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デジタル ラーニング特集！
～e-ラーニングでスキルアップを～

テレワークの中に「学びの時間枠」を作るのが秘訣です

集中的に自分の弱点を補強し、かつ強みを伸ばします

学びのPOINT

e-Work

e-Work

e-Learning

Lunch

デジタル ラーニング特集！

無料セミナー、新コースなどの「トピックス一覧」

オススメの最新情報はこちらをご覧ください !

集合研修をオンラインで受講したい方はこちらをご覧ください！

自宅にいながらリアルな講義の受講を

 

 
コースのお申し込み、詳細はこちら www.i-learning.jp/service/it/topics/centra.html

.

● 分かりやすい画面でリアルタイムに受講可能 ● 実際の教室と同じような臨場感

ご自宅や会社から、インターネットを利用して講師の講義をリアルタイムで受講できるサービスです。
実際の教室と同じように他の受講者と一緒に講義を聴き、音声やチャットで質問することができます。
さらに、演習付きのコースでは、演習環境に接続して機械実習を行います。

 

オンライン形式での講義開始！
対象コース拡大中！

無料セミナー、新コースなどの「トピックス一覧」

メルマガのご登録を

お待ちしています！

www.i-learning.jp/topics.html
最新コース情報や、お得な情報、セミナー情報など、各種最新情報を掲載しておりますので、ぜひチェックしてください。

最新トピックスはメルマガでいち早くお届けします。コラムや青木編集長のこぼれ話も人気です。
   ▶ メルマガ登録はこちら www.i-learning.jp/form/mail.html

テレワークでもパワーアップ！

テレワーク中でもできるe-ラーニング
　●対象者別・階層別、ITスキル別コース

新入社員・若手・新規配属のITエンジニアにオススメ！
　●スキルズ・オン・デマンド 基礎 パック e-ラーニング

お客様プロジェクトに携わるメンバーに役立つ
　●業種・業務 e- ラーニング

すべての業務に共通した業務遂行上の必須スキル！
　●プロジェクトマネジメント概説 e-ラーニング

自宅にいながらリアルな講義の受講を
　●オンライン形式での講義開始！

20210309_ デジタルラーニング特集 -01

● 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

● コース検索 ● 日程検索検索アイラーニング コースコード　
※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　

● 講座、カテゴリ https://www.i-learning.jp/service/elearning.html

● 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
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対象者別・階層別、ITスキル別
e-ラーニングをご紹介！
集合形式の研修への参加が難しいこの機会に、じっくりと自分のスキルを
磨きたいというお客様におすすめの e- ラーニングのご紹介です。
淡々と仕事をしているとあっという間に時間は過ぎてしまうものです。
テレワークの時間の中にも「学びの時間枠」を最初から取っておくことで、
集中して効率的に学べ、テレワークにもメリハリが出てきます。

▶すぐに始められる e-ラーニング▶このようなお困りごとはありませんか？

※ 画面例：画面はコースによって異なります

POINT：テレワークの中に「学びの時間枠」をつくるのが秘訣です

内定者・新入社員

若手社員

● 対象者別・階層別コース

短期間に効率的に
学習させたい!

多くの費用や準備の
時間をかけられない!

在宅している社員に
学習機会を提供したい! 

e-Work

e-Work

e-Learning

Lunch

テレワーク中でもできる e-ラーニングテレワーク中でもできる e-ラーニング

株式会社アイ・ラーニング 
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IBM製品研修 e-ラーニング  

 

 
www.i-learning.jp/service/selfstudy/topics/ibm_el.html

www.i-learning.jp/service/elearning.html

POINT：集中的に自分の弱点を補強し、かつ強みを伸ばします● IT スキル別コース

IT エンジニア向け

ビジネスパーソン向け

AI・機械学習

Red Hat

プロジェクト
マネジメントの基礎

このe-ラーニングは、アイ・ラーニングの教室で行っているIBM製品研修と同等の内容を動画コンテンツでご提供する
ものです。プロフェッショナルな講師が行う講義を、自分のタイミングに合わせて何度でも視聴することができます。
製品の基礎から、システム管理、プログラミングまで、効率よく学習できるコースをご用意しています。

