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● アイ・ラーニングは、次代を担う人財の育成を支援します。

本コースは、コンテナ技術のデファクトスタンダードであるDockerとコンテナ・オーケストレーションのキーテ
クノロジーであるKubernetesを使い、機械演習を通じてコンテナアプリケーションのデプロイから運用管理まで
を短期間でマスターするコースです。ステップ・バイ・ステップで操作しながら学ぶので、コンテナ未経験の方に
は特におススメです。

▶コース詳細は裏面

■クラウドネイティブ育成コース体系図

触れて学ぶDocker の基礎
コースコード  ：  DXC01
受　講　料   ：  50,000円（税別）
受  講  期  間 ：  1 日　（9:30-17:00）

Kubernetes 基礎講座１～はじめの一歩、アプリケーションをデプロイしてみよう～
コースコード  ：  DXC02
受　講　料   ：  50,000円（税別）
受  講  期  間 ：  1 日　（9:30-17:00）

Kubernetes 基礎講座２ ～アプリケーションのライフサイクルを管理しよう～
コースコード  ：  DXC03
受　講　料   ：  50,000円（税別）
受  講  期  間 ：  1 日　（9:30-17:00）

■ 対 象 者

■ 学習目標

■ 前提条件

アプリケーション開発者に限らず、クラウドネイティブへの移行を
目指す方々向け

1. コンテナ技術の基本動作原理とコンセプトの理解
2. Docker の用途に応じた導入と基本的なコマンド操作
3. 目的に適したコンテナ・イメージの作成
4. レジストリからのイメージの取得や共有
5. マルチコンテナ環境のアプリケーション構築

基本的な Linuxの知識と操作スキルを有すること

実務に必
要な

スキルを効
率的に

★クラウドネイティブ人財育成コースの特長
・現場で活躍する IT エンジニアに、クラウドネイティブ開発
ができるスキルを習得させるものです

・クラウドネイティブ開発の第一線で活躍する講師陣の実践
的演習で、実務に必要なスキルを効率的に習得できます

・体系的カリキュラムには、今後のテクノロジーやビジネスの
変化に対応するためのエッセンスが備わっています

開催日程 　＜オンラインクラス＞
2020/11/16、12/21、2021/1/18　

開催日程　＜オンラインクラス＞
2020/11/17、12/22、2021/1/19　　

開催日程　＜オンラインクラス＞
2020/11/18、12/23、2021/1/20

Kubernetes 基礎講座２
～アプリケーションのライフ
サイクルを管理しよう～

DXC03 1日       

Kubernetes 基礎講座１
～はじめの一歩、アプリケー
ションをデプロイしてみよう～

DXC02 1日       

触れて学ぶDocker の基礎

DXC01 1日       

コンテナ技術のデファクトスタンダードであるDocker を使い、コンテナ
の基本動作原理を1日でマスターするコースです。ステップ・バイ・ステ
ップで操作しながら学ぶので、コンテナ未経験の方に特におススメです。

・コンテナ技術 /Docker の概要
・Docker 基礎
・Docker 導入

・Dockerコンテナの基本操作
・Dockerイメージの基本操作
・ネットワーク
・データ管理
・Docker Compose

学習内容

■ 対 象 者

■ 学習目標

■ 前提条件

アプリケーション開発者に限らず、クラウドネイティブへの移行を
目指す方々向け

1. Kubernetesの代表的な用途・ユースケースの理解
2. Kubernetesの基本構成とコンセプトやアーキテクチャの理解
3. Kubernetesを用いた初歩的なアプリケーションのデプロイや公開
4. Kubernetesが提供するボリューム管理機能の使用
5. Kubernetesが提供するロールアウト/ロールバック機能の使用

Dockerに関する基礎知識とコマンド操作のスキルを有する

Dockerとコンテナ・オーケストレーションのキーテクノロジーである
Kubernetesを使い、機械演習を通じてコンテナアプリケーションの
デプロイと公開を1日でマスターするコースです。Kubernetesの概要
から、コンテナのロールアウト/ロールバックの基本操作までを習得し、
Kubernetesを使うアプリケーションの概要設計(論理設計 )、あるいは
システムのアーキテクチャを描けるようになります。

・Kubernetes 概要
・Kubernetesの導入と構成

・アプリケーションのデプロイと公開
・ボリューム
・ロールアウトとロールバック

学習内容

■ 対 象 者

■ 学習目標

■ 前提条件

アプリケーション開発者に限らず、クラウドネイティブへの移行を
目指す方々向け

1. DevOpsのCI/CDコンセプトの理解とKubernetes 運用
2. Kubernetesを活用したシステムライフサイクルの理解
3. Kubernetes オブジェクトの詳細な機能の設定
4. Serviceや Ingressの機能を目的に応じて利用したアプリ公開
5. システムの可用性や対障害性・回復性に有効なプラクティスの理解

