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● 日本アイ・ビー・エム人財ソリューション株式会社 (IHCS) より提供していた従来の IBM の公式トレーニングは、2013 年 4 月より株式会社アイ・ラーニング（旧アイセス）から提供しております
● 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

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

0120-623-629

◆ e-ラーニング・コースのお申込みについて
e-ラーニング・コースのお申込みでは、
・お申込み時に受講開始希望日の入力が必要となります。
・お申込みの際は e-ラーニング利用条件 に同意する必要があります。
お申し込みいただくと開始希望日までに案内メールとともに受講用IDを送付させていただきます。
このIDを受取ってから60日間＊が受講期間となります。
土日祝日弊社
休業日を除く

0120-623-629
contact@i-learning.jp

＊コースにより受講期間が異なる場合がありますのでご注意下さい。

9：00 〜
17：00

記載されている内容は2013年4月現在のものであり、
将来変更される場合があります。
最新情報はe-ラーニング・サイトでご確認下さい。
http://www.i-learning.jp/service/selfstudy.html

研修・スキル習得についてご相談があれば
▶ まずはお電話でご相談ください！

0120-623-629

＜平日9：00〜17：00＞

｜2013

e-ラーニング・コース一覧

セルフスタディ・コース
＜ご注意＞
コースガイド2016-2017

抜粋版のためページ等はそのままの表記としています。

研修形態
基礎知識の習得を目的とし、学習の時間や場所を選ばず、繰り返し学べ、費用的にも柔軟性がある e- ラーニング、自習

自習教材

教材、通信教育は新入社員や若手育成に最適な教材です。
e- ラーニング

・コース一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P293
研修形態

・SoD 基礎パック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P300
e- ラーニング
・Kindle 版 IT 基礎教材・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P301

・コース一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P302
・Web クイズ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P306
自習教材

・コース一覧……………………………………………… P293

・コース一覧………………………………………

P302

P300
・SoD コース一覧には掲載されていないe-ラーニング
基礎パック… ……………………………………
・コース

・Web クイズ… …………………………………

P306

Global コース

・Kindle
版 IT
基礎教材…
…………………………… P301
IBM
製品
Global

Global 最新製品情報をはじめ、
コース
2,500種類のIBM製品コースを受講可能
業種業務
http://www.i-learning.jp/service/selfstudy/topics/Avnet̲eLearning.html
コース一覧には掲載されていない
e- ラーニング・コース

通信研修
P308
・業種業務…………………………………………

・IBMPluralsight
製品 Global

最新製品情報をはじめ、2,500
種類の
IBM 製品コースを受講可能
世界最大級のITオンライン
・トレーニングサイト
/ 4,500コース受講可能
http://www.i-learning.jp/service/selfstudy/topics/Avnet_eLearning.html

http://www.i-learning.jp/service/it/topics/pluralsight.html

・Pluralsight

・情報処理技術者試験講座 ・・・・・P308

世界最大級の IT オンライン・トレーニングサイト / 4,500 コース受講可能
http://www.i-learning.jp/service/it/topics/pluralsight.html

講座別一覧

講座別一覧

IBM製品研修

ITスキル育成

PM/人財開発研修

▶IBM Systems
IBM z Systems®
Power Systems(AIX)
Power Systems(IBM i)

▶アプリケーション開発・その他
アプリケーション開発技法
XML
▶プログラミング
Java
C言語
COBOL
Assembler
プログラミング入門
IBM研修シリーズ
▶ネットワーク/セキュリティー
ネットワーク
インターネット
セキュリティー
▶コンピューター基礎
コンピューター・システムの基礎
▶Microsoft
Microsoft Oﬃce2013/2010
▶情報処理技術者試験
基本情報技術者講座 他

▶プロジェクトマネジメント研修
基礎講座
特化講座
試験対策
▶人財開発研修
ビジネスマナー
コミュニケーション
リーダーシップ
問題解決
交渉力
経営・財務
マーケティング
提案型セリング・スキル
業種・業務知識
コンプライアンス
セキュリティー関連
個人情報保護関連
英語
マイナンバー制度
企業会計

▶ソフトウェア
DB
DB2®
IMS
SPSS®
Cognos®
Notes/Domino
WebSphere®

e-ラーニング e-ラーニングコース
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◆ e-ラーニング・コースのお申込みについて
e-ラーニング・コースのお申込みでは、
・お申込み時に受講開始希望日の入力が必要となります。
・お申込みの際は e-ラーニング利用条件 に同意する必要があります。
お申し込みいただくと開始希望日までに案内メールとともに受講用IDを送付させていただきます。
このIDを受取ってから60日間＊が受講期間となります。
＊コースにより受講期間が異なる場合がありますのでご注意下さい。

記載されている内容は2013年4月現在のものであり、
将来変更される場合があります。
最新情報はe-ラーニング・サイトでご確認下さい。
http://www.i-learning.jp/service/selfstudy.html

研修・スキル習得についてご相談があれば
▶ まずはお電話でご相談ください！

0120-623-629

＜平日9：00〜17：00＞

｜2013

e-ラーニング・コース一覧
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e-ラーニング コース一覧

人財

ヒュ
コミ

営業
問題

コース
コード

コース名

学習
時間

受講
期間

受講料
（税込）

内容

対象者

リー
管理

IBM z Systems 講座

61Z02 ゼロからはじめる z/OS

61Z04 JCL の基礎

6

60

1.
2.
3.
¥32,400 4.

エンタープライズ・サーバーの要件
z/OS のアプリケーション
z/OS の接続形態（ネットワークとチャネル）
z/OS 概説

60

はじめに
1. JCL の概要
2. JOB ステートメント
¥32,400 3. EXEC ステートメント
4. -1 DD ステートメント
4. -2 DD ステートメント
5. JCL まとめ

15

60

1. シェルの基礎概念
2. シェル変数
3. リターン・コードと割り込み
4. フロー制御
¥54,000
5. シェル・コマンド
6. 算術演算
7. 関数とコマンド
8. sed と awk

3

60

¥21,600

6

z/OS をはじめて学習
する方で、今後 z/OS
環境のもとで適用業務
プログラムの開発また
はシステムの運用・保
守などの仕事に携わる
方
今 後、 z/OS の下で適
用業務開発やシステム
管理業務に携わる方

Power systems（AIX）講座

61P24 Korn & bash シェルプログラミング

61P01 AIX 入門

61P10 AIX 6 ベーシック パック

61P11 AIX 6 ベーシック（1）- 基本操作

AIX 6 ベーシック（2）- シェル、プロセス、 環
61P12
境設定

61P20 AIX 6 システム管理 パック

61P21

AIX 6 システム管理（1）- ソフトウェア・
デバイス管理

61P22 AIX 6 システム管理（2）- ディスク・スペース管理

61P23

AIX 6 システム管理（3）- ユーザー、
バックアップ管理

22

11

11

1. UNIX とは
2. AIX の特徴
3. AIX の機能と操作
修了テスト

・AIX や Linux の シ ス
テム管理者
・システム運用を効率的
に行いたい方

これからはじめて AIX
をお使いになる方

1. AIX とは
2. AIX の基本操作
3. AIXドキュメンテーション
4. ファイルとディレクトリー
5. ファイルの操作
6. ファイルのパーミッション
¥64,800 7. vi エディター
8. シェルの基礎知識
9. シェル変数の使用
10. プロセス
11. プロセスの制御
12. ユーザー環境の設定
13. AIX ユーティリティー（基礎編）

一 般 ユ ー ザ ー とし て
AIX を使用する方およ
びシステム管理者とし
ての前提知識を身につ
けたい方

60

1. AIX とは
2. AIX の基本操作
3. AIXドキュメンテーション
¥32,400 4. ファイルとディレクトリー
5. ファイルの操作
6. ファイルのパーミッション
7. vi エディター

一 般 ユ ー ザ ー とし て
AIX を使用する方およ
びシステム管理者とし
ての前提知識を身につ
けたい方

60

8. シェルの基礎知識
9. シェル変数の使用
10. プロセス
¥32,400
11. プロセスの制御
12. ユーザー環境の設定
13. AIX ユーティリティー（基礎編）

一 般 ユ ー ザ ー とし て
AIX を使用する方およ
びシステム管理者とし
ての前提知識を身につ
けたい方
基本的な AIX システム
管理スキルを必要とす
るユーザー

120

39

180

1. システムの管理
2. システム管理ツール（ SMIT ）
3. ソフトウェアのインストールと保守
4. システムの始動とシャットダウン
5. デバイス
6. システム記憶域の概要
7. 論理ボリューム・マネージャー
¥87,480 8. ファイルシステム
9. ファイルシステムの管理
10. ページング・スペース
11. バックアップとリストア
12. セキュリティーとユーザー管理
13. スケジューリング
14. AIX 6 のインストール
15. ネットワークの概要

13

60

1. システムの管理
2. システム管理ツール（ SMIT ）
¥29,160 3. ソフトウェアのインストールと保守
4. システムの始動とシャットダウン
5. デバイス

基本的な AIX システム
管理スキルを必要とす
るユーザー

13

60

6. システム記憶域の概要
7. 論理ボリューム・マネージャー
¥29,160 8. ファイルシステム
9. ファイルシステムの管理
10. ページング・スペース

基本的な AIX システム
管理スキルを必要とす
るユーザー

13

60

11. バックアップとリストア
12. セキュリティーとユーザー管理
¥29,160 13. スケジューリング
14. AIX 6 のインストール
15. ネットワークの概要

基本的な AIX システム
管理スキルを必要とす
るユーザー

※表示価格は本ガイド発行時の消費税率8％で計算しております。消費税率が変更された場合は、
その税率が適用されます。
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セルフスタディ / 通信研修
● e ラーニングコース続き
コース
コード

コース名

学習
時間

受講
期間

受講料
（税込）

内容

対象者

PowerSystems（IBMi）講座

61I06 IBM i 入門

6

60

1. 新規ユーザーのための System i の紹介
2. システムのサインオンとサインオフ
3. 画面の使用
4. オンライン情報の使用
¥27,000 5. メッセージ
6. 制御言語コマンドの使用
7. オブジェクトの管理
8. 作業の管理
9. ユーザー・プロファイルとセキュリティー

5

60

1. データベースとは
2. リレーショナル・データベースとは
¥21,600 3. リレーショナル・データベースの概念
4. DBMS が提供する機能
5. データベース設計概要

リレーショナル・データ
ベースの基本的な知識
を身につけたい方

60

1. SQL 概説
2. 簡単な照会（SELECT）
3. 複数表からのデータ照会
4. スカラー関数と演算
¥32,400 5. 列関数とグルーピング
6. 合併（UNION）
7. 副照会
8. データの保守
コースのまとめ

リレーショナル・データ
ベースに関するプログ
ラム開発を行う方、デー
タベース設計分析をす
る 方、 あ る い は SQL
言語の知識を必要とす
るデータベース管理者
の方

60

1. Chapter1 IBM SPSS Statistics の起動とデータの入力
2. Chapter2 データの読み込み
3. Chapter3 変数の定義
¥10,800 4. Chapter4 1 変量の要約
5. グラフ作成と編集
6. テーブルの編集
7. 多重回答の入力と集計

はじめて統計を学ぶ方
IBM SPSS Statistics
をはじめて利 用される
方
IBM SPSS Statistics
の基礎を学びたい方

1.
2.
3.
¥10,800
4.
5.