検索i-learning  SDF01
     コース検索

中堅社員

管理職

ビジネスパーソン
（全社員）

 https://www.i-learning.jp/ 株式会社アイ・ラーニング 

主なシリーズ
IBM Z

Power Systems (AIX)

Power Systems (IBM i)

DB2/IMS

WebSphere/IBM MQ など
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3 時間 ＜基礎Ⅰ＞

2 時間 ＜基礎Ⅱ＞

3 時間 ＜基礎Ⅰ＞

4 時間 ＜基礎Ⅰ＞

● 学習項目 /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

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。

推奨学習潤

「基礎Ⅰパック」、「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。

新入社員・若手・新規配属の ITエンジニアにオススメ!

スキルズ・オン・デマンド 基礎 パックe- ラーニング

■ 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

スキルズ・オン・デマンド 基礎 I パック (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。 

(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。

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

■ 対 象 者

■ 学習目標

■ 前提条件

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

スキルズ・オン・デマンド 基礎 Ⅱパック

スキルズ・オン・デマンド 基礎 パックe- ラーニング

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 パック」 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。
新入社員をはじめ若手、中堅まですべての IT 技術者にぜひご受講いただきたいコースです。

モレなく、ムダなく、習得できます
● すべての IT 技術者の基礎研修に最適
● シンプルでわかりやすい e- ラーニング
● IT スペシャリスト レベル1相当です

● すべての IT 技術者のための基本的普遍的コース

全 14コース 全 19コース

https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=SDF02お申し込みhttps://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=SDF01お申し込み
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お客様プロジェクトに携わるメンバーに役立つ

業種・業務ｅ-ラーニング
すべての業務に共通した業務遂行上の必須スキル！

プロジェクトマネジメント概説ｅ-ラーニング

製造業業務研修シリーズの対象範囲

3

製造業業務研修は製造業のモノづくりの基幹業務全体を対象にしています

資源計画

原価管理

資材払出

外注品

品質管理

出荷・納品・物流管理

注残情報
在庫情報

出荷指示

在庫計画

販売計画

資材所要量
計画 MRP

納品検収外注管理資材発注

製品在庫・出荷準備

基準情報
管理 BOM

材料支給購買管理

製造完了

生産計画

資材管理

基準生産
計画 MPS

開発・設計

受注出荷
管理

需要予測

部品製造・組立工程

製造指示

能力計画

買掛・
支払管理

計画系業務 実行系業務 情報の流れ モノの流れ

＜金融業＞ における銀行の情報システム - 全体像

IT プロジェクトでは、ユーザーの業務を理解したうえで、的確に要求分析や要件定義を行うスキルが求められます。
また、アプリケーションの設計・開発でも、システムの背景となる業界・業種知識は必須で、知識不足による失敗プロジェクトは
後を絶ちません。お客様プロジェクトに関わるメンバーが業種・業務知識を得ることで、プロジェクトの提案力と計画・実行力の
強化が図れます。

● コースのお申し込み、無料体験版でのお試しはこちら
www.i-learning.jp/service/human/industry_el.html

● IT 技術者 / PM/ 営業に必要な『業務知識』を提供します ● プロジェクトマネジメントに関する基礎知識を集約しました

● 受講環境はPC、タブレット、スマホ対応します

＜製造業＞ における業務知識の対象範囲

このコースは、日本の製造業の基幹業務と業界用語を体系的に理解し、お客様の問題・課題を的確に理解して提案活動が効果的に
実践出来るようにするためのスキル基盤を習得します。

