JUASセミナー受講権利
一括購入制度も利用可能

IT部門に配属になった方向けのオススメセミナー
JUASセミナーの中から、IT入門者向けの講座を集めました。
ビジネススキルはあるが初めてIT部門に配属になられた方、
新しい分野の担当になりゼロから知識を習得されたい方、
来年度配属される新人のためにセミナーを検討されている方、必見です。
ご自身のスキルアップ、計画的な育成に活用ください。

★印は「JUAS新人配転者向けプログラム」のスピンアウト企画です。
印は秋にも開催しています。
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https://juasseminar.jp/seminars/view/4122111

若手SEのためのロジカルシンキング入門【オンラインライブ】

若手SEの説明能力・ドキュメント作成能力向上を目指します。物事を漠然と捉えるのではなく、論理的に考え、説
明する（話す/書く）ことができるようになるための、考え方と手法を解説します。また、これらの考え方と手法を
活用し、納得性・説得性のあるコミュニケーション手法を伝授します。
【講師】寺池光弘 氏（デロイトトーマツ リスクサービス株式会社 シニアコンサルタント）
【ライブセミナー開催日】 2022年5月24日(火) 13:00-17:00

②

https://juasseminar.jp/seminars/view/4122075

ユーザー企業が担うプロジェクトマネジメント～その事例と実践上の要点～
【録画視聴＋オンラインライブ】
システム導入等のプロジェクトにおいて、開発を受託するSIベンダーと委託するユーザー企業では、担うべき
プロジェクトマネジメントが異なります。しかしその違いを認識せずプロジェクトを進め、大きな問題につな
がるケースは少なくありません。本セミナーでは、講師が体験した事例を紹介しながら、ユーザー企業の情報
システム部門の方が担うべき、プロジェクトマネジメントの基本事項および実践上の要点をお伝えします。
【講師】広兼修 氏（株式会社フュージョン 代表取締役社長）
【録画配信期間】 2022年5月19日(木) ～2022年5月29日（日）
【ライブセミナー開催日】 2022年5月26日(木) 13:00～16:30

③★

https://juasseminar.jp/seminars/view/4122155

情報システム概論～情報システムの過去・現在・将来【オンラインライブ】

ユーザー企業における情報システムの歴史と組織やテクノロジーのトレンド、将来を学びます。企業の情報シス
テムがテクノロジーの発展とともにどのように変化をしたかを時系列で確認し、情報システムの基本を整理しま
す。またその上で、これを取りまく各種調査や資格、標準を確認し、DXが叫ばれるこれからの時代にこれから携
わる自社の「情報システム」がどのように位置づけられ、自らの役割がどのようなものになるかを学びます。
【講師】三谷慶一郎 氏（株式会社ＮＴＴデータ経営研究所 執行役員
【ライブセミナー開催日】2022年6月3日(金) 10:00～17:00

④★

エグゼクティブ・コンサルタント）

https://juasseminar.jp/seminars/view/4122068

IT基礎 ～ユーザーIT部門初心者向け情報処理技術者基本【会場】
本講座では、講師著書『これからIT業界で働く人のための情報処理技術の基本』をテキストとして、実習を通じ
て、情報処理技術の楽しさを感じながら、「ハードウェア、プログラム、データベース、ネットワーク」という、
代表的な情報処理技術について学習します。
【講師】矢沢久雄 氏（株式会社ヤザワ 代表取締役社長
【開催日】2022年6月6日(月) 10:00-17:00

⑤★

ゼロから学べる！矢沢久雄の

グレープシティ株式会社

アドバイザリースタッフ）

https://juasseminar.jp/seminars/view/4122070
「情報システムの設計基礎」【オンライン録画配信＋ライブ】

JUAS新人研修でもバツグンの人気を誇る、矢沢講師のオープンセミナー。ありそうでなかったアルゴリズム／基
本設計・詳細設計の基礎。真にゼロからなので、前提知識なしで受講できます。オンライン録画ではアルゴリズム
の入門を学習、ライブセミナーでは基本設計/詳細設計に関わる代表的な図解表現を演習を通して学んでいきます。
【講師】矢沢久雄 氏（株式会社ヤザワ