はじめて統計を学ぶ方
IBM SPSS Statistics
をはじめて利 用される
方
IBM SPSS Statistics
の基礎を学びたい方

IBM i（System i） を
初めて使用される方

DB 講座
61D01 データベース入門

61D02 SQL 言語の基礎

5

SPSS 講座

62S03

IBM SPSS Statistics による医療統計解析
【入門編 A】

IBM SPSS Statistics による医療統計解析
62S04
【初級編 A】

62S05

62S06

IBM SPSS Statistics による医療統計解析
【初級編 B】回帰分析とロジスティック回帰分析

IBM SPSS Statistics による医療統計解析
【初級編 C】分散分析と多重比較法

4

4

4

4

60

Chapter1 クロス集計表と独立性の検定
Chapter2 独立したサンプルの t 検定
Chapter3 対応のあるサンプルの t 検定
AppendixA ノンパラメトリック検定 - 過去のダイアログ AppendixB データの再構成

60

1. C
 hapter1 相関係数（散布図 / ピアソンの相関係数 / スピアマンの相関
係数 / 偏相関係数）
2. Chapter2 回帰分析（単回帰分析 / ダミー変数 / 重回帰分析 / 多重共線
¥12,960
性 / ステップワイズ法 / 残差分析）
3. Chapter3 ロジスティック回帰分析（ロジスティック回帰分析 / オッズ比 /
ダミー変数 /ROC 曲線）
4. AppendixA ダミー変数の作成（変数の計算）

はじめて統計を学ぶ方
IBM SPSS Statistics
をはじめて利 用される
方
IBM SPSS Statistics
の基礎を学びたい方

60

1. Chapter1 1 元配置分散分析（記述統計 / 分散分析 / ウェルチ検定 /
テューキー / ノンパラメトリック検定）
2. Chapter2 2 元配置分散分析（記述統計 / 交互作用 / 単純主効果の検定）
3. Chapter3 反復測定による 1 元配置分散分析（記述統計 / 反復測定 / 対
¥12,960
比の使用 / ノンパラメトリック検定）
4. Chapter4 反復測定による 2 元配置分散分析（記述統計 / 交互作用 / 単
純主効果の検定）
推奨動作環境ですが、この推奨動作環境は必ずしも快適な視聴を保障するの
もではございません。

はじめて統計を学ぶ方
IBM SPSS Statistics
をはじめて利 用される
方
IBM SPSS Statistics
の基礎を学びたい方

60

1. Lotus Notes 8 の概要
2. メールの操作
3. メールの操作（応用）
¥29,160 4. メッセージの編集
5. 連絡先の操作
6. カレンダー / タスクの操作
7. アプリケーションの操作

は じ め て IBM Lotus
Notes 8 を使用される
方

60

1. Java の基本文法
2. 実行の流れの制御
3. オブジェクトの取り扱い
¥54,000
4. インタフェースとパッケージ
5. 例外処理
6. ライブラリ・クラスの利用

Java の基 本 的なプロ
グラミング技術を身につ
けたい方

Java とは何か、 Java
で 何 が で き る の か、
Java の基 礎 知 識を身
につけたい方

60

1. テクノロジー編
Java 言語
Java 実行環境と開発環境
Java プラットフォーム
2. クライアント編
Java SE 概説
¥2,160
Java プログラムの基本
主な技術
3. サーバー編
Java EE 概説
キーコンポーネント
Web サービス
デザインパターン

Notes/Domino 講座

61L01 IBM Lotus Notes 8 操作の基本

6

Java 講座
61W02 Java 基本プログラミング - 基礎編

61W01

Java 概説
（モバイルラーニングコース）

20

5

※コース詳細は、Web サイトでご確認いただけます。
（セルフスタディ講座一覧：http://www.i-learning.jp/service/selfstudy/index.html）
・受講料は 1 名受講の価格です。
【ご注意】
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コース
コード

コース名

学習
時間

受講
期間

受講料
（税込）

内容

対象者

人財

ヒュ
コミ

プログラミング講座

62B06 プログラミング理論

61A01

プログラム作成の基礎 - フローチャートによる
アルゴリズム入門

3.5

90

・プログラミングの基礎知識
・プログラミング言語
・よいソフトウェアとは何か
¥8,640
・現実のソフトウェア開発
・プログラミングの基礎
・データ構造とアルゴリズム

60

はじめに
1. プログラム作成の工程
2. フローチャートによる処理手順の表し方
¥32,400 3. データ処理のためのフローチャート
4. 処理手順の基本構造
5. 基本的なプログラムの処理手順
6. まとめ

これからプログラム開発
に携わる方、 及びプロ
グラム言語コースの受
講を予定している方

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

90

1.『コンピュータ・システムの基礎 1』
2.『コンピュータ・システムの基礎 2』
3.『システム・プラットフォームの基礎』- 前提コース『コンピュータ・システ
ムの基礎』
4.『システムの信頼性』- 前提コース『システム・プラットフォームの基礎』
5.『ネットワーク技術の基礎』
6.『インターネットの基礎』- 前提コース『ネットワーク技術の基礎』
7.『プログラミング言語の基礎』
8.『オブジェクト指向の基礎』
¥21,600 9.『C 言語と C++ 言語入門』
10.『Java 入門』- 前提コース『オブジェクト指向の基礎』
11.『アルゴリズムとデータ構造 [C 言語版 ]』- 前提コース『C 言語と C++
言語入門』
もしくは『アルゴリズムとデータ構造 [Java 版 ]』- 前提コース『Java 入門』
12.『Relational Database（RDB）の基礎』
13.『トランザクション処理の基礎』
14.『構造化プログラミングの基礎』
注）『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 ]』はどちらか一方を受講してください。

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

32.5

90

1.『プロジェクトマネジメント概説』
2.『お客様の情報化プロセス 戦略編』
3.『お客様の情報化プロセス 企画・調達編』
4.『 情報システムのセキュリティ』（前提 :『インターネットの基礎』コース相
当が理解できていること）
5.『開発手法 - モデリング技法の基礎』
6.『 データ・フロー・ダイアグラム』- 前提コース『開発手法 - モデリング技
法の基礎』
7.『データの正規化と ER 図』- 前提コース『データ・フロー・ダイアグラム』
8.『データベース設計の基礎』- 前提コース『データの正規化と ER 図』
9.『データウェアハウスの基礎』- 前提コース『データベース設計の基礎』
10.『複合設計と構造化設計』
11.『 データ抽象化』（前提 :『構造化プログラミングの基礎』コース相当が
¥32,400
理解できていること）
12.『ソフトウェア開発支援環境』
13.『品質管理とテスト計画』
14.『Automated Software Quality（ASQ）』- 前提コース『品質管理と
テスト計画』
15. 『 オブジェクト指向開発におけるテスト』- 前提コース『Automated
Software Quality（ASQ）』
（前提 :『オブジェクト指向の基礎』コース
相当が理解できていること）
16.『ソフトウェア開発の見積り手法』
17.『ソフトウェア再利用技術』（前提 :『オブジェクト指向の基礎』コース相
当が理解できていること）
18.『標準化』
19.『システム監査概要』

1

90

2

60

1.
2.
¥12,960 3.
4.
5.

60

1. BPMN による BPD 作成の基礎
2. ゲートウェイ、プール、アクティビティー
3. BPMN エレメントのカテゴリー
4. フロー・オブジェクト、イベント
5. タスク、サブプロセス、トランザクション
¥21,600
6. ゲートウェイ
7. データ、コネクティング・オブジェクト、スイムレーン、アーティファクト
8. BPMN2.0 の新しいエレメント
9. BPMN のプロセス・モデル
10. 終了クイズ、 演習問題、 演習解答例

10

営業
問題

・新卒から入社 3 年目く
らいまでの SE 職
・IT ビジネスに携わる方

リー
管理

IT リテラシー向上講座

SDF01 スキルズ・オン・デマンド 基礎 I パック

SDF02 スキルズ・オン・デマンド 基礎 II パック

62B92 コンピュータシステムの基礎

41

・コンピュータシステムの活用事例
・コンピュータの基本構成
¥8,640 ・情報処理手順
・コンピュータシステムの構成
章末テスト付き 全 20 問

・新卒から入社 3 年目く
らいまでの SE 職
・IT ビジネスに携わる方

ビジネスプロセス管理講座
61BI1 早わかり BPM 概説

61BI2 BPMN の使い方

3

BPM の誕生と背景
経営部門の BPM
業務部門の BPM
IT 部門の BPM
BPM COE（Center of Excellence）

BPM に 興 味 の ある経
営者、 ユーザー部門の
管理者、あるいは IT 部
門の管理者
BPM を学 び た い ユ ー
ザー部門、 IT 部門の実
務担当者

Microsoft 講座
・よい企画書 - 企画力上達のための 「ユニット思考法」
・わかる企画書 - 企画が見えてくる「図解パターン」 の応用
・強い企画書 - 企画書を戦略的に訴えるための展開方法
・章末テスト 全 9 問

62A98 PowerPoint でつくるプレゼンテーションの極意

2

90

¥10,800

Microsoft Office
2007 の 各アプリケー
ションを教 材内で実 際
に操 作 演 習 するシミュ
レーション機能により、
本などの文章による教
材では実現できないイ
ンタラクティブで効果的
な学習を可能とします。
これから Microsoft Off
ice 2007 を使 い 始 め
る方、 ビジネスに活用
したい方に最適の教材
です。

※表示価格は本ガイド発行時の消費税率8％で計算しております。消費税率が変更された場合は、
その税率が適用されます。
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セルフスタディ / 通信研修
● e ラーニングコース続き
コース
コード

コース名

学習
時間

受講
期間

受講料
（税込）

内容

対象者

62B73 Word 2007 基礎編

2

90

・はじめに
・文書作成の基本
¥10,800 ・文書の体裁を整える
・効率的な文書作成
・おわりに

62B80 Word 2007 応用編

2

90

¥10,800

90

・はじめに
・Excel2007 の画面
・データ入力の基本
¥10,800
・表の体裁を整える
・目的に応じた印刷
・表計算機能の活用

Microsoft Office を初
めて利用する方、 およ
びより体系的な学習をし
たい方

90

・グラフ作成
・データベースの管理
・関数の基礎知識
¥10,800 ・その他の便利な機能
・補足編〜マクロの作成
・補足編〜マクロ記録機能の活用
・補足編〜 Excel VBA の基本的な記述方法

Microsoft Office を初
めて利用する方、 およ
びより体系的な学習をし
たい方

90

・はじめに
・PowerPoint2007 の画面
・プレゼンテーションの作成
¥10,800
・スライドのデザインの工夫
・図形やイラストの追加
・スライドショーの実行

