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JUAS 教育研修コースガイド 2023 

 

◆ JUAS セミナー受講権利一括購入制度 

◆ JUAS とは／JUAS 研修事業の特長 

◆ オープンセミナー 

◆ 企業内研修（オーダーメイド研修）  

◆ JUAS アカデミー 

◆ 新人配転者向けプログラム 

◆ おすすめセミナーのご紹介 

・次世代 IT 部門リーダーコミュニティ（勉強会）JUAS カフェ 

・グループコーチング勉強会 

・変革リーダーシップ勉強会～地域課題解決・実践塾 

・ピックアップ！DX を推進する！ 

・「データ分析」と「価値創造」の断絶（ラストワンマイル）の越え方 

◆ オープンセミナー 一覧 

 ・2023 年度 JUAS オープンセミナー（大分類順） 



事務手続きを
軽減

■制度概要

※1：一般の方は、Zコースをご活用ください。
※2：IT部門／事業部門、グループ、協力先等シームレスに活用可能です

～JUASセミナー受講の権利を一括して事前にご購入いただく制度です～

購入時～2024年3月末日申込分まで
（開催予告済み2024年度セミナーを含む）

■ ご利用期間

■制度購入可能期間 2023年1月10日（火）～2023年12月22日（金）

■お申込み・詳細 https://juasseminar.jp/pages/jyukoukenriseido

受講権利数：20枚／価格： 584,830円（税込） JUAS会員のみご購入可。1回あたり会員価格より 4,559円お得BコースBコース

CコースCコース

受講権利数：50枚／価格1,225,000円（税込） JUAS会員のみご購入可。1回あたり会員価格より 9,300円お得

受講権利数： 6枚／価格： 179,500円（税込） JUAS会員のみご購入可。1回あたり会員価格より 3,883円お得

AコースAコース

＜コースのご案内＞

チケット数利用対象セミナー

1枚・オープンセミナー（半日～１日間）

2枚・オープンセミナー（2日間）

3枚・オープンセミナー（3日間）

4枚・オープンセミナー（4日間）

5枚・オープンセミナー（5日間）

※変更することがございます。最新情報はJUASセミナーWEBをご覧ください。

・グループ会社間・協力会社間等権利の共同利用可
・コース口数に上限はありません。
・IMCJ、新人・配転者向けプログラム、JUASスクエアを除く、JUASセミナー（右表）に
ご利用いただけます。
・やむを得ぬ事情の場合を除き原則として返金・換金・再発行は致しかねます。
・他の割引キャンペーン等との併用はご遠慮願います。
・転売不可
・グループ会社・協力会社等第三者への譲渡後のトラブルについて、弊協会では
責任を負いかねます。
・開催7日前からのキャンセルはキャンセル料としてチケットを必要枚数分頂戴し、テ
キスト送付と代えさせていただきます。

お問合せ 〒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 8F
TEL：03-3249-4102 MAIL：seminar@juas.or.jp

一般用
Zコース発売開始

（※1）

権利が
共同活用できる

（※2）

会員価格の
最大約27％
OFF

ZコースZコース 受講権利数：50枚／価格：2,011,600円（税込） 一般の方にもご購入いただけます。一般価格より 2,768円お得
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JUAS とは 

JUASとは一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会（Japan Users Association 

of Information Systems）の略称です。今日の経済活動は、コンピューターや通信ネッ

トワークなどの情報技術のめざましい進歩に支えられ、日々発展を続けています。

そのため、「情報技術を企業活動に組み入れ、有効に機能させる」、これが企業競争

力の向上のための重要課題となっています。 

このように企業活動と情報技術が密接なつながりを持つなかで、JUAS では単なる

会員相互の知恵や情報を結集する場にとどまらず、ユーザーの立場から情報活用を

推進するべく、実務に則した研究・調査を通じて、行政や情報産業界に対して積極

的に情報を提供し、各種働きかけを行っています。 

協会概要 

名称    一般社団法人 日本情報システム・ユーザー協会 

(Japan Users Association of Information Systems: JUAS) 

 

会員数  4,555 社（2023 年 2 月現在） 

正会員 A: 251 社、正会員 B: 202 社、正会員 C: 4,102 社 

 

主な活動    

IT の高度利用に関する調査及び研究 

IT の高度利用に関する普及啓発及び指導 

IT の高度利用に関する情報の収集及び提供 

IT の高度利用に関する内外関係機関等との交流及び協力  

IT の高度利用に関する関係機関への提言及び要望 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUAS 研修事業の特長 