このコースは、日本の金融システムと金融情報システムに関しての包括的・体系的な知識を習得することを目的としています。
それによりお客様とのコミュニケーションを効果的に進めることが可能となり、お客様の経営上の問題・課題を的確に把握し、
その解決策としての金融機関における IT 活用を企画・実践するためのスキル基盤を習得します。

このコースは、日本の保険会社の基幹業務とシステムに関する包括的・体系的な実践知識を習得して、経営管理者や事業部門との
コラボレーション能力を向上し、経営上の問題・課題を的確に把握して、その解決策としての IT 活用プロジェクトを企画・実行し、
成功させるためのスキル基盤を習得します。

こんなお悩みありませんか？
● 新しいプロジェクトにアサインされたが、製造業や金融業の経験がない
● 製造業や金融業のお客様に提案書を書きたいが、業種・業務の知識がない
● お客様に解決策を提示するため、業種特有の課題・問題点を把握したい

これからプロジェクトマネジメントに関わる方に一押しの入門コースです。
当コースは「プロジェクトを成功裏に推進させる」ために、PMBOK® が定めているプロジェクトマネジメントの 10 の知識
エリアと 5 つのプロセス群の必要性と有効性を盛り込んでいます。無理なく無駄なく吸収し確認出来るように配慮されたカ
リキュラムと、平易なユーザーインターフェースで受講者の都合に合わせて、必要なスキルを身につけることができます。

※62G51～ 62G63までの全13コースパックですが、個別コースとしてもお申し込みできます。

※61G21～ 61G27までの全7コースパックですが、個別コースとしてもお申し込みできます。

※61G41～ 61G46までの全 6コースパックですが、個別コースとしてもお申し込みできます。

コースコード  ：  61M01
受　講　料  ：  41,800 円（税込価格）　
学  習  時  間  ：  10 時間（60 日間）   

プロジェクトマネジメント概説 e-ラーニングコース
 資格取得関連情報

対　象　者  ： プロジェクトマネジメントの基礎を学習される方
学 習 目 標  ：  1. プロジェクトマネジメントの基本的な用語と概念を理解する 
　　　　　　　　2. プロジェクトの立上げから終結までの流れを理解する
コース内容   ： 
第 1章　プロジェクトマネジメントとは
第 2章　プロジェクトの立上げ
第 3章　プロジェクトの計画
第 4章　スコープの洗い出し
第 5章　WBSの作成
第 6章　見積り
第 7章　スケジュールの作成
第 8章　プロジェクトの実行と監視コントロール
第 9章　コスト・コントロール
第 10章 リスク・マネジメント
第 11章 品質マネジメント
第 12章 変更管理
第 13章 調達マネジメント
第 14章 コミュニケーション・マネジメント /
　　　　 ステークホルダー・マネジメント
第 15章 プロジェクトの終結 
まとめ

当コースは PMBOK® Guideに準拠しています。 
PMI® の PDU(10PDU) 対象コースです。

●まずは体験！
実際に第一章がご覧いただけます。
https://bit.ly/2PfWCPg
 
●企業で導入を検討される方へ
内容の視聴ご希望の方は、担当営業もしくはお問い合わせ窓口
contact@i-learning.jp までご連絡ください。
ID を発行し、完全版の e- ラーニングをお試しいただけます。

待望のPMBOK® 第 6 版に対応

PMI 公認・PMBOK® 第 6 版に準拠し、アイ・ラーニングの研修ノウハウをもとに、プロジェクトマネジメントの
入口から出口までを体系的且つ必然性を持った形で構成した自習コースです。

（短縮 URL）

プロジェクトマネジメントは、すべての業務に共通するノウハウであり共通言語です。
「目標をたて、計画し、チームで実行し、目標を達成すること」は、すべての業務に共通した
業務遂行上必須なことですが、実はプロジェクトマネジメント (PM) そのものなのです。

