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 コース一覧　2019年4月～2019年9月
　2018/12/12現在のコース一覧です。
　最新スケジュールは、https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public をご確認ください。

コースコード コース名 コース概要 開催日数 価格（税込） URL

【人間塾】

ヒューマンスキル

TOHS001
自他尊重のコミュニケーションを身につける「アサーティブ
コミュニケーション研修」

自他尊重のコミュニケーションの基本を踏まえつつ、積極的に他者と関わ
り、発展的な自己主張を行うためのスキルを強化します。

1日 32,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/206

TOHS002 会議・チーム運営力を強化する！「ファシリテーション研
修」

チームや会議を活性化させるファシリテーション力の基礎を学び、講義と
参加型ワークを通して実践のプロセスを身につけます。

1日 32,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/208

TOHS003 よりよい人間関係を築くために人間の行動スタイルを理解
する「DiSC研修」

人には４つの行動特性（Ｄ，ｉ，Ｓ，Ｃ）があることを学んでいただきます。さ
らに、自分自身の行動特性を自己分析ツールを使って分類・分析して、自
分の強みと弱みを整理します。自分自身を客観的に理解し、そこから他者
との関わり方を考えていきます。他者との違いを理解し、対人関係をよりス
ムーズにすることが目的です。
DiSCとは、人間の行動スタイルを４つに分類したそれぞれのスタイルの頭
文字です。
(D) Dominance：主導：直截的、意志が強い、力強い
(i) Influence：感化：社交的、おしゃべり、いきいきとしている
(S) Steadiness：安定：おだやか、世話好き、冷静な
(C) Conscientiousness：慎重、控え目、分析的、論理的

1日 38,230円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/187

TOHS005 社内外における対人能力を高める！「コミュニケーション
研修」

ビジネスコミュニケーションの基本スキル（みる・きく・はなす）の重要性の
理解と、場面を想定した実践力を様々なワークを通じて体得します。

1日 32,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/413

TOHS006
あなたの説明は分かりやすいと言われる話し方！「プレゼ
ンテーション研修」

感じ良く、わかりやすく話すにはどうすればよいか？
具体的な方法をご紹介し、すぐに実践演習して頂きます。

1日 32,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/414

TOHS007 構造化と図解の「ストラクチャードコミュニケーション」

自分の主張を分りやすく伝えたい方、相手の意見を誤解していないか確
認したい方、を対象にしています。
自分の言いたいことが伝わっていない・相手の言いたいことを誤解してし
まったなどのコミュニケーションの問題により、仕事が遅れる・手戻りが発
生するなどの課題を解決します。
簡単に描けて直感的に分る10個の基本図解パターンを用い、その場で描
きながら伝える技術と、聴いた内容をその場で図解し確認する技術、を習
得します。

1日 45,360円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/521

TOHS101
時間管理の問題点を発見・改善するための「タイムマネジ
メント研修」

自分がどのような時間の使い方をしているかを分析し、より効率的な時間
管理を行うための気づきを得ると共に、時間管理における問題解決を行
います。

1日 32,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/204

TOHS102
コーチングを取り入れた新しい時代のリーダーを目指す
「リーダーシップ研修」

指示命令と支援的部下指導の双方をバランスよく身につけたリーダーに
必要なスキルは何か。現代のビジネス社会のリーダーとして求められる基
本スキルを学びます。

1日 32,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/180

TOHS103 傾聴や質問でやる気を引き出し目標達成を支援する「コー
チング研修」

コーチングとは相手のやる気を引き出し目標達成を支援するスキルです。
「聴く」「質問する」「提案する」等のコミュニケーションを交わしながら、より
早く目標達成するために必要な行動の選択肢を明確にします。部下育成
に限らず、上司、同僚、後輩、自分自身のために必要なコーチングの基本
スキルを学びます。

1日 32,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/182

TOHS201 論理的思考の基礎を学ぶ「ロジカルシンキング研修」

物事を論理的に、体系立てて考えるための思考法である「ロジカル・シン
キング」について学習します。ロジカル・シンキングとは何か、どのような思
考法であるかということと、具体的にどのような点に注意しながら思考して
いく必要があるかということを、演習を通じて身につけていただきます。

1日 32,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/205

TOHS202 わかりやすい文書作成の基礎を習得！「ロジカルライティ
ング研修」

論理的思考をもとにしたストーリー構成を理解し、読み手の納得感を引き
出すビジネス文書作成の技法を学びます。

1日 32,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/207

TOHS204 思考を柔軟にし、論理的に対処する「問題発見解決基礎」

仕事をしていると小さな問題を抱えたり、大きな問題にぶつかったりしま
す。これらを解決する「方法」を確認していきます。問題は、「現在、目に見
えている問題」、「今は目に見えていないけれど将来見えてきそうな問題」
など様々ですが、これらの解決方法を演習をとおして習得します。

1日 32,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/186

CBHS001 危険予知（ＫＹ）研修　ベーシックコース
～人間は誰でもエラーを起こす～
でも諦めずに何とかしなくてはと思い、これなら自分でも出来る、明日から
実践しようとする気持ちになっていただくためのコースです。

1日 43,200円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/255

CBHS003 危険予知（ＫＹ）研修　アドバンスコース

～人間は誰でもエラーを起こす～
でも諦めずに何とかしなくてはと思い、具体的なＨＥＺ活動を推進できるよ
うになる。
障害事例映像から問題解決手法により問題点を洗い出し、対策を考え
る。

1日 32,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/670

FAPM026 プロジェクト・メンバーのパフォーマンス向上のためのコー
チング

自分のコーチングスタイルを分析して、どう活用するかを学ぶとともにコー
チング力、メンタリング力の質、効率、効果の向上を目指す行動モデルの
適用方法を修得します。ケーススタディや演習を通じて、適材適所の配置
方法に加え、仕事の結果に対する測定方法を学習し、パフォーマンスの向
上や維持のためのフィードバック方法を学習します。
本コースは、Strategy Execution社の「Coaching & Mentoring for Improved
Performance」コースに該当します。

2日 108,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/366

GAHS001 【PDU対象】ボイス・オブ・リーダーシップ

どんなに素晴らしいビジョンのもとで、どんなに緻密な戦略が練られたとし
ても、それを伝えるリーダーのメッセージに力がないと、伝えるべきものも
相手に伝わらないことがあります。
本コースは、『あなたの声（メッセージ）を通して人に影響力を与えること』
に焦点を置きます。
そのためには、
①リーダーとしての方向性を明確に示し、
②部下やチームメイトを動機づけして意欲を高め、さらには、
③彼らに行動してもらうための効果的なメッセージ組み立てて伝える必要
があります。
本コースではこれらすべてのスキルをツール等を活用しながら習得しま
す。

2日 151,200円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/393

GAHS002 【PDU対象】アサーティブコミュニケーション

今日のビジネス環境は、市場のグローバル化、働く人材の多様化も相まっ
て、非常に複雑になっています。これまで日本人同士では成立していたハ
イコンテクストなビジネスコミュニケーションは、国際社会では通用しませ
ん。より明確に、直接的にメッセージを伝え、意見交換できる能力が日本
人には求められています。
また雇用システムの変化は、年功序列の人事制度に崩壊をもたらしまし
た。マネジャーが年上の部下を管理することも今や珍しいことではありませ
ん。このように複雑化する人間関係の中で、必要なことを上手く言えない
管理職が増えています。
AMAではアサーティブなコミュニケーションを、『明確で直接的で正直に、
一貫したメッセージを伝える方法』と定義しています。一方的でなく、相手を
尊重しながら築きあげるコミュニケーション能力が、今だからこそ求められ
ています。
本セミナーでは、アサーティブとはどういうことかを理解し、自分自身のスタ
イルを理解した上でアサーティブにコミュニケーションを展開するための意
識、知識、スキルを習得します。

2日 129,600円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/394

GAHS003 【PDU対象】オペレーショナルマネジャーから戦略的マネ
ジャーへ

「最も強いものが生き残るのではなく、最も賢いものが生き延びるのでもな
い。唯一生き残るものは、変化できるものである。 」
かの有名なイギリスの地質学者、チャールズ・ダーウィンが残したと言わ
れる名言です。
ここ数年の間に世界の様相はこれまでにないほど一変し、ビジネス環境に
おいても大きな変化が生じています。
こうした中、マネジャーに求められる役割りにも大きな変化が生じ、これま
でシニア層のみ必要とされていた戦略的思考が、今日ではマネジャー層
にも求められる能力となりました。
様々な変化を敏速にキャッチし、自らの“働き方”を変えることが出来るマ
ネジャーの存在こそが、今後組織やチームに好影響を与えていきます。
本セミナーでは、従来のオペレーションマネジメントだけでなく戦略的な思
考で変化に対応しながらチームをリードできるマネジャーを育成します。

1日 75,600円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/395
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GAHS005 【PDU対象】ストラテジックプランニング

戦略プランにただひとつの正解などありません。
企業によってその手法や使用するツールは様々であり、またその時勢に
よっても変わってきます。特に景気が停滞し、めまぐるしく変化する今日の
市場の中で、顧客の要望をいち早く読み取り、他社に先立って優位となる
戦略を立てられる企業こそ、市場競争を制することができます。
本セミナーでは、戦略立案を広範囲に理解し、実際に戦略の立案に携わ
る担当者が様々な選択肢から自らの役割を果たすための実践的な知識と
ツールを提供します。
ブレークアウトセッションやケーススタディを通して、戦略立案には様々な
方法やツールがあることを体験し、柔軟で適応力の高い戦略策定能力を
習得できるだけでなく、厳しい市場環境の中でしっかりと分析を加えた上
で、中・長期的な目標を達成するために明日から取り組むべき課題を明確
にすることができる能力を習得できます。

2日 151,200円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/397

GAHS007 【PDU対象】論理的コミュニケーション
相手が誰でどのような状況にあっても、自分の考えを論理的に整理し、そ
れを正しく伝え、相手を納得させるスキルを習得します。

2日 129,600円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/399

GAHS008 実践ビジネスモデル・イノベーション・ワークショップ

イノベーター人材に欠かせないスキル、ビジネスモデル・イノベーションの
実践手法が修得できます。ＧＥ，ＳＡＰ、インテル、ネスレなど世界のエクセ
レントカンパニーや、スタンフォード大、ハーバード大など欧米超一流ビジ
ネススクールで採用されている、ビジネスモデルをデザインするための画
期的ツール”ビジネスモデル・キャンバス”を使い、ビジネスモデル・イノ
ベーションの実現方法、”ビジネスモデル・キャンバス”の効果的な使い方
と組織内での導入方法を学んでいただきます。

1日 64,800円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/402

GAHS009 【PDU対象】マネージャのためのチームビルディング

マネージャとして必要な知識やすべきことを具体的に学習し、役割への不
安を解消していきます。その上で、チームを任されたらどのような準備をす
るのか、チームの構築に必要なビジョンや活動方針の設定の仕方、日々
の運用ですべきことを自分の業務に置き換えて受講者同士のディスカッ
ションやライティングを中心に考えます。マネージャとして具体的にすべき
ことを自ら“考え”“決めて”いくのが狙いです。
マネージャに求められるリーダーシップを学ぶコースです。プレーヤーから
マネージャへの意識変革を行い、チームを任されたマネージャが、チーム
ビルディングをしていく際に直面するさまざまな課題の解決策を考えていく
コースです。

2日 108,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/403

IBBK001 ビジネスデータの分析研修

社内には、売り上げに関するデータやアンケート調査のデータなど、多くの
データが眠っていることがあります。ビジネスデータ分析のスキルを学ぶこ
とで、そのようなデータを活用することができるようになり、業務効率の改
善や売り上げの増加につながります。

1日 36,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/625

IBHS001 メンター研修

◆研修のポイント
①メンターの役割と心構え～コーチングとＯＪＴとの違い、参考事例
②メンタリングのポイント～メンティーが相談しやすい環境
③コミュニケーションスキル～関係構築とモチベーショアップ

1日 26,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/373

IBHS002 CS向上研修

◆研修のポイント
①お客さまの立場からＣＳを考える
②ホスピタリティの考え方を理解し、具体的な行動を洗い出す
③ＣＳに必要不可欠なマナーの基本を理解する
④自組織のＣＳ改善点を洗い出し、改善策を作成する

1日 26,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/374

IBHS003 メンタルヘルス研修（ラインケア）

◆研修のポイント
①ストレスに関する基本的な知識～現状・要因・症状を知る
②セルフケア～ご自身の思考パターンを知り、ストレスへの対処方法を学
ぶ
③ラインケア～職場メンバーの現状を把握し、変化に気付く
④職場でのコミュニケーション～早期発見・防止に必要なコミュニケーショ
ンスキルを習得する
⑤発覚後の適切な対応方法～精神疾患の特殊性を理解し、それぞれに
沿った対応の仕方を学ぶ
⑥職場復帰の支援方法～復帰した人を受け入れる職場づくりを考える

1日 26,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/375

IBHS004 交渉力向上研修

◆研修のポイント
①相手に自分の意見を納得してもらう方法～相手に信頼される人になる
②事前準備の重要性～交渉前に相手のことを徹底して調べる、落としどこ
ろを決める
③交渉術のテクニック～３つの交渉術

1日 26,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/376

IBHS005 部下モチベーション向上研修

◆研修のポイント
本研修では、部下のモチベーションについて以下の点に注目し、モチベー
ションを上手く向上する手法を習得します。
①仕事の中で部下のモチベーションを低下させていた発言、行動、環境　
②部下のモチベーションをもっと上げるための発言、行動、環境

1日 26,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/377

IBHS006 接客・接遇リーダー研修

◆研修のポイント
①接客・接遇リーダーとしての役割を多面的に理解する
②メンバーに対し、接客目標を浸透する伝え方を理解する
③メンバーの目標に対する「やる気」が出る環境構築の方法を理解する
④接客指導をする「知識の種類」、「種類別の指導方法」を理解する
⑤メンバーの日常の指導方法を理解する～ほめ方・叱り方

1日 26,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/378

IBHS007 壁を乗り越える研修

◆研修のポイント
①会社における自身の役割を考える
②過去に乗り越えてきた厳しい体験（壁）を振り返る
③「壁」と向き合うことで、得られるもの・失うものを理解する
④自身の強みや弱みに向き合い、ありのままの自分を受け入れる
⑤壁を目標として自身で設定し、達成するために必要な行動を考える

1日 26,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/379

IBHS008 中堅社員研修

◆研修のポイント
①中堅社員に求められる役割の認識
②上司へのフォロワーシップ～リスクのホウ・レン・ソウ、信頼される業務
遂行
③部下へのリーダーシップ～日頃のコミュニケーション、業務の指示・指導

1日 30,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/380

IBHS009 現場マネージャー研修

◆研修のポイント
①役割を理解する～現場をマネジメントするリーダーに求められる３つの
要素
②業務のマネジメントを学ぶ～業務分担と業務進捗の管理における注意
点
③部下のマネジメントを学ぶ～指示出し、ホウ・レン・ソウ（報連相）、フィー
ドバック
④業務を効率化する～業務改善すべきポイントを発見する視点を学び、
考える

1日 26,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/381

IBHS010 新任管理職研修

（１）新任管理職としてやるべきことがわかる
昇格した以上、優秀な管理職であると思われたいもの。管理職として求め
られている事を知り、研修を通じて役割を遂行するための計画、準備、行
動が分かります。
（２）新任管理職として防ぐべきことがわかる
新任管理職であっても業務上、トラブル、事故が発生すれば管理責任を問
われます。リスク事項を知り、その上で、研修を通じて事前対策の立て方
を学びます。

2日 52,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/382

IBHS011 中堅社員研修（２日間）

①自分の役割・求められる要素を認識する
②上下（組織内）の関係構築のキープレイヤーとして活躍できる
③問題発見・改善する手法を習得し、周囲を巻き込んだ取り組みができる
④業務・取り組みを継続する重要性を理解、手法を習得し、ＰＤＣＡを習慣
化して行動できる

2日 52,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/383

IBHS012 上級管理職研修

◆研修のポイント
①自組織の事業の本質が何か、部下に語るイメージで３点あげる
②ＲＯＩを考えて、部下からの要請の要否を意思決定する
③Ａ社とＢ社の損益計算書を比較し、情報を読み取れる
④自組織の課長の育成計画を作る

1日 40,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/384

IBHS013 段取り研修

◆研修のポイント
①部下育成～具体的な「ほめ方」「叱り方」などの指導方法
②業務管理と目標管理～職場における問題点を取り上げた改善計画
③リスク管理～「起こりうる可能性」と「影響度」からリスクの優先順位をつ
け、対策を考える