Microsoft Office を初
めて利用する方、 およ
びより体系的な学習をし
たい方

90

・表やグラフの追加
・アニメーションの活用
¥10,800 ・プレゼンテーション資料の配布方法
・オリジナルのテンプレートの活用
・ネットワークの活用

Microsoft Office を初
めて利用する方、 およ
びより体系的な学習をし
たい方

90

・はじめに
・Access2007 の画面
・データベースファイルの基礎
¥10,800
・データを入力するテーブルの作成
・クエリの活用方法
・フォーム上でのデータ入力

Microsoft Office を初
めて利用する方、 およ
びより体系的な学習をし
たい方

90

・Visio2007 とは
・基本操作
・図面ページの基本操作
¥10,800
・図形の基本操作
・目的別の図面作成
・図形の作成

Visio 2007 の 基 本 的
な使用方法を習得した
い人、フローチャートや
組織図を作成しようとし
ている人を対象としてい
ます。

90

・はじめに
・Microsoft Word 2010 の画面
・文書作成の基本
¥10,800 ・文書の体裁を整える
・文書の保存と印刷
・その他の便利な機能
・おわりに

Microsoft Office を初
めて利用する方、 およ
びより体系的な学習をし
たい方

90

・はじめに
・表の作成
・図形や画像の挿入
・文書の校閲
¥10,800
・長文文書作成のサポート
・Word Web App
・その他の便利な機能
・おわりに

Microsoft Office を初
めて利用する方、 およ
びより体系的な学習をし
たい方

90

・はじめに
・Microsoft Excel 2010 の画面
・データ入力の基本
・表の体裁を整える
¥10,800
・目的に応じた印刷
・表計算機能の活用
・その他の便利な機能
・おわりに

Microsoft Office を初
めて利用する方、 およ
びより体系的な学習をし
たい方

90

・はじめに
・グラフの作成
・データベースの管理
・関数の基礎知識
¥10,800
・マクロの作成
・Excel VBA
・Excel Wep App
・おわりに

Microsoft Office を初
めて利用する方、 およ
びより体系的な学習をし
たい方

90

・はじめに
・Microsoft PowerPoint 2010 の画面
・プレゼンテーションの構成
・スライドの作成とデザイン
¥10,800
・図形や画像の挿入
・スライドショーの準備と実行
・その他の便利な機能
・おわりに

Microsoft Office を初
めて利用する方、 およ
びより体系的な学習をし
たい方

90

・はじめに
・表やグラフの挿入
・アニメーションの活用
・動画の挿入、 編集
¥10,800
・マスターとテンプレートの活用
・PowerPoint Wep App
・その他の便利な機能
・おわりに

Microsoft Office を初
めて利用する方、 およ
びより体系的な学習をし
たい方

90

・はじめに
・Microsoft Access 2010 の画面
・テーブルの作成
¥10,800 ・クエリによるデータの抽出
・フォームによるデータ入力
・その他の便利な機能
・おわりに

Microsoft Office を初
めて利用する方、 およ
びより体系的な学習をし
たい方

62B74 Excel 2007 基礎編

62B81 Excel 2007 応用編

62B75 PowerPoint 2007 基礎編

62B82 PowerPoint 2007 応用編

62B76 Access 2007

62B83 Visio 2007

62B84 Word 2010 基礎編

62B85 Word 2010 応用編

62B86 Excel 2010 基礎編

62B87 Excel 2010 応用編

62B88 PowerPoint 2010 基礎編

62B89 PowerPoint 2010 応用編

62B90 Access 2010

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1.5

・Word を活用したプレゼン資料の作成
・表が入った文書の作成
・文書デザインの工夫
・その他の便利な機能

Microsoft Office を初
めて利用する方、 およ
びより体系的な学習をし
たい方
Microsoft Office を初
めて利用する方、 およ
びより体系的な学習をし
たい方

※コース詳細は、Web サイトでご確認いただけます。
（セルフスタディ講座一覧：http://www.i-learning.jp/service/selfstudy/index.html）
・受講料は 1 名受講の価格です。
【ご注意】
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コース
コード

コース名

62B95 Excel 2013 基礎編

62B96 Excel 2013 応用編

62B97 PowerPoint 2013 基礎編

学習
時間

1.5

1.5

1.5

受講
期間

受講料
（税込）

内容

対象者

90

・Microsoft Excel 2013 の画面
・データ入力の基本
・表の体裁を整える
¥10,800
・目的に応じた印刷
・表計算機能の活用
・その他の便利な機能

Microsoft Office
2013 を初めて利用す
る方、 および体系的な
学習をしたい方

90

・グラフの作成
・データベースの管理
・関数の基礎知識
¥10,800
・マクロの作成
・Excel VBA
・Excel Online

Microsoft Office
2013 を初めて利用す
る方、 および体系的な
学習をしたい方

90

・Microsoft PowerPoint2013 の画面
・プレゼンテーションの構成
・スライドの作成とデザイン
¥10,800
・図形や画像の挿入
・スライドショーの準備と実行
・その他の便利な機能

Microsoft Office
2013 を初めて利用す
る方、 および体系的な
学習をしたい方

・表やグラフの挿入
・アニメーションの活用
・動画の挿入、 編集
¥10,800
・マスターとテンプレートの活用
・PowerPoint Online
・その他の便利な機能

Microsoft Office
2013 を初めて利用す
る方、 および体系的な
学習をしたい方

62B98 PowerPoint 2013 応用編

1.5

90

62B93 Word 2013 基礎編

1.5

90

¥10,800

・Microsoft Word 2013 の画面
・文書作成の基本
・文書の体裁を整える
・文書の保存と印刷
・その他の便利な機能

Microsoft Office
2013 を初めて利用す
る方、 および体系的な
学習をしたい方

62B94 Word 2013 応用編

1.5

90

¥10,800

・表の作成
・図の挿入と編集
・文書の校閲
・Word Web App
・その他の便利な機能

Microsoft Office
2013 を初めて利用す
る方、 および体系的な
学習をしたい方

・新卒から入社 3 年目く
らいまでの SE 職
・IT ビジネスに携わる方

・新卒から入社 3 年目く
らいまでの SE 職
・IT ビジネスに携わる方

人財

ヒュ
コミ

営業
問題

リー
管理

Web テクノロジー基礎講座
62B08 Web ページ制作

5

90

¥8,640

・WWW の基礎知識
・Web ページを作成する前に
・HTML 入門
・より進んだページデザイン
・PDF データについて

2

90

¥8,640

・XML の概要
・XML 文書の基礎
・XML の周辺技術
・Web システム、オフィスアプリケーションにおける XML の活用

XML 講座
62B91 XML の基礎

セキュリティー講座
61N02 セキュリティーの基礎

4

60

¥19,440

1.
2.
3.
4.
5.
6.

セキュリティーの必要性
対策区分 I システム・セキュリティー
対策区分 II ネットワーク・セキュリティー
対策区分 III-a トランザクション・セキュリティー
対策区分 III-b トランザクション・セキュリティー
セキュリティー関連情報

61N03 個人情報保護 - 基礎から対策まで

4

60

¥16,200

1. なぜ個人情報を保護する必要があるのか
2. 個人情報保護法の基礎について
3. 架空企業を例にしたケース・スタディー
4. 個人情報保護への取り組み
5. 個人情報保護法が仕事に与える影響
6. 具体的な対策の例
コースのまとめ

62A43 個人情報保護法のエッセンス

1

90

¥10,260

・個人情報保護法 I
（個人情報の収集と利用）
・個人情報保護法 II
（個人情報の管理）

62B65 情報セキュリティのエッセンス

3

90

¥12,960

・ビジネスと情報セキュリティ
・電子メールとセキュリティ
・インターネットの利用とセキュリティ
・パソコンの管理
・記憶媒体の管理

セキュリティーについて
の基礎的な知識を必要
とする方

個人情報保護について
の基礎的な知識と対策
を学びたい方

ネットワーク講座

61N01 TCP/IP ベーシック

61N04 インターネット時代のネットワーク入門

62A99 ブロードバンドのしくみ

8

60

¥32,400

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TCP/IP 概要
IP ネットワークの構成
IP の機能
IP アドレスとサブネット計画
IP ルーティングの基礎
TCP と UDP
TCP/IP のアプリケーション
IP 関連プロトコル
IPv6 概要

TCP/lP の概要とプロト
コルを基礎から学びた
い方
TCP/lP ネットワークに
関わるすべての方

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

インターネットとは
インターネットにおける通信の仕組み
インターネットの利用方法
インターネット技術
通信インフラストラクチャー
LAN
WAN

通信やネットワークを初
めて学習する方
インターネットを利用す
るすべての方

8

60

¥27,000

3.5

90

¥7,560

・ブロードバンド・コンセプト
・ブロードバンド・テクノロジ
・ブロードバンド・ソリューション

ブロードバンドの基礎知
識を身につけたい方

※表示価格は本ガイド発行時の消費税率8％で計算しております。消費税率が変更された場合は、
その税率が適用されます。
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セルフスタディ / 通信研修
● e ラーニングコース続き
コース
コード

コース名

学習
時間

受講
期間

受講料
（税込）

内容

対象者

プロジェクトマネジメント講座
プロジェクトマネジメント
の基礎を学習される方

プロジェクトにお い て
WBS を作成される方

10

60

¥41,040

1. プロジェクトマネジメントとは
2. プロジェクトの立上げ
3. プロジェクトの計画
4. スコープの洗い出し
5. WBS の作成
6. 見積り
7. スケジュールの作成
8. プロジェクトの実行と監視コントロール
9. コスト・コントロール
10. リスク・マネジメント
11. 品質マネジメント
12. 変更管理
13. 調達マネジメント
14. 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
15. プロジェクトの終結
まとめ

61M02 ワーク・ブレークダウン・ストラクチャー（WBS）解説

3

60

¥27,000

1.
2.
3.
4.
5.

61M03 プロジェクトのスケジューリング

4

60

¥27,000

1. プロジェクトのスケジュール
2. プロジェクト ･ スケジュールの作成
3. 日程計算の方法と仕組み
4. 日程計算の余裕について
演習問題

プ ロ ジ ェ クト の ス ケ
ジューリングを行われる
方、プロジェクト・スケ
ジューリングの基礎知識
を身につけたい方

61M04 アーンド・バリュー・マネジメント（EVM）解説

3

60

¥27,000

1.
2.
3.
4.