JUASでは、会員活動におけるフランクな情報交換を通じて浮かび上がってきた「ユーザー企業の生

の声」や、会員企業の皆様がまとめ上げられたノウハウに根差した、実践的なテーマとプログラム

を提供しています。「情報システム・ユーザー」の育成に徹底的にこだわったテーマ・内容で、 
名実ともにユーザー協会ならではのセミナーを開催しています。 

１.オープンセミナー 

要望の高いテーマを、目的と効果レベルにあわせた様々な形式で開催しています。 
受講者のニーズで選択できるラインナップをそろえております。 
「JUAS セミナー受講権利一括購入制度」をご利用いただくことで、より手軽に割安にご参加いただけます。

２.階層別コース型研修（新人・配転者向け、中堅向け、CIO 候補者向けプログラム） 

IT 部門に初めて配属された方を対象とした「新人・配転者向けプログラム」等、知識の習得に限らず、 
企業間のネットワークづくりやモチベーションの醸成など、JUAS ならではのプログラムです。 

３.企業内研修（オーダーメイド研修） 

JUAS オープンセミナーで実施しているカリキュラムについて、研修の企画・運営、講師の派遣をご提供し

ております。人材育成ニーズを、より効果的にカリキュラム内容に反映することが可能です。 
受講対象者が 15 名を超えれば内容面でもコスト面でも効果的かつ効率的です。 

４.ラボ 

JUAS ラボは、日々の業務改善やイノベーションにつながる「ヒントの引き出し」を増やしていただくため、

様々な考え方をご紹介する場です。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            （1 名様あたり、消費税込） 

 
 
 
 
 

 
2023 年度 価格表 

会員/ITC 一般 受講権利必要枚数 

オープンセミナー（半日） ¥22,500 ¥28,700 1 枚 

オープンセミナー（１日） ¥33,800 ¥43,000 1 枚 

オープンセミナー（２日） ¥67,400 ¥85,800 2 枚 

オープンセミナー（３日） ¥101,000 ¥128,500 3 枚 

オープンセミナー（４日） ¥134,600 ¥171,300 4 枚 

1. オープンセミナー 

企業の生の声に密着した実践的なテーマとプログラムで、ユーザー協会ならではのセ

ミナーを、年間を通じて多数開催しています。 

 

JUAS 会員、一般を問わず、広くご参加いただけます。 

セミナーのご参加は、WEB よりメンバー登録いただいた後、WEB の各講座詳細ページ

「お申し込み」ボタンよりお申し込みください。 

 

また、WEB に掲載のないテーマ、開催日を過ぎたテーマでも、企画中の場合がござい

ます。メールにてお気軽にお問い合わせください。 

＜JUAS オープンセミナー価格表＞ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. オープンセミナーの種類 

要望の高いテーマを目的と効果レベルにあわせ、講義型、グループ演習型、事例講演型などさ

まざまな形式で開催しています。 

① 講義型 

テーマに沿って、講義を主に進めます。 
（簡単な個人演習を含む場合もあります。） 

③ 事例講演型 

テーマに関する総論とユーザー企業の事例で構成されます。 
総論部分で基本的な知識を得ると同時に、ユーザー事例ではテーマに関する「背景・導入の苦労・ 
失敗や成功のポイント、担当者としての所感」など、１日で多面的な情報を得ることが可能です。 

② グループ演習型 

テーマに沿った講義を行う他、チームに分かれて演習を行います。 
少人数で、他社の参加者の事例なども聞きながら、より学習の気づきを定着させることが可能です。 

3. オープンセミナー開催形態 

JUAS会場で開催するセミナーに加え、オンラインでの開催、会場かオンライン受講かを選択

できる形式で開催しております。 
詳細は、各セミナー案内をご覧ください。 

 

 

JUAS セミナーお問い合わせ先 

JUAS セミナーWEB： https://juasseminar.jp/ 

JUAS 事務局：03-3249-4102  

メール seminar@juas.or.jp 



 
 企業内研修（オーダーメイド研修） 特長・対象者 

企
業
内
研
修
︵

研
修
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企業内研修（オーダーメイド研修）とは 
JUAS オープンセミナーで開催している講座を、各企業様独自研修としてご提供します。実施時間、規模