1日 26,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/385
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IBHS014 管理職向け研修

◆研修のポイント
①組織のマネジメント～成果を上げるための目標設定とその共有
②業務のマネジメント～業務管理と改善とリスクマネジメント
③人のマネジメント～育成プランの立て方と具体的な指導方法
【参考】労働基準法と労働安全衛生法の基本

1日 30,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/386

IBHS015 仕事の意欲向上研修

主体的に自分自身のキャリアを築きあげるために必要な考え方を身につ
けていただきます。
【考え方を知る】自分の過去を振返り、考え方の傾向を知る
【ポジティブに考える】失敗を肯定的に捉える
【チームワークを高める】職場でのコミュニケーション改善を考える

1日 26,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/387

IBHS016 若手社員研修

本研修は若手社員(入社３～５年目）を対象とした研修です。 研修で学ん
でいただく内容は以下の４点です。
①これまでの仕事を振り返り、客観的に自分の実力を把握
②入社３～５年目社員としての立場・役割を理解する＝「主体性」の発揮
③「主体性」を発揮する上で必要な判断基準、思考方法、改善手法の習得
④「主体性」を持って周囲を巻き込んで仕事をする方法の理解
本研修を通して、若手社員に求められる「主体性」を理解し、「主体的な行
動」とは具体的にどのようなことなのかに気づき、明日から主体性を発揮し
た仕事ができる実行力を身につけます。

1日 30,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/388

IBHS017 判断力強化研修（１日間）

１．判断力とは
２．判断の「観点」
３．適切な判断を阻害する「心理」
４．ケーススタディ
５．決断力を高める
６．まとめ

1日 26,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/389

IBHS018 対人関係構築研修～円滑なコミュニケーションのためのス
キルを習得する～

日頃の接し方や会議でのファシリテートなどでのコミュニケーションの取り
方から、よくある「苦手な人」との接し方についてケーススタディ、ロールプ
レイングを通じて対人関係が円滑化するためのアクションをトレーニングす
ることができます。

1日 26,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/390

IBHS019 メンタルヘルス研修（セルフケア）

◆研修のポイント
①メンタルヘルスに関する知識を得る（調査結果やストレスチェック制度）
②自身のストレスの要因を発見する
③自身の思考のクセを知る
④ストレスへの対処を考える
⑤ストレスの解消方法を知る（相談する）

1日 26,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/391

IBHS020 ３０代向けキャリアデザイン研修

◆研修のポイント
①マインドセット ～現在は「キャリアをつかむ」時代
低成長時代の現代は、ただ会社・組織に属しているだけでは厳しい時代で
あり、先を見据えたスキルアップが必要
②現在・５年後・１０年後という３つの視点から自分に求められる役割を考
える
③２０代から６０代までの年代別キャリアを「仕事面」「生活面」「経済面・資
金面」の３つの面から知ることができる
④今後３０年を具体的に考える

1日 26,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/392

IBHS021 事例で学ぶハラスメント防止研修

◆研修のポイント
①ハラスメントによる損害を事例を基に学ぶ
②ハラスメントが起こる要因を考える
③ハラスメントに気づくための視点を学ぶ
④ハラスメントを引き起こさないための策を考える

1日 26,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/369

IBHS022 （管理職向け）コンプライアンス研修

◆研修のポイント
①コンプライアンス違反（不祥事）の原因と影響を改めて考える
②コンプライアンスに対する意識改革～不祥事防止のための考え方と行
動
③ソーシャルメディア（ＳＮＳ）の特徴を把握し、留意点をおさえる

0.5日 13,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/370

IBHS023 財務基礎研修

◆研修のポイント
①企業会計についての基本を理解する
②財務諸表（損益計算書、貸借対照表、キャッシュ・フロー計算書）の基本
を理解する
③さまざまな財務諸表を比較して、財務分析を行う

1日 30,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/548

IBHS024 労務管理研修

管理者の方には、労務管理は企業経営・企業業績を大きく左右する重要
なポイントであることを肝に銘じていただけます。
また管理者の方でも、労務管理の責任は経営者だけではないということを
強く認識していただけるような内容になっております。

1日 30,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/549

IBHS025 経営戦略研修

管理職には、これまでの職位では求められなかった経営的視点での発想
が求められます。環境分析を通じた戦略の策定、その戦略に基づく自部
門の施策への落としこみとそのスケジュール化など求められる能力を一連
の流れを通して身につけることができる研修です。

1日 40,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/648

IBHS026 企画力研修

良い「企画」を立案し、それを実現するためには、
 （１）アイデアを形にするために効果的な情報の収集と分析
 （２）アピールポイントが明確な「企画書」の作成
 （３）企画を実現させるための「プレゼンテーション」
という３つの過程が存在します。本研修は企画の３つの過程を中心とし
て、個人・グループワークを多数織り交ぜながら進めていきます。
また、「企画を立ててはみたが、実現せず、放置されている」ということを防
ぎ、確実に企画を実現させるための下準備や社内交渉の方法についても
説明いたします。

1日 26,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/649

IBHS027 中堅社員向けオーナーシップ研修

中堅社員として自身の担当する仕事だけではなく、チーム全体の仕事や
課題にも「当事者意識」を持って関わっていくマインドを養成し、そのため
に必要なコミュニケーションスキルを習得する研修です。
具体的には、上司や先輩との積極的な関わり方や後輩への接し方を改め
て考えていただき、多方面に影響を与える存在になることを意識していた
だきます。また、その具体的なスキルとして、周知力、調整力、関与力につ
いて学び、ケースでどのようにそれらの力を発揮するかを考えていただき
ます。

1日 26,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/650

IBHS028 部下とのコミュニケーション実践研修

本研修では、部下との円滑なコミュニケーションの取り方を学んでいただき
ます。部下に対する関心を強く持ち、積極的に関与することがコミュニケー
ションを機能させる最大のポイントであることを理解いただき、上司として
どのように対応すべきかを実践的に学んでいただきます。

1日 26,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/673

IBHS029 中級（課長級）管理職研修 ～ＰＤＣＡ・突破力編～

豊富な経験があり、部下があり、裁量もある。加えて、気力・体力も充実し
ている。そうした時期が、多くのビジネスパーソンにとっての中級（課長級）
管理職（以下全て課長）です。実際、課長を経験なさったことのある多くの
方が、「課長の仕事が一番面白かった！」とおっしゃいます。
一方で、課長になられて日の浅い方や今課長をなさっている方の中には、
「課長の仕事」の広さと深さ、多忙さにとまどい、その「面白さ」をまだ実感
できていないという方も多いのではないでしょうか。
インソースは、【ＰＤＣＡ・突破力編】と【課長としてのあり方・現場力編】の二
部作研修で「課長として成果を出すポイント」をお伝えし、「難しいけれど
も、楽しい！」という思いを持っていただくことを目指しています。
【ＰＤＣＡ・突破力編】では、①判断軸　②業績拡大　③ＰＤＣＡ　④リスク管
理、の４つの観点から、課長としての「仕事の進め方」と「未知の仕事への
挑み方」を学びます。

1日 30,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/651

IBHS030 ティーチング研修

OJT(On the job Training)の場面で、知識やスキルを的確に伝えるための
「ティーチングスキル」を具体的に学びます。
ティーチングの基本フローである、「やってみせる」→「やらせてみる」→
「フィードバック」それぞれについて、ワークやディスカッション、講師の経験
談も交えながら説明することで、"今、まさに直面している悩み"を解決でき
る研修です。

1日 26,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/652

IBHS031 ＯＪＴ指導者研修

ＯＪＴの真の目的は、“自分で考えて動ける”自立した人材を育成すること
です。 
その育成にあたり、重要な３つの要素（「事前準備」「育成計画」「指導」）を
学んでいただきます。
◆研修のポイント
①ＯＪＴ指導者として求められる役割
②組織が求める人材に育てるための「育成計画」の作成方法
③業務の指示の仕方、ほめ方や叱り方など指導の方法

1日 26,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/653
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IBHS032 調整力発揮研修

①目標達成に向けたリーダーシップ
相手の立場を踏まえ、一歩踏み込んで相手をリードする
②関係者とのコミュニケーション
必要なタイミングで、関係者に情報を伝達し、利害調整を行う
③あらゆる事務面の準備と進行管理
目標達成を見通し、あらゆる局面をぬかりなく準備し、過不足なく用意する

1日 26,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/654

IBHS033 チームマネジメント研修

組織としての成果を上げるにあたり重要な役割を持つ「チームマネジメン
ト」に焦点を当てた、リーダー層向け研修です。
成果を上げるための仕掛けづくりと体制構築を担う「マネージャー」として
の役割と、目標達成に向けてメンバーを率先垂範する「リーダー」としての
役割の両面から、チームマネジメントのあり方を実践的に伝えます。

1日 26,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/655

IBHS034 ナレッジマネジメント研修

本研修では、顕在化・潜在化しているナレッジ（知識）やノウハウを共有す
る手法を理解し、実際に共有するためのマニュアル作成方法と、その運用
方法までを学びます。
◆研修のポイント
①ナレッジマネジメントとは～知識伝承と知識創出の重要性を考える
②ナレッジマネジメントのゴール～目的に適したナレッジを選び、成果の向
上を図ること
③ナレッジの種類～暗黙知と形式知の違いを理解する
④ナレッジの管理～マニュアルを作成し、知識を言語化・図解化して明示
する
⑤管理の運用方法～メンバーへの指導、ナレッジの更新、ミーティングの
活用に取り組む

1日 26,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/656

IBHS036 クリティカルシンキング研修

本研修では、クリティカルシンキングの基礎的な考え方を習得いただきま
す。重要な要素・手順・注意点を学び、物事をありのまま受け入れるので
はなく、現状を「疑う力」を実践していただきます。
◆研修のポイント
①クリティカルシンキングの基本的な考え方を理解し、身につくスキルを知
る
②思考力を鍛えるための、論理性や中立性などの重要な要素について考
える
③クリティカルシンキングの手順を学び、それに沿って考える練習をする
④クリティカルシンキングを実践する際に必要な心構えや注意点を学ぶ

1日 26,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/657

IBHS037 仮説構築力向上研修

①仮説力を磨く思考習慣
常に原因と結果の関係で捉える／視点を変えて考えてみる
②仮説構築の仕方を学ぶ
帰納法で考える／トレンド思考で未来を考える／フェルミ推定（限られた情
報で妥当性の高い推定値を得る）
③仮説検証の仕方を学ぶ
限定質問と拡大質問／ロジックツリーを活用する／ＰＤＣＡサイクル

1日 26,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/658

IBHS038 ラテラルシンキング研修

本研修では、ラテラルシンキングの考え方を学ぶとともに、実際にラテラル
シンキングを用いて、新しい発想やアイディアを生み出すワーク・演習に取
り組んでいただきます。ロジカルシンキングやクリティカルシンキングとは
異なる、柔軟なものの考え方を鍛える研修です。
◆研修のポイント
①ラテラルシンキングの特性とその重要性
 　～ロジカルシンキング、クリティカルシンキングとの違いなど
②５つの発想法を習得する
　～それぞれの発想法において、ワークや事例をもとに理解を深める
③アイデアを実現する
　～関係者との合意形成の図り方（コンセンサスマネジメント）を身につけ
る

1日 26,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/659

IBHS040 業務改善研修

グローバル化、技術の進歩など外的要因を中心に、ビジネスの現場では、
限られた人員で成果を上げる ことが求められています。
そのためには、「改善」し続けることで、コスト削減とパフォーマンス向上の
両立をしなければなりません。
 『業務改善』研修は、このような状況に対応するために最も必要なスキル
です。
普段、業務を行っている際、「少し工夫すればもっと効率良くできるので
は」と思いながらも、具体的な改善について考える時間も余裕もなく、その
ままになっていることは多くあるはずです。
その『少しの工夫』を研修内で洗い出し、すぐに実践に移せる改善行動計
画に落とし込みます。

1日 26,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/660

IBHS041 ４０代向けキャリアデザイン研修

自己の強み・弱みや今までに培ったスキルなどをじっくり見つめ直し、成長
の軌跡（キャリア）を振り返ります。その上で、自分の望む「未来像」をイ
メージし、それに向かうために何を行動に起こすかを具現化します。職場
を離れた環境で、同じ世代が集結して考え語り合うことで、仕事に向き合う
「姿勢」がより前向きになります。研修内容の６割以上を占める演習の効
果としては、問題解決能力やプレゼンテーション能力の向上が期待できま
す。

1日 26,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/661

IBHS042 ５０代向けキャリアデザイン研修

本研修では、人生９０年時代のマネー戦略を立てたうえで、これからの
キャリア・生き抜き方を考えていただきます。
研修のポイントは以下の３点です。
①人生９０年時代のマネー戦略 
　　～立場や役割が変わっても、働き続けることの大切さを知る
②５０代社員に必要なスキルの理解 
　　～基礎スキルを再獲得し、これまでの経験を活かして組織を支える
③輝かしい未来は自分でつくる 
　　～ロスに備え、変わる勇気を持つ

1日 26,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/662

IBHS046 中級（課長級）管理職研修 ～課長としてのあり方・現場力
編

【課長としてのあり方・現場力編】では、①労務管理　②現場の組み立て方
③部下指導・育成　の３つの観点から、課長としての「あり方」と「現場の動
かし方」を学んでいただきます。
現場の耐久力を高めるメンタルヘルス・残業対策、人時生産性を最大化す
るための業務の見極め方と采配の仕方、チャレンジと支援を通じて強い部
下をつくる方法など、「現代の課長」として仕事を全うし、成果を出すための
実践的なヒントを学んでいただくことのできる研修です。
また、孫子の教えである＜智【智恵】、信【信頼】、仁【思いやり】、勇【勇
気】、厳【厳格】＞の５つを研修の基盤としており、組織のリーダーとして必
要な能力を学んでいただける内容となっております。

1日 30,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/665

IBHS047 ベテランのためのビジネスマナー研修

仕事に慣れていくうち、基本的なビジネスマナーが疎かになり我流になる
ことがあります。本研修は、あるべきビジネスマナーの考え方・型を再確認
するとともに、自分だけでなく組織の業務効率をあげるために必要な行動
のとり方を学びます。

1日 26,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/666

TAHS001 経営幹部発想力強化
企業の経営幹部に求められる能力、ビジネスを成功に導く要件など、ビジ
ネスリーダとして必要不可欠な知識と能力を1日で習得します。

1日 52,920円
（参考価格）

https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/490

TAHS002 顧客提案力向上
攻略すべき顧客を特定し、その顧客が持つ潜在的なWANTS/NEEDSを把
握し、競合とは一線を画した提案策定につなげる有用なツールを体系的
に紹介します。

1日 42,120円
（参考価格）

https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/491

【仕事塾】

ビジネスアナリシス

FABA001 BA基礎～Fundamentals of Business Analysis～

多くの人が、“ビジネスアナリシス”という領域を知らないまま、ビジネスア
ナリスト(BA)の役割を担っていたり、または、無意識にビジネスアナリシス
を行っているのが現状です。
無意識にBA業務をしている組織のマネジャーや専門職の人は、BA業務
は役職にかかわらず、企業にとって大きな価値をもたらすということを知ら
ずにいることが多々あります。
このBA基礎では、入門コースとして、ビジネス課題に対するソリューション
を実装する前後とその過程、およびエンタープライズ・アナリシス（企業分
析）も含めたビジネスアナリシス全体をスコープとして取り扱います。また、
戦略を実行する - 正しい仕事を正しい権限で行う - という観点から、ビジ
ネスアナリシスが提供する価値について、理解を深めていきます。
※本コースは、BABOK V3.0に対応しています。

2日 108,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/213
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FABA002 要求の引き出しとマネジメント

「要求の引き出しとマネジメント」は、ユーザーやステークホルダーから要
求を引き出し、ソリューション開発の間、それらの要求をマネジメントするこ
とに責任をもつ方向けのコースです。
このコースでは、次のプロセスを学びます。
ソリューション・スコープの妥当性確認、協働による要求の引き出し、ソ
リューションのモデリング、有効な要求の文書化、ソリューションの妥当性
確認、要求変更管理、全体のプロセスを促進させるために必要な作業の
計画方法
※本コースは、BABOK V3.0に対応しています。

