
貴社の人財育成の企画・計画等に、活用ください。

●  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

●  お問い合わせ先 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
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～DXとは何かを理解し、
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の企画や導入ができるようになる
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ローコード開発のための
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IT エンジニアはじめの一歩 e-L

レベル .1
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できるようになりたい方
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Linux
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Docker
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　 Java の開発経験があること

Python 入門

Linux システム基礎

Kubernetes 基礎 1

アプリケーション系
/ 実装技術層

基盤系
/ プラットフォーム層

・サブスクe- ラーニング
・法人向け SDGs 経営支援
・注目コース
・リスキリング

研修サービスガイド - 2022 年夏秋号（デジタルカタログ版）発刊！

■ 特集
　デジタル時代の人財戦略 -リスキリング
■ 注目エリア
　おすすめロードマップ
■ コース体系図

DX 時代、ビジネスモデルも変化し、新たなデジタル技術を用いて価値創造を進めることが必要となっています。
これまでの知識や技術が通用しない変化の時代では、当然、人財の戦略も変えていく必要があります。

リスキリング

DX時代の人財戦略 ＝ リスキリング ＝　自社の人財を活かす

モリモリ夏号を
デジタルカタログで見る
https://is.gd/lmuqEV
気になるトピックのリンクから
詳細情報を入手できます

レベル / 対象 学習目標

ビジネスパーソンのためのリスキリングビジネスパーソンのためのリスキリング

IT エンジニアのためのリスキリングIT エンジニアのためのリスキリング

ビジネスパーソン、IT エンジニアそれぞれのリスキリングに必要なスキルを体系的にご用意しました。
個人の経験や目的に応じて、マップ上から自由にコースをお選びください。



法人向け SDGs 経営支援

e- ラーニング無料トライアルは、人事担当者様および育成担
当者様に実際のコースを体験いただくことで、研修計画にお役
立ていただくためのプログラムです。

SDGs とビジネスを紐付ける
トータルパッケージ「SXラーニング」
8ジャンル106 本のお得な e- ラーニング

まるごと IT ベーシック 
～IT エンジニアはじめの一歩 

▶ e- ラーニングで学ぶ

講師　並木　将央
半導体会社の研究員としての仕事
に違和感を覚え、MBA を取得。
理系畑育ちだったが、文系に転身
することで、システムが分からない
人にも分かりやすく説明することが
得意な講師。

https://www.myla.jp/trial

まずは
マイラを体験して
みませんか！

New ! 

New ! 

DX 時代の IT 基礎スキルを効率的に習得

貴社の研修計画にお役立てください

注目コースサブスクe- ラーニング

無料トライアル企業様募集中です！
評価用として1ヶ月間の無料トライアルをご提供

e-L

e-L

e-L

DX時代のスキル向上！  自ら学べる 「マイラ」
・ 2017年4月スタート以来、累計 1万8千人以上の受講実績！
・ レコメンデーション機能により  360以上の動画コースから幅広い
    スキルアップを通して、社員一人ひとりに自ら「学ぶ力」と「成長」を支援します!

コース概要：
ビジネスリーダーのためのDX超入門

カリキュラム：
5コンテンツ

続々登場
毎週１コース以上を追加登録！

DX 時代に重要な15 のテーマを体系的 / 網羅的に
24コースに集約（200以上の短い動画とテストで構成）

・ありそうでなかった、DX 時代に必要な IT 基礎スキルを１つ
　のサービスで習得可能
・アイ・ラーニングの「マイラ」内で人気 No.1のナビゲーター
　による企画・開発のコンテンツ
・YouTube 世代にも受け入れやすいデザイン・テンポ・分か
　りやすさが売り

新着コース一覧

人事 /育成担当者様限定
e- ラーニング無料トライアル

・まるごと ITベーシック (SDF03)
・データ活用入門 (DU010)
・IT 基礎とデジタルリテラシー入門 (61N06)
・2 時間で学ぶ DX 速習コース (61H08)

「SDGs」と「ビジネス」の関連性についての理解を社内へ広げる
ことで社員のモチベーション向上から業績アップに繋げます。

こんなお困りありませんか？
・SDGs を社内に浸透させるよう研修をしたいがプロセスがわからない
・SDGs 担当になったが SDGs を経営に取り入れるプロセスがわからない
・社内で SDGs に関する教育プログラムが整っていない
・SDGs に関する理解度の基準がないので評価ができない

Python を使った機械学習の手法に触れ、機械学習の
主要なライブラリと分析手法を習得。
AI プロジェクトの基本的な流れとポイントを体験。

ソフトウェアはテストが重要なカギを握ります。
　■ テストの時間／コストが十分でない
　■ テストの品質が十分でない

ソフトウェアテスト業界の著名人が監修したテキストと経験
豊富な講師陣により、入門、実践、応用から管理、テスト戦略
までをカバーする、バリエーションに富んだコース群です。