などをご要望にあわせてコーディネートしご提案しております。対象者別研修パッケージとしてご提供など、

ご要望にあわせてカスタマイズすることが可能です。 

企業内研修（オーダーメイド研修）のメリット 
自社の文化、レベル、ビジョンに合わせた研修内容にすることで、より実践的な気づきや学びを期待できま

す。例えば自社課題を題材としたワークショップ中心の研修では、受講生の理解度向上や実践的な学び

が可能です。各企業様のご都合にあわせた日程、会場で実施することで、より効率的に開催することがで

きます。 

対象者 

ユーザー企業情報システム部門、業務部門 IT 推進者、情報グループ会社の方が主な対象です。 

新入社員から、中堅層、管理者層、IT 組織への他組織からの配転者向けと、各層の研修実績がございま

す。 

実施の流れ 

初回お打合せ 貴社ニーズから研修目的を設定 

（通常開催の 3 ヶ月前） 

ご提案 研修・カリキュラム提案 

御見積書提示 

実施決定・実施 実施プログラム調整、運営方法決定 

研修実施、運営補助 

研修後フォロー 研修後アンケート、研修成果を踏まえたフォロー 

研修内容定着化、次のステップのための提案 

対象者別パッケージ事例 

ユーザー部門 IT 推進者向け研修 
ユーザー部門、グループ企業の IT 推進者の役割を認識し必要スキルの強化を目的に実施。各種フ

レームを使った業務改善手法の習得、各所との調整に必要となる、ヒアリング、プレゼンテーション、フ

ァシリテーション技術の習得 等。 

新人・配転者向け研修 
JUAS オープンで開催している「新人・配転者プログラム」をベースに、各社にあわせた日程やカリキュ

ラム構成で実施。強化したい講座や追加したい講座などもあわせて検討可能。 

★ 会議室で行なう集合型研修のほかに、オンライン形式も対応しております。 

貴社のオンライン形式に併せてご提案可能です。 



JUAS会員限定・参加費無料

一般社団法人 日本情報システム・ユーザー協会
詳しくは https://juasseminar.jp/seminars/academy

*年間約20回開催！2022年度開催の一例をご紹介（オンライン開催）

お申込・最新情報はWebで

＜2022年度 開催実績＞

JUAS会員限定・参加費無料

ITに関する最新動向、最新技術の紹介、経営に適用し得る考え方、
そしてJUASの調査、研究活動などについてご紹介する勉強会です。

JUASアカデミー
2022/4/13～15・研究活動成果報告会
2022/7/20・テレワークの本質～戻る企業と進む企業、どこが違うのか
2022/8/9・IT人材育成プロセスとプログラム
2022/8/24・新しい顧客価値、新しい領域の創造のためのX
2022/9/2・公正取引委員会によるクラウドサービス分野の取引実態に関する報告
2022/9/8・アフリカの仲間から学んだパーパスフルな生き方
2022/9/13・デジタルビジネスモデルと上流DX人材の選び方・育て方～4年目の成果
2022/10/14・未来に没入して個人と組織を変革する「トランスフォーメーション思考」
2022/11/17・コーポレートITの変革者に必要なこと～組織の現実とリーダーの本当の価値～
2022/11/22・～EUC活用からDXへ～IT部門と業務部門の役割再定義
2022/12/6・イノベーション企業にふさわしい人財体制の実現を目指して
2022/12/8・DXに関する悩み事相談会～ITグループ会社、これからどうする～
2023/1/11・DXー変革への挑戦と苦闘ー
2023/1/16・コトづくりを実現する、現場起点のDX
2023/1/17・現場主体のDX推進をするための人財育成について
2023/1/20・共感でお金が循環する社会をデザインする
2023/2/3・サプライチェーンセキュリティ向上のための取引先とのパートナーシップの構築に向けて
2023/2/14・DX推進・デジタル人材育成の現状と政策の方向性
2023/3/14・トランスフォーメーション研究会主催・だから僕たちは、組織を変えていける
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学卒採用および 

異動に伴う、情報 

システム部門新規 

配属の若手社員 

情
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情報システム部門の業務・役割・可能性を正しく理解し、高い意識で業務に取り組める人材を育成する