2日 108,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/216

FABA004 エンタープライズ・ビジネスアナリシス

本コースは、組織のビジネス戦略に影響するビジネス課題の解決を確実
にするために、シニアBAがプロジェクトの前段階から携わることが増えて
きているという背景の下、どのようにして企業規模での複雑性や変革にBA
を適用するのかについて学習します。コースは、エンタープライズ分析と
は？といった基本から始め、それがどのように投資の戦略的提携や変革
対応に役立つのかを探った後、さまざまなアーキテクチャ（情報、アプリ
ケーション、テクノロジー、ガバナンス）についての議論や、ビジネス・アー
キテクチャのブループリントとフレームワークを見ながら、ビジネス・アーキ
テクチャとエンタープライズ・アーキテクチャの関係についても焦点をあて
ます。

2日 108,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/229

FABA005 IT経営ストラテジ

IT経営推進のマネジメントプロセスとして、経営課題を引き出し、経営改革
を実現するために経営戦略策定フェーズから、IT戦略策定、IT資源調達、
IT導入、そしてITサービス活用フェーズに至るまでの一連のIT経営マネジ
メントプロセスを学習します。本研修では、ITコーディネータプロセスガイド
ラインに準拠し、企業のIT経営を成功させるためのマネジメント業務の概
要を学習します。
本コースは、ITコーディネータ協会認定コースになっており、ITコーディネー
タ資格を取得する人にとっては、必須の研修となっています。

2日 64,800円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/235

TABA001 Balanced Score Cardを活用した戦略的経営マネージメン
ト

グローバル企業での標準的経営管理ツールであるBalanced Score
Card(BSC)を活用した戦略的経営マネージメントシステムの基礎を学ぶこ
とができます。

1日 52,920円
（参考価格）

https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/494

TABA002 Excelで簡単にできる統計によるデータ分析入門
職場のデータをビジネスに生かしたいと考えている方が、データによる問
題解決手法に簡単にチャレンジできる方法を学びます。

2日
62,640円

（参考価格）
https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/495

プロジェクトマネジメント

TOPM001 プロジェクトマネジメント基礎
リーダーの役割を理解し、PMBOKに基づいて各管理項目を説明でき、体
系的な計画立案ができるようになります。実行段階で計画・実績との差異
を分析し対策立案ができるようになります。

2日 64,800円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/196

TOPM002 プロジェクトマネジメント実践
PMBOKに基づき、ＩＴプロジェクトにおける計画立案を中心に、ケーススタ
ディをとおして実践力を強化します。

3日 162,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/197

TOPM003 PMP®試験対策講座
PMBOK®の全体像と基礎知識の深堀り、合格に向けた学習のポイントや
過去の出題傾向と対策について学習し受験への体制を整えます。

3日 129,600円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/198

TOPM005 PMP®試験対策講座（チャレンジ）
PMP®の受験前に、実際と同じ時間（4時間）で同数（200題）の模擬試験に
取り組み、最重要ポイントを復習して合格率向上を図ります。

2日 86,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/553

TOPM101 ＩＴプロジェクト成功のために　テスト・導入
単体テスト－導入工程で起こりがちなプロジェクト上の問題を理解しQCD
を意識した改善提案ができることを目指します。

1日 32,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/199

TOPM102 ＩＴプロジェクト成功のために　設計・開発
設計・開発工程で起こりがちなプロジェクト上の問題を理解しQCDを意識し
た改善提案ができることを目指します。

1日 32,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/200

TOPM103 ＩＴプロジェクト成功のために　上流工程
上流工程で起こりがちなプロジェクト上の問題を理解しQCDを意識した改
善提案ができることを目指します。

1日 32,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/201

FAPM001 リスクマネジメント
リスクマネジメントの各プロセスを理解し、参画型の演習やケース・スタディ
を通じて、リスクマネジメント上の理論、考え方や原則を、実際の業務に応
用できることを目指します。

2日 108,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/231

FAPM002 プロジェクトマネジャーのための品質マネジメント

品質に関する一般的な知識だけではなく、プロジェクトにおける品質マネ
ジメントの概念、品質計画、プロセス改善手法などビジネスの成功に不可
欠な最先端の品質マネジメントの基本的な知識と実践的なスキルを学習
します。

2日 108,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/236

FAPM003 トラブルプロジェクトの克服技術

問題の起きたプロジェクトや起きそうなプロジェクトのアセスメントの計画・
実施、また最初の計画に戻すためのステップ・技法を学習します。
この技術を学ぶことにより、典型的なプロジェクトのミスを避けることも可能
となります。
スピード、正確さ、慎重さおよびスキルを用いて迅速に対応しなければな
らないプロジェクト・マネジャーにとって必須のプログラムです。

2日 108,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/240

FAPM004 プロジェクト・マネジャーのためのネゴシエーションスキル
プロジェクトマネジャーとして、対人関係を強化するコミュニケーション能力
の中で、特に重要なコンフリクトの解消や合意形成するネゴシエーションス
キルを演習やロールプレイなどをとおして学習します。

2日 108,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/245

FAPM005 プロジェクトリーダーシップ＆コミュニケーション

プロジェクトマネジャーとしてのリーダシップやメンバーのモチベーション
アップの方法、チーム育成の視点に基づくコーチングの知識とスキルを学
習します。ケーススタディや演習を多く取り入れ、学んだ知識の確認と実践
力を強化することを目指します。

2日 108,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/251

FAPM006 要求マネジメント
プロジェクト・スコープの基礎となり、スコープ変更の要因ともなる要求を適
切にマネジメントする要求マネジメント・プロセスについて、主な手法を実
践的に学習します。

2日 108,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/256

FAPM007 組織戦略とプロジェクト・ポートフォリオ・マネジメント
組織の戦略設定とプロジェクト選定（ポートフォリオ）、個々のプロジェクト
実施の戦略的なプロジェクトマネジメントを演習を通じて実践できるように
する上級PMを対象にしたプログラムです。

2日 108,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/261

FAPM008 プログラムマネジメント

このコースでは、戦略実現に直結するプログラムマネジメントの知識・スキ
ル習得とプログラムマネジャーとしての役割と重要なフレームワークを学
習します。
また、ケーススタディを通して、実際に直面するであろう問題と機会を体験
し、応用力を身につけます。
本コースは、PMI®のプログラムマネジメント標準第2版に準拠したコースで
す。

2日 108,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/266

FAPM009 スケジューリング＆コストコントロール

スケジュールの作成ならびにコストコントロールの準備段階で重要なワー
クブレイクダウンストラクチャー（WBS）の応用スキルを学習します。
さらに、スケジューリングおよびコストコントロールのために用いる重要な
見積や予測のためのツール、概念の理解・習得をめざします。

2日 108,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/270

FAPM010 契約・調達マネジメント

要求事項策定から終結まで、契約の全フェーズの概要に関する知識、ま
た契約・調達に関わるプロジェクトマネジャーとしての役割と責任について
学習します。
また、実際に契約や交渉を行う上で有効なアクション策や戦術についても
学びます。

2日 108,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/275

FAPM013 プロジェクト計画立案と見積技法
ソフトウェア技術者の方々を対象とした本プログラムは、オリジナル教材と
実践的なケーススタディを通じて、各種の見積技法とプロジェクト計画立案
方法の手順を体系的に理解することをめざします。

2日 108,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/287

FAPM014 ファイナンシャルマネジメント

財務・会計の基本、契約時の利益計画、資産管理などの基礎知識やプロ
ジェクト遂行における一般的な財務分析ツールを学習します。
ケーススタディや演習を多く取り入れることで、学んだ知識の確認および実
践力の強化をめざします。

2日 108,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/291

FAPM015 マネージング・コンプレックス・プロジェクト

新しい考え方―既知のプロジェクトマネジメント技法とツール適用に対する
新しいアプローチを必要とします。
マネージング・コンプレックス・プロジェクトは、そうしたプロジェクトの未知
の複雑さを評価し、成功をもたらす最適なアプローチと技法を展開するた
めの体系的なマネジメント手法を提供します。

2日 108,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/295

FAPM016 マネージング・グローバル・プロジェクト（日本語）

海外のグローバル・プロジェクト・マネジャーとして直面する文化/言葉の違
い、戦争や暴動、国政の変動、為替の変動、インフラや法律の不整備など
を検証し、なぜグローバル・プロジェクトのマネジメントが、国内のものより
困難であるか考え話し合います。
また、グローバルなプロジェクトをマネジメントするために必要なソフト・ス
キルについて触れていきます。
※ケーススタディ：医療機器メーカー事例

2日 108,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/299
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FAPM019 アジャイル要求開発

重要な情報を記録、収集し、まとめるためのツールやテクニックの提供とと
もに、アジャイル環境下における要求の引き出しのプロセスにフォーカスし
ます。また、要求レベルを区別する方法と正しいタイミングで正しいレベル
の要求を収集する方法をインタラクティブなコース運営を通して理解してい
きます。
アジャイルプロジェクトマネジメントの基礎や概要を一通り学習し、更に一
歩踏み込んだ各論をお探しの方にお勧めのコースです。アジャイルプロ
ジェクトマネジメントを実務に生かす第一歩としてご活用ください。

2日 108,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/259

FAPM020 アジャイルプロジェクトの見積りと計画

アジャイルプロジェクトで必要な先行する要求とそのサイズ、設計や計画
に最低限必要なもの（コト）を構成するものについて扱います。また、ケー
ススタディやマイケースを通じて次の６項目に関する計画についても学習
します；戦略、ポートフォリオ、ロードマップ、リリース、イテレーション、デイ
リースタンドアップミーティング
アジャイルプロジェクトマネジメントの基礎や概要を一通り学習し、更に一
歩踏み込んだ各論をお探しの方にお勧めのコースです。アジャイルプロ
ジェクトマネジメントを実務に生かす第一歩としてご活用ください。

2日 108,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/265

FAPM021 トラブルチームの活性術◆難しいメンバーを動かす

トラブルチームには必ず難しいメンバーがいてチームに悪影響を与えてい
ます。例えば、トラブルや不具合を報告しない、自分のことばかりで周囲へ
の配慮が足りない、モチベーションが感じられない、指示待ちになってい
る、…等々。このようなとき、プロジェクト・マネジャーであるあなたはうまく
対応できていますか？　 「トラブルチームの活性術」シリーズは、このよう
な難しいメンバーをマネジメントする上で必要なスキルを具体的に学ぶこと
はもちろん、ワークショップ参加者同士が成功＆失敗事例を通して、それ
ぞれが自分に合ったやり方を見つけ、現場ですぐに適用できるリアルな学
びを特徴にしています。
 本コースでは特に、難しいメンバーに現在の問題や、将来起こるかもしれ
ない問題に気づかせたり、逆に期待した成果につながる行動を称賛するこ
とで、その人の本来の力を引き出し、チームのパフォーマンスを向上させ、
プロジェクトの成功に繋げます。

1日 54,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/271

FAPM022 トラブルチームの活性術◆コンフリクトを解消する

メンバーの雇用形態の多様性、プロジェクト仕様変更頻度の高さなどに
よって、プロジェクトの進め方についての意見が合わない、感情的な問題
が起きている…など、今まで以上にチーム内にコンフリクト（対立）が発生
しやすくなっています。さらにコンフリクトが水面下で起きていて表出してい
ないケースもあります。これらのコンフリクトを放っておくと、会議時間ばか
りが長くなる、タスクの抜け漏れが発生する、トラブルが早急に報告されな
いといった悪影響を及ぼします。
 「トラブルチームの活性術」シリーズは、このような状況をマネジメントする
上で必要なスキルを具体的に学ぶことはもちろん、ワークショップ参加者
同士が成功＆失敗事例を通して、それぞれが自分に合ったやり方を見つ
け、現場ですぐに適用できるリアルな学びを特徴にしています。
 本コースでは、コンフリクトに対して前向きな意見交換を促すことによっ
て、創造性を生み出したり、成長や学習する機会に変えるなど、チームを
さらに結束させるスキルを学びます。 

1日 54,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/277

FAPM023 トラブルチームの活性術◆遠隔地とのコミュニケーション

チームメンバーが遠隔地にいるプロジェクトではチームをまとめていく難易
度が高くなります。なぜなら、メンバーのモチベーションや状況が見えづら
い、チームとしての一体感が醸成できない、進捗が遅れていることに気づ
かない、などの困難が想定されるためです。プロジェクト・マネジャーであ
るあなたはうまく対応できていますか？
 「トラブルチームの活性術」シリーズは、このような状況をマネジメントする
上で必要なスキルを具体的に学ぶことはもちろん、ワークショップ参加者
同士が成功＆失敗事例を通して、それぞれが自分に合ったやり方を見つ
け、現場ですぐに適用できるリアルな学びを特徴にしています。
本コースでは、遠隔地にいるメンバーとも、グループ内の結束と個人のコ
ミットメントを高めるコミュニケーションを行い、人材の多様性と地理的な制
約を越えて仕事を進めていくためのスキルを学びます。

1日 54,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/282

GAPM002 【PDU対象】【現場体験型】最強プロジェクト・チーム・マネ
ジメント

強く活力のあるチームの作り方を、実践的な演習を通じて体得します。
チーム・マネジメントの勘所を身につけられます。

2日 108,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/404

GAPM003 【PDU対象】PMBOK®Guide第6版改定内容速習

プロジェクトマネジメントのグローバルスタンダードである「プロジェクトマネ
ジメント知識体系ガイド（A Guide to the Project Management Body of
Knowledge）」（PMBOK® Guide）第6版における改定内容を解説します。
PMBOK®Guide第5版からの変更点を解説します。

1日 54,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/744

GAPM004 【PDU対象】【現場体験型】PMと営業のための企画・提案
力

ケーススタディにより、プロジェクトの企画・提案段階に潜む失敗要因を認
識します。その上で、ＰＭあるいは営業がビジネスの重要局面において、
プロジェクト管理技術・営業活動技術の重要点を踏まえた行動を取れるよ
うになることを目指します。重要点の講義とケーススタディ・演習で構成さ
れたコースです。

2日 108,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/755

GAPM005 【PDU対象】【現場体験型】進捗会議のツボ
進捗会議をプロジェクト成功のための最重要な場と位置付けます。進捗会
議の目的を明確にし、その目的を達成できるためには、何をどうすればい
いかを学びます。

1日 54,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/756

GAPM011 アジャイル開発入門

多様な展開を見せるアジャイル開発の、背景、概念、技法に関する最新の
知識を、幅広く学習できます。
従来考えられてきたアジャイル開発とは様変わりした、現在のアジャイル
開発をご説明します。
トヨタ生産方式に代表されるモノづくりのベストプラクティスがアジャイルに
及ぼした影響や、計画と規律を重視する現在のアジャイル標準手法を解
説し、規模拡大やハイブリッド適用にも言及します。
なぜ海外で50%以上のプロジェクトが導入しているのか、理解していただけ
ます。

1日 54,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/793

GAPM012 【PDU対象】アジャイル・プロジェクト・マネジメント

計画立案およびモニタリングで使用する主要なプラクティスを、プロジェクト
の進行に合わせ演習形式で学習します。
併せてエンタープライズ・アジャイルおよびモダンアジャイルについても紹
介します。

2日 118,800円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/794

IAPM001 PRINCE2®ファンデーションコース

本コースは、日々プロジェクトに携わる方、これから携わろうとしている方を
対象とした、PRINCE2のプロジェクト管理の方法論を学習する3日間のコー
スです。
最終日にPRINCE2認定試験を実施し、合格するとPRINCE2®ファンデー
ション資格を取得することができます。
（テクニカル：6、リーダーシップ：10、ストラテジー：5　　合計：21）

3日 270,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/286

IAPM002 PRINCE2®プラクティショナコース

PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments)は、組織の全てのプロ
ジェクトで使用できる共通のプロセス、役割、および用語を提供し、効率的
で有効なプロジェクト管理を実現します。この管理手法は、ヨーロッパを中
心に世界のデファクトスタンダードとなっており、官民問わずあらゆるプロ
ジェクトの管理に使用されています。
本コースは、日々プロジェクトに携わる方、これから携わることになる方を
対象として、PRINCE2®をビジネスの現場で実践するための基礎知識の習
得を目的としています。
最終日にPRINCE2®Practitioner認定試験を受験します。〔PDU対象コー
ス:14PDU〕（テクニカル：4、リーダーシップ：5、ストラテジー：5）
※PRINCE2®は、AXELOS社の登録商標です。

2日 259,200円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/479

IAPM004 PRINCE2®ファンデーション再試験
PRINCE2® Foundationの再試験を行います。
※PRINCE2®は、AXELOS社の登録商標です。