EVM を用いてプロジェ
クトマネジメントを行わ
れ る 方、 EVM の 基 礎
知識を身につけたい方
を対象としています。

61M01 プロジェクトマネジメント概説

WBS とは
WBS の特徴と要素分解
WBS の作成とその活用
サンプル・プロジェクトの WBS と活用例
WBS に関する考慮点

EVM の概要
EVM の用語
例題を用いた EVM の解説
EVM 適用のための考慮点

人財開発講座

61H01

身につくマナー演習
（モバイルラーニングコース）

62A02 コミュニケーションのエッセンス

62A24 プレゼンテーションの基礎

62A33 ビジネスマナー

62A34 ビジネス文書

62A35 タイムマネジメント

62A37 チームワーク

61H02

リーダーの仕事と役割
（モバイルラーニングコース）

出勤編
・出勤と自席でのマナー
仕事編
・ホウ・レン・ソウのマナー
電話編 Part1
・不在者あての電話を受ける時のマナー
電話編 Part2
・シーン別電話を受ける時のマナー
電話編 Part3
・電話をかける時のマナー

新入社員およびビジネ
ス・マナーを身につけた
い方

6

60

¥3,240

8

90

¥21,060

・良好なコミュニケーションを築く基本要素
・コミュニケーションの基本スキル
・仕事を円滑に進めるコミュニケーション・スキル
・お客様との良好な信頼関係を築くコミュニケーション・スキル

・新卒から入社 3 年目く
らいまで
・ビジネスの基礎知識を
体系的に学習したい方

1.5

90

¥21,060

・プレゼンテーションとは
・プレゼンテーションの準備
・プレゼンテーションの実施

新卒から入社 3 年目く
らいまでの営業職
新卒から入社 3 年目く
らいまで

¥9,720

・ビジネスマナー概要
・ビジネスでの基本マナー
・電話応対のマナー
・お客様応対のマナー
・組織活動におけるマナー
・冠婚葬祭のマナー
・総合テス

新卒から入社 3 年目く
らいまで

¥9,720

・ビジネス文書概要
・社内文書
・社外文書
・電子メール
・FAX
・総合テスト

新卒から入社 3 年目く
らいまで

¥10,260

・タイムマネジメント概要
・仕事の計画を立てる
・処理できる仕事量を増やす
・処理すべき仕事の量を減らす
・仕事に費やせる時間を増やす
・総合テスト

新卒から入社 3 年目く
らいまで

¥10,260

・チームワークとは
・良好な関係を築く意識をもつ
・良好な関係を築くよう行動する
・課題を共有する
・解決に向けて協力する
・総合テスト

1.5

1

1

1

7

90

90

90

90

90

¥4,320

1. リーダーは何をするべきなのかを理解しよう（総論）
2. 会社を知り、自組織を知り、 他者を知ったうえでビジョンを作ろう
3. メンバーを通して組織の成果を上げよう
4. メンバーの仕事を見守り手助けしよう
5. メンバーの育成のためにコーチング力を身に付けよう
6. リーダーシップを発揮するリーダーになろう
7. 周りに影響を与えるためには人格・品格を高めることが必要だ

リーダー・管理者の方
新任管理職の方

・新卒から入社 3 年目く
らいまで
・ビジネスの基礎知識を
体系的に学習したい方

62A01 クリティカル・シンキングのエッセンス

10

90

¥21,060

・クリティカル・シンキングとは
・イシューを特定する
・解釈する
・構造化を行う（1）
・構造化を行う（2）
・総合演習
・章末、 総合テスト付き 全 42 問

62A10 ネゴシエーションのエッセンス

10

90

¥21,060

・ネゴシエーションとは
・交渉前の段階
・交渉中の段階
・交渉後の段階

・新卒から入社 3 年目く
らいまで
・ビジネスの基礎知識を
体系的に学習したい方

8

90

¥21,060

・リーダーシップとは
・リーダーに必要なパワー
・メンバーの動機づけ
・リーダーシップ発揮の基本サイクル
・発揮すべきリーダーシップ・スタイル

・新卒から入社 3 年目く
らいまで
・ビジネスの基礎知識を
体系的に学習したい方

62A11 リーダーシップのエッセンス

※コース詳細は、Web サイトでご確認いただけます。
（セルフスタディ講座一覧：http://www.i-learning.jp/service/selfstudy/index.html）
・受講料は 1 名受講の価格です。
【ご注意】
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コース
コード

コース名

学習
時間

受講
期間

受講料
（税込）

内容

62A17 リーダーシップ

15

90

¥42,120

・リーダーとは
・モチベーション
・集団形成
・コミュニケーション
・組織デザイン
・変革

62A18 提案営業の基礎

1.5

90

¥21,060

・ソリューション提案とは
・ソリューションの選定
・ソリューションの提案
・提案のフォロー
・提案における各種手法の活用

62B99

よくわかる ! 「マイナンバー制度」 のポイント

62A61 TOEICTEST シャワー・一問一答 初級編

0.5

50

365

90

対象者
・管理職、 事業企画に
携わる方
・実 践 的な経 営 知 識を
体系的に学習したい方

新卒から入社 3 年目く
らいまでの営業職

¥1,296

TOEIC Ⓡ TEST 受験予
定者

¥12,960

・はじめに
・リスニングセクション
・写真描写、 応答、 会話、 説明文問題
・リーディングセクション
・短文穴埋め、 長文穴埋め、 読解問題
・おわりに
・はじめに
・リスニングセクション
・写真描写、 応答、 会話、 説明文問題
・リーディングセクション
・短文穴埋め、 長文穴埋め、 読解問題
・おわりに

TOEIC Ⓡ TEST 受験予
定者

50

90

¥12,960

62B59 日本版 SOX 法と内部統制ー全社員向け

1

90

¥5,400

10

90

¥21,060

・戦略的思考とは何か
・将来を描く
・情報を処理する
・意思決定をする
・実行する
・総合演習

・新卒から入社 3 年目く
らいまで
・ビジネスの基礎知識を
体系的に学習したい方

・新卒から入社 3 年目く
らいまで
・ビジネスの基礎知識を
体系的に学習したい方

62A05 会社経営のエッセンス

10

90

¥21,060

62A06 マーケティングのエッセンス

10

90

¥21,060

・マーケティングとは
・市場機会の発見
・ターゲット・マーケティング
・マーケティング・ミックス
・総合演習

・新卒から入社 3 年目く
らいまで
・ビジネスの基礎知識を
体系的に学習したい方
・新卒から入社 3 年目く
らいまで
・ビジネスの基礎知識を
体系的に学習したい方

62A07 企業会計のエッセンス

10

90

¥21,060

・会計とは
・損益計算書
・貸借対照表
・キャッシュフロー計算書
・指標分析
・総合演習

62A08 経営戦略のエッセンス

8

90

¥21,060

・企業のとらえ方
・戦略ピラミッド
・分析ツール
・競争優位の源泉
・事前テスト、 章末テスト付き 全 60 問

・新卒から入社 3 年目く
らいまで
・ビジネスの基礎知識を
体系的に学習したい方

15

90

¥42,120

・経営戦略概論
・競争の類型
・市場支配力に基づく競争優位性（Structure-based Advantages）
・組織能力に基づく競争優位性（Capability-based Advantages）
・優位性のダイナミズム

・管理職、 事業企画に
携わる方
・実 践 的な経 営 知 識を
体系的に学習したい方
・管理職、 事業企画に
携わる方
・実 践 的な経 営 知 識を
体系的に学習したい方

62A13 マーケティング

15

90

¥42,120

・マーケティングの概要
・マーケティング機会の分析
・標的マーケットの選定
・プロダクト戦略
・セールスプロモーション戦略
・事前テスト、 章末テスト付き 全 130 問

62A14 財務会計

15

90

¥42,120

・財務会計の現在
・財務諸表によるディスクロージャー
・財務諸表の読み方 - 資産と負債
・財務諸表の読み方 - 資本会計と損益計算書
・事前テスト、 章末テスト付き 全 113 問

・管理職、 事業企画に
携わる方
・実 践 的な経 営 知 識を
体系的に学習したい方

62A15 管理会計

15

90

¥42,120

・管理会計と原価計算
・経営管理

・管理職、 事業企画に
携わる方
・実 践 的な経 営 知 識を
体系的に学習したい方

62A16 ファイナンス

15

90

¥42,120

・現在価値と投資の意思決定
・債券・株式の価格
・リスク
・市場の効率性と資本構成
・オプション

・管理職、 事業企画に
携わる方
・実 践 的な経 営 知 識を
体系的に学習したい方

・販売管理の概要
・販売業務
・仕入業務
・在庫管理業務
・他業務との関連
・総合演習

・業務系システム（パッ
ケ ー ジ ソフトウェア、
ERP 等）の SE（開発
担当者）
・業務系システム（パッ
ケ ー ジ ソフトウェア、
ERP 等 ） の 提 案 営 業
の担当者
※企業内の主要な業務
（販売管理、 財務管理、
人事・給与管理）を理
解したい方にも提供可
能

62A32 SE のための販売管理入門

2

90

¥21,060

営業
問題

リー
管理

・内部統制とは
・企業不祥事の要因
・内部統制の仕組み構築のポイント

・経営とビジョン・戦略
・組織と人
・会計・財務
・生産管理
・営業・マーケティング
・情報技術
・総合演習

62A12 経営戦略

ヒュ
コミ

全社員

1. マイナンバーの概要
マイナンバーって何 ?
なぜマイナンバーが必要なの ?
マイナンバーの導入スケジュールは ?
マイナンバー導入に向けた準備
確認テスト
2. マイナンバーの利用
マイナンバーの提示（個人）
マイナンバー関連事務（組織）
確認テスト
3. マイナンバー取り扱い上の注意点
個人として注意すべきこと
組織として注意すべきこと
確認テスト

62A62 TOEICTEST シャワー・一問一答 上級編

62A04 戦略的思考のエッセンス

人財

※表示価格は本ガイド発行時の消費税率8％で計算しております。消費税率が変更された場合は、
その税率が適用されます。
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セルフスタディ / 通信研修
SoD基礎パック
（スキルズ・オン・デマンド研修プログラム）
SoD 基礎パック（スキルズ・オン・デマンド研修プログラム）は、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る IT 技術者の育成をはかるために
開発されました。
ご紹介する「SoD 基礎 I パック」および「SoD 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・
レベル 1 相当の知識項目をおおむね包含しています。貴社新入社員はじめ若手・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。
詳細は http://www.i-learning.jp/service/selfstudy/topics/sod.html

SoD 基礎 I パック
【スキルズ・オン・デマンド 基礎 I パック e- ラーニングコース】

SoD 基礎 II パック
【スキルズ・オン・デマンド 基礎 II パック e- ラーニング・コース】

コースコード：SDF01

コースコード：SDF02

受講料：21,600 円（税込）

受講料：32,400 円（税込）

学習時間：41 時間 受講期間：90 日

学習時間：32.5 時間 受講期間：90 日

新入社員研修およびそのフォローアップ
「SoD 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。

「コンピュータ・システムの基礎 1」より

目次

受講時の学習計画にお役立てください。

若手・中堅社員のスキル・チューンアップ
「SoD 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。

「データ・フロー・ダイアグラム」より

目次

受講時の学習計画にお役立てください。

■ コンピュータシステムの基礎 1（4 時間）

■ プロジェクトマネジメント概説（1 時間 30 分）

■ コンピュータシステムの基礎 2（5 時間）

■ お客様の情報化プロセス 戦略編（2 時間）

■ システム・プラットフォームの基礎（3 時間）

■ お客様の情報化プロセス 企画・調達編（2 時間 30 分）

■ システムの信頼性（1 時間 30 分）

■ 情報システムのセキュリティー（2 時間）

■ ネットワーク技術の基礎（4 時間）

■ 開発手法−モデリング技法の基礎（1 時間）

■ インターネットの基礎（3 時間 30 分）

■ データ・フロー・ダイアグラム（2 時間）

■ プログラミング言語の基礎（1 時間 30 分）

■ データの正規化と ER 図（1 時間 30 分）

■ オブジェクト指向の基礎（1 時間 30 分）

■ データベース設計の基礎（2 時間）

■ C 言語と C++ 言語入門（3 時間）

■ データウェアハウスの基礎（1 時間）

■ Java 入門（4 時間）

■ 複合設計と構造化設計（2 時間）

■ アルゴリズムとデータ構造 [C 言語版 ]（3 時間）

■ データ抽象化（1 時間）

■ アルゴリズムとデータ構造 [Java 版 ]（3 時間）

■ ソフトウェア開発支援環境（2 時間）

■ Relational Database(RDB) の基礎（2 時間）

■ 品質管理とテスト計画（2 時間）

■ トランザクション処理の基礎（1 時間）

■ Automated Software Quality(ASQ)（30 分）

■ 構造化プログラミングの基礎（1 時間）

■ オブジェクト指向開発におけるテスト（30 分）
■ ソフトウェア開発の見積もり手法（2 時間）
■ ソフトウェア再利用技術（3 時間）
■ 標準化（2 時間）
■ システム監査概要（2 時間）
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Kindle版IT基礎教材
（スキルズ・オン・デマンド研修プログラム）

