
SoD基礎パック
基礎Ⅰパック　e-ラーニング・コース

SoD基礎パック 概要

基礎Ⅰパック　e-ラーニング・コース
コース・コード ：　SDF01

学 習   時 間 ：　41時間 （期間90日）  　

価  格 ：　20,000円 （税抜）

■ 対 象 者　　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

■ 学習目標　　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

■ 前提条件　　特になし

パックを構成するコース群のご紹介 　＜全15コース＞

コース名のNo.は学習順序を示すものではありません。

1. コンピューター・システムの基礎 １　（4時間）
このコースはコンピューター・システムの基礎の前半です。
このコースでは、コンピューター・システムの主な構成要素であるハードウェアと基本ソフトウェアについて学習します。コンピュー
ターの5大装置である入力装置、記憶装置、演算装置、制御装置、出力装置といったハードウェアの機能や仕組みを理解する
とともに、ハードウェア上で動作する基本ソフトウェアの構成や機能について理解することで、コンピューター・システムについて
の基礎的な理論および知識を習得することが、このコースの学習目標となります。

〔目次〕
はじめに
第1章 コンピューター入門
第2章 CPU（中央演算処理装置）
第3章 記憶装置
第4章 入出力装置
修了テスト

2. コンピューター・システムの基礎 ２　（5時間）
このコースはコンピューター・システムの基礎の後半です。

〔目次〕
はじめに
第1章 OS（オペレーティング・システム）
第2章 アプリケーション・ソフトウェア
第3章 ファイルとデータベース
第4章 情報処理基礎理論
第5章 情報システムの開発
修了テスト

3. システム・プラットフォームの基礎　（3時間）
情報システムを構築する際に、その基盤となる構成要素についての知識を持つことは必要不可欠です。このコースではハード
ウェア、ソフトウェア、システム・アーキテクチャの３つの観点から、システムを構築する際の基盤となる製品／技術について理解
することが学習目標となります。

〔目次〕
はじめに
第1章 ハードウェア・プラットフォーム
第2章 ソフトウェア・プラットフォーム
第3章 システム・アーキテクチャー
修了テスト

新入社員研修およびそのフォローアップ
「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15 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。
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4. システムの信頼性　（1時間30分）
従来にも増してシステムに高い信頼性が求められる現在のビジネス環境において、システムの性能および信頼性を確保するこ
とや、システムの信頼性を適切に測定することは、大変重要なことです。このコースでは、システムの性能および信頼性を高める
ことができる構成方法について理解することが、学習目標となります。

〔目次〕
はじめに
第1章 システムの信頼性とは
第2章 高信頼性システム構成(CPU)
第3章 高信頼性システム構成(周辺装置)
第4章 Return On Investment(ROI)とNet Present Value(NPV)
修了テスト

5. ネットワーク技術の基礎　（4時間）
ネットワークの高速・大容量化や常時接続環境の実現などにより、ビジネス環境におけるインターネットの重要性が高まるととも
に、ネットワークに関する知識やスキルを身につける必要性が増してきています。このコースでは、TCP/IPの基礎、IPの機能や
仕組み、セキュリティーに関する技術、ブロードバンドおよび無線技術の種類や特徴、イントラネット設計・構築時の考慮点など
についての学習を通して、ネットワーク技術の基礎についての知識を習得することが、学習目標となります。

〔目次〕
はじめに
第1章 TCP/IPの基礎
第2章 IPアドレスの考慮点
第3章 ルーティングの仕組みとプロトコル
第4章 セキュリティーに関する技術
第5章 ブロードバンドの種類と特徴
第6章 無線技術の種類と特徴
修了テスト

6. インターネットの基礎　（3時間30分）
ビジネス環境におけるインターネットの重要性が高まるにつれて、インターネットに関する知識や技術、インターネットに存在する
脅威とその セキュリティー対策についての知識を身につける必要性が増してきています。このコースでは、インターネットの歴史
的背景やアーキテクチャー、インターネットで利用されているサービスや技術、インターネットにおけるセキュリティーに関しての
基礎的な知識や技術を習得する ことが、学習目標となります。

〔目次〕
はじめに
第1章 インターネットとは
第2章 インターネットの通信技術
第3章 遠隔ログイン・ファイル転送
第4章 電子メールの送受信
第5章 WWW（World Wide Web）
第6章 Webアプリケーション構築のための技術と言語
第7章 インターネットのセキュリティー
用語解説
修了テスト

7. プログラミング言語の基礎　（1時間30分）
プログラミング言語には様々な種類があり、それぞれ特徴や利点をもっています。このコースでは、C、C++、COBOL、PL/I、
Java、HTML、XML、Visual Basic、Perlなど代表的な言語の特徴の基礎知識を理解することが、学習目標となります。