0.5日 31,320円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/530

IAPM005 EXIN Agile Scrum ファンデーションコース

EXINアジャイルスクラムファンデーションは、認定試験機関EXIN社が提供
しており、プロフェッショナルとして活躍する方の、アジャイル手法とスクラ
ム・プラクティスの複合知識を確認することができる認定資格です。
本コースでは、一般的な「アジャイルフレームワーク」に関する箇所と、「ス
クラム」の箇所に特定して、それらの利点とプラクティスについて学習しま
す。学習トピックの中には、顧客の設定した達成目標を実現するために、
チームメンバとアジャイル方式で取り組む方法などもあります。
本コースでは、部門間の協力や自己管理チーム、各イテレーションやスプ
リントで成果物を出すプラクティスについても学習します。
最終日にEXIN Agile Scrum Foundation認定試験を受験します。

2日 183,600円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/487

IAPM006 EXINアジャイルスクラムファンデーション再試験 EXIN Agile Scrum Foundationの再試験を行います。 1日 21,600円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/488
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IEPM001 パートナー連携

組織やプロジェクトの風土が良くなければ、プロジェクトマネジメント力、現
場力を発揮することができません。そして、プロジェクトの風土を良くするた
めには、ユーザー、情報システム部門、パートナー(ベンダー)が信頼関係
を築き、プロジェクトを進めることが必須となります。「これまで通りで」「適
当によろしくやってよ」とあぐらをかいていたりしませんか？
プロジェクトにとって最適なパートナーを選定し、信頼関係を構築できるPM
になるためのポイントを、実践的な演習を交えながら学びます。

1日 70,200円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/768

IEPM002 アジャイル開発落とし穴

ソフトウェア開発プロセスの一つとして「アジャイル開発プロセス」が注目さ
れ、実際の開発プロジェクトへ導入された実績例が多く出ています。しかし
ながら、これらの実績例の中で、当初見込んでいた効果が上がっていない
という開発プロジェクトも実際は多く存在しています。
本研修では、失敗事例を基に、アジャイル開発の原則に沿ってその原因と
対策を立案する考え方を学び、アジャイル開発プロジェクト成功へ導くヒン
トを持ち帰っていただきます。アジャイル開発の特徴を理解し、アジャイル
開発チームを運営するヒントや注意点を学びます。

1日 70,200円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/769

IEPM003 テストマネジメント

テストは、複雑な手順、複数メンバーでの連携作業です。本来は非常に高
度なマネジメントが必要ですが、多くのIT組織では「現場管理者の属人的
ノウハウ」に頼ってテストが行われています。この「テスト管理者の豊富な
経験」をノウハウ化・体系化したものが本研修です。
本研修では、テストをマネジメントするプロセス・体制づくりや品質審査の
「勘どころ」を学びます。「テストを機能させる管理の仕組み」「テストチーム
の現場指揮の執り方」「テスト結果の評価の仕方」など、現場の成功体験
に根ざしたノウハウを伝授します。

1日 70,200円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/770

IEPM004 グローバルPM道場（1日版）

プロジェクトマネージャとしてグローバルな環境でも尻込みすることなく、
堂々とシステム開発のプロジェクトマネジメントができるようになるために、
習得すべきコミュニケーションの基本と勘所を身に付けるための道場で
す。「基本的な知識習得と体験による強化すべき点の把握」を目指します。
グローバルで通用するコミュニケーションの「基本」を学びながら、実際の
様々なプロジェクトの場面におけるケースを通じて、実践的な英語によるコ
ミュニケーションを、日本にいながら体得します。

1日 70,200円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/771

ITサービスマネジメント

GAPM006
【PDU対象】マネジャーのためのITサービスマネジメントと
チームマネジメント

運用部門／ITサービス部門を円滑に運営し、チーム力を向上させるため
に必要な3つのマネジメントスキルを学習するコースです。
・ITサービスマネジメント
・チームマネジメント
・人材育成・成長支援
研修前半では、ITサービスマネジメントの基礎知識やポイントを学習する
ため、運用マネジャーになったばかりの方や運用マネジャー候補の方に最
適です。また、運用マネジャーの方もご自身の知識の再整理をすることが
できます。
研修後半では、コーチングやメンタルヘルス対策を中心としたマネジメント
スキルに加え、チームを活性化するための活動・取り組みやメンバーの成
長支援を事例紹介やワークを交えて学びます。

1日 59,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/753

GAPM007 顧客向けビジネス文書作成実践

システム障害はないに越したことはありませんが、意図していなくてもシス
テム障害が発生してしまうケースは多くあります。システム障害が発生した
際には、システムを提供している顧客へ状況や対策等を報告することが求
められますが、顧客へ報告するにあたっては、迅速かつ正確でわかりやす
く報告しなければ、顧客からの信用を失うことにもなりかねません。
システムの重要性が増している中、顧客と直接やり取りを行うシステム管
理者／担当者には、顧客目線での障害報告書を作成するスキルがますま
す必要になってきています。
本コースでは、顧客へ提出するビジネス文書（社外文書）作成のポイントを
学ぶとともに、顧客への障害報告書の作成を実習を通して習得することが
できます。
コース内の演習では、1人1台のPCを使用して、実際に文書を作成します。
作成した文書はその場でプリントアウトし、グループ（2～4名）の他メン
バーのレビューを受けます。（レビュー時のチェックポイントは事前に配布）
文書作成は、依頼文書1回、障害報告書2回の計3回実施することで、実習
を通して習得することを目指します。

1日 59,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/754

GASW005 ITインフラ運用実践1

基本的なWebアプリケーションシステムの運用管理を想定し、具体例を交
えながら運用管理に必要な関連技術を学習できます。また、座学だけでな
く、統合監視ツールや構成管理ツールを用いた実機演習を通して、より実
践的な運用業務を体感できます。

2日 140,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/760

IASM001 ITIL®インターミディエイト再試験
ITILインターミディエイトの各種講座を受講済みで、認定試験に不合格だっ
た方が、お申込みいただける再試験です。

0.5日 52,920円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/290

IASM002 ITIL®インターミディエイト・ケイパビリティ群 サービス提供
と合意（SOA）

顧客とのサービス内容の交渉・合意・最適化を行う実務者向けのコースで
す。関連するプロセスを講義50%、アサインメント50%の割合で学習します。

5日 434,160円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/293

IASM003 ITIL®インターミディエイト・ケイパビリティ群 計画立案、保
護、最適化（PPO）

ITサービスマネジメントの計画立案および設計を行う実務者向けのコース
です。関連するプロセスを講義50%、アサインメント50%の割合で学習しま
す。

5日 434,160円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/297

IASM004 ITIL®インターミディエイト・ケイパビリティ群 運用サポート
と分析（OSA）

ITサービスを運用する実務者向けのコースです。関連するプロセスを講義
50%、アサインメント50%の割合で学習します。

5日 434,160円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/301

IASM005 ITIL®インターミディエイト・ケイパビリティ群 リリース、コン
トロール、および妥当性確認（RCV）

ITサービスを本番環境に導入する実務者向けのコースです。関連するプロ
セスを講義50%、アサインメント50%の割合で学習します。

5日 434,160円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/304

IASM006 ITIL®ライフサイクル全体の管理（MALC）
ITILエキスパートを目指す方のコースです。ITサービスマネジメントのライ
フサイクルを通した管理について学習します。

5日 434,160円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/306

IASM007 iPadを活用したITIL エキスパートプログラム -ケイパビリ
ティ・トラック

3ヶ月間でITILインターミディエイト　ケイパビリティ・トラック4コース（「サービ
ス提供および合意（SOA）」、「プランニング、プロテクションおよび最適化
（PPO）」、「リリース、コントロールおよび妥当性確認（RCV）」、「運用サ
ポートおよび分析（OSA）」）の学習および認定試験受験を行います。その
後、「ライフサイクル全体の管理（MALC）」を学習し、4コースの認定試験に
合格後、MALC認定試験を受験します。合格するとITILエキスパートに認
定されます。
本コースは、2時間のオリエンテーション、13日間の集合研修および50時
間のｅラーニングから構成されています。ITILエキスパート認定資格の早
期取得を目指す方にお勧めのコースです。
テキスト（PDF）は、iPadに保存して支給するため、どこでもいつでも学習が
可能です。

16日 1,198,800円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/218

IASM008 ITIL®のためのTIPA®アセッサ

TIPA®リードアセッサの指導のもとTIPA®の方法論をベースとしたプロセス
アセスメントを実施する能力を身につけるためのコースです。TIPA®ツール
ボックスの使用、インタビューの実施のための準備、プロセスのアセスメン
トおよび評価、現在のIT サービスマネジメントにおけるプロセス成熟度の
測定、アセスメントレポートの作成、およびプロセス最適化のための提案に
ついて習得します。

3日 302,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/224

IASM009 ITIL®のためのTIPA®リードアセッサ

TIPA®フレームワークを利用したアセスメントプロジェクトを主導する能力
を身につけるためのコースです。 受講者は経営者とともに、スコープやア
セスメントプロジェクト計画を決めたり、アセスメントプロジェクトのチームを
編成できるようになります。

2日 226,800円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/230

IASM010 ITIL®インターミディエイト・ケイパビリティ群 サービス提供
と合意（SOA）ブレンド

ITILサービスライフサイクルの実践およびサービスデリバリにおけるサービ
ス提案と合意（以下SOA）のプロセスについてeラーニング（事前学習）を用
いて3日間にわたり学びます。
SOAプロセスにおける実務レベルの活動や方法、アプローチに焦点をあ
て、認定資格保持者がサービスライフサイクルを通して、これらのプロセス
を実践できるようになることを目的としています。
また、受講者参加型のシナリオベースのトレーニングを採用し、受講者が
ITILベストプラクティスの原理原則を学び、認定試験に合格するようサポー
トします。〔PDU対象コース:30PDU〕

3日 347,760円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/478
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IASM011 ITIL®インターミディエイト・ケイパビリティ群 計画立案、保
護、最適化（PPO）ブレンド

ITILサービスライフサイクルの実践およびサービスデリバリにおけるプラン
ニング、プロテクションおよび最適化（以下PPO）のプロセスについてeラー
ニング（事前学習）を用いて3日間にわたり学びます。
PPOプロセスにおける実務レベルの活動や方法、アプローチに焦点をあ
て、認定資格保持者がサービスライフサイクルを通して、これらのプロセス
を実践できるようになることを目的としています。
また、受講者参加型のシナリオベースのトレーニングを採用し、受講者が
ITILベストプラクティスの原理原則を学び、認定試験に合格するようサポー
トします。〔PDU対象コース:30PDU〕

3日 347,760円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/483

IASM012
ITIL®インターミディエイト・ケイパビリティ群 運用サポート
と分析（OSA）ブレンド

ITIL サービスライフサイクルの実践、およびサービスデリバリにおける運
用サポートと分析（以下OSA）のプロセスについてeラーニング（事前学習）
を用いて3日間にわたり学びます。
OSAプロセスにおける実務レベルの活動や方法、アプローチに焦点をあ
て、認定資格保持者がサービスライフサイクルを通して、これらのプロセス
を実践できるようになることを目的としています。
また、受講者参加型のシナリオベースのトレーニングを採用し、受講者が
ITILベストプラクティスの原理原則を学び、認定試験に合格するようサポー
トします。〔PDU対象コース:30PDU〕

3日 347,760円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/485

IASM013 ITIL®インターミディエイト・ケイパビリティ群 リリース、コン
トロールおよび妥当性確認（RCV）ブレンド

ITILサービスライフサイクルの実践およびサービスデリバリにおけるリリー
ス、コントロールおよび妥当性確認（以下RCV）のプロセスについてeラーニ
ング（事前学習）を用いて3日間にわたり学びます。
RCVプロセスにおける実務レベルの活動や方法、アプローチに焦点をあ
て、認定資格保持者がサービスライフサイクルを通して、これらのプロセス
を実践できるようになることを目的としています。
また、受講者参加型のシナリオベースのトレーニングを採用し、受講者が
ITILベストプラクティスの原理原則を学び、認定試験に合格するようサポー
トします。〔PDU対象コース:30PDU〕

3日 347,760円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/484

IASM014 ITIL®ライフサイクル全体の管理（MALC）ブレンド

ITILサービスマネジメント課程のITIL Expert認定取得のためのインターミ
ディエイトコース（サービスライフサイクル、サービスケイパビリティ）におけ
る最終モジュールとなります。
ITILコア書籍での内容である、ビジネスへのフォーカス、サービスライフサ
イクル上のプロセスの管理、目標、目的、機能、活動、およびプロセス間の
インターフェースや相互関連についてeラーニング（事前学習）を用いて3日
間にわたり学びます。
また、受講者参加型のシナリオベースのトレーニングを採用し、受講者が
ITIL ベストプラクティスの原理原則を学び、認定試験に合格するようサ
ポートします。〔PDU対象コース:30PDU〕

3日 347,760円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/486

IDSM001 ITIL®ファンデーション認定資格取得コース

当コースはITIL® Foundationの知識習得と認定資格取得を目指すもので
す。
ITIL® Foundationtとは顧客中心のサービス提供とは何か、顧客満足度を
向上するための運用手法とは何か、についてまとめられたベストプラクティ
スであり、今では【業界標準】として受け入れられているものです。当コー
スには過去1000名以上のお客様にご受講戴きました。
参加者が自分の業務内容と照らし合わせながら、顧客満足度の高いサー
ビス提供の為に何が足りないのか、何を検討するべきなのかを考えられる
ようになる事も当コースのねらいです。
研修最終日にはITIL® Foundation認定試験も組み込まれています。
試験対策の為の模擬問題も多数実施し合格を目指します。

3日 205,200円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/783

IDSW001 失敗しないDevOps(管理職編)

自ら考え、他人事から自分ごととして知識を得る。
すぐに行動できる意識を醸成し、有益な指針を提供する。
毎回ワールドカフェ・スタイルのチーム・ディスカッションで運営/気づきの
話題を重ねゴールに向かいます。
クラスの案内・ディスカッション・発表・話題提供・質疑応答・次回の案内(宿
題)

3日（6回） 378,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/767

営業力強化

GASA003 【PDU対象】IT営業力の強化 基礎編

IT営業に興味を持ち、モチベーションを高めて活動するためには、活動内
容を正しく理解することが重要です。
このコースではIT営業活動の内容と営業プロセスを学習し、ITビジネスプ
ロセスの中で営業が果たす役割を理解することで、IT営業活動に必要な
意識と行動を学びます。

2日 129,600円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/616

GASA004 【PDU対象】IT営業力の強化 実践編

IT営業活動の実践において、お客様の信頼を得られるか否かを分けるポ
イントは何か、受注するためにはどのタイミングで何をしなければいけない
か、といった勘所を講義と演習を通じて習得します。
営業活動の面白さを実感し、魅力を感じながらビジネス推進に邁進するた
めに必要となる意識と行動の変革を図ります。

2日 129,600円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/617

業界知識

NCIK001
業界研究（流通企業に学ぶ戦略を支える経営・業務シス
テム）

小売低迷といわれる現況において、独自の経営戦略により好業績を続け
ている流通企業の戦略の成功要因（ベストプラクティス）を研究し、戦略を
支えるITについて考えます。

1日 32,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/263

NCIK005 業界研究（公共の業界知識編）
公共の仕組みや主な業務を国と地方自治体を対比しながら学習するとと
もに、行政におけるソリューション営業の視点を学習します。

1日 32,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/278

NCIK006 業界研究（中央官庁の基礎知識とアプローチ方法）
中央官庁の組織構造、業務執行などの基礎知識の学習を通じて官僚の
行動原理を理解し、中央官庁の事業への提案を想定したケーススタディを
通じて実務に通じるアプローチ方法を学習します。

1日 32,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/211

NCIK007 業界研究（自治体の業務の仕組みと業務の実態）
地方自治体における業務執行の基本的な仕組みと実態を把握したうえ
で、自治体ＩＣＴ市場の拡張に向けて習得すべきＩＣＴの取組み動向、効果
的な営業コミュニケーションの対象・方法・タイミング等を学習します。

1日 32,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/215

NCIK010 業界研究（提案視点を広げるための官公庁へのアプロー
チ研究）

IT基本法が施行され、政府の情報通信技術戦略のもと、様々な取り組み
がされ、15年が経過する中で、新たな取り組みや課題そして今後の方向
性なども新しく示されています。そのような政策を理解することで、ITベン
ダーとしての提案視点を考察する機会とします。