研修です。「ビジネスルール(作法)」「業務知識」を基礎から徹底的に学び、基本的スキル・知識の底上

げを行います。これまで 66 社 380 名以上が受講。新入社員必須の研修プログラムです。 

本プログラムの目的 

「IT の最新動向」「企業（事業）戦略と IS 戦略の関係性」「情報システムの体系的な作業プロセ

ス」について、豊富なチーム演習と講義を通して、現場リスクや要点、勘所を支える知識を習得。 

JUAS セミナー人気講師、現役 IT 部門長等、JUAS 独自の講師陣で構成。自らのロールモデル

やキャリアイメージを描く機会が多数。 

今後のキャリアに活きる「異業同種」の同期ネットワークを構築。 

本プログラムの特長 

参加者の声  
IT 技術の多岐に渡る形態・プロジェクトマネジメントの方法といった具体的な知識や、聴講力・主体性とい

った社会人としての心構えを学ぶことができた。 

本研修を通じて、 ・プロジェクトの各工程の内容及び他工程に及ぼす影響 ・人によって文化や背景が

異なること ・プロジェクトマネジメントには多くのスキルが求められること を学びました。 

IT の基礎知識、私たちの役割などを学ぶことができました。このような研修がなければ IT 部門の役割や

多様な視点を得る機会はなかったと思うのでとても貴重な体験でした。 

開発の上流工程だけでなく、ベンダーの方々がどのようなプログラミングを作っているのか、テストや運営

はどういったことを考えているのか、各工程の連携はどうなっているのかということを理解することができた

のは大きな財産であると感じている。 

システム系の人材としてこれから必要になる知識の膨大さを知るとともに、それらをこれから学び続けて

いく上でのモチベーションを高めることができた。 

何よりも配属が IT 部門であった私は幸せであると感じることができた。当初は全く知識がなく配属や今後

に不安を覚えていたが、研修を通して多くの講師の方々からメッセージを受けとり、モチベーションを今以

上に上げることができた。この意識の変化は私にとって一番の収穫であったと感じる。 

研修前は、IT の知識がほとんどなく、苦手意識さえもっていました。しかし、一か月間の学びで、もっと勉

強したいと思うレベルになりました。講師の皆様のお話もわかりやすく、また、社会人として必要な心構え

も教えていただくことができ、IT 部門の人間としても、社会人としても成長できました。  

＜実機演習参加者＞同じシステム案を基に開発していても成果物が大きく異なり、人の考えや思いがそ

のシステムに反映されることをよく理解できた。それと同時に、今回の実機演習で感じた苦悩や経験が今

後の業務に役立っていくことをイメージできた。 

＜実機演習参加者＞基本コースで何気なく掲げていた機能を一つ一つ実装する事の大変さを身をもっ

て体験した。 業務に戻った際に、ベンダー側に無理難題を押し付けず折り合いをつけた意見や提案をで

きる人材になる為にも、とても良い理解になりました。 

■2022 年度 ご参加企業 16 社 40 名（新入社員 35 名、2 年目社員 3 名、配転者 2 名） 

㈱IHI、伊藤忠商事㈱、伊藤忠食品㈱、ENEOS㈱、㈱荏原製作所、キヤノンマーケティングジャパン㈱、サッポロホールディ

ングス㈱、ジュピターショップチャンネル㈱、㈱セブン銀行、全国農業協同組合連合会、電源開発㈱、日本発条㈱、日本

ハム㈱、㈱ブリヂストン、㈱ベルシステム 24 ホールディングス、㈱ローソン 



 
 
 