人財

ヒュ
コミ

IT 基礎教材の新定番として、スキルズ・オン・デマンド研修プログラムが電子書籍で登場しました。内定者や新入社員、ま
た IT 部門に転属された方などが、IT の基礎スキルを身につけるのに最適な教材です。 「いつでも」
、
「必要なトピックだけ」
・
「サクッと勉強」がコンセプトの自習教材ですので、興味のあるところだけ選んで学習できます。もちろんコースのフローに
沿って順番に読んでいくことで、体系立てて学習していただくこともできます。

営業
問題

リー
管理

Amazon の電子書籍 Kindle で提供され、500 円から 1,250 円の価格で一冊ずつ購入できます。お持ちのスマートフォン
やタブレットにダウンロードしてすぐに学習を始められますので通勤時などのスキマ時間を有効活用できます。
※購入前に最初の数ページの試し読みも可能です。
詳細は http://www.i-learning.jp/service/selfstudy/topics/SOD_kindle.html

ハードウェア ネットワーク プログラミング データベース

● IT 基礎教材「スキルズ・オン・デマンド研修プログラム」
4 時間
コンピュータシステムの
基礎 1
1,250 円

5 時間
コンピュータシステムの
基礎 2
1,250 円

IT の基礎知識

3 時間
システム・プラットフォームの
基礎
1,250 円
1.5 時間
システムの信頼性

750 円

4 時間
ネットワーク技術の基礎
1,250 円

3.5 時間
インターネットの基礎
1,250 円

2 時間
情報システムのセキュリティ
1,000 円

1.5 時間
プログラミング言語の基礎
750 円

1.5 時間
オブジェクト指向の基礎
750 円

3 時間
C 言語入門

1,250 円

3 時間
アルゴリズムとデータ構造
[ C 言語版 ]
1,250 円

P322 通信研修

P329 Kindle 版

画像差し替え

IT 基礎教材

2 時間
Relational Database（RDB）
の基礎
1,000 円

4 時間

1 時間
トランザクション処理の基礎
500 円

3 時間
アルゴリズムとデータ構造
[ Java 版 ]
1,250 円

Java 入門

1 時間
構造化プログラミングの基礎
500 円

1 時間

1 時間
開発手法 - モデリング技法の
基礎
500 円

2 時間
データ・フロー・ダイアグラム
1,000 円

データ抽象化

500 円

1,250 円

3 時間
ソフトウェア再利用技術
1,250 円
1.5 時間
データの正規化と ER 図
750 円
2 時間
データベース設計の基礎
1,000 円

画像差し替え

1 時間
データウェアハウスの基礎
500 円
※ Kindle 版について
これらのコンテンツは、Kindle 版の電子書籍として提供されており、Amazon のインターネットサイトからのみご購入できます。
iPhone、iPad、Android、Windows PC、Mac の閲覧アプリケーションもしくは Amazon の Kindle 端末を利用して読むこ
とができます。
1 回購入すると複数の機器にまたがって利用でき、ダウンロードして利用するためネットワークが繋がらないところでも読むこ
とが可能です。
e ラーニングでは受講期間の制限がありますが、Kindle 版ならば有効期間はなく、自分のお気に入りの本としてずっと持ち歩
くことができます。 （※印刷やコピーはできません。
）

※表示価格は本ガイド発行時の消費税率8％で計算しております。消費税率が変更された場合は、
その税率が適用されます。
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セルフスタディ / 通信研修
自習教材

コース一覧

コース
コード

コース名

学習 受講料
時間 （税込）

内容

媒体

対象者

IBM z Systems 講座
1. JCL ステートメントとその目的を理解する。
2. 基本的な JOB/EXEC/DD ステートメントを作成する。

はじめてジョブ制御言
語を学習する方

1. 基本的なカタログ式プロシージャーを作成する。

ジョブ制御言語の基礎
を理解し、初めてカタロ
グ式プロシージャーを学
習する方

テキスト

1. V
 SAM の特徴、 VSAM データセットの構造および VSAM カタログについ
て理解し、 実務に適用する。
2. アクセス方式サービス（AMS）指令言語を使用して、 VSAM カタログお
よびデータセットの作成、 複写、 印刷、 削除を行う。

初めて VSAM を学習す
る方

40

¥4,320

テキスト

1. 基
 本項目、グループ項目、 数値データを定義し、それを使用して処理を行
う
2. プログラムの流れを制御する基本的手法を理解する
3. 順次編成ファイルからの入出力処理を行う
4. 帳票の作成および印刷の処理を行う
5. テーブルやファイルを使ったデータの処理を行う

COBOL ll 言 語を使 用
して適用業務のプログ
ラム開発に携わる方

40

¥4,320

テキスト

1. プログラムの流れを制御する様々な手法を習得する
2. 外部プログラムとの連係や分類処理を行う
3. テーブル処理を行う
4. VSAM ファイルを処理する

COBOL ll 言 語を使 用
して適用業務プログラ
ムを作成する方

テキスト

1. PL/I 言語の特徴や規則を説明できる
2. データの定義方法や処理の基本型を習得する
3. ファイルへの入出力の方法を習得する
4. 分岐や繰り返しなど処理の流れを制御できるようになる
5. 印刷装置に帳票を出力できるようになる
6. 突合せ処理ができるようになる
7. 配列を使用できるようになる

PL/l 言語を使用して適
用業務のプログラム開
発に携わる方

テキスト

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PL/l 言語を使用して適
用業務のプログラム開
発に携わる方

テキスト

プログラム流れ図にしたがって、アセンブラー言語によりプログラムをコーディ 適用業務のプログラム
ングする。
開発に携わる方、 シス
テム制 御プログラムと
それに関連する専門的
な技術援助を行う方
適用業務のプログラム
開発に携わる方、 シス
テム制 御プログラムと
それに関連する専門的
な技術援助を行う方

0S242 IBM 研修シリーズ -MVS ジョブ制御言語の使用法

12

¥4,320

テキスト

IBM 研修シリーズ -MVS カタログ式プ
ロシージャーの使用法

6

¥4,320

テキスト

0S244 IBM 研修シリーズ -MVS VSAM の機能と使用法

18

¥4,860

IBM 研修シリーズ -VS COBOL ll
0S411
プログラミング（初級）

IBM 研修シリーズ -VS COBOL ll
プログラミング（中級）

0S243

0S412

0S421 IBM 研修シリーズ -PL/I プログラミング（初級） 40

0S422 IBM 研修シリーズ -PL/I プログラミング（中級） 40

24010 アセンブラー言語

42

¥4,320

¥4,320

¥10,800

構造化プログラミングについて習得する
アドレスの概念を理解し、 記憶域を制御する方法を習得する
VSAM データセットを使用した入出力処理を行う
配列の高度な使い方を理解する
分類プログラムが使えるようになる
組込み関数を使えるようになる

24230 OS/VS アセンブラー・プログラミング

35

¥10,800

テキスト

1. プログラムの初期設定を行う
2. 入出力命令を行う
3. アセンブリー時のデバッグを理解する
4. 実行時のデバッグを理解する
5. サブ・ルーチンを理解する

24341 アセンブラー使用者のための VSAM プログラミング

12

¥8,640

テキスト

1. VSAM データセットを作成する。
2. VSAM データセットを拡張する。
3. レコードを取り出す。
4. VSAM データセットを更新する。

適用業務のプログラム
開発に携わる方

今後、 情報処理システ
ムの設計、分析、開発、
導入、 運用、 管理等に
携わる方

25010 メインフレーム・オペレーティング・システム入門

26017 TSO 使用法

6BD01 JCL の基礎

6DA11 COBOL プログラミング - 初級編

6DA12 COBOL プログラミング - 中級編

15

¥4,320

テキスト

本書は、オペレーティング・システムについて広範な事柄を紹介することに主
眼を置いています。
本書の 1 〜 5 章においては、主にメインフレームの 「MVS」というオペレー
ティング・システムについて基本的な機能を学習します。
6 章では、メインフレームで稼動するその他のオペレーティング・システムに
ついて、それぞれの特徴や機能概要を紹介しています。

9

¥3,564

テキスト

1. TSO の端末を利用して TSO の主なコマンドを使用する。
適用業務プログラムの
2. TSO コマンド言語を使用してプログラムの作成・実行を行う。
開発に携わる方、 シス
3. 対話式生産性向上機能（ISPF）を使用してプログラムの作成・実行を行う。 テム制 御プログラムと
それに関連する専門的
な技術援助を行う方

6

40

40

¥32,400

¥75,600

¥75,600

今 後、 z/OS の下で適
用業務開発やシステム
管理業務に携わる方

CD-ROM

はじめに
1. JCL の概要
2. JOB ステートメント
3. EXEC ステートメント
4. -1.DD ステートメント
4. -2.DD ステートメント
5. JCL まとめ
6. 修了テスト

COBOL 言語を用いた
アプリケーション・プロ
グラムを作成する方

CD-ROM

Vol.1
序章 . プログラミングの基礎
1. COBOL の基礎
2. ファイルの入出力
3. 処理の流れの制御
Vol.2
4. 帳表の出力
5. 突き合わせ処理
6. テーブルの処理
付録 . 全章のコーディング

COBOL 言語を用いた
アプリケーション・プロ
グラムを作成する方

CD-ROM

Vol.1
序章 .COBOL で使用するデータ
1. 四則演算
2. データの移動と文字列の操作
3. テーブルの処理
4. プログラム間の連係
Vol.2
5. 構造化プログラミング
6. 分類プログラムの呼び出し
7. VSAM ファイルの処理
8. COBOL プログラムで利用できる効果的な変数

※コース詳細は、Web サイトでご確認いただけます。
（セルフスタディ講座一覧：http://www.i-learning.jp/service/selfstudy/index.html）
・受講料は 1 名受講の価格です。
【ご注意】
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コース
コード

コース名

6HA10 Assembler の基礎

学習 受講料
時間 （税込）

24

6SZ02 ゼロからはじめる z/OS

6

¥118,800

¥43,200

内容

媒体

CD-ROM

CD-ROM

対象者

コースについて
1. データの形式
2. メインフレームのアーキテクチャー
3. プログラムの構造
4. アセンブラー言語
5. 基底レジスターの定義
6. データ域の定義
7. チェックテスト
8. アセンブラー命令
9. ブランチ命令
10. レジスター入出力命令
11. データ移動命令
12. 比較命令
13. 変換命令
14. 固定小数点数算術演算命令
15. 10 進数算術演算命令
16. 論理演算命令
17. シフト命令
18. その他の命令
19. モジュール間の連係
20. アドレシング・モード
21. 条件付アセンブリー
22. ダンプ解析演習
23. 命令索引と参考文献
教材構成 :CD-ROM1 枚、 補助教材 1 冊

将来既存のプログラム
をアセンブラー言 語を
使って修正を行うプログ
ラマー

1.
2.
3.
4.

z/OS をはじめて学 習
する方で、 今後 z/OS
環境で適用業務プログ
ラムの開発、 システム
の運用と保守などの仕
事に携わる方。

エンタープライズ・サーバーの要件
z/OS のアプリケーション
z/OS の接続形態（ネットワークとチャネル）
z/OS 概説

人財

ヒュ
コミ

営業
問題

リー
管理

PowerSystems（IBM i）講座

テキスト

1. SEU の基本的な使用手順を理解する
2. ソース・ステートメントの入力、 修正、 削除を行う
3. PDM の基本的な使用手順を理解する
4. ユーザー定義オプションを作成し、 PDM の機能を活用する
5. DFU の基本的な使用手順を理解する
6. データ入力、 変更など DFU の基の基本操作を行う

System i を使って適
用業務のプログラム開
発に携わる方

¥8,100

テキスト

1.
2.
3.
4.