2日 32,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/523

NCIK012 業界研究（企業活動の管理業務の流れを学ぶ業務知識
講座）

①業務系システムを理解するための基本知識を習得する。
②業種に共通した基本知識を習得するコースです。

1日 32,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/525

NCIK015 業界研究（一目でわかる金融システムの全体像とその方
向性）

金融システムの全体像を示し、わが国における金融システムの発達の歴
史、また現在のシステムが抱えている課題と問題点、システムリスク、金
融機関の動向、当局の動き、そして今後進みつつあるシステム開発の方
向性等について学習するコースです。

1日 32,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/535

NCIK016 業界研究（金融検査結果事例からシステムリスク管理の
動向を学ぶ）

金融機関の規制当局の動向とその対応について把握し、過去どのような
システムリスクに関する指摘事項が発生していたのか事例とその傾向を
について確認します。それらを理解したうえで、不正リスクを軽減するため
のシステムの仕掛け、内部統制の構築、情報セキュリティ対策について学
習するコースです。

1日 32,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/536

NCIK018 業界研究（製造業のグローバル展開とＩＴソリューション）
製造業の生産管理の全体像をより深く理解した上で、ITソリューション企業
の人材が顧客の情報化課題に対し適確に提案ができるようになる事を目
的とするコースです。

1日 32,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/533

NCIK019 業界研究（製造業のＩＴ導入事例から学ぶ業務とＩＴソリュー
ション）

製造業の基本的なしくみや主な業務を演習を通じて学習するとともに、主
なIT化を確認し今後の業務における基礎知識を習得します。特に新人、若
手向けのコースです。

1日 32,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/534

NCIK020 業界研究～金融業界の環境・動向・課題を理解する～
金融業界全般に渡って、各業界の仕組みや主な業務を学習する業界知
識の基礎編

1日 32,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/561

NCIK021 業界研究～IT業界の基本知識～

IT企業の若手社員や他業界の取引先企業社員などを対象に、IT業界の
基礎知識を習得するコースです。IT業界の基礎知識をビジネス、人材、最
新トレンドの視点で学習することで、IT業界の全体像を理解し、IT業界に関
連するビジネスに役立てることを目的としています。

1日 32,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/574

NCIK023 業界研究～医療機関の経営課題～
変化している病院機能の確認と今後の医療機関の経営のあり方を実際の
コンサルティング事例やケーススタディーを通して学習するコースです。

1日 32,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/563

NCIK024 業界研究～福祉・介護業の基礎知識～
福祉・介護業界の現状について概観し、福祉・介護業界の基礎知識や
サービス内容について学ぶ初級コースです。事例演習を通して福祉・介護
業の基礎知識の理解を深めます。

1日 32,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/564
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NCIK025 業界研究～福祉・介護業界へのアプローチ方法～
福祉・介護業の運営や主要業務の実態を理解する中級コースです。事例
演習を通して、福祉・介護業の経営についての理解を深めます。

1日 32,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/565

NCIK029 業界研究～観光産業における宿泊（ホテル）事業環境の
現状と課題および基本業務について～

観光立国を標榜する我が国の観光産業の中でも、その中心的役割を担う
宿泊産業。とりわけグローバルなホテルビジネスの経営体制と、業務内
容、収益構造の実態、そして新たなホスピタリティ産業への課題と視点を
解説、議論する。

1日 32,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/569

NCIK030 業界研究～出版流通の問題と課題解決の方向性～
出版業界は年々市場が縮小しており、電子書籍やａｍａｚｏｎの登場など、
出版物を取り巻く環境に大きな変化が生じています。そのような出版業界
の課題を整理し、解決の方向性を探ります。

1日 32,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/570

NCIK032 業界研究～エネルギー事業の基本業務～
石油、電力、ガス等のエネルギー事業の基本的なしくみや主な業務を学
習するとともに、自由化の状況を確認し今後の業務における基礎知識とす
る。

1日 32,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/572

NCIK035 業界研究～飲食業界の基礎知識～
飲食業界全体を確認するとともに、メインターゲットとする外食産業の動
向、課題やニーズを学習し、キーマンと対話できるようヒアリングのシナリ
オ作りを行います。

1日 32,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/576

業務知識

TOBK001 ＩＴ技術者のための経理基礎 経理の基礎知識を、演習を取り入れながら習得します。 2日 64,800円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/195

TOQC001 実践リスク・マネジメントセミナー

近年、リスクマネジメント上の問題から企業の存続が危ぶまれるケースが
増加しており、リスクマネジメントや危機管理の重要性が高まっています。
一方で組織でのリスクマネジメントの重要性についての認識はまだ不十分
で、体制や仕組みづくりについてはまだおろそかである事も多いのが現状
です。本セミナーでは、受講者は基礎知識の理解に加えて事例研究と自
社のチェックリストの作成を通じて、職場または会社全体のリスクマネジメ
ント（ERM）を改善・充実させPDCAサイクルをより的確に回せるようになる
ための第一歩を踏み出します。

1日 64,800円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/509

GABK001 トレイン・ザ・トレーナー

質の高い研修を提供するための知識とテクニックを学び、研修の現場で実
施・応用できる「教える技術の強化」を目指します。成人学習に基づき、事
前準備、講義の開始から展開の仕方、受講者への効果的な指示の出し
方、視聴覚資料の作成方法、時間管理、扱いにくい受講者にどう対応する
か、など、研修の準備から実施まで幅広く網羅しています。

4日 196,560円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/405

情報デザイン

TOID002 UX基礎（2日間速習コース）

システムやサービスを創出あるいはリニューアルする際、「結果としてユー
ザーにどのような体験を与えるか」「ユーザーにとってうれしいコトは？」と
いう観点をもつことが成功につながります。
本講座では、受講者に、ペルソナ作成⇒カスタマージャーニーマップ⇒問
題解決（ユーザーとサービスの出会い<タッチポイント>における満足と苦
痛を発見して、修正を加える）というプロセスを体験していただきます。

2日 54,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/439

TOID005 UXデザイン

コトを創り出すエンジンになるものが「UX（ユーザー体験）」の理解だと言わ
れています。 UXの概念を理解し、業務にUXの手法を取り入れることがで
きることを目標とします。 
システムやサービスを創出あるいはリニューアルする際、「結果としてユー
ザーにどのような体験を与えるか」「ユーザーにとってうれしいコトは？」と
いう観点をもつことが成功につながります。
本講座では、受講者に、ペルソナ作成⇒カスタマージャーニーマップ⇒問
題解決（ユーザーとサービスの出会い<タッチポイント>における満足と苦
痛を発見して、修正を加える）というプロセスを体験していただきます。

1日 37,800円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/720

TOID201 サービスサイエンス

「ITサービス」という言葉が使われるようになって久しいですが、IT業界の
人たちは、自分たちが「サービス」を提供している、と認識しているでしょう
か。このコースでは、ITエンジニアに「サービスとは何か」ということについ
て考えていただきます。そして、より質の高い「サービスとしてのIT」を提供
するために必要な考え方を学習します。

1日 43,200円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/511

TOID302 BMGワークショップ基礎＋実践

「ビジネスモデル・ジェネレーション」の中核となるツール「ビジネスモデル・
キャンバス」を基本とする複数のフレームワークを活用したメソッドを学び、
事業構造を可視化し、社会や市場の変化にあわせてスピーディに事業や
事業の変革構想案を産み出すことができる人財を育成する。

3日 788,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/623

TAID001 ビジネスモデル構想力強化
顧客優位・競争激化の時代になり、ビジネス見直しに供する有用なアプ
ローチであるビジネスモデル・ジェネレーションの考え方を紹介します。

1日
42,120円

（参考価格）
https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/492

TAID002 ブルーオーシャン戦略
ブルーオーシャン戦略は従来と全く異なるアプローチで新規事業を創造し
ます。血みどろの戦いが繰り広げられる「レッド・オーシャン」を脱却して未
開拓の価値市場を目指します。

2日 84,240円
（参考価格）

https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/493

品質管理

TAQC001 QFD：品質機能展開
製品開発に広く用いられているQFDを紹介します。QFDを活用することで
市場要求の正しい理解と開発者間の意識共有に役立ちます。

2日 84,240円
（参考価格）

https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/498

TAQC002 リーンシックスシグマ入門
業務と情報の流れをValue　Stream　Mapを使って可視化し、ボトルネック
を見つけて改善していく方法を学びます。また、研修を通してグループ
ワークのファシリテーションも学びます。

2日
84,240円

（参考価格）
https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/499

TAQC003 リーンシックスシグマによる小集団活性化
今までにない生き生きとした小集団活動に変革できるリーンシックスシグ
マ手法を学びます。また、小集団活動リーダとしての心得も習得します。

2日 84,240円
（参考価格）

https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/500

グローバル人材

GAGL001 【PDU対象】グローバルマインドセット

急速なグローバル化は、日本人のビジネスの仕方を大きく変えています。
国内外・社内外を問わず、外国人や価値観の異なる人々と協働する機会
が急増する傍ら、戦略の立案や商品開発など間接的にグローバルな視点
が求められる状況も増えてきています。
グローバルマインドを 『自分（自社）を取り巻くあらゆる事象を地球規模の
視点で考えようとする意識』と定義し、グローバルな視野／多様性の尊重
／異文化理解の意識を合わせたものと考えます。このプログラムでは、あ
なたの個性・専門性・ビジネススキルを今日のグローバルビジネスで発揮
するために必要な意識、視点、知識を学習します。

1日 64,800円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/305

GAGL002 【PDU対象】グローバルビジネスディスカッション

ビジネス環境がますますグローバル化し、海外とのやりとりや外国人を交
えたプロジェクトの遂行など、外国人と協働する機会が増えつつあります。
こうした環境の中で、自らの意見を明確に伝え、相手を理解した上でディ
スカションし、最善の策を見い出す能力が非常に重要となってきました。
「英語で進行した会議の席で、言いたいことはたくさんあったのにその半分
も伝えられなかった・・・。」
「外国人スタッフと意見の交換をするときに、相手の言うことがきちんと理
解できず、ちぐはぐな議論で終わってしまった・・・。」
「原因は語学力の問題」。本当にそうでしょうか？
言葉が片言でも自信を持って話をする外国人に、あなたは出会ったことは
ありませんか？
彼らと自分との違いはどこにあるのでしょうか？
グローバルな環境でビジネスを展開する多くの方々が直面するこうした課
題は、必ずしも語学だけの問題ではなく、多くの場合、羞恥心や思い込
み、経験不足など別の問題が起因しています。本セミナーで自身の課題を
明確にし、多くの演習を通じて自信を持ってディスカッションできるスキルを
身に付けてください。

1日 75,600円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/307
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GAGL003 【PDU対象】ビジネスプレゼンテーションスキル

せっかく良いアイディアがあるのに、その魅力をうまく見せれずに、大切な
商談や交渉を逃してしまった・・・そのような経験はありませんか？
一般的に私たちは、学生生活を通しても、さらに社会人になってからも、プ
レゼンテーションを学ぶ機会がそうそうあるものでもありません。だからこ
そ、基本をしっかりおさえ、練習する機会が重要です。
AMAのプレゼンテーションセミナーでは、
　1.　伝える「目的」と期待する「結果」を明確にする
　2.　“わかりやすい伝え方（組み立て）”を学ぶ
　3.　“見せ方（スキル）”をとことん練習する
　4.　プレゼンテーションを補足するビジュアルエイド（スライド）の作成につ
いて学ぶ
これら大きな4つの流れのもとに進行します。
さらに、内容が良くても、プレゼンテーションをする本人に自信がなくては、
その見え方はまったく異なってきます。コースを通して、講師が受講者をと
ことんコーチングしますので、人前でプレゼンテーションすることが怖くなら
ない「自信」をつけていただけるでしょう。

2日 140,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/308

GAGL005 【PDU対象】グローバルミーティングファシリテーション

ビジネス環境の変化に伴い、多様な文化的背景を持つ人材が集まって
ミーティングを行う機会が増えています。
特に競争の激しいグローバル市場では、メンバーの知識や経験を集約し、
多様なアイディアを競争力に変えていくことが不可欠です。 
ところが、意見の集約を目的に行うミーティングは、成果に繋がる形で進
行できているのでしょうか？
通常のミーティングであっても、いつのまにか話すべき話題から外れてい
たり、発言力の強い人の意見に引っ張られるケースは少なくありません。
ましてや多様なメンバーが集まった場合にことはさらに複雑化し、意見の
集約がうまくいかない場合が多くあります。 
こうした環境だからこそ、マネジャーやリーダーには、メンバーの能力を集
結し、しかるべき結論を導き出せるファシリテーションスキルの習得が求め
られるようになってきました。 
本セミナーでは、多様なメンバーが参加するグローバルミーティングを上手
にファシリテーションするための心構えと、会議を円滑に進める上でファシ
リテーターとして知っておくべき知識やスキルを学びます。学んだ内容を実
践でご活用いただくために、講義は日本語、演習を英語で行います。
英語に自信がない人であってもファシリテーターとしての不安を取り除き、
率先して会議を先導する能力を醸成します。

1日 75,600円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/401

IBGL001 日本で働くためのビジネス基礎研修

◆研修のポイント
１．日本と出身国の商習慣の相違の認識、日本の商習慣の文化的背景の
理解
２．日本の職場や顧客から求められる具体的なビジネスマナー、仕事の進
め方、コミュニケーションの取り方を習得する

1日 26,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/371

IBGL002 外国人社員受け入れ研修

◆研修のポイント
①自組織にとっての外国人採用の目的を考える
②文化とは何か考え、「違い」に対する理解を深める
③異文化理解をするための、コミュニケーションの取り方を考える
④外国人社員に対する、効果的な指示・指導方法を考える
⑤外国人社員の受け入れ計画を立てる

1日 26,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/372

【技術塾】

データベース

TODB001 Oracle Database 12c: SQL 基礎 I

本コースでは、はじめてOracleデータベースに触れるという方のために、
Oracle Database 12cのデータベース・テクノロジを紹介します。リレーショ
ナル・データベースとリレーショナル・データベースへアクセスするための
標準言語であるSQL言語の書き方を学ぶことができます。また、1つの表
および複数の表に対する問合せの記述、表内のデータの操作、データ
ベース・オブジェクトの作成を行うために必要なSQLスキルを習得すること
ができます。

3日 231,336円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/185

TODB002 Oracle Database 12c: 管理クイック・スタート

本コースでは、Oracle Database 12cのインストールからバックアップ・リカ
バリ、およびパフォーマンス監視まで、データベースの運用を継続するた
めに必要なOracle Database 12cの基本的な管理タスクの実行方法を学習
します。中小規模のデータベース管理者を目指す方に最適なコースです。

2日 154,224円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/149

TODB003 Oracle Database 12c: 管理 ネクスト・ステップ

本コースでは「Oracle Database 12c: 管理クイック・スタート」コースで学習
した内容をもとに、Oracle Database 12c のアーキテクチャへのより深い理
解とより効率的なデータベース管理方法について学習します。コースで
は、構築したデータベースを適切に管理できるように、パフォーマンスの監
視、ユーザー管理、およびバックアップ・リカバリ等について説明します。

3日 231,336円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/147

TODB101 データベース基礎
データベースの概念、DBMSの使用目的、SQL文の概要などデータベース
技術理解に必要な基本的な考え方についてご紹介します。

1日 32,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/145

TODB102 SQL基礎 リレーショナル・データベース操作の基本であるSQL文を習得します。 2日 64,800円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/146

オペレーティングシステム

TOOS007 1dayクイックマスター Active Directory概要とDNSの管理

Windows 2000から強化されたActive Directoryとグループポリシーについ
て講義とデモを中心にご紹介します。
また、Active Directoryの構築に必要なDNSサーバーの機能概要をご紹介
します。

1日 37,800円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/190

TOOS008 Windows Server 2012概要
Windows Server 2012の基本機能と以前のバージョンとの違いを紹介いた
します。

1日 43,200円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/353

TOOS101 Linux管理基礎
Linuxを導入したシステムでの基本設定、運用管理に必要な知識を習得し
ます。

2日 64,800円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/179

TOOS102 UNIX/Linux操作入門 簡単なコマンドの使い方とファイルの取り扱いを習得します。 2日 43,200円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/181

TOOS103 シェルプログラミング
テキスト処理コマンドおよびBashを使ったシェルスクリプトの基本文法につ
いて、講義と実習をとおして習得します。

2日 54,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/183

EAOS001 Windows Server 2012 のインストールおよび構成(#23410)

既存のエンタープライズ環境で Windows Server 2012 インフラストラクチャ
の中心となる部分を実装するために必要な知識やスキルを身に付けま
す。
本コースでは主にAD DS (Active Directory Domain Services)、ネットワー
ク サービス、Microsoft Hyper-V Server 2012 の構成を含む、Windows
Server 2012の中心となるサービスの最初の実装と構成についてご紹介し
ます。
また、Microsoft Official Course カリキュラムに追加し、Windows Server の
アップグレードを検討されている方への補足説明として、移行のポイントを
ご紹介します。