〔目次〕
はじめに
第1章 プログラミング言語の歴史と分類
第2章 さまざまなプログラミング言語とその特徴
第3章 プログラミング言語の最新情報
修了テスト
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8. オブジェクト指向の基礎　（1時間30分）
オブジェクト指向は、多くのソフトウェア開発上の概念や技術をもとに発展してきたもので、現在ではそれらの複合技術として位
置付けることができます。その狙いは、開発対象アプリケーションのモデル化を容易にすることや、ソフトウェアの開発生産性お
よび品質を向上させること、一般の工業品のように部品（ソフトウェア部品）を組み合わせて開発できるようにすることにより変更
容易性、信頼性、可用性を高めることなどです。このコースでは、オブジェクト指向開発についての基礎となる概念や技術につ
いて理解することが、学習目標となります。

〔目次〕
はじめに
第1章 オブジェクト指向とは
第2章 オブジェクト指向の基礎概念
第3章 オブジェクト指向のプロセスと表記法
修了テスト

9. C言語とC++言語入門　（3時間）
C言語とC++言語は、よく使うプログラムの構成要素を簡潔な表現形式で記述でき、またビット操作や8進数と16進数が使えるた
め、機械語に近い操作が行えるという特徴があります。このコースでは、まずC言語について学習し、次にC++言語を学習しま
す。C言語とC++言語の特徴および文法の基礎を理解することが、学習目標となります。

〔目次〕
はじめに
第1章 C言語の概略
第2章 基本構成要素
第3章 演算子
第4章 実行の流れ
第5章 関数
第6章 配列
第7章 ポインター
第8章 構造体
第9章 実用規模のプログラミング
第10章 C++言語
修了テスト

10. Java入門　（4時間）
Ｊａｖａは、特にe-business環境を構築する際のとても重要な基盤技術です。このコースでは、Java言語の特徴と基本的な文法を
理解することと、オブジェクト指向プログラミングの基礎を理解することが、学習目標となります。

〔目次〕
はじめに
第1章 Java言語とは
第2章 Javaの基本構成要素
第3章 Javaの演算
第4章 実行の流れ
第5章 「クラス」と「オブジェクト」
第6章 クラスの派生と継承
第7章 インターフェースとパッケージ
第8章 例外処理
第9章 実際のJavaプログラミング
修了テスト
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11_a. アルゴリズムとデータ構造[C言語版]　（3時間）
このコースには［Ｃ言語版］と［Ｊａｖａ言語版］があります。
このコースでは、基本的なアルゴリズムとデータ構造について学習します。基本的なアルゴリズムであるソートやサーチについて
理解するとともに、基本的なデータ構造であるスタック、キュー、リスト、木（tree）などについて理解することで、プログラミングに
おいて最適なアルゴリズムやデータ構造を選択するスキルを習得することが、このコースの学習目標となります。

〔目次〕
はじめに
第1章 アルゴリズムとデータ構造の基礎
第2章 データ構造
第3章 アルゴリズム
第4章 グラフ
第5章 アルゴリズムとデータ構造の選択と実装
修了テスト

11_b. アルゴリズムとデータ構造[Java言語版]　（3時間）
このコースには［Ｃ言語版］と［Ｊａｖａ言語版］があります。　

〔目次〕
はじめに
第1章 アルゴリズムとデータ構造の基礎
第2章 データ構造
第3章 アルゴリズム
第4章 グラフ
第5章 アルゴリズムとデータ構造の選択と実装
修了テスト

12. Relational DataBase（RDB）の基礎　（2時間）
企業が情報管理の中心となるデータベースを選択する場合には、その適用分野や適用用途に応じた選択を行うことが重要とな
ります。様々な種類のデータベースの中でも、RDB（Relational DataBase/関係データベース）は、適用範囲が広いという特徴を
もっています。このコースでは、RDBシステムの基本構造や基本機能を理解するとともに、RDBシステムの開発プロセスやチュー
ニングと最適化の基礎知識を習得することが、学習目標となります。

〔目次〕
はじめに
第1章 RDBの基本構造
第2章 RDBの開発
第3章 RDBの基本機能
第4章 チューニングと最適化
修了テスト

13. トランザクション処理の基礎　（1時間）
トランザクション処理とは、システムにおいて、データの整合性/一貫性を保証するための仕組みを提供するものです。このコー
スでは、トランザクション処理の必要性について理解するとともに、排他制御やマルチスレッドなどトランザクション処理の基礎を
理解することが、学習目標となります。

〔目次〕
はじめに
第1章 トランザクションの概念
第2章 トランザクション処理モニター
第3章 トランザクション処理
第4章 トランザクション処理の回復
修了テスト
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14. 構造化プログラミングの基礎　（1時間）
構造化プログラミングの技法は、多くのプログラミング言語でのソフトウェア開発に取り入れられています。JavaやVisual Basicの
例を通して、 構造化プログラミングの概念に基づいたプログラミングの基礎知識/基礎理論を理解することが、このコースの学習
目標となります。

〔目次〕
はじめに
第1章 構造化プログラミングとは
第2章 構造化定理
修了テスト
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