SDA（画面設計機能）の基本的な使用手順を理解する
SDA を使用して表示画面の設計およびメニューの作成を行う
RLU（報告書作成ユーティリティー）の機能を理解する
RLU を使用して帳票の設計および簡単なプロトタイプ報告書を作成する

System i を使って適用
業務のプログラム開発
に携わる方

10

¥14,040

テキスト

1.
2.
3.
4.

外部記述の印刷装置ファイルを作成する
RPG の構造化プログラミング命令を使用する
RPG の内部論理を使用して、 バッチ・プログラムをコーディングする
RPGlV プログラムの作成と実行に必要なコマンドを使用する

System i ILE RPG IV
を使用して適用業務の
プログラム開発に携わ
る方

4IBPR System i バッチ・プログラム -RPG III 版

6

¥15,120

テキスト

4ICPS System i CL プログラム

5

¥12,960

テキスト

4IDBS System i データベース

5

¥14,040

テキスト

4II1R

System i 対話型プログラム（1）-RPG III 版

6

¥14,040

テキスト

4II2R

System i 対話型プログラム（2）-RPG III 版

6

¥14,040

テキスト

4IIP4

System i ILE RPG IV

10

¥11,880

テキスト

4IQRY System i QUERY の基本操作

3

¥4,860

テキスト

4IRP4 System i ILE RPG IV の基礎

7

¥8,100

テキスト

10

¥16,200

テキスト

4ISQL System i SQL の基礎

6

¥8,316

4IWSH System i ワークステーションの基本操作

3

¥4,860

System i ADTS の基本操作 1
4IAD1
（SEU/PDM/DFU）

9

¥10,368

4IAD2 System i ADTS の基本操作 2（SDA/RLU）

6

4IBP4 System i ILE RPG IV

バッチ・プログラム

対話型プログラム

4IRPG System i RPG III の基礎

6AS30 はやわかり iSeries QUERY

5

¥27,000

1. 明細リストを印刷するプログラムをコーディングする
2. 明細更新を行うプログラムをコーディングする
3. 合計リストを印刷するプログラムをコーディングする

System i の RPG III を
使用して適用業務のプ
ログラム開発に携わる
方

1. メニューを処理する CL プログラムのコーディングを行う
2. CL プログラムの作成手順とコマンドを理解する

System i を使用して適
用業務のプログラム開
発に携わる方および日
常のシステム操作に携
わる方

1. System i のデータベース・ファイルの特徴と使い方を理解する
2. System i のデータベース・ファイル作成のためのコーディングを行う
3. System i のデータベース・ファイルの作成手順を理解し、 必要なコマンド
を使用する

System i の デ ー タ
ベース作成に携わる方

1. 画面設計に基づいて表示装置ファイルのコーディングと作成方法を理解す
る
2. 表示画面を取り扱う対話型プログラムのコーディング方法を理解する

System i の RPG III
を使用して適用業務の
プログラム開発に携わ
る方

1. 複数のレコードを取り扱うサブファイルの画面設計に基づいて、 表示装置
ファイルのコーディングを行う
2. サブファイルを処理する対話型プログラムのコーディングを行う

System i の RPG III
を使用して適用業務の
プログラム開発に携わ
る方

1. 画面設計に基づいて表示装置ファイルを作成する
2. 表示画面を取り扱う対話型プログラムのコーティング方法を理解する
3. 複数レコードを扱うサブファイルを使用する

System i ILE RPG IV
を使用して適用業務の
プログラム開発に携わ
る方

1. QUERY の基本的な使用手順を理解する
2. 報告書作成のための基本的な操作を行う

System i QUERY の
基本操作を学習したい
方

1. RPGlV 仕様書の記述方法を習得する
2. 明細処理を行うプログラムをコーディングする
3. 配列を使用してデータの集計および検索を行うプログラムをコーディングす
る

System i ILE RPG IV
を使用して適用業務の
プログラム開発に携わ
る方

1. RPG III プログラムの構造と仕様書を理解する
2. データベース・ファイルを処理する演算命令を理解する
3. RPG III プログラムの作成と実行に必要なコマンドを使用する

System i の RPG III を
使用して適用業務のプ
ログラム開発に携わる
方

テキスト

1. 対話型 SQL を使って、テーブル / ビューを作成する
2. 対話型 SQL を使って、テーブル / ビューからデータを取り出す
3. RPG III プログラムに SQL 文を組み込んで使用する

System i を使用して適
用業務のプログラム開
発に携わる方

テキスト

1. キーボード基本的な操作を行う
2. 表示装置の作動手順を理解する
3. 制御言語（コマンド）の入力を行う

System i ワークステー
ションの基本操作を学習
したい方

1. QUERY とは
2. ファーストステップ QUERY
3. チャレンジ QUERY
4. 知っていると便利な機能
5. 補足

QUERY を 使 用 し て
iSeries データベースの
検索や報告書の作成を
行う方

CD-ROM

※表示価格は本ガイド発行時の消費税率8％で計算しております。消費税率が変更された場合は、
その税率が適用されます。
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●自習教材コース続き
コース
コード

コース名

6AS31 はやわかり iSeries CL プログラミング

6AS50 System i 入門

COBOL 経験者のための
6AS60
System i ILE COBOL

6AS61 RPGIII 経験者のための RPGIV

学習 受講料
時間 （税込）

8

9

¥43,200

¥10,800

内容

媒体

CD-ROM

1. CL プログラムの概要
2. CL プログラムの基本コマンド
3. メッセージ機能
4. その他のコマンド

対象者
iSeries 適 用 業 務の開
発と運用に携わる方

テキスト

1. System i の特徴
はじ め て System i に
-System i とは
携わる方
- 資産継承性と信頼性
- セキュリティの秘密
- 管理の容易性
2. IBM System i の基礎知識
- ソフトウェア
- ファイルシステム
- データベース
- システム管理
- ハードウェアの特徴
- サーバー統合機能
- 機密保護 / 回復設計 / 実行管理
3. iSeries ナビゲーターと日常のシステム管理
-iSeries ナビゲーターのセットアップ
-iSeries ナビゲーターの使用
- 日常のシステム管理〜あるシステム管理者の 1 日
- パスワードを忘れたら
- 権限
- ジョブの強制終了
- メッセージへの応答
- 保守の実行の前に
中断メッセージの送信とサインオン・ユーザーの確認
- ジョブの確認
- ネットサーバー
-TCP/IP
4. 5250 エミュレーターと CL コマンド
-5250 エミュレーターの基本操作
サインオン、メニュー画面、ヘルプキー、 2 バイト文字の入力、 他
-CL コマンドの仕組み
- 良く使用するコマンド
WRKACTJOB、 CHGUSRPRF、 WRKWTR、 WRKSPLF、
STRPDM、 DSPLIBL、 他
教材構成 : テキスト 1 冊

14

¥10,800

テキスト

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ILE COBOL の概要と作成手順
データベースを使用した COBOL プログラム
ILE ソース・デバッガー
外部記述の印刷装置ファイル
表示装置ファイルを使用した COBOL プログラム
サブファイルを使用した COBOL プログラム

7

¥8,100

テキスト

1. RPGIV 概要
2. RPGIV の基本コーディング
3. 自由形式（フリーフォーム）の演算仕様書
4. ILE 概要
5. RSE と LPEX エディター概要

18

¥54,000

CD-ROM

System i で COBOL
を使 用した開 発を行う
方

RPGIII のプログラミン
グを行った経験があり、
初 め て RPGIV を学 ぶ
方

Power systems（AIX）講座
6AP25 AIX TCP/IP 通信とネットワーク管理

・TCP/IP と経路制御
・NFS
・DNS,DHCP および NIS
1. パーティショニング概要
2. ハードウエア管理コンソール
3. システム・パワー・マネジメント
4. LPAR の構成とインストール
5. LPAR の操作
6. DLPAR
7. 拡張機能

AIX 上でのネットワーク
管理者としての基本的
知識 / スキルを身に付
けたい方
Power Systems で
LPAR を使 用したシス
テムの環境構築 / 運用
に携わる方

6AP70 pSeries LPAR 環境構築の基礎

7

¥43,200

CD-ROM

6DE12 AIX 入門

3

¥32,400

CD-ROM

31011 IMS/VS の基本的プログラミング（COBOL）

20

¥8,748

テキスト

1. C
 OBOL 言語を使用して、データベースを処理するバッチ処理プログラム
を作成する。
2. COBOL 言語を使用して、メッセージ処理プログラムを作成する。

今後、 IMS/VS の適用
業務プログラミングの仕
事に携わる方

31013 IMS/VS の基本的プログラミング（PL/I）

20

¥10,476

テキスト

1. P
 L/I 言語を使用して、データベースを処理するバッチ処理プログラムを作
成する。
2. PL/I 言語を使用して、メッセージ処理プログラムを作成する。

今後、 IMS/VS の適用
業務プログラミングの仕
事に携わる方

6CF01 データベース入門

5

¥43,200

CD-ROM

1. データベースとは
2. リレーショナル・データベースとは
3. リレーショナル・データベースの概念
4. DBMS が提供する機能
5. データベース設計概

リレーショナル・データ
ベースの基本的な知識
を身に付けたい方

6CF03 DB2 ファミリー概説

8

¥59,400

CD-ROM

1. 概要
2. エンド・ユーザーのための DB2
3. プログラマーのための DB2
4. 管理者のための DB2
5. データ・モデリングとデータベース設計

DB2 ファミリーの概要
について知りたい方

SQL 概説
簡単な照会（SELECT）
複数表からのデータ照会
スカラー関数と演算
列関数とグルーピング
合併（UNION）
副照会
データの保守

関係データベースに関
するプログラム開発を行
う方、 データベース設
計分析をする方、 ある
いは SQL 言 語 の 知 識
を必要とするデータベー
ス管理者の方

IMS データベース機能
IMSトランザクション管理機能
適用業務プログラム
IMS の導入と操作

これからはじめて IMS
をお使いになる方

1. UNIX とは
2. AIX の特徴
3. AIX の機能と操作
修了テスト
（※各章末にクイズあり）

これからはじめて AIX
をお使いになる方

DB/DB2/IMS 講座

6CF12 SQL 言語の基礎

5

¥43,200

CD-ROM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

6CM01 IMS 入門

3

¥32,400

CD-ROM

1.
2.
3.
4.