5日 243,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/153

EAOS002 Windows Server 2012 の管理（#23411）

Windows Server 2012 エンタープライズ環境で、DNS、Active　Directory、
グループポリシー、NAP、WSUSなどのコア インフラストラクチャ サービス
を構成し、保守に必要な知識をご紹介します。 
また、Microsoft Official Course カリキュラムに追加し、Windows Server の
アップグレードを検討されている方への補足説明として、移行のポイントを
ご紹介します。

5日 243,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/155

EAOS003 高度な Windows Server 2012 サービスの構成(#23412)

本コースでは、Windows Server 2012 エンタープライズ環境における高度
なサービスの提供に必要な知識とスキルを身に付けることができます。
Windows Server 2012 の高可用性機能、ファイルと記憶域のソリューショ
ン、およびネットワーク サービスの構成方法と管理方法を身に付けること
ができます。また、Active Directory Domain Services (AD DS) のインフラ
ストラクチャの構成とバックアップおよび障害回復の実装についてもご紹
介します。
また、Microsoft Official Course カリキュラムに追加し、Windows Server の
アップグレードを検討されている方への補足説明として、移行のポイントを
ご紹介します。

5日 243,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/150

プログラミング

TOPR001 プログラミング導入
プログラミングの基本事項を習得します。
C言語を例に、プログラミング言語に共通の用語と考え方を習得します。

1日 27,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/161

TOPR002 1dayクイックマスター Webアプリケーション概要
Webアプリケーション構築の鍵となる各種技術（ASP、Java、Perl、PHPな
ど）の概要を理解し、 Webアプリケーションの仕組みを理解します。

1日 37,800円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/192
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TOPR101 Javaプログラミング入門 for ビギナーズ
C言語およびC++言語を使ったプログラムを作成したことがない方を対象
に、プログラミングの基本(変数、演算子、制御文、メソッドなど)を習得しま
す。

2日 110,160円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/157

TOPR102 Java SE 7 プログラミング I

本コースは、Java の概要 および Java 言語の基本文法について習得しま
す。クラスとオブジェクト、カプセル化、継承、ポリモフィズムなど、オブジェ
クト指向プログラミングの基本知識およびテクニックについて実習を通して
学習します。また、基本的なライブラリの使用方法や例外処理についても
学習します。

3日 165,240円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/158

TOPR103 Java SE 7 プログラミング II

本コースでは、コレクション・フレームワーク、スレッドの利用方法、ファイル
入出力、および基本的な JDBC の利用方法について学習します。コレク
ション・フレームワークやスレッド処理、ファイルI/Oの基本知識に加えて、
Java SE 7で追加されたFork/JoinフレームワークやNIO.2によるファイルア
クセスについても実習を通して学習することができます。

3日 165,240円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/160

TOPR201 C言語プログラミング１　基本文法編 C言語の変数や制御文など、基礎的な文法を習得します。 2日 64,800円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/169

TOPR202 C言語プログラミング２　関数とポインタ編
C言語の関数やポインタ変数を使用したプログラムの作成方法を習得しま
す。

2日 64,800円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/171

TOPR203 C言語プログラミング ステップアップ 実務に役立つプログラミングテクニックを演習を通して習得します。 2日 64,800円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/166

TOPR204 C++プログラミング オブジェクト指向言語であるC++の文法を習得します。 3日 81,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/163

TOPR301 Webアプリケーション・クライアント技術（HTML、CSS）
Webページを作成するために必要なHTMLとCSSの基本について習得しま
す。

1日 32,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/168

CBPR002 Ruby on Rails Webアプリケーション開発入門 [Rails4対応]

本コースでは実際にアプリケーションを作成しながらRuby on Railsにおけ
る開発手法を短期間で効果的に学習します。
また、Rails4技術者認定シルバー試験に対応しており資格取得を目指す
方にも適しております。

3日 162,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/292

CBPR004 Ruby 技術者認定試験 Silver（RY0-100）対策 version 2.1

このコースは Ruby 技術者認定試験 Silver ”version 2.1” に対応したコー
スです（Rubyアソシエーションにより2014年10月1日から新認定試験が施
行されました）。
前半は試験対策講座を行い、通常の学習では気づきにくい試験ポイントを
効率よく学習します。
後半では実践に近い模擬試験を行い、満足いくまで学習していただきま
す。
短期間で Ruby 技術者認定試験 Silver ”version 2.1” 合格を目指す方に
お勧めのコースです。

1日 41,040円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/300

CBPR005 Ruby 技術者認定試験 Gold（RY0-200）対策 version 2.1

このコースは Ruby 技術者認定試験 Gold ”version 2.1” に対応したコース
です（Rubyアソシエーションにより2014年10月1日から新認定試験が施行
されました）。
前半は試験対策講座を行い、通常の学習では気づきにくい試験ポイントを
効率よく学習します。
後半では実践に近い模擬試験を行い、満足いくまで学習していただきま
す。
短期間で Ruby 技術者認定試験 Gold ”version 2.1” 合格を目指す方にお
勧めのコースです。

1日 41,040円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/303

GAPR001 CSS3 によるWebページデザイン

Webコンテンツ編集者にとって必須技術と言えるCascading Style Sheets
（CSS)について学習します。Webサイトのレイアウト、配色を CSS により定
義し、PC やスマートフォン、タブレットなどのクロス デバイスをサポートす
るレスポンシブ Web デザインの手法を理解します。

1日 43,200円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/280

GAPR002 1日でわかる！Webテクノロジー

本コースでは、Web テクノロジーを構成する一連の各種要素技術の基本
的な仕組みと用語について学習します。デモンストレーションや簡単な演
習の積み重ねにより、概念や用語を具体的な知識として身につけることが
できます。

1日 54,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/285

GAPR003 エンタープライズJavaScript

本コースは、講義と演習を通じてJavaScriptを大規模アプリケーション開発
に適用するための高度な知識（関数オブジェクト、プロトタイプベースオブ
ジェクト指向等）を習得していただくとともに、生産性を高めるためのフレー
ムワーク技術の基礎を紹介します。

2日 101,520円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/294

GAPR004 フレームワークの仕組みと活用

本コースでは、普及しているフレームワーク（Struts、iBATIS、Spring）につ
いて、その概要と仕組み、使い方を紹介しながら、フレームワークを利用
することで得られるメリットを説明します。あわせて、組織としてフレーム
ワークを利用する場合の注意点を挙げます。

2日 101,520円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/298

TAPR001 よくわかるExcelマクロ
データ分析作業を効率化するマクロの活用術を教えます。マクロの使い方
を覚えればこれまで時間がかかりミスが多かった手操作を大幅に改善す
ることができます。

2日 62,640円
（参考価格）

https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/497

ソフトウェア開発（分析・設計・テスト）

TOSW001 オブジェクト指向概論
Java言語やC++言語などのオブジェクト指向言語を使いこなすために必要
な、オブジェクト指向の基本概念を習得します。

1日 29,160円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/172

TOSW002 UML入門（UML表記法） オブジェクト指向分析・設計で用いるUMLの表記法を理解します。 1日 32,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/176

TOSW003 UML演習（オブジェクト指向分析・設計）
オブジェクト指向開発におけるUMLを使用した分析・設計について、基礎
知識を演習をとおして習得します。

2日 86,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/174

TOSW101 システム要件定義
客先から必要な要件を引き出す重要性を理解し、要件定義として何をしな
くてはいけないのかをケーススタディをとおして習得します。

2日 75,600円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/188

GASW001 Webシステム基盤アーキテクチャ概要

高度な非機能要件を実現するシステム基盤について学習し要求される開
発では「アプリケーションを意識したシステム基盤構築能力」「システム基
盤を考慮したアプリケーション開発能力」といったスキルが不可欠です。本
コースでは、Webシステムの代表的なアーキテクチャの全体像を解説した
上で、各システム要素について設計の基本的な考え方とポイントを解説し
ます。本コースを通し、「プログラムを作るだけ」ではなく、ITシステムの全
体像を見る目を養います。

2日 108,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/289

SASW004 ITアーキテクチャ設計講座

複雑で大規模な情報システムを開発していくには、実際のプログラム設計
に先立ち、さまざまな視点の要求仕様をバランスよく実現するための構造
（ITアーキテクチャ）を明らかにすることが重要となります。そこで、本コース
では、幅広い範囲にわたるITアーキテクチャ設計のための知識に関して、
例題演習を交えて解説し、ITアーキテクトとなるための学習と研鑽の方法
を考察します。

2日 97,200円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/501

SASW005 ソフトウェアテスト 実践講座

ソフトウェアテストの計画、設計、実行管理などの基本技術は、具体的な
進め方が会社／プロジェクト毎に異なり、頭では理解していてもなかなか
身につきにくいのが実情です。本コースでは、ソフトウェアテストの体系的
な理解と、特に演習を通じて基本に忠実なテスト設計、実行管理の進め方
を習得することができます。初級から中級のテスト技術者の方に最適な講
座です。

2日 97,200円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/502

ネットワーク・セキュリティ

TONW001 IPルーティング基礎

IPルーティングの基本的な知識とルーティングを行うために必要な情報を
習得します。
シスコシステムズ社製のルータを使って、ルーティングの設定実習を行い
ます。

2日 64,800円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/165

TONW002 L2/L3スイッチ
スイッチングの基本的な知識とVLANを構築するために必要な知識を習得
します。スイッチング、VLANの実装技術の設定実習を行います。

2日 71,280円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/167

TONW003 TCP/IPネットワーク実習 様々な実習を通じて、ネットワークの知識を再確認します。 1日 27,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/170

TONW004 ネットワークトラブルシュート
ネットワークのトラブルを体系的に学び、実機演習をとおして、原因の切り
分け方法を習得します。

1日 43,200円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/173

TONW005 ネットワークサービスの仕組み
DNS、Web、メール、プロキシといったネットワークサービスの仕組みにつ
いて学びます。

1日 32,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/175
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TONW006 TCP/IPネットワーク基礎
LANを構築する代表的な規格であるイーサネット、業界標準のプロトコル
であるTCP/IPの仕組みなど、ネットワークの基礎技術について習得しま
す。

1日 27,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/178

TONW007 LAN設計演習 LAN設計知識をケーススタディや演習をとおして習得します。 2日 75,600円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/177

TONW009 1dayクイックマスター 無線LAN　基礎と実習
無線LANの基本的な知識と、無線LANを構築するために必要な情報を、
実習をとおして習得します。

1日 37,800円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/193

TONW010 ネットワーク設計
無線LANやネットワーク仮想化を考慮したLANおよびWANの設計知識に
ついて、ケーススタディや演習問題を通して習得します。

2日 75,600円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/446

TONW101
1dayクイックマスター インターネットセキュリティ：基礎－攻
撃と防御　一部体験

不正アクセスの手法やセキュリティ対策について、実習やデモをとおして
理解します。

1日 37,800円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/194

TONW102 情報セキュリティ基礎

情報セキュリティの根本となる各要素と対策技術を習得します。
どのようなセキュリティの脅威があるか、攻撃者がどのような手順で攻撃
するのかを学び、脅威からの防御の考え方を学びます。
また、それぞれの攻撃の段階において防御するための技術に関しての紹
介をいたします。
また、セキュリティを考慮した運用や開発のフレームワークにはどのような
ものがあるかを紹介いたします。

2日 75,600円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/510

CBNW002
ROUTEv2.0(Implementing Cisco IP Routing)（試験バウ
チャー付）

このコースは、Cisco CCNP認定資格に対応したコースです。
Ciscoルータを使用して中規模から大規模ネットワークに対応し、スケーラ
ビリティを実装した高度なルーティング技術を習得します。
理解を深めるために、分かりやすく作成されたCTCTオリジナル演習資料
を使用して多くの演習を実施します。

5日 280,800円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/250

CBNW003
SWITCHv2.0(Implementing Cisco IP Switched Networks)
（試験バウチャー付）

このコースは、Cisco CCNP認定資格に対応したコースです。
キャンパスネットワークにCatalystマルチレイヤスイッチを導入するため
の、高度なスイッチング技術を学習します。
また、スイッチドネットワークの可用性、信頼性を高めるための設計や設
定、および運用を実施できる技術者を育成します。
理解を深めるために、分かりやすく作成されたCTCTオリジナルの演習資
料を使用して、多くの演習を実施します。

5日 280,800円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/253

CBNW004
TSHOOTv2.0(Troubleshooting and Maintaining Cisco IP
Networks)（試験バウチャー付）

このコースは、Cisco CCNP認定資格に対応したコースです。
ネットワーク技術者が効率的かつ的確にトラブルシューティングを行い、問
題の発見・診断・解決を行なうために必要な技術スキルを習得できるよう
になっています。
理解を深めるために、分かりやすく作成されたCTCTオリジナル演習資料
を使用して多くの演習を実施します。

4日 280,800円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/257

CBNW005 CatchUp CCNA（試験バウチャー込み）
本コースでは、CCNA取得をサポートするためにCisco認定コースである
ICND1とICND2をアレンジし、5日間の講義/演習を通して効率的に資格取
得に必要なスキルを速習することができます。

5日 289,440円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/522

GANW001 ITインフラ構築実践1

企業ITインフラで使用されるWeb、DNS、認証などの各種サーバの役割や
構成方法を、WindowsおよびLinuxベースのサーバー構築演習を通して学
習します。また、ネットワーク、ストレージシステムやサーバー仮想化テクノ
ロジなどのデータセンター技術についても学習することで、ITインフラで使
用されるシステムの全般的な知識を修得することができます。

3日 226,800円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/302

LANW001
実践！デジタル・フォレンジックコース(2) 侵害調査編～
Windows環境の侵害状況調査手法～

このコースは、初動対応編で確認したマルウェア（※1）をベースに、
Windows環境において侵害状況を判断する上で必要となる基本的な流れ
を演習形式で学びます。標的型攻撃（※2）などで利用される一般的な攻
撃手口（※3）に対して、初期調査の項目例としては、NTFS USNジャーナ
ルの解析、簡易的なファイルシステム・タイムラインの追跡、レジストリ内
のプログラム実行痕跡、メモリ内の文字列痕跡、イベントログにおけるログ
オン状況の調査などが必要となります。本格的なコンピュータ・フォレン
ジック調査を実施する前段階として、早期に侵害状況を把握するための簡
易的な調査手法と共に、被害拡大を抑止するために必要な影響範囲の判
断方法などについても学びます。
※1 RAT：Remote Access Trojan/Remote. Administration Tool
※2 APT：Advanced Persistent Threat
※3 TTPs：Tactics, Techniques and Procedures

2日 324,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/463

LANW002
実践！デジタル・フォレンジックコース(3) タイムライン&
アーティファクト編～タイムラインによるアーティファクト調
査手法～

本コースは、侵害調査編の続編として、技術的に一歩進めた内容を取り扱
い、より正確な調査結果を目指します。セキュリティインシデントの原因や
影響範囲など、インシデントの全容を解明するためには、OSのアーティ
ファクトに関する知識・技術と共に、ファイルシステムに関する知識も欠か
せません。このコースでは、Windows環境で利用される NTFS/FAT ファイ
ルシステムについて、基本的な構造、$MFTファイルの役割、FILEレコード
の構造や“属性”、削除ファイル復元の仕組みについて、原理から目視レ
ベルでの確認方法などを学びます。また、ファイルシステムが持つタイム
スタンプ情報だけでなく、各種アーティファクトが持つタイムスタンプ情報を
利用し、全体を俯瞰する解析技術としてタイムライン解析を扱います。単に
痕跡を発見するのではなく、それらの痕跡からどのような結論を導き出せ
ば良いのか、ディスカッションベースの演習で学びます。

2日 324,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/464

LANW003 セキュリティオペレーション実践コース

実際に JSOC のセキュリティアナリスト養成に使用されているカリキュラム
を凝縮し、様々なログや通信から、攻撃の痕跡を検出・判断するポイントを
習得していただきます。最終的には、攻撃の検証から検出、成否判断まで
を自ら試行することで、PSOC や CSIRT 等で技術を担当する方が実環境
に応用可能で実践的な技術の習得を目指します。

2日 270,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/465

LANW004 セキュリティオペレーション実践コース 自習室セット

実際に JSOC のセキュリティアナリスト養成に使用されているカリキュラム
を凝縮し、様々なログや通信から、攻撃の痕跡を検出・判断するポイントを
習得していただきます。最終的には、攻撃の検証から検出、成否判断まで
を自ら試行することで、PSOC や CSIRT 等で技術を担当する方が実環境
に応用可能で実践的な技術の習得を目指します。