日数 科目名称 概要／キーワード

1 開講式／オリエンテーション IT部門人材としての心構え・考え方、本研修プログラムの全体概要と修得知識・スキル

プレゼンテーション基礎 プレゼンテーションの基本スキル

2 先達に学ぶIT活用 IT部門で活躍する先達からIT部門における仕事、キャリア、心構え

ＩＴ部門のコミュニケーションスキル
ロジカルなコミュニケーションの基本スキル、プロジェクトファシリテーターの役割と

演習、効果的な会議運営ルール

3
情報システム概論

～情報システムの過去・現在・将来

情報システムの構成要素、企業における情報システム、情報システムの歴史・現状と将

来展望、IT部門に求められるミッション、今後IT部門に求められる資質・取組み

4 ＩＴ基礎

パソコン分解実習、VBScriptによるプログラミングの体験、ネットワークコマンド、

PostgreSQL、SQL体験、コマンドプロンプト・コントロールパネル・タスクマネー

ジャを使ったOS実習、2進数実習

5 設計基礎
システムの開発工程、アルゴリズム入門、フローチャート、機能設計、CRUD、コード

設計、コード仕様書、データ設計、画面遷移図、画面レイアウト

6 プロジェクトマネジメント①

PMBOK®ガイド概論(5つのプロセス群と10の知識エリア)、プロジェクトを取り巻く環

境(ポートフォリオ、PMO)、演習から学ぶプロジェクト憲章、WBS、クリティカルパ

ス、ステークホルダーマネジメント、リスクマネジメント、進捗・変更管理

7 プロジェクトマネジメント②

ITシステム企画・開発でのプロジェクトマネジメントの理論と実践、模擬プロジェクト

体験、プロジェクトに必要なヒューマンスキル(コミュニケーション、コンフリクトマネ

ジメント、チームビルディング）

8

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

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ぶ

9
DX時代の企業と情報システム

～イノベーションを生み出す超上流作法
新しい攻守のITにおける超上流のアプローチ「論理×創造」を学ぶ

10 システム運用
ITサービスとしてのシステム運用の価値、システム運用業務・プロセス

システム運用から見たシステム評価、ITIL

11 情報システムセキュリティ
情報セキュリティ原則（機密性、完全性、可用性）、リスクマネジメント、情報ライフ

サイクル、発注者側責任（C&A)、SLDC/SLC、情報セキュリティマネジメント効果

12 データサイエンス基礎
ビッグデータの活用とは/データ活用プロセス/モデルの仮設立案

13 情報化プロセス体験研修① ビジネス分析/環境分析/ビジネスの整理/ビジネスプロセスモデル作成

14 情報化プロセス体験研修②
ビジネスアナリシス/新業務フロー作成/DFD作成と要件整理

/トレーサビリティマトリクス作成

15 情報化プロセス体験研修③
投資計画書作成/プロジェクト管理/プロジェクト立上げ/プロジェクトマネジメント憲章

/プロジェクト計画作成

16 情報化プロセス体験研修④
システム要件定義・要件定義書作成（要求リスト/モデリング/求確定機能、非機能要件

整理/システム規模見積）プロポーザルと外注選定/RFP作成/プロポーザル評価作成

17 情報化プロセス体験研修⑤
システム設計/基本設計書作成/システムのテスト検証（システム、ユーザーテスト計

画、システム稼働判定と手続き、完了報告）

18 振り返り・プレゼンテーション準備 振り返り、プレゼンテーション準備

19 プレゼンテーション／閉講式 アクションプランの個人プレゼンテーション、修了証授与

20 (6ヶ月後) フォローアップ研修 アクションプランの進捗報告、キャリアプランの報告、グループディスカッション

※内容・カリキュラムの順序は変更する場合がございます

基本コース「情報システム部門人材としての考え方と基礎知識」カリキュラム（予定）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

2023 年度 開催日程 ※諸般の事情により日程が変更になる場合があります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

基本コース 情報システム部門人材としての考え方と基礎知識＆スキル研修+フォローアップ研修  

日程： 2023 年 6 月 26 日（月）～7 月 21 日（金）および 2024 年 2 月 16 日（金） 

会場： 日本情報システム・ユーザー協会（徒歩：小伝馬町駅 4 分、人形町駅 6 分、馬喰横山駅 8 分） 

（オンライン開催） ZOOM ミーティング ※カリキュラムによって開催形式が異なります 

参加費： 会員 605,000 円／一般 715,000 円（テキスト代、PC レンタル代含む/税込） 
 

実機演習コース 情報システム導入の実機演習 

日程： 2023 年 7 月 24 日（月）～8 月 18 日（金） 

会場： 船橋情報ビジネス専門学校（徒歩：JR 船橋駅 4 分、京成船橋駅 7 分） 

参加費： 会員 397,100 円／一般 459,800 円（テキスト代, PC レンタル代含む/税込） 

◆お問合せ◆ shinjin@juas.or.jp 
（担当：五十井・古屋・菊地・酒井） 

お気軽にお問合せください。 

https://juasseminar.jp/pages/shinjin 

ご好評につき、残席僅かです 

日数 科目名称 概要／キーワード

1 アルゴリズム入門 アルゴリズム概要、流れ図の基礎

2
プログラミングⅠ ①

(Java言語 制御文法編）
Javaの基本構文、変数とデータ型

3
プログラミングⅠ ②

(Java言語 制御文法編）
基本構造、メソッド

4
プログラミングⅡ ①

（Java言語 オブジェクト指向編）
オブジェクトとクラス

5
プログラミングⅡ ②

（Java言語 オブジェクト指向編）
継承、例外

6 アプリケーション開発要素① ＨＴＭＬ入門

7 アプリケーション開発要素② ＳＱＬ入門

8
プログラミングⅢ ①

(Webアプリケーション入門)