※コース詳細は、Web サイトでご確認いただけます。
（セルフスタディ講座一覧：http://www.i-learning.jp/service/selfstudy/index.html）
・受講料は 1 名受講の価格です。
【ご注意】
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コース
コード

コース名

学習 受講料
時間 （税込）

内容

媒体

対象者

人財

ヒュ
コミ

Java 講座
6CD05 Java 概説

5

6CD15 Java サーブレットプログラミング

6CD21 Java 基本プログラミング - 基礎編

15

20

¥27,000

¥48,600

¥54,000

CD-ROM

1. Java テクノロジー入門
2. クライアント・サイド Java
3. サーバー・サイド Java
4. 組み込み Java と JavaCard

Java とは何か、 Java
で 何 が で き る の か、
Java の基 礎 知 識を身
につけたい方
サーブレットを開発する
方

CD-ROM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CD-ROM

1. Java の基本文法
2. 実行の流れの制御
3. オブジェクトの取扱い
4. インタフェースとパッケージ
5. 例外処理
6. ライブラリ・クラスの利用
用語集

Java の基 本 的なプロ
グラミング技術を身につ
けたい方

Java の基本プログラミ
ング技術を身につけた
い方

World Wide Web の基礎知識
サーブレット概要
GenericServlet
HttpServlet
JSP 概要
JSP の作成
セッション・トラッキング
サーブレットと JavaBeans、 JSP の連携

6CD22 Java 基本プログラミング - 応用編

20

¥54,000

CD-ROM

1. ファイル入出力
2. ネットワーク入出力
3. マルチスレッド
4. コレクション・クラス
5. Java5 からの新機能
6. 内部クラス

6CD23 Java 基本プログラミング -Applet と GUI 編

15

¥43,200

CD-ROM

1. アプレット
2. グラフィックス機能
3. GUI の基本
4. GUI イベントの処理
5. AWT ライブラリの利用

Java の基 本 的なプロ
グラミング技術を身につ
けたい方

2.5

¥32,400

CD-ROM

1.
2.
3.
4.

WebSphere MQ の概
要を知りたい方

6

¥64,800

【 学習項目】
1. WebSphere MQ の概要
2. ハウス・キーピング
3. メッセージ・キューイング
CD-ROM
4. リモート・キューイング
5. メッセージ配達の制御
6. マイナーコール
7. 確認テスト

0S113 IBM 研修シリーズ - プログラム作成の基礎

10

¥3,564

テキスト

1. プログラム作成に必要なプログラムの流れを理解する。
2. 流れ図または擬似コーディングの使用法を習得する。
3. プログラム作成の基礎的な手法を習得する。

適用業務のプログラム
開発に携わる方

43112 VS FORTRAN プログラミングの基礎

30

¥4,968

テキスト

1.
2.
3.
4.

適用業務のプログラム
開発に携わる方

営業
問題

リー
管理

WebSphere 講座
6MQ01 WebSphere MQ 入門

6MQ02 WebSphere MQ プログラミング

WebSphere MQ とは
WebSphere MQ の構成要素
WebSphere MQ の機能
適用業務プログラム

WebSphere MQ を導
入したシステムのアプリ
ケ ーションを C 言 語、
または COBOL で開発
する方。

プログラミング講座

入出力命令を FORTRAN 言語で記述する。
加減乗除を含む代数計算を FORTRAN ステートメントで記述する。
問題の論理判断を FORTRAN ステートメントで記述する。
問題解決に必要なサブプログラムを作成する。

10

¥41,040

CD-ROM

はじめに
1. プログラム作成の工程
2. フローチャートによる処理手順の表し方
3. データ処理のためのフローチャート
4. 処理手順の基本構造
5. 基本的なプログラムの処理手順
6. まとめ

6DE02 C 言語基本プログラミング -1. 基礎編

5

¥32,400

CD-ROM

1.
2.
3.
4.

画面への出力と鍵盤からの入力
主記憶装置とアドレス
関数
演算子

はじめて C 言語を学習
する方

C 言語基本プログラミング -2. プログラムの流
6DE03 れとポインター

8

¥37,800

CD-ROM

1.
2.
3.
4.

制御構造
構成要素
変数と関数の宣言
配列とポインター

はじめて C 言語を学習
する方

C 言語基本プログラミング -3. 構造体とファイ
6DE04 ル処理

8

¥37,800

CD-ROM

1. 構造体と共用体
2. ファイル入出力
3. プリプロセッサー

はじめて C 言語を学習
する方

データ中心型アプロー
チによる適用業務開発
を担当する方および適
用業務開発の標準化に
携わる方

6DA01 プログラム作成の基礎

これからプログラム開発
に携わる方およびプロ
グラム言語コース受講
を予定している方

アプリケーション開発講座
6AA01 IBM DOA 構造化技法

8

¥72,360

CD-ROM

1.
2.
3.
4.
5.

データ・フロー・ダイアグラム
データの正規化
ER ダイアグラム
構造化設計 / 複合設計
構造化ダイアグラム

7

¥12,960

CD-ROM

1. 出勤時のマナー
2. 仕事の進め方
3. 電話の応答

人財開発講座
6GA01 身につくマナー演習 : 社会人の常識・非常識

新入社員およびビジネ
ス・マナーを身につけた
い方

※表示価格は本ガイド発行時の消費税率8％で計算しております。消費税率が変更された場合は、
その税率が適用されます。
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セルフスタディ / 通信研修
CD-ROMコース+Webクイズ
「CD-ROM 教材で学習」し、
「Web でクイズ受験」という形式の e- ラーニングとしてご提供します。
場所や時間を選ばず、しかも手元に教材が残り復習に強い CD-ROM 教材と、Web で受講管理できる e- ラーニン
グの よいところを併せ持つスタイルです。
■ IT 関連コース
・IBM ソフトウェア研修
コースコード

HA059

HA047

HA058

コース名

Rational- はじめてのオブジェクト指向 UML を用いたビジュアル・モデリング入門

DB2 ファミリー概説

WebSphere MQ プログラミンク

標準
学習時間

学習目標・概要

5 時間

学習者がこのコースを修了した時点で、次のことができることを目標
とします。
1. オブジェクト指向技術の歴史と適用分野を理解する
2.UML の表記法について説明する
3. 抽象化、カプセル化、モジュール化、階層構造について説明する
4. クラスの物理的な構造を説明する
5. クラスとオブジェクトの関係を説明する
6. 多相性と汎化について説明する

8 時間

学習者がこのコースを修了した時点で、次のことができることを目標
とします。
1.DB2 ファミリーの主な機能について説明する
2. 簡単な SQL を書く
3. データベースの基本構成を定義する
4.DB を処理する方法を説明する
5. データベースの設計の基本を説明する

6 時間

学習者がこのコースを修了した時点で、次のことができることを目標
とします。
1.WebSphere MQ の概要を説明する
2.メッセージ・キューイング・インターフェース (MQI) の機能につ
いて説明する
3.MQI のコールの使用方法について説明する
4.MQI を使用した適用業務プログラムを設計する際の考慮点について
説明する
5.MQI を使用した適用業務プログラムを作成する方法について説明す
る

標準
学習時間

学習目標・概要

6 時間

学習者がこのコースを修了した時点で、次のことができることを目標
とします。
S/390(MVS システム ) の JCL の書き方 / 簡単な JCL のコーディン
グを学習する。

18 時間

学習者がこのコースを修了した時点で、次のことができることを目標
とします。
1. TCP/IP の歴史、アーキテクチャーおよび標準について説明できる
2. TCP/IP の主要なプロトコルを理解し、データ転送、経路制御お
よびアプリケーション・プロトコルについて説明できる
3. NFS を構成 / 管理し、ファイルやディレクトリーに対し透過的な
リモート・アクセ スを可能にする
4. DNS および DHCP の概念と構成について説明できる
5. NIS 環境を構成して、ネットワーク全体で首尾一貫した構成ファ
イルを維持することができる

7 時間

学習者がこのコースを修了した時点で、次のことができることを目標
とします。
1. LPAR の作成と構成方法を理解する
2. ハードウエア管理コンソール (HMC) の特徴と機能を理解する
3. HMC を使用した LPAR および POWER5 マシンの起動・停止方
法を理解する
4. LPAR の操作および LPAR 構成情報のメンテナンスを行う
5. ダイナミック LPAR 機能を理解する
6. マイクロ・パーティション、Virtualization の概要を理解する

10 時間

学習者がこのコースを修了した時点で、次のことができることを目標
とします。
1. 高可用性システムの基本的デザインを行う
2. HACMP や HANFS の機能を効果的に利用する
3. ディスクおよびネットワーク設計に関する高可用性デザインの基
本的な考え 方を取得する

・IBM Systems 研修
コースコード

HA085

HA042

HA054

HA060

コース名

JCL の基礎

AIX TCP/IP 通信とネットワーク管理

pSeries LPAR 環境構築の基礎

HACMP for AIX システム概説

※コース詳細は、Web サイトでご確認いただけます。
（セルフスタディ講座一覧：http://www.i-learning.jp/service/selfstudy/index.html）
・受講料は 1 名受講の価格です。
【ご注意】
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・ソリューション研修
コースコード

HA067

コース名

IBM DOA 構造化技法

標準
学習時間

学習目標・概要

9 時間

学習者がこのコースを修了した時点で、
次のことができることを目標とします。
1. データ・フロー・ダイアグラム (DFD) の特徴を理解し、基本的な
DFD を書く
2. データの正規化の目的を理解し、その手順にしたがって正規化を行う
3. ERD の目的を理解し、ER ダイアグラムを書く
4. 構造化設計の考え方に基づいたプログラムのモジュール分割の方
法を理解し、説明する
5. 処理の記述のためのダイアグラム ( 構造化文、擬似コード、アクショ
ン・ダイアグラム ) を書く

人財

ヒュ
コミ

営業
問題

リー
管理

・プログラミング研修
コースコード

HA088

コース名

Java 概説

標準
学習時間

学習目標・概要

5 時間

学習者がこのコースを修了した時点で、次のことができることを目標とします。
1.Java の基本的な仕組みと特徴を理解する
2.Java プログラミングの作成手順を理解する
3. オブジェクト指向プログラミングの基本を理解する
4.Java の機能や用語に関する知識を習得する