Kubernetesに関する基礎知識を有する
(「Kubernetes 基礎講座 1 ～はじめの一歩、アプリケーションを
デプロイしてみよう～」(DXC02)を受講済み)

Kubernetesを使い、機械演習を通じてコンテナアプリケーションの運用
と管理を1日でマスターするコースです。「Kubernetes 基礎講座1」に
続き、コンテナ・オーケストレーションのキーテクノロジーであるKuber-
netesを開発・運用の現場で実践的に活用できるよう、DevOpsの実現
と価値から、Ingressまでを習得します。

・DevOpsの実現と価値
・Kubernetesによるシステム
ライフサイクル

・Kubernetes オブジェクトの詳細
・Serviceとネットワーキング
・Ingres

学習内容

集合
研修

機械
実習付

オンライン
対応

集合
研修

機械
実習付

オンライン
対応

集合
研修

機械
実習付

オンライン
対応

＜DXC02,DXC03 担当講師＞

境川　章一郎 (Shoichiro Sakaigawa)
Pumpkin Heads 株式会社 代表取締役

インフラエンジニア、アプリ開発エンジニアとしての技術
力を軸に、IT コンサル ティング、システム開発、Web 制作・
運用などを手掛ける。「お客さまの要望に応じて、常に最
善と考えられるソリューションを提供すること」に注力。
コンテナ・ベース・オーケストレーション共著者 (IBM 
Cloud Container Service 部分 ) 
IBM Champion 2018-2020

クラウドネイティブ化への第一歩

クラウドネイティブ人財育成コース

Docker とKubernetes の基礎
DX 推進を支える IT 戦略のひとつとして、今後ますます企業のクラウド利用が進むと言われています。
積極的にDXに取組む企業では、効率化を目的としたインフラのクラウド化から、競争力強化を目的とした
戦略的アプリケーションのクラウドネイティブ化へのシフトを進めています。
アプリケーションライフサイクルを高速化するクラウドネイティブのキーテクノロジーのひとつとしてコンテナが
あります。コンテナとは何か？どのようにアプリケーションを構築して、どのように運用管理していくのか？
コンテナの基本を理解してクラウドネイティブへの第一歩を踏み出しましょう。

Docker とKubernetes の基礎

DXC01：触れて学ぶDocker の基礎
DXC02：Kubernetes 基礎講座１ ～はじめの一歩、アプリケーションをデプロイしてみよう～
DXC03：Kubernetes 基礎講座２ ～アプリケーションのライフサイクルを管理しよう～
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本コースは、コンテナ技術のデファクトスタンダードであるDockerとコンテナ・オーケストレーションのキーテ
クノロジーであるKubernetesを使い、機械演習を通じてコンテナアプリケーションのデプロイから運用管理まで
を短期間でマスターするコースです。ステップ・バイ・ステップで操作しながら学ぶので、コンテナ未経験の方に
は特におススメです。

▶コース詳細は裏面

■ クラウドネイティブ育成コース体系図

クラウドネイティブ人財育成コース詳細
触れて学ぶ Docker の基礎
コースコード  ：  DXC01
受　講　料   ：  55,000 円（税込）
受  講  期  間  ：  1 日　（9:30-17:00）

Kubernetes 基礎講座１～はじめの一歩、アプリケーションをデプロイしてみよう～
コースコード  ：  DXC02
受　講　料   ：  55,000 円（税込）
受  講  期  間  ：  1 日　（9:30-17:00）

Kubernetes 基礎講座２ ～アプリケーションのライフサイクルを管理しよう～
コースコード  ：  DXC03
受　講　料   ：  55,000 円（税込）
受  講  期  間  ：  1 日　（9:30-17:00）

■ 対 象 者

■ 学習目標

■ 前提条件

アプリケーション開発者に限らず、クラウドネイティブへの移行を
目指す方々向け

1. コンテナ技術の基本動作原理とコンセプトの理解
2. Docker の用途に応じた導入と基本的なコマンド操作
3. 目的に適したコンテナ・イメージの作成
4. レジストリからのイメージの取得や共有
5. マルチコンテナ環境のアプリケーション構築

基本的な Linuxの知識と操作スキルを有すること

実務に必
要な

スキルを効
率的に

★クラウドネイティブ人財育成コースの特長
・現場で活躍する IT エンジニアに、クラウドネイティブ開発
　ができるスキルを習得させるものです
・クラウドネイティブ開発の第一線で活躍する講師陣の実践
　的演習で、実務に必要なスキルを効率的に習得できます
・体系的カリキュラムには、今後のテクノロジーやビジネスの
変化に対応するためのエッセンスが備わっています