Webアプリケーション、Webサーバ、Javaサー

ブレット

9
プログラミングⅢ ②

(Webアプリケーション入門)

ＪＳＰ、セッショントラッキング、データベース

連携

10
IS導入入門 ①

（システム開発技術）

プロジェクト計画、システム要件定義、システム

方式設計、ユーザー受け入れテスト計画

11
IS導入入門 ②

（システム開発技術）
ソフトウェア要件定義、ソフトウェア方式設計

12
IS導入入門 ③

（システム開発技術）
ソフトウェア詳細設計

13
IS導入入門 ④

（システム開発技術）
コーディング

14
IS導入入門 ⑤

（システム開発技術）
コーディング

15
IS導入入門 ⑥

（システム開発技術）
コーディング

16
IS導入入門 ⑦

（システム開発技術）
コーディング

17
IS導入入門 ⑧

（システム開発技術）
コーディング、ユーザー受け入れテスト

18
IS導入入門 ⑨

（システム開発技術）
コーディング、ユーザー受け入れテスト

19
IS導入入門 ⑩

（システム開発技術）
製作システムの最終チームプレゼンテーション

※内容は変更する場合がございます

実機演習コース「情報システム導入の実機演習」カリキュラム（予定）



◆テーマ
「グローバルIT人財」、「巻き込む力」、「多様性のチームビルディング」、「やり抜く力」、「チームリーダーに求められるスキル」、「変化への適応力」

JUASカフェ

JUAS・次世代IT部門リーダーコミュニティ（勉強会）

カフェマスターの講義

実際に活躍するカフェマスターからの講義で
刺激を受け、自ら考える。

JUASカフェは、実際にIT部門で現在活躍しているカフェマスター、
他社の若手の方々と課題等を意見交換し、相互に研鑽をはかる場です。
これからのあなたの役割を考えてみませんか？

コミュニティの形成
～他企業の同年代との
出会いで世界観を広げる

積極的な意見交換により、
メンバー同士の信頼関係を築き、人
脈ネットワークを構築する。

メンバー主体の対話（ワールドカフェ）で、
自身の意見を述べ、また、他の人の意見を
聞くことにより自分の考えを整理し、自身
の新しい一面を発見する。

＊第1回目には、対話の土台となる
スキルをお伝えする講座を行います。

対話による多面的思考

●ご参考：これまでの開催プログラム

IHI、IHIエスキューブ、アクティオホールディングス、アサヒビジネスソリューションズ、アサヒプロマネジメント、アステラス製薬、伊藤忠テクノソリューションズ、イトーキ、
インフォテック、AGC、AJS、NRIシステムテクノ、ＮＳソリューションズ関西、NTTデータMHIシステムズ、MS&ADシステムズ、オカムラ、オリックス・システム、カシオ
計算機、鹿島建物総合管理、関電システムズ、キッツ、キリンビジネスシステム、神戸製鋼所、コクヨ、コベルコシステム、コニカミノルタ、コニカミノルタ情報システム、
JFEシステムズ、JFEスチール、JXアイティソリューション、J-オイルミルズ、JTB、ＪＲ東日本情報システム、スズキ、スミセイ情報システム、住友電工情報システム、
西武ホールディングス、積水化学工業、セブン銀行、全国農業協同組合連合会、象印マホービン、ソニー生命保険、SOMPOひまわり生命保険、第一生命情
報システム、中外製薬、中電シーティーアイ、千代田システムテクノロジーズ、T&D情報システム、東京海上日動システムズ、東京ガスiネット、東京電力パワーグ
リッド、東洋紡システムクリエート、トレンドマイクロ、日本経済新聞社、日清食品ホールディングス、日鉄住金物流、日鉄ソリューションズ、日本アクセス、日本航
空、日本水産、日本発条、日本ハム、日本ハムシステムソリューションズ、日本放送協会、野村ホールディングス、博報堂DYホールディングス、東日本電信電話、
富士ゼロックス情報システム、富士フイルムICTソリューションズ、ブリヂストンタイヤジャパン、ベニックソリューション、本田技研工業、ホンダロジスティクス、丸文、三
菱ケミカルシステム、三菱食品、村田製作所、明治安田システム・テクノロジー、明電舎、メディカルシステム研究所、モスフードサービス、森永乳業、ヤマハ発動
機、ヤマハモーターソリューション、UCCホールディングス、横河電機、リコー