HA064

Java 基本プログラミング - 応用編

20 時間

学習者がこのコースを修了した時点で、次のことができることを目標とします。
1. ファイル入出力機能を使用する
2. ネットワーク入出力機能を使用する
3. マルチスレッドを応用したプログラムを作成する
4. コレクションクラスを使用する
5. ジ ェネリックス、ボクシング・アンボクシング、列挙型の機能を
使用する
6. 内部クラスの記述方法を理解する

HA065

Java 基本プログラミング -Applet と GUI 編

15 時間

学習者がこのコースを修了した時点で、次のことができることを目標とします。
1. Java アプレットを作成する
2. ライブラリ・クラスを利用して GUI 画面を作成する
3. GUI イベントの処理を行う

HA087

Java サーブレットプログラミンク

15 時間

サーバーサイド Java の基本であるサーブレットプログラムについ
て学習します。

5 時間

学習者がこのコースを修了した時点で、次のことができることを目標とします。
1. 画面への出力とキーボードからの入力をする
2. 主記憶装置とアドレスを理解する
3. 関数を理解する
4. 演算子を理解する

HA084

C 言語基本プログラミング - 基礎編

HA044

C 言語基本プログラミング - プログラムの流
れとポインター

8 時間

学習者がこのコースを修了した時点で、次のことができることを目標とします。
1. 制御構造を理解する
2. ユーザー関数を理解する
3. 二次元配列とポインターを理解する

HA045

C 言語基本プログラミング - 構造体とファイ
ルの処理

8 時間

学習者がこのコースを修了した時点で、次のことができることを目標とします。
・構造体や共用体を使ってファイルの入出力を行う簡単な C 言語
プログラミング

COBOL プログラミング 初級編

40 時間

学習者がこのコースを修了した時点で、次のことができることを目標とします。
基本項目、グループ項目、 数値データの定義と処理 / プログラム
の流れを制御 する基本的な手法 / 順次編成ファイルからの入出
力処理 / 帳表の作成および 印刷の処理 / テーブルやファイルを
使ったデータの処理を学習する

COBOL プログラミング 中級編

学習者がこのコースを修了した時点で、次のことができることを目標とします。
・プログラムの流れを制御する様々な手法を習得する
40 時間 ・外部プログラムとの連係や分類処理を行う
・テーブル処理を行う
・VSAM ファイルを処理する

HA092

HA040

※表示価格は本ガイド発行時の消費税率8％で計算しております。消費税率が変更された場合は、
その税率が適用されます。
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新コースのご紹介！

IT プロフェッショナルのための業種業務研修

製造業 業務ｅ-ラーニングシリーズ
業 種・業
IT
プロフェッショナル必
務 のスキル 基 盤須の
獲 得により
「お客 様
、 が わか る」 スキルを 伝 授します！
「IT
新 規活
案用の
件 の企
獲画
得・
、提
赤案
字プロジェクトを減らすために
力 」 と 「 プロジェクト の計 画
【こんなお悩みありませんか？】
● 製造業のお客様に提案書を書きたいが、もっと課題を理解した上で提案したい
● 新しいプロジェクトにアサインされたが、製造業の経験がないので不安だ
● お客様に最適な解決策を提示するため、製造業特有の課題・問題点を把握したい

● IT 人財に必要な『業務知識』を提供します
PM やセールスはもちろんのこと、IT プロジェクトに関わるすべての人に重要なスキルです。
IT プロジェクトでは、ユーザーの業務を理解した上で、的確に要件定義分析や要件定義を行な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、スキル不足による
失敗プロジェクトは後を絶ちません。
IT 人財に職種問わず必須となるスキルを体系的に磨くことにより、実務における品質と生産性の向上を図ることができます。

製造業業務研修シリーズの対象範囲
●
製造業における業務知識の対象範囲
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
需要予測

生産計画

資源計画

基準生産
計画 MPS

能力計画

資材発注

納品検収

外注管理

販売計画
在庫計画
受注出荷
管理

購買管理

外注品

注残情報

資材所要量
計画 MRP

材料支給

資材管理

在庫情報

買掛・
支払管理
資材払出

製造指示

基準情報
管理 BOM

原価管理
部品製造・組立工程

製造完了

開発・設計
品質管理

製品在庫・出荷準備
出荷指示

計画系業務

実行系業務

情報の流れ

出荷・納品・物流管理

モノの流れ

3

● 無料体験版でお試しいただけます：全 12 コースのサンプル
http://www.i-learning.jp/service/human/industry̲el.html

.jp

i-learning 62G00

検索

c.) の登録商標です。

● アイ・ラーニングは、次代を担う人財の育成を支援します。

央区日本橋箱崎町4 -3 国際箱崎ビル
阪市中央区城見2-1- 61 ツイン21MIDタワー11F

20170313̲製造業業務̲e-Learning-01

新コースのご紹介！

製造業業務ｅ-ラーニングシリーズ

IT プロフェッショナルのための業種業

製造業 業務ｅ-ラーニン
業 種・業
IT
プロフェッショナル必
務 のスキル 基 盤須の
獲 得により
「お客 様
、 が わか
「IT
新 規活
案用の
件 の企
獲画
得・
、提
赤案
字プロジェクトを減らす
力 」 と 「 プロジェクト
【こんなお悩みありませんか？】
● 製造業のお客様に提案書を書きたいが、もっと課題を理
● 新しいプロジェクトにアサインされたが、製造業の経験が
● お客様に最適な解決策を提示するため、製造業特有の課

● IT 人財に必要な『業務知識』を提供します
PM やセールスはもちろんのこと、IT プロジェクトに関わるすべての
IT プロジェクトでは、ユーザーの業務を理解した上で、的確に要件定
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
失敗プロジェクトは後を絶ちません。
IT 人財に職種問わず必須となるスキルを体系的に磨くことにより、実

製造業業務研修シリーズの対象範囲
●
製造業における業務知識の対象範囲
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
需要予測

生産計画

資源計画

基準生産
計画 MPS

能力計画

資材発注

販売計画
在庫計画
受注出荷
管理

購買管理

注残情報

資材所要量
計画 MRP

材料支給

資材管理

在庫情報

資材払出
製造指示

基準情報
管理 BOM
部品製造・組立工程
開発・設計
品質管理
出荷指示
計画系業務

実行系業務

情報の流れ

モノの流れ
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● 無料体験版でお試しいただけます：全 12 コースのサンプル
http://www.i-learning.jp/service/human/industry̲el.html

● コースの詳細情報、お申し込みは Web から！

http://www.i-learning.jp/service/human/industry̲el.html

● 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
PMI®, PMBOK® Guide, PMP® は、プロジェクトマネジメント協会 (Project Management Institute,Inc.) の登録商標です。
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・⾃自ら学べる！学習環境を提供�
・�������
マイラとは？�
 　マイクロ・ラーニングを通して、⾃自らの学び（マイ・ラーニング）を応援する新しい社員育成インフラです。�

ポイント１�

簡単！楽しい！⾃自ら学べるしくみを提供�

★⾃自分で好きなコンテンツを選択できる�
★1単元3分〜～5分の動画で構成�
★1コース30分〜～1時間で完結�
★PC、スマホ、タブレットに対応�
★モバイル対応でいつでもどこでも学べる�
★同じコースを学んだ仲間とコメントの交換が�
 　可能。お互いに励ましあったり、学んだ内容�
 　の活⽤用報告をしたりして、学びの効果倍増。�

※コンテンツ画⾯面  イメージ図

ポイント３�

会社としての⼈人財育成をご⽀支援します�

ポイント２�

★社員の受講状況を把握できる管理理画⾯面�
★会社独⾃自の推奨研修（職種・年年次別）を 　�
 　設定可能（標準は弊社からご提供）�
★⾃自社独⾃自のコンテンツも掲載・管理理可能�
  （オプション）�
★マイラスタジオでのオリジナル動画作成 　�
 　もご⽀支援いたします（オプション）�

全社員に役⽴立立つ楽しいコンテンツ�
★最新ITトレンド 　★ITリテラシー�
★社会⼈人の基礎スキル（マナー、敬語など）�
★リーダーシップ 　★交渉⼒力力、提案⼒力力�
★業種、業務 　★財務、���� 　などなど�

�

ポイント３	

�

おすすめ

マイラ ラインナップ	
■ビジネス基本�

・ビジネスマナー 　 　 　 　�
・ビジネス⽂文書の書き⽅方�
・敬語の使い⽅方�
・⾔言葉葉の礼儀作法トレーニング�
・タイムマネジメント�
・オフィスツール（Excel 　等）�
・コミュニケーションの基礎�
・チームとしての効果的な仕事�

■財務・マーケティング�

・会社の数字との付き合い⽅方�
・財務諸表の読み⽅方�
・IT業界の財務 �

※公開されたコースは全て受講できます�

■IT基礎�

・プログラミングの基礎�
・データベースの基礎�
・iOSアプリ開発⼊入⾨門�
・情報システムの基礎�
 　・コンピュータ概説�
 　・ハードウェア�
 　・ソフトウェア�
・セキュリティのスタートアップ�

■提案・交渉�

・提案型セールスプロセス�
・セールス提案⼒力力���
�

※カテゴリ名、コンテンツ名は変更更になる可能性があります�

■IT最新動向�

・コグニティブコンピューティング
（IBM 　��������
・プラットフォーム�
・ビックデータ�
・モバイル�
・ネットワーク�

■メンタルヘルス�

・ストレスマネジメント�
・睡眠学�
�

■プロジェクトマネジメント�

・プロジェクトにおける仕事の進め⽅方�

※上記以外のコンテンツも複数⽤用意しています�

無料料トライアル企業募集中です。�

詳しくは営業担当もしくはコンタクトセンターまで！�

サービス開始�
����ン�ーン�

お問い合わせ先：コンタクトセンター
https://www.myla.jp/inquiry/

�

◆ e-ラーニング・コースのお申込みについて
e-ラーニング・コースのお申込みでは、
・お申込み時に受講開始希望日の入力が必要となります。
・お申込みの際は e-ラーニング利用条件 に同意する必要があります。
お申し込みいただくと開始希望日までに案内メールとともに受講用IDを送付させていただきます。
このIDを受取ってから60日間＊が受講期間となります。
0120-623-629

kenshu@i-learning.jp

＊コースにより受講期間が異なる場合がありますのでご注意下さい。

記載されている内容は2017年3月現在のものであり、
将来変更される場合があります。
最新情報はe-ラーニング・サイトでご確認下さい。
http://www.i-learning.jp/service/selfstudy.html

研修・スキル習得についてご相談は
アイ・ラーニング
アイ・ラーニング

Web

検索
検索

研修のお問い合わせメニューより

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

e-Mail

contact@i-learning.jp

お電話

0120-623-629
土日祝日弊社休業日を除く 9:00 〜 17:00

｜2017

セルフスタディ・コース

｜2017

セルフスタディ・コース
http://www.i-learning.jp/

0120-623-629

｜2017

セルフスタディ・コース

（自習教材／e-ラーニング・コース）

コースガイド2016-2017抜粋版

2017年3月21日版

● 日本アイ・ビー・エム人財ソリューション株式会社 (IHCS) より提供していた従来の IBM の公式トレーニングは、2013 年 4 月より株式会社アイ・ラーニング（旧アイセス）から提供しております
● 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

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

0120-623-629