3日 324,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/466

LANW005 マルウェア解析ハンズオン入門コース基礎編

ウイルス対策ソフトやフォレンジック分析によって発見されたマルウェアの
解析手法を学びます。基礎的な実行形式のマルウェアの解析手法につい
て一から学習した後、解析担当者が実務として良くある例を基に演習を行
います。

2日 324,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/467

LANW006
マルウェア解析ハンズオン入門コース基礎編 自習室セッ
ト

ウイルス対策ソフトやフォレンジック分析によって発見されたマルウェアの
解析手法を学びます。基礎的な実行形式のマルウェアの解析手法につい
て一から学習した後、解析担当者が実務として良くある例を基に演習を行
います。

3日 378,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/468

LANW007 マルウェア解析ハンズオン専門コース　～動的解析・静的
解析～

マルウェア解析ハンズオン入門コースの上位コースとして、マルウェアに
施された耐解析機能への対応手法や隠された機能を特定する手法などを
学習します。マルウェアの持つ機械語命令を人が読み取れるものへと変
換し、それらを用いて解析するホワイトボックス手法を取り扱います。

3日 486,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/469

LANW008 セキュリティ検査・診断コース

セキュリティ診断に必要な知識及び手法を習得することを目的にしていま
す。単に知識を習得するだけでなく、セキュリティ診断を実施するために必
要な前提及び周辺知識やスキルについても学習します。
また、実際に診断実技を行い、診断に関する理解を深めます。

2日 210,600円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/470

LANW009 Webセキュリティ設計実装講座～Webサイト開発で知って
おきたいセキュリティ設計と実装の考慮～

巧妙化・複雑化するインターネットからの攻撃に備え、Web アプリケーショ
ンをより安全に設計、構築する必要があります。本コースでは、実際の
Web サイト作成に役立つ、より実践的なセキュアコーディング手法と、最新
の攻撃動向を踏まえての脆弱性の自己点検の手法を習得することができ
ます。

1日 151,200円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/471

LANW010 情報セキュリティ事故対応2日コース　実機演習編

組織において情報セキュリティ事故が発生した際の対応方法を学ぶコー
スです。
座学でラックの事故対応のノウハウを学習した後、ファイアウォールや
サーバで構成された実機環境を使用し、実際に事故が起きた想定で演習
を行います。お客様への謝罪のタイミング、サービスを止めるか否かなど
のハンドリングを行う方はもちろん、サーバのログ調査を行うシステム担当
者におすすめです。

2日 194,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/472

LANW011 情報セキュリティ事故対応1日コース　机上演習編

組織において情報セキュリティ事故が発生した際の対応方法を学ぶコー
スです。
座学でラックの事故対応のノウハウを学習した後、ストーリー仕立てのシ
ナリオに沿って机上演習を行い、事故対応を体験し ます。
お客様への謝罪のタイミング、サービスを止めるか否かなどのハンドリン
グを行う責任者の方、部門長の方におすすめです。

1日 129,600円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/473
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LANW012
攻撃手法解説コース ～脆弱性を狙う攻撃を実践し、防御
のための知識と技術を身につける～

情報システムへの攻撃手法や攻撃による影響を理解し、組織におけるリ
スクや対策を検討することができます。セキュリティ専門コースの基礎とな
るコースですので、専門コース受講前の土台としての受講をお勧めしま
す。

2日 210,600円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/474

LANW015 情報セキュリティスタンダードパックコース
情報セキュリティの基礎知識を学ぶことができるコースで、CompTIA
Security+やCISSPなど国際セキュリティ資格の考え方に基づいており、コ
スト意識や事業の継続性などをベースとした考え方を学習します。

3日 302,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/504

LANW016 実践！デジタル・フォレンジックコース(1) Windows環境 イ
ンシデント初動対応編

コンピュータ・ウイルスやマルウェア、標的型攻撃(※1)によって侵害されて
いる疑いがあるWindows環境に対して、従来のウイルス対策ソフトによる
スキャン対応だけでは、遠隔操作に利用するリモートコントロールツール
(※2)などを正しく発見できない場合があります。このコースでは、マルウェ
アや標的型攻撃により利用される攻撃手口(※3)の一つとして、自動開始
拡張ポイント(※4)を確認し、自動起動に登録されているプログラムからマ
ルウェア検体を探す手法について演習形式で学びます。また、セキュリ
ティインシデントの発生が確認された後、被害を最小化し、適切な初動対
応が実施できるよう留意すべき事項や、調査用複製データの取得手順に
ついても学びます。
※1 APT：Advanced Persistent Threat
※2 RAT：Remote Access Trojan/Remote. Administration Tool
※3 TTPs：Tactics, Techniques and Procedures
※4 ASEP：Autostart Extensibility Points

1日 162,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/505

LANW018
情報セキュリティ内部監査人能力検定(JASA)準拠対策講
座

情報セキュリティのための内部監査に必要な知識と手法を、情報セキュリ
ティ監査制度に則った内容で技術とマネジメントの両面から体系的に学習
します。監査座学による知識の習得のみにとどまらず、ケーススタディ形
式でのグループ演習に多くの時間を割き、監査が実施できる技術やノウハ
ウを習得できます。

3日 199,800円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/507

LANW019 マルウェア解析ハンズオン入門コース実践編 ～サンド
ボックスを用いたマルウェア機能の解析～

本コースでは、マルウェアの自動解析機能が実装されたサンドボックス
（Cuckoo Sandbox）を活用して、不審なファイルやマルウェアを解析する手
法を習得します。サンドボックスで解析されたレポートから、解析対象ファ
イルの機能や影響を特定するノウハウを事例演習形式で学びます。

2日 324,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/671

NANW101 情報セキュリティ エッセンシャルズ【試験付き】

情報セキュリティのCIA（機密性、完全性、可用性）、BIA（ビジネスインパク
ト分析）、脅威と脆弱性、リスク評価、ISMSなど情報セキュリティに関する
基本的な概念を学ぶことが出来ます。
コースの最後にISO/IEC 27002準拠 EXIN情報セキュリティファンデーショ
ン試験を行います。
CISSP資格をお持ちの方は、このコースを受講するとCPEクレジットが12ポ
イント申請できます。 

2日 103,680円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/437

仮想化・クラウド・ストレージ

TOVI201 サーバー・ストレージシステム概要
サーバーシステムに関連する技術およびストレージ、バックアップシステム
などシステムを支える技術について修得します。

1日 37,800円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/191

CBVI001 システム・仮想基盤構築トレーニング(仮想化分野）

本コースでは、VMware vSphereを使用することで、構築したIT環境でどの
ようにサーバ仮想化技術が使用されているのかを効率的に学習していき
ます。実習を通してVMware vSphereの主要機能を効率的に復習する方に
も最適です。

2日 151,200円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/258

CBVI002 システム・仮想基盤構築トレーニング(ストレージ分野）

ストレージシステムの基本的な概念・機能を学習し、サーバ構築、仮想化
構築で有用なエンジニアになるためベース技術を身に付けることを目的と
します。また、SAN（ストレージエリアネットワーク）の各種用語を理解して、
基本的なストレージネットワーク設定ができるようになることを目的としま
す。SANを構成する際に使用するFibre ChannelやiSCSIの概念・機能・メ
リット/デメリットをわかりやすく紹介します。

2日 97,200円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/264

CBVI004 システム・仮想基盤構築トレーニング（ロードバランサ分
野）

本コースでは、ロードバランサの概要と、ロードバランサを使用する上で必
須となる基本技術を学習します。わかり易いオリジナルテキストを利用した
演習に加え、運用時の推奨や注意点なども紹介するため、実践的な力も
身につける事が可能です。

1日 54,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/276

CBVI005 KVM入門

Linuxカーネルに標準搭載されている仮想化技術であるKVMを使用して、
仮想化環境を構築する方法と運用に必要な技術を習得するコースです。
実践的な構築と運用・管理技術を着実に習得できるよう、実習を多く取り
入れた形式でトレーニングを行います。

2日 97,200円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/279

CBVI006 OpenFlow/SDN概要

このコースでは、OpenFlowの概要から、パケット制御方法、実現するアー
キテクチャなどを学習します。
また、わかり易いオリジナルテキストを利用した演習を行なうことで、より身
近にOpenFlowを体験できます。

1日 54,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/726

GAVI001 クラウドコンピューティング概要

本コースでは、インターネット上で汎用的なサービスを提供する「パブリック
クラウド」の概要と主なサービスプロバイダについて紹介し、同様のサービ
スを社内に展開した「プライベートクラウド」の利点と欠点について解説し
ます。また、クラウドがビジネスに与えるインパクトについてクラス内で議
論します。

1日 54,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/268

GAVI003 サーバー仮想化技術の利点とリスク
本コースは、ITシステムの課題と、仮想化による解決策、および仮想化の
リスクについて紹介します。特定の製品に特化した技術解説は目的として
いませんが、実例としてMicrosoft Hyper-VとVMwareを取り上げます。

1日 32,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/749

GAVI004 クラウドアーキテクト・ファーストステップ

クラウドサービスを活用したシステム構築にはオンプレミスの場合とは異
なるアプローチが要請されます。クラウドの基礎を理解した上で個々の
サービスについての知識を適切に線で結ぶことで、はじめて「クラウドを活
用」することができます。
このコースでは、Amazon Web Service(AWS)やMicrosoft Azureのクラウド
デザインパターンを例に、クラウドの利点を活かしたクラウドファースト/ク
ラウドネイティブなシステム構築の一般的なポイント(アーキテクチャ、開発
手法など)を概説します。また、それに必要となるクラウドサービスの特性
や要素技術、セキュリティ対策についても整理して紹介します。

2日 108,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/750

GAVI005
クラウドコンピューティング概要～CompTIA Cloud
Essentials 対応版～

クラウドコンピューティングの普及により、社内にサーバーを持たなくても
ネットワークの向こう側(クラウド)に配置したサーバーを使用してアプリ
ケーションを構築したり利用できるようになりました。それにとどまらず、ク
ラウド活用の幅はますます広がりつつあります。
本コースでは、クラウドとは何か、どのようなことができるのか、どのような
メリット/デメリットがあるか、などのクラウドに関する基礎的な知識を習得
します。
また、Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platformと
いったパブリッククラウドの基本的なサービスや、クラウドがビジネスに与
えるインパクトについても解説します。
本コースの内容は、CompTIA Cloud Essentials試験に対応しています。
(※試験対策コースではありません)

1日 54,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/309

IAVI001 Professional Cloud Service Manager

さまざまな機器が相互接続し、日々複雑さを増すIT環境の中でよりアジャ
イルにITサービスを提供し、変化に対応し続けるプレッシャーにITマネジメ
ントはさらされています。課題や要件に対応しながら高い再現性や柔軟
性、スケーラビリティを実現するサービスを提供するために組織はクラウ
ド・コンピューティングを活用した戦略の導入を始めています。クラウド環境
において、組織が測定可能なサービスデリバリやマネジメントを確立する
サポートを、サービスマネジメント担当者は求められます。
本コースを受講することで、 受講者はクラウドサービスの設計や提供がで
きるようになります。インタラクティブで実践的なアプローチを通じて、クラ
ウド・コンピューティングやクラウドサービスが運用プロセスにどのようなイ
ンパクトを与えるのか、既存プロセスをより良いサービスデリバリへと状況
に合わせて変化させるためにはどうすれば良いかを学びます。最終日に
Professional Cloud Service Manager認定試験（英語）を受験します。

3日 302,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/481

IDVI001 実機で学ぶOpenStack基礎編
自社内でクラウドインフラを構築するために、活用が注目されている
OpenStackについてその特徴と機能および構成要素について学び、また
実習の中でその基本操作を習得できます。

1日 64,800円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/764

IDVI002 実機で学ぶOpenStack応用編
OpenStackの各構成要素および機能について、Nova、Neutronをはじめと
した各コマンドの実習を通じて理解するとともにOpenStackの管理と運用、
またプロジェクトの管理の具体的な方法について習得できます。

1日 64,800円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/765
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NAVI001 クラウドコンピューティングの基礎＜含EXIN認定試験＞

EXINの資格認定プログラムであるクラウドコンピューティング・ファンデー
ションの対策コースです。
こちらのコースでは、クラウドの基本概念（配備、アーキテクチャー、設
計）、 クラウドで何が出来るのか、クラウドのメリット・デメリット、クラウドコ
ンピューティングの標準とベストプラクティスを学んでいただきます。
コースの最後には、EXINの認定資格であるクラウドコンピューティング・
ファンデーションの認定試験を実施します。

2日 129,600円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/283

NAVI003 クラウドコンピューティングセキュリティ - CCSK プラス

クラウドセキュリティに関する問題を理解、解決する必要がある方に対し、
クラウドセキュリティに関する誤解や混乱を解き、実践的な知識を提供しま
す。
 従来のクラウドセキュリティプラスと比較して講義が1日増えてより理解し
やすくなり、演習環境もAWSからHP Helionに代わっています。 
このコースを受けるとCSA（クラウドセキュリティアライアンス）のCCSK認定
試験のための準備となり、受験に必要なトークンもコースに含まれていま
す。
CISSP資格をお持ちの方は、このコースを受講するとCPEクレジットが18ポ
イント申請できます。

3日 259,200円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/422

NAVI004 ストレージ入門

昨今、ITを取り巻く環境も大きく変化しており、企業が保有するデータ容量
は増加の一途にあります。
一方でストレージ技術や製品の多様化が進んでおり、ITシステムに求めら
れる要件が多様化している中ストレージの選定に困っている方も多く、ま
たストレージの知識を基礎から習得したいというニーズが増えております。
このトレーニングはストレージの基礎から、最新トレンドまでを学ぶことの
出来るコースになっております。

2日 129,600円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/580

SharePoint

CASP010 JavaScriptによるSharePoint サイト カスタマイズ

SharePoint におけるサイト構築作業は、基本的にはブラウザー ベースの
設定で行えますが、ユーザーニーズによっては実現が難しいことも多々あ
ります。ブラウザー ベースでのサイト構築で実現が難しい場合
SharePoint Add-ins (SharePoint アプリ) 開発といった、開発者による大掛
かりな機能拡張も可能ですが、少しのデザイン変更や、標準で搭載してい
る機能をさらに便利に利用するための工夫であれば、JavaScript をサイト
内に組み込むことで実現可能なケースも多くあります。
本コースでは、SharePoint サイト構築担当者を対象に、SharePoint サイト
構築時に、JavaScript (SharePoint API) を用いてカスタマイズを行う方法
について、基礎から役立つ Tips まで解説します。ほんの数行から数十行
のコードで、外観や動作をカスタマイズし、組織・ユーザーニーズを実現す
る方法として活用いただけます。実践的なサンプルを利用して実習を行い
ますので、受講後すぐに活用可能です。

1日 108,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/540

CASP012 SharePoint 検索機能を活用したサイト構築

SharePoint Online、SharePoint Server 2016/2013 の検索機能について、
しくみをご理解いただき、検索機能を活用したサイト構築を行うための知
識を習得いただけます。 一部 SharePoint Server 2013/2016 のみ対応の
内容、SharePoint Server 2016 のみ対応の内容を含みますが、
SharePoint Online、SharePoint Server 2016/2013 対応です。 
また検索画面の表示カスタマイズの解説時には、JavaScript、HTML、CSS
を利用するため、これらの知識・ご経験は前提知識となります。

2日 216,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/555

CASP013 SharePoint Designer 2013 によるワークフロー構築

SharePoint Online および SharePoint Server 2016/2013 を対象に、
SharePoint Designer 2013 を利用してワークフローを作成する方法を解説
します。現在 SharePoint Online および SharePoint Server 2016/2013 の
すべてで、SharePoint Designer 2013 を利用したワークフロー編集が行え
ます。実習時には3種類 (SharePoint Server 2016/2013、SharePoint
Online) から環境を選択いただけます。 
実践的な内容を1日に凝縮してご紹介する実習中心の内容であるため、
SharePoint サイト構築における基礎知識 (サイトの作成、リスト・ライブラリ
の各種設定、アクセス権設定など) は前提条件とさせていただきます。

1日 75,600円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/557

CASP014 Visual Studio による SharePoint アドイン開発

SharePoint Online および SharePoint Server 2016/2013 を対象に、
SharePoint アドイン (SharePoint アプリ) 開発を行う開発者が知っておか
なければいけない内容を 2 日間に凝縮した内容です。 
JavaScript、C#、HTML、CSS の知識・ご経験が前提となる開発者向けの
コースです。

