i-learning.jp

● コースのお申し込み、詳細情報：   https://www.i-learning.jp/service/selfstudy/topics/itss.html

検索i-learning  SDF01

コース検索
i-Learning facebook：
www.facebook.com/ilearningjp/

i-Learning mail magazine：
www.i-learning.jp/form/mail.html

IBM、ibm.com、AIXは、世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。
他の製品名およびサービス名等は、それぞれIBMまたは各社の商標である場合があります。現時点での IBM の商標リストについては、www.ibm.com/legal/copytrade.shtmlをご覧ください。
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新入社員研修およびそのフォローアップ 若手・中堅社員のスキル・チューンアップ

https://www.i-learning.jp/


3 時間 ＜基礎Ⅰ＞

2 時間 ＜基礎Ⅱ＞

3 時間 ＜基礎Ⅰ＞

4 時間 ＜基礎Ⅰ＞

IT 技術者の育成なら「SoD基礎パック」コース

SoD「 基礎Ⅰパック」、「基礎Ⅱパック」のご紹介 ■

■ ロードマップ

コンピュータシステムの
基礎1

4 時間 ＜基礎Ⅰ＞

コンピュータシステムの
基礎2

5 時間 ＜基礎Ⅰ＞

システム・プラットフォームの
基礎

ネットワーク技術の基礎

4 時間 ＜基礎Ⅰ＞

インターネットの基礎

3.5 時間 ＜基礎Ⅰ＞

情報システムのセキュリティ

オブジェクト指向の基礎

1.5 時間 ＜基礎Ⅰ＞

C言語とC++言語入門

Relational Database(RDB)
の基礎

2 時間 ＜基礎Ⅰ＞

Java 入門

トランザクション処理の基礎

1時間 ＜基礎Ⅰ＞ 3 時間 ＜基礎Ⅱ＞

ソフトウェア再利用技術

構造化プログラミングの基礎

1時間 ＜基礎Ⅰ＞

データ抽象化

1時間 ＜基礎Ⅱ＞

品質管理とテスト計画

2 時間 ＜基礎Ⅱ＞

Automated Software 
Quality（ASQ）

0.5 時間 ＜基礎Ⅱ＞

プロジェクトマネジメント概説

1.5 時間 ＜基礎Ⅱ＞

複合設計と構造化手法 

2 時間 ＜基礎Ⅱ＞

ソフトウェア開発支援環境

2 時間 ＜基礎Ⅱ＞

お客様の情報化プロセス
 ( 戦略編 )

2 時間 ＜基礎Ⅱ＞

ソフトウェア開発の見積り手法

2 時間 ＜基礎Ⅱ＞

標準化 

2 時間 ＜基礎Ⅱ＞

オブジェクト指向開発
におけるテスト

0.5 時間 　＜基礎Ⅱ＞

お客様の情報化プロセス
 ( 企画調達編 )

2.5 時間 ＜基礎Ⅱ＞

データウェアハウスの基礎

1時間 ＜基礎Ⅱ＞

システム監査概要

2 時間 ＜基礎Ⅱ＞

開発手法 -モデリング技法の
基礎 

1時間 ＜基礎Ⅱ＞

データ・フロー・ ダイアグラム 

2 時間 ＜基礎Ⅱ＞

データの正規化とER図

1.5 時間 ＜基礎Ⅱ＞

データベース設計の基礎
2 時間 ＜基礎Ⅱ＞

凡例
■ SoD基礎Ⅰパック
■ SoD基礎Ⅱパック

● すべての IT 技術者の基礎研修に最適です
● シンプルでわかりやすいe-ラーニングコース
● ITスペシャリスト レベル1相当です

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

プログラミング言語の基礎

1.5 時間 ＜基礎Ⅰ＞

1.5 時間 ＜基礎Ⅰ＞

3 時間 ＜基礎Ⅰ＞

3 時間 ＜基礎Ⅰ＞

システムの信頼性

アルゴリズムとデータ構造
[ C 言語版 ]

アルゴリズムとデータ構造
[ Java 版 ]

選択

受講順序はありません。

推奨学習順

● 対象者：
     新入社員をはじめ、若手・中堅まですべての IT技術者の方
● 実績：
     2004年お客様に公開以来、約150社 3000名以上のお客様受講者が受講 

現在も日本 IBMで「基本的普遍的 ITコース」として IT技術者の基礎研修に使用
● お客様の声：

・ まさに基本的普遍的 すべての IT技術者の基本的知識教育としてぜひ必要　（IT 経験 20年）
・基本的知識の見直し、再認識に驚く ・今後の自社発展のために必要な内容である
・解りやすく簡潔である ・受講時間が柔軟である