Kubernetes 基礎講座２
～アプリケーションのライフ
サイクルを管理しよう～

DXC03　　　　　  　1日       

Kubernetes 基礎講座１
～はじめの一歩、アプリケー
ションをデプロイしてみよう～

DXC02　　　　　  　1日       

触れて学ぶDocker の基礎

DXC01 　　　　　  　1日       

コンテナ技術のデファクトスタンダードであるDocker を使い、コンテナ
の基本動作原理を1日でマスターするコースです。ステップ・バイ・ステ
ップで操作しながら学ぶので、コンテナ未経験の方に特におススメです。

・コンテナ技術 /Docker の概要
・Docker 基礎
・Docker 導入

・Dockerコンテナの基本操作
・Dockerイメージの基本操作
・ネットワーク
・データ管理
・Docker Compose

学習内容

■ 対 象 者

■ 学習目標

■ 前提条件

アプリケーション開発者に限らず、クラウドネイティブへの移行を
目指す方々向け

1. Kubernetesの代表的な用途・ユースケースの理解
2. Kubernetesの基本構成とコンセプトやアーキテクチャの理解
3. Kubernetesを用いた初歩的なアプリケーションのデプロイや公開
4. Kubernetesが提供するボリューム管理機能の使用
5. Kubernetesが提供するロールアウト/ロールバック機能の使用

Dockerに関する基礎知識とコマンド操作のスキルを有する

Dockerとコンテナ・オーケストレーションのキーテクノロジーである
Kubernetesを使い、機械演習を通じてコンテナアプリケーションの
デプロイと公開を1日でマスターするコースです。Kubernetesの概要
から、コンテナのロールアウト/ロールバックの基本操作までを習得し、
Kubernetesを使うアプリケーションの概要設計(論理設計 )、あるいは
システムのアーキテクチャを描けるようになります。

・Kubernetes 概要
・Kubernetesの導入と構成

・アプリケーションのデプロイと公開
・ボリューム
・ロールアウトとロールバック

学習内容

■ 対 象 者

■ 学習目標

■ 前提条件

アプリケーション開発者に限らず、クラウドネイティブへの移行を
目指す方々向け

1. DevOpsのCI/CDコンセプトの理解とKubernetes 運用
2. Kubernetesを活用したシステムライフサイクルの理解
3. Kubernetes オブジェクトの詳細な機能の設定
4. Serviceや Ingressの機能を目的に応じて利用したアプリ公開
5. システムの可用性や対障害性・回復性に有効なプラクティスの理解

Kubernetesに関する基礎知識を有する
(「Kubernetes 基礎講座 1 ～はじめの一歩、アプリケーションを
デプロイしてみよう～」(DXC02)を受講済み)

Kubernetesを使い、機械演習を通じてコンテナアプリケーションの運用
と管理を1日でマスターするコースです。「Kubernetes 基礎講座1」に
続き、コンテナ・オーケストレーションのキーテクノロジーであるKuber-
netesを開発・運用の現場で実践的に活用できるよう、DevOpsの実現
と価値から、Ingressまでを習得します。

・DevOpsの実現と価値
・Kubernetesによるシステム
ライフサイクル

・Kubernetes オブジェクトの詳細
・Serviceとネットワーキング
・Ingres

学習内容

集合
研修

機械
実習付

オンライン
対応

＜DXC02,DXC03 担当講師＞

境川　章一郎 (Shoichiro Sakaigawa)
Pumpkin Heads 株式会社 代表取締役

インフラエンジニア、アプリ開発エンジニアとしての技術
力を軸に、IT コンサル ティング、システム開発、Web 制作・
運用などを手掛ける。「お客さまの要望に応じて、常に最
善と考えられるソリューションを提供すること」に注力。
コンテナ・ベース・オーケストレーション共著者 (IBM 
Cloud Container Service 部分 ) 
IBM Champion 2018-2020

クラウドネイティブ化への第一歩

クラウドネイティブ人財育成コース

Docker とKubernetes の基礎
DX 推進を支える IT 戦略のひとつとして、今後ますます企業のクラウド利用が進むと言われています。
積極的にDXに取組む企業では、効率化を目的としたインフラのクラウド化から、競争力強化を目的とした
戦略的アプリケーションのクラウドネイティブ化へのシフトを進めています。
アプリケーションライフサイクルを高速化するクラウドネイティブのキーテクノロジーのひとつとしてコンテナが
あります。コンテナとは何か？どのようにアプリケーションを構築して、どのように運用管理していくのか？
コンテナの基本を理解してクラウドネイティブへの第一歩を踏み出しましょう。

Docker とKubernetes の基礎

DXC01：触れて学ぶDocker の基礎
DXC02：Kubernetes 基礎講座１ ～はじめの一歩、アプリケーションをデプロイしてみよう～
DXC03：Kubernetes 基礎講座２ ～アプリケーションのライフサイクルを管理しよう～

お申し込み      
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=DXC01

お申し込み      
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=DXC02

お申し込み      
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=DXC03

● 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 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

● お問い合わせ
e-e-Mae-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/products/detail.php?course_code=DXC01
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=DXC02
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=DXC01