2日 151,200円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/711

CASP015 SharePoint サイトデザイン開発

本コースでは SharePoint サイト デザインを HTML、CSS、JavaScript と
いった Web 標準技術を用いてカスタマイズするための方法を習得いただ
けます。サイト全体のデザイン変更から、部分的なデザイン カスタマイズ
まで、複数あるデザイン カスタマイズ手法について、「どのような変更が必
要なときに、どのカスタマイズ方法を選択すべきか」 といった正しい選択方
法を含めて解説します。
カスタマイズ Tips を多く利用し解説するため、Tips をすぐに活用いただく
ことも可能です。
SharePoint Online、SharePoint Server 2016/2013 に対応したコースで
す。またコース内容は HTML、CSS、JavaScript を利用するため、これらの
基本知識は前提条件となります。

1日 75,600円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/214

CASP016 SharePoint Server サイト構築 基礎

SharePoint Server 2016/2013 のサイト管理、サイト構築を行う方向けに
基本知識からブラウザー操作でのサイト構築方法を習得いただけるコー
スです。サイト管理者に必要となる知識を身につけていただくこと、標準的
な機能を組み合わせてサイト設定がいただける知識を身につけていただく
ことが目的です。
SharePoint Server 2016/2013 の基礎知識を習得されたい方、これから
SharePoint の管理を行う IT 管理者の方や、サイト管理やサイト構築を行
う担当者の方に適しています。

2日 151,200円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/220

データセンター

NADC001 Certified Data Center Professional＜含認定試験＞（デー
タセンター・プロフェッショナル認定コース）

このコースでは、データセンターのファシリティ（施設）について、その基礎
知識と用語を学習します。
電源、空調、セキュリティ、立地と建物、SLAとOLA、消防設備など、データ
センターの施設を設計/運用/管理する際に避けて通れない項目を分かり
やすく解説します。
データセンターだけでなく、企業内外の小規模～大規模サーバルームの
管理/運用業務にも必須の内容です。
コース最終日には、データセンター・プロフェッショナル認定試験を実施し
ます。合格すると、CDCP(TM): Certified Data Center Professional資格を
得ることができます。

2日 151,200円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/228

NADC002 Certified Data Center Specialist＜含認定試験＞（データ
センター・スペシャリスト認定コース）

 データセンター ファシリティーの構築に際して、設計のレビュー、ベンダー
からの各種提案の妥当性の判断、実情に適した装置の選択などに必要と
なる詳細で実務的な知識を網羅します。また、既存のファシリティーを評
価・改善するスキルを習得できます。
コース最終日には、データセンター・スペシャリスト認定試験を実施しま
す。合格すると、CDCS(TM): Certified Data Center Specialist資格を得るこ
とができます。 

3日 226,800円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/233

NADC003
Certified Data Center Facility Operations Manager＜含認
定試験＞（データセンター・ファシリティオペレーションマ
ネージャ認定コース）

データセンター ファシリティを運用管理するためのベストプラクティスを習
得します。
ベンダー、保守契約、安全、法令要件、SLA、セキュリティ、フロア、容量、
清掃、体制、監視など、運用管理に必要なすべての課題を網羅します。
データセンター運用を改善・強化して、費用対効果の高い一貫した品質の
サービスを提供できるようになります。
コース最終日に実施されるデータセンター ファシリティー オペレーション
マネージャ認定試験に合格すると、CDFOM(TM): Certified Data Center
Facility Operations Manager資格が取得できます。

3日 226,800円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/234

AI・IoT・ビッグデータ

TOBD010 IoTシステム技術（中級）～MCPC「IoTシステム技術検定
（中級検定）」対応 ～

MCPC主催のIoTシステム技術検定（中級検定）の合格に向けて、IoTの基
礎から、システム、通信、デバイス等のインフラ知識、さらにデータ活用、
プロトタイピング、セキュリティなど、実務の課題に直結した知識を体系的
にご紹介します。
検定試験を受験されない方にとってもIoTの基本技術を習得するのに最適
です。

2日 88,560円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/619

TOBD011 IoTシステム技術（基礎）～MCPC「IoTシステム技術検定
（基礎検定）」対応 ～

MCPC主催のIoTシステム技術検定（基礎検定）では、合格のスキルレベ
ルを「IoTに関する基礎知識を保持していることを認定する」としています。
本講座ではIoTに関する基礎知識の習得を目標とします。

1日 37,800円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/712
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GABD001 データ分析入門

このコースでは、グループディスカッションや、講義、ケーススタディなどを
通じて、日々大量に発生するデータを分析するために必要な基礎スキル
を習得します。この研修で得たスキルはビジネスの様々な場面での意思
決定に役立てることができます。

2日 108,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/748

GABD004 AI・IoTビジネス創造

AI(人工知能)・IoT(Internet of Things)の時代が到来し、既存のビジネスを
大きく変えると言われています。新たな消費者ニーズの取り込みやサービ
ス開発のために多くの企業がIoTやAIに取り組んでいますが、具体的なビ
ジネスへの活かし方を問われると、戸惑われる方も多いと思われます。本
コースでは、新規事業開発の担当者向けに新しいアイデアを発想し、企画
書を作成するまでのプロセスを習得します。演習を通じて、現実のビジネ
スの中から課題を設定し、ソリューションを提案するまでの流れを追体験
することになります。

2日 140,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/791

GABD005 AI・IoTビジネス法務入門

法律は守るものでもあり、使うものでもあります。ビジネスの攻守を戦略的
に判断するためには、関連法規に関する基礎的な知識と戦略的な思考が
求められます。また、フロンティアであるIoT・AIには法務上注意すべき点
が多くあります。本コースでは、プロジェクトマネジャーや営業部門、企画
部門の担当者が押さえておくべき基本的な関連法規やガイドラインについ
ての概要と留意点を演習を交えながら習得します。

1日 70,200円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/792

GAID001 アイデア脳

アイデアを出し、ビジネスモデルを策定、アクションプランにし会社の新し
い事業を創出する人材「社内起業家（プチ起業家）」の必要性・重要性は
益々高まっています。
・優秀だけど、新しいアイデアが全くでない。
　→アイデア脳を開花し、チームでアイデアを出す方法を習得する。
・アイデアを思いつくが、ビジネスモデルが策定できない。
　→アイデアを深め、ビジネスモデルを策定する方法を習得する。
このような悩みを実務経験豊富な講師が、個人・ペア・グループワークを
中心に、例示・解説、事例演習から実践演習へと段階的に、「アイデア脳・
プチ起業力」を強化します。

2日 140,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/747

IBBD001 AI・機械学習研修～回帰・分類・レコメンド編（２日間）～

機械学習の基礎を学び、廉価なAIツールのMicrosoft Azure Machine
Learningを実際に使っていただきます。マウス操作が中心の初心者でも直
感的でわかりやすいツールです。
本研修では、ビジネスでよく活用されるレコメンドなどのモデル構築を行な
いますので、受講後、すぐに業務改善にご活用できます。

2日 72,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/761

IBBD002 ビジネス活用のためのＡＩ・人工知能研修

AIとは何なのか、どんなことができるのか、どうすればできるのかという疑
問に、世の中の活用事例を紹介しながら答えます。
本研修を通じて、AIに関する知識、簡易で廉価なＡＩツールについて知り、
現場に導入するためには何から始めれば良いかを学びます。

1日 36,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/762

IBBD003
Pythonで学ぶ機械学習～回帰分析とディープラーニング
（２日間）～

AIの基礎知識に加え、機械学習やディープラーニングの理論を学びます。
機械学習の分野でよく用いられるPython言語を実際に使っていただきま
す。
理論の内容がどのように数式化され、Python言語で表現されるのかを学
んだ上で、サンプルデータの分析（回帰分析・ディープラーニング）を行い、
理解を深めていただきます。プログラミングの基礎知識があり、AI開発をこ
れから始める方向けの研修です。

2日 72,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/763

IDBD003 IBM Watson の基礎

コグニティブ・コンピューティングおよび IBM Watson に興味をお持ちの方
が、Watsonの概要を理解するためのコースです。
Watsonシリーズにどのようなものがあり、特にIBM Watson Developer
Cloudで簡単に利用できるAPIサービスを中心にご紹介します。
APIサービスのうち日本語化されているものをいくつか操作して体感しま
す。

1日 54,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/766

TABD001 ビッグデータ活用入門
ビッグデータ活用の進展に伴って、機械学習などによるデータの統計的理
解の需要が高まっています。本講座では「R」言語を使ってデータ理解の基
本を習得します。

2日 84,240円
（参考価格）

https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/496

ITアーキテクト

GANW002 ITインフラ構築実践2
実際の企業ITインフラを想定して、冗長化と拡張性を考えたサーバーおよ
びネットワーク構築演習をバランスよく行い、企業で使用されるITインフラ
の全体像を短期間で把握することができます。

3日 259,200円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/751

GAPM008 【PDU対象】ITコンサルタントの養成（基礎）

企業の課題は多様化しており、IT戦略策定やIT導入・活用など、ITに関す
る様々な局面でコンサルティング・サービスの重要性が高まっています。
情報化支援を行う企業においても、ITの導入を通じて顧客の経営課題を
解決できるエンジニアの育成が急務となっています。
本コースでは、企業におけるIT化の全段階で発生する問題や課題につい
て、専門的な知識や経験を用いて解決するプロフェッショナル職位を、「IT
コンサルタント」と位置づけ、ITコンサルタントに必要な主要の４つのスキル
を習得します。中堅・ベテランエンジニアのさらなるステップアップにも最適
です。

2日 108,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/757

GAPM009 【PDU対象】ITコンサルタントの養成(IT戦略編)

企業における情報技術の導入は一般的となり、多くの投資が行われてい
ます。投資効果をあげるためには、顕在化した現場の問題や課題だけに
とらわれず、経営課題に基づいたIT戦略を策定し、それに沿ってIT化構想
を策定し、具体的な情報化計画を進めていくことが重要です。このコース
ではITコンサルタントを目指す人を対象に、IT戦略立案に必要な知識を学
び、実際にそれらの使いこなすスキルを高めます。ITコンサルティングのプ
ロセスにおける、IT戦略の策定からITの企画までを学び、調達文書の策定
ができることを目指します。

2日 108,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/758

GAPM010 【PDU対象】ITコンサルタントの養成(経営戦略編)

今日の企業経営において、経営課題の解決には情報技術の活用が不可
欠です。IT導入を成功させ投資効果を上げるためには、まず経営戦略を
適切に策定し、その戦略に沿って情報化を進めていくことが重要です。情
報システムの戦略性が高まる中、ITコンサルタントを目指す方は、経営戦
略の立案に必要な技法の知識を身につけ、実際に使いこなすスキルを高
めなければなりません。
このコースでは、経営戦略を立案する上で必要な技法の知識を身につけ、
現場で活用できるようになることを目指します。

2日 108,000円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/759

GAPR005 Pythonプログラミング1 基本文法編

Pythonの基本文法や簡単なアプリケーション実装のための必須知識を習
得できるコースです。Pythonの言語の特徴から環境設定、基礎文法など、
Pythonによるアプリケーション開発のために必要な基礎知識を身につける
事ができます。
ただし、オブジェクト指向についてはこのコースでは触れません。

2日 86,400円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/795

GAPR006 Pythonプログラミング2 オブジェクト指向編

初心者からステップアップして、汎用的なプログラムを書けるようになるた
めに必要なオブジェクト指向プログラミングの基礎を学習します。
ブジェクト指向の重要概念を理解し、Pythonで実現することができるように
なります。

1日 48,600円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/796

IASW001 DASA DevOps ファンダメンタルコース+試験付[21PDU付]

本コースは、DevOpsの原則を組織に定着させ、顧客に高品質な成果をい
ち早く効率的に提供の出発点です。改善されたワークフローと速い展開は
アジャイルやDevOpsに関与して誰でもDevOpsの基本的な概念の基礎を
理解することから始まります。
3日間のコースではDASAによって定義された本質的な知識や技能をカ
バーするDevOpsの原則導入方法を学びます。本コースは、DevOpsの用
語、原則、およびプラクティスを理解するために設計されています。教材の
各モジュールにある重要なDevOpsの概念と用語、実例による演習や例、
およびグループ演習を元に、DevOpsの基本を学習します。
最終日にはDASA DevOps ファンダメンタル試験を受験します。

3日 158,760円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/778

IESW001 データモデリング入門

DOA(データ中心アプローチ)とは、ビジネス環境によって変化しやすい業
務プロセスや機能ではなく、変化が少なく安定した「データ」に着目し、
「データ」を最重要なものとして扱うアプローチです。DOAは古典的な概念
ではありません。今も尚、ITエンジニアが知っておくべき基本となる考え方
です。
本研修では、DOAの考え方、そしてDOAの代表的なモデリング技法である
ERDの基本を、講義と演習を通じて学びます。

1日 48,600円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/773

IESW002 ITアーキテクトを目指す人のための定石習得

多くの企業において、既存システムの内部が複雑に絡み合った大規模構
造になっており、ちょっとした変化に対応するだけでも大きなコストと時間
が掛かることが課題となっています。システムの構造(アーキテクチャ)のあ
り方が問われているわけですが、それを担うのが「ITアーキテクト」です。
本研修は、「少ない投資で大きな効果を出せる」「柔軟性・拡張性が高く将
来の変化に容易に対応できる」ITを作るために、システム開発のライフサ
イクルを通じてITアーキテクトが認識しておくべきこと、果たすべきことを一
気通貫、網羅的に学びます。

1日 70,200円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/774
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IESW003 ITアーキテクチャ・デザイン実践

ユーザーニーズに基づく相次ぐシステム化で、近年のシステムは巨大化、
複雑化しています。その結果、ITがスピーディーな経営を妨げたり、ITコス
トが利益を逼迫させている例は少なくありません。情報システムがROIに貢
献するためには何に注力したら良いのでしょうか？
本研修では、ビジネスモデルに基づいたITアーキテクチャの青写真を描く
方法、TOBEモデルにめがけた段階的モダナイゼーション計画について学
びます。ケーススタディをもとに、グループワーク形式で体得します。

1日 70,200円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/775

MASW001 【組込み向け】要求基礎講座

ソフトウエア開発において、発生するエラーの主な原因は、要求・仕様の
不完全さだと言われています。実際、不正確な要求による開発の混乱や
コードの書き直しといった手戻りを体験されている方も多いと思います。
 我々がコンサルティングで訪れた開発現場でも、どのように要求を獲得す
るのか、要求をどのようにして仕様まで落としこんでいくのかといった課題
はどの現場でも常に存在しており、ソフトウエア開発を改善していくための
普遍的な課題のひとつといえます。
 本講座はそうした「要求」とそれに関係する概念を体系的に整理し、要求
とは何か、要件とは何か、また、ソフトウエア開発におけるそれらの役割に
ついて解説していきます。また、要求や要件を他者に伝えたり、他者と共
有する際のポイントや内容を確認するためのポイントといった開発の現場
で役立つノウハウや、ユースケースや形式手法といった要求と関連の深
い技術についても紹介していきます。

1日 43,200円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/776

MASW002 【ソフトウェア品質講座】 レビュー実践講座

従来、レビューに関する講座というと、レビューの進め方・技法（ex. インス
ペクションとは）・心得を教えるものというのが相場でした。確かにそれらは
レビューの基本なのですが、残念ながらそれらを理解/習得したからといっ
て各人のレビュー力が向上するわけではありません。
過去、レビュー力は日々の業務の中のレビューやOJTによって向上させて
きました。しかし、昨今では「時間がかかりすぎる」、「教える人が足りな
い」、「育った環境によりバラツキがある」などの問題があり、もっと組織的・
人工的・意識的に向上させていく必要が出てきています。
本講座は品質講座の一つで、レビューをテーマとした講座です。本講座の
主目的は現場開発のレビュー力を向上させることにあります。欠陥改善の
考え方やレビューの進め方と・技法・心得を整理復習した後、レビューの勘
所/”レビューの質を向上”させるポイント（欠陥除去の視点・原則・経験則）
を演習を交えながら習得していきます。演習することで、実践に適用できる
力を身に付ける事ができます。
加えて講座では、レビューワーの育成方法なども取り上げます。このことに
より、レビューを実践できる環境を整えることができます。
組織のレビュー力の向上には勿論、個人の技術者としてのステップアップ
にもお役立ていただければ幸いです。

1日 43,200円 https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/777
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