スキルズ・オン・デマンド
基礎パックⅠ,Ⅱ e-ラーニングコース
IT 技術者のために日本 IBM が独自に開発したｅ- ラーニング・コース群です。広い視野をもった
技術的提案を行うことができ、システム・プラットフォームをまたがる IT スキルをもった技術者の
育成のために開発されました。この基礎 I および基礎 II パックは「ITスキル標準」における ITスペ
シャリストのレベル 1 相当の知識項目をおおむね包含しています。このたび改訂版が完成いたしま
した。貴社新入社員をはじめ若手、中堅まですべてのIT技術者にぜひ受講いただきたいコースです。

■ 対 象 者

■ 学習目標

■ 前提条件

新入社員および「IT スキル標準（ITSS）」における
IT スペシャリストのレベル1相当の知識を取得したい方
IT 技術者にとって必須となる IT 基本スキルの取得を目的とし、
以下の学習項目の基礎スキルを身につけること。
特になし

SoD基礎Ⅰパック e- ラーニング・コース (SDF01) 
 学習時間：41時間（期間90日）　20,000円（税別価格）
「基礎 I パック」は、コンピュータ・システム、ネットワーク、プログラミング言語などの
IT関連 14コースで構成されており、内定者や新入社員、若手社員育成に適しています。 

SoD基礎Ⅱパック e- ラーニング・コース (SDF02) 
 学習時間：32.5時間（期間90日）　30,000 円（税別価格）
「基礎 II パック」は、ソフトウェアエンジニアリングの基礎コース群やプロジェクトマネジメント
概説などの19コースを含みお客様システム構築をめざす若手・中堅の IT技術者に適しています。

● 学習コース
・プロジェクトマネジメント概説
・お客様の情報化プロセス 戦略編
・お客様の情報化プロセス 企画・調達編
・情報システムのセキュリティ
・開発手法 - モデリング技法の基礎
・データ・フロー・ダイアグラム
・データの正規化とER 図
・データベース設計の基礎
・データウェアハウスの基礎
・複合設計と構造化設計

若手・中堅社員および「IT スキル標準（ITSS）」における
IT スペシャリストのレベル1相当の知識を取得したい方
IT 技術者にとって必須となる IT 基本スキルの取得を目的とし、
以下の学習項目の基礎スキルを身につけること。
基礎 I パック相当の研修コースを修了していることが望ましい

● 学習コース
・コンピュータシステムの基礎 1
・コンピュータシステムの基礎 2
・システム・プラットフォームの基礎
・システムの信頼性
・ネットワーク技術の基礎
・インターネットの基礎
・プログラミング言語の基礎
・オブジェクト指向の基礎
・C言語とC++言語入門
・Java 入門

■ 対 象 者

■ 学習目標

■ 前提条件

スキルズ・オン・デマンド研修プログラム (SoD) のご紹介

・アルゴリズムとデータ構造 [C 言語版 ]
・アルゴリズムとデータ構造 [Java 版 ]
・Relational Database(RDB) の基礎
・トランザクション処理の基礎
・構造化プログラミングの基礎

・データ抽象化
・ソフトウェア開発支援環境
・品質管理とテスト計画
・Automated Software Quality(ASQ)
・オブジェクト指向開発におけるテスト
・ソフトウェア開発の見積り手法
・ソフトウェア再利用技術
・標準化
・システム監査概要

● 基礎 I および II 両パックで ITスキル標準 ITスペシャリストのレベル1を包含しています。（パーソナルスキル等の一部スキルを除く）

●「SoD基礎Ⅰパック」、「SoD基礎Ⅱパック」をロードマップとしてご紹介します。受講時の学習計画にお役立てください。

全 14コース 全 19コース

SoD 基礎パックを
学んでから専門分野の
攻略に入りましょう。

モレな
く

　　　 ムダな
く
習得で

きる

SoD基礎パックのコース構成：  音声なし・テスト付き・PDFなし

http://www.i-learning.jp/ 0120-623-629
20210304_Sod 基礎パック -01

新入社員研修およびそのフォローアップ 若手・中堅社員のスキル・チューンアップ

● アイ・ラーニングは、次代を担う人財の育成を支援します。

本社：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町4-3   国際箱崎ビル

● 日程検索アイラーニング コースコード　 検索

IBM、ibm.com、AIXは、世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。
他の製品名およびサービス名等は、それぞれIBMまたは各社の商標である場合があります。現時点での IBM の商標リストについては、www.ibm.com/legal/copytrade.shtmlをご覧ください。

※コースコードには、5桁のコースコードを入れて検索してください
検索アイラーニング 日程● コース検索

● お問い合わせ先
e-Mail            ： contact@i-learning.jp　
フリーダイヤル： 0120-623-629
＜9：00～17：00＞ 土日祝日弊社休業日を除く

i-Learning facebook：
www.facebook.com/ilearningjp/

i-Learning mail magazine：
www.i-learning.jp/form/mail.html

https://www.i-learning.jp/download/index.html

● スキルズ・オン・デマンド研修プログラム(SoD)       https://www.i-learning.jp/service/selfstudy/topics/itss.html

https://www.i-learning.jp/service/selfstudy/topics/itss.html