▶ オンラインで学ぶ

・PY010  Python 入門
・PY020  Python 実践
・AI015  Pythonで学ぶ機械学習入門
・AI051  AI プロジェクトの技法と実践

機械学習とAI モデル実装スキル

ソフトウェアテストの
　　基本からテスト戦略まで

１．自分の強みを知り、新たな自分を発見する
２．アクションプランで今後の行動につなぐ
３．自分らしいリーダーシップスタイルを自身の才能で作り出す

自分らしいリーダーシップが見つかる！

総合満足度 98％以上！総合満足度 98％以上！
2021 年 弊社受講者アンケートより

CUSTOMER

98％98％
ストレングスファインダー®

ワークショップ

クラウドの利活用がビジネスの競争力を決める時代です
ポイントを押さえた実践コースを提供中！

ストレングスファインダー®

ワークショップ

機械学習とAI モデル実装スキル

・クラウドネイティブ
・クラウドセキュリティ
・AWS
・Microsoft Azure
・Google Cloud Platform (GCP)

・IBM Cloud
・Red Hat OpenShift
・ローコード開発
・アジャイル
・DevOps

社員のチカラを底上げする！
e- ラーニングコース
  テーマ別特集、対象者 / 階層別

e-L

テレワークの導入や、働き方改革に伴う勤務時間の短
縮 /シフトなどにより、社員によって働く環境が様々に
なってきました。e- ラーニングの活用を検討ください。

■ テーマ別特集
・IBM 製品研修 
・業種・業務 
・まるごと ITベーシック 

■ 対象者 / 階層別
・ 内定者・新入社員
・ 若手社員
・ 中堅社員

・スキルソフト「Percipio」 
・育成インフラ「マイラ」 

・ 管理職
・ ビジネスパーソン ( 全社員 )

https://is.gd/LZFkZB

コース一覧を見る 
2022 年 6月末現在 360コース New ! 

New ! 

新コース！ 

DX について、なんとなくイメージは
あるが、ビジネスへの活用や検討と
なると具体的なアクションが立てにく
いという声を聞きます。
正しくDXを理解しビジネスに活かせ
るようにしましょう。

ビジネスのためのクラウド技術
DX時代の開発エンジニアに求められるスキル

ビジネスリーダーのための DX 超入門ビジネスリーダーのための DX 超入門

ビジネスのためのクラウド技術
DX時代の開発エンジニアに求められるスキル

人気 ! 

おすすめ ! 
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モダンエンジニアへスキル移行したい方

レベル .2
クラウドサービスの導入・移行・活用が

できるようになりたい方

レベル .3
クラウドネイティブへの
スキル移行を目指す方

Python 実践

DevOps 入門

スクラム超入門

クラウドセキュリティの基礎

触れて学ぶDocker 基礎

触れて学ぶAWS基礎

マイクロサービス アーキテクチャ入門＊

クラウドネイティブまるごと理解

Kubernetes 基礎 2

Linux システム管理

領域

レベル / 対象

DevOps, Continuous Delivery, 
Container, Microservice, 
Cloud Design, CI/CDPython

Linux

Agile/DevOps

Docker

AWS

＊マイクロサービス アーキテクチャ入門は
　 Java の開発経験があること

Python 入門

Linux システム基礎

Kubernetes 基礎 1

アプリケーション系
/ 実装技術層

基盤系
/ プラットフォーム層

・サブスクe- ラーニング
・法人向け SDGs 経営支援
・注目コース
・リスキリング

研修サービスガイド - 2022 年夏秋号（デジタルカタログ版）発刊！

■ 特集
　デジタル時代の人財戦略 -リスキリング
■ 注目エリア
　おすすめロードマップ
■ コース体系図

DX 時代、ビジネスモデルも変化し、新たなデジタル技術を用いて価値創造を進めることが必要となっています。
これまでの知識や技術が通用しない変化の時代では、当然、人財の戦略も変えていく必要があります。

リスキリング

DX時代の人財戦略 ＝ リスキリング ＝　自社の人財を活かす

モリモリ夏号を
デジタルカタログで見る
https://is.gd/lmuqEV
気になるトピックのリンクから
詳細情報を入手できます

レベル / 対象 学習目標

ビジネスパーソンのためのリスキリングビジネスパーソンのためのリスキリング

IT エンジニアのためのリスキリングIT エンジニアのためのリスキリング

ビジネスパーソン、IT エンジニアそれぞれのリスキリングに必要なスキルを体系的にご用意しました。
個人の経験や目的に応じて、マップ上から自由にコースをお選びください。