代表取締役社長 グレープシティ株式会社

アドバイザリースタッフ）

【録画配信期間】2022年5月31日(火)～2022年6月10日（金）
【ライブセミナー開催日】2022年6月7日(火) 13:00～16:00

⑥★

新人・配転者の方にオススメ！

https://juasseminar.jp/seminars/view/4122062

イチから始めるシステム運用【オンラインライブ】

企業におけるIT推進は社内業務の効率化のためだけではなく、企業のビジネス競争や顧客獲得のためにも重要
な位置付けにあります。特に情報システムを支えるシステム運用については、社会的影響の大きさによっては、
企業存続に影響を与える事にもなり得ます。システムの運用設計・運用（実行）・運用管理のフェーズに分け、
「技術」と「仕事」の両側面から知識を得ます。
【講師】藤原達哉 氏（株式会社ビーエスピーソリューションズ 代表取締役社長）
【ライブセミナー開催日】2022年6月8日(水) 10:00～17:00

⑦★

新人・配転者の方にオススメ！

https://juasseminar.jp/seminars/view/4122009

情報システムセキュリティ入門～システムで守る情報資産～
【オンライン録画配信＋ライブ】

本当に必要な情報システムセキュリティ要件を定義する能力を身につけよう！
知識学習と演習を取り扱うことで、ユーザー企業が直面する情報システムセキュリティに関する課題への取り組
み方や、情報を保有する本質的脅威と求められる対策を理解することができます。
演習内容は、課題が存在するユーザー企業の情報システムを題材とすることでより実践的に学ぶことができます。
【講師】安田良明 氏（株式会社ラック

セキュリティビジネス統括部

副統括部長兼デジタルビジネス推進部長）

【録画配信期間】2022年6月2日(木) ～2022年6月14日（火）
【ライブセミナー開催日】2022年6月9日(木) 13:00～16:00

⑧★

https://juasseminar.jp/seminars/view/4122156

DX時代の企業と情報システム～次世代型ビジネスプロセスエンジニアの役割と
イノベーションを生み出す超上流作法～【オンラインライブ】
DX時代の企業と情報システムにおいて大きく２つの視点から学びます。まずは次世代型ビジネスプロセスエン
ジニアの役割について、企業の意思決定に必要なビジネス・プロセス・エンジニアリングを学びます。次にイ
ノベーションを生み出す超上流作法について、新しい攻守のITにおける超上流のアプローチ「論理×創造」を、
手を動かしながら学んでいきます。
【講師】濱田文吾 氏（花王（株） 情報システム部門 元部長）
【ライブセミナー開催日】2022年6月13日(月) 10:00～17:00
2022年6月14日(火) 10:00～17:00

⑨

https://juasseminar.jp/seminars/view/4122065

プロジェクトマネジメント入門講座【オンライン録画配信＋ライブ】
プロジェクトマネジメントの基礎を半日で！成功のためにはスタートが肝心！
プロジェクトを成功に導く上で必要なプロジェクトマネジメントの基本についてケーススタディを活用して学
びます。また、プロジェクトのマネジメント中でも重要なプロジェクトの立ち上げとプロジェクト計画作成に
ついても解説します。
【講師】福田祥司 氏（インテリジェンスフィールド合同会社

代表）

【録画配信期間】 2022年6月8日(水) ～2022年6月20日（月）
【ライブセミナー開催日】 2022年6月15日(水) 13:00～17:00

⑩★

https://juasseminar.jp/seminars/view/4122067

情報化プロセス体験研修【録画視聴＋オンラインライブ３日間】
経営要求（ビジネスモデル変革、業務変革）から、IT企画、調達、導入後評価迄のプロセスを、IT企画をメイン
にモデルケースを活用して疑似体験できる研修です。IT部門に配属されたばかりの新人、若手、配転者におすす
めです。
【講師】福田祥司 氏（インテリジェンスフィールド合同会社 代表）
【録画配信期間】 2022年6月9日(木) ～2022年6月23日（木）
【ライブセミナー開催日】 2022年6月16日(木) 10:00～17:00
2022年6月17日(金) 10:00～17:00
2022年6月20日(月) 10:00～17:00