製造業業務 e- ラーニングパック

金融業業務 e-ラーニングパック

保険業業務 e- ラーニングパック

大変好評です！
企業単位でまとめて
採用されております。
※製造・流通・金融・放送の
　業界等、IT 企業に限らず
　採用中！

検索i-learning 61M01
     コース検索

検索i-learning 62G50
     コース検索

プロジェクトマネジメント概説ｅ-ラーニング業種・業務ｅ-ラーニング

132,000円

77,000円

66,000円

受講料（税込価格）

受講料（税込価格）

受講料（税込価格）学習時間

学習時間

学習時間
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お客様プロジェクトに携わるメンバーに役立つ

業種・業務ｅ-ラーニング
すべての業務に共通した業務遂行上の必須スキル！

プロジェクトマネジメント概説ｅ-ラーニング

製造業業務研修シリーズの対象範囲

3

製造業業務研修は製造業のモノづくりの基幹業務全体を対象にしています
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資材管理

基準生産
計画 MPS

開発・設計

受注出荷
管理
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買掛・
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＜金融業＞ における銀行の情報システム - 全体像
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www.i-learning.jp/service/human/industry_el.html
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コースコード  ：  61M01
受　講　料  ：  41,800 円（税込価格）　
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プロジェクトマネジメントは、すべての業務に共通するノウハウであり共通言語です。
「目標をたて、計画し、チームで実行し、目標を達成すること」は、すべての業務に共通した
業務遂行上必須なことですが、実はプロジェクトマネジメント (PM) そのものなのです。

製造業業務 e- ラーニングパック

金融業業務 e-ラーニングパック

保険業業務 e- ラーニングパック

大変好評です！
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デジタル ラーニング特集！
～e-ラーニングでスキルアップを～

テレワークの中に「学びの時間枠」を作るのが秘訣です

集中的に自分の弱点を補強し、かつ強みを伸ばします

学びのPOINT

e-Work

e-Work

e-Learning

Lunch

デジタル ラーニング特集！

無料セミナー、新コースなどの「トピックス一覧」

オススメの最新情報はこちらをご覧ください !

集合研修をオンラインで受講したい方はこちらをご覧ください！

自宅にいながらリアルな講義の受講を

 

 
コースのお申し込み、詳細はこちら www.i-learning.jp/service/it/topics/centra.html

.

● 分かりやすい画面でリアルタイムに受講可能 ● 実際の教室と同じような臨場感

ご自宅や会社から、インターネットを利用して講師の講義をリアルタイムで受講できるサービスです。
実際の教室と同じように他の受講者と一緒に講義を聴き、音声やチャットで質問することができます。
さらに、演習付きのコースでは、演習環境に接続して機械実習を行います。

 

オンライン形式での講義開始！
対象コース拡大中！

無料セミナー、新コースなどの「トピックス一覧」

メルマガのご登録を

お待ちしています！

www.i-learning.jp/topics.html
最新コース情報や、お得な情報、セミナー情報など、各種最新情報を掲載しておりますので、ぜひチェックしてください。

最新トピックスはメルマガでいち早くお届けします。コラムや青木編集長のこぼれ話も人気です。
   ▶ メルマガ登録はこちら www.i-learning.jp/form/mail.html

テレワークでもパワーアップ！

テレワーク中でもできるe-ラーニング
　●対象者別・階層別、ITスキル別コース

新入社員・若手・新規配属のITエンジニアにオススメ！
　●スキルズ・オン・デマンド 基礎 パック e-ラーニング

お客様プロジェクトに携わるメンバーに役立つ
　●業種・業務 e- ラーニング

すべての業務に共通した業務遂行上の必須スキル！
　●プロジェクトマネジメント概説 e-ラーニング

自宅にいながらリアルな講義の受講を
　●オンライン形式での講義開始！

20210309_ デジタルラーニング特集 -01

● 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

● コース検索 ● 日程検索検索アイラーニング コースコード　
※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　

● 講座、カテゴリ https://www.i-learning.jp/service/elearning.html

● 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