⑪

https://juasseminar.jp/seminars/view/4122045

ソフトウェア文章化作法 初級【オンラインライブ】

相手に伝わる文章を書くための日本語の基礎と考え方のポイントを学びます。日経BP出版『SEとプロマネを
極める 仕事が早くなる文章作法』の元となった、ＪＵＡＳ「文章化作法プロジェクト」（2002～2004年）の
成果をセミナー化。日本語力に造詣の深い先達の知恵を凝縮しました。2日間のセミナーで、理解度・納得感
をより得られるように再編成しました。
【講師】上田志雄 氏（東京ガスiネット株式会社 デジタル推進１部
【ライブセミナー開催日】 2022年6月16日(木) 10:00～17:00
2022年6月17日(金) 10:00～17:00

オープンインフラグループ マネージャ ）

⑫

https://juasseminar.jp/seminars/view/4122087

基礎から学べる要件定義
～ユーザーと開発者をつなぐコミュニケーションツールとしての要件定義のまとめ方
【オンラインライブ】
要件定義はシステム開発における「実現したい事」をまとめる重要な工程です。本講座ではシステム構築プロ
ジェクト全体における要件定義フェーズの位置づけと進め方を理解するとともに、機能一覧、業務フロー、シ
ステム要件定義等のドキュメントの作成とレビューポイントについて学ぶことができます。
【講師】斉藤学 氏（スカイライトコンサルティング株式会社

シニアマネジャー ）

【ライブセミナー開催日】2022年6月20日(月）10:00-17:00

⑬

https://juasseminar.jp/seminars/view/4122104

話し方を磨く講座（技術編）【オンラインライブ】
予備校講師のトレーナーが直伝！発声の方法から立ち居振る舞いまで、実践トレーニング。この講座では、主に
あなたが人前に立って話す場面において、多くの人が陥りがちな行動や心理状態を明確にしながら、人前で自信
を持って聴き手を惹きつける話し方ができるきっかけを提供します。あなたも人前で堂々と話せるスキルを手に
入れて、人とのコミュニケーションに自信をつけてみませんか。
【講師】細谷幸裕 氏（株式会社市進ホールディングス コンサルティング事業研究所

所長 ）

【ライブセミナー開催日】2022年6月21日(火) 10:00-17:00

IT入門者向けコース

価格一覧
会員/ITC

オープンセミナー半日

¥22,500

・若手SEのためのロジカルシンキング入門

（１名様あたり、消費税込）

一般

受講権利枚数

¥28,700

1枚

オープンセミナー1日
・ユーザー企業が担うプロジェクトマネジメント（録画視聴＋半日ライブ）
・情報システム概論 ★
・IT基礎 ★
・情報システムの設計基礎（録画視聴＋半日ライブ）★
・システム運用（録画視聴＋半日ライブ）★
・情報システムセキュリティ入門（録画視聴＋半日ライブ）★
・プロジェクトマネジメント入門講座（録画視聴＋半日ライブ）★
・基礎から学べる要件定義
・話し方を磨く講座（技術編）

オープンセミナー2日

・DX時代の企業と情報システム ★
・ソフトウェア文章化作法 初級

オープンセミナー3日

・情報化プロセス体験研修（録画視聴＋3日ライブ）★

上記のうち★（スピンアウト）すべてをお申し込みの場合：合計

1講座につき

1講座につき

1講座につき

¥33,800

¥43,000

1枚

1講座につき

1講座につき

1講座につき

¥67,400

¥85,800

2枚

¥101,000

¥128,500

3枚

会員/ITC
¥371,200

一般
受講権利枚数
¥472,300
11枚

JUASセミナー受講権利一括購入制度の場合、さらに割安に。
参考）受講権利数6枚×2セット：358,000円(税込) ※20枚／価格： 584,830円(税込) 50枚／価格1,225,000円(税込)も発売中
★JUASセミナー事務局
一般社団法人 日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)
〒103－0012 東京都中央区日本橋堀留町2-4-3
日本橋堀留町2丁目ビル8階 TEL：03-3249-4102
E-mail：seminar@juas.or.jp／HomePage：https://juasseminar.jp/