＜過去の主な参加企業＞

◆これまでのカフェマスター
小椋 敦子氏（コーセー 執行役員） 、汐満 達氏（住友生命保険 上席執行役員） 、 島本 栄光氏（じぶん銀行 システム企画部長）、
謝敷 宗敬氏（新日鉄住金ソリューションズ 代表取締役社長）、 須田 真也氏（アステラス製薬 情報システム部長）、
鈴木 潤一氏（日本発条 執行役員）、 田中 従雅氏（ヤマトホールディングス 執行役員）、
田邉 雄志氏（蔦屋書店 スターバックス事業本部長）、 田村 直樹氏（JTB 個人事業本部 Web販売部 システム統括部長）、
徳弘 太郎氏（ヤマハ 執行役員）、真辺 純裕氏（ジオスター 取締役執行役員）、 三浦 昭宏氏（資生堂 グローバルICT部長）
三宅 晃氏（東京海上日動システムズ 取締役）、横山 立秀氏（富士フイルムICTソリューションズ 代表取締役社長）
中野 啓太氏（日清食品ホールディングス 情報企画部 次長）、大橋陽子氏（東レシステムセンター取締役）、
門脇あつ子氏（大阪ガス 理事 情報通信部長）、瀬川文宏氏（コベルコシステム 代表取締役社長）、
鴫谷あゆみ氏（東京ガス 常務執行役員 CIO）、前田賢司氏（矢崎総業 情報システム統轄室 情報戦略企画統括部長 ）

＊所属・役職は登壇当時

会場開催！



参加費参加費 各期全3回 JUAS会員/ITC：33,800円、一般：43,000円 【受講権利枚数1枚】
（1名様あたり全3回分 消費税込、テキスト込）
各期全3回 JUAS会員/ITC：33,800円、一般：43,000円 【受講権利枚数1枚】
（1名様あたり全3回分 消費税込、テキスト込）

対象対象 ユーザー企業の情報システム部門の若手の方（入社5～10年目程度）
3回通して受講できる方。原則1社1名。
ユーザー企業の情報システム部門の若手の方（入社5～10年目程度）
3回通して受講できる方。原則1社1名。

定員定員 15名15名

●開催概要

次世代IT部門リーダーコミュニティ（勉強会）JUASカフェ

JUASカフェ2023<開催日：全3回＞

第1回 2023年9月27日(水) 13:30-18:00
第2回 2023年10月4日(水) 13:30-17:00
第3回 2023年10月12日(木) 13:30-17:00

・第1回 ファシリテータ 久保田一美氏 MY STORY K.K. 代表

・第2回 カフェマスター 藤本 礼久氏
ANAシステムズ株式会社 代表取締役社長

・第3回 カフェマスター 野中 彰氏
スズキ株式会社 IT本部 デジタル化推進部長

◆詳細・お申込はこちらから＞＞
https://juasseminar.jp/seminars/view/4123190

・テーマ：「チームリーダーに必要なスキル」

＜JUASカフェにご参加いただいた方から＞

IT部門のリーダーが20～30代のときにどのような経験をし、学びを得てきたのかを聞くことができ、今後の自身の
キャリアについて考えさせられた。他業界の同じ立場の方が多く、IT部門で感じる課題や悩みなどが共有することが
でき、充実したディスカッションでした。
他社の方と意見を交えながら研修を行う機会が少ないので、自分の視野や知見が広がり非常に良い機会であった。
普段、なかなか交流する機会のない社外の方々、様々な経験・努力をされてきた方のお話をお伺いすることができて、
非常に貴重な機会であった。
自分の視野や知見が広がり非常に良い機会であった。
なりたいリーダー像がカフェを通してある程度固まってきた。
今後リーダーになっていく上で大変参考になるお話を聞けた。

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 seminar@juas.or.jp



リーダーを目指す方のための

グループコーチング勉強会
朝活でセルフマネジメント力アップ！

◆日時： 2023年6月6日（火）～7月18日（火）毎週火曜午前8：00～9:00
（7月18日（火）のみ10:00まで開催）

2023年6月16日（金）13:30～17:00（講演会・ワークショップ）

◆開催方法：Zoomミーティング（講演会は会場とのハイブリッド開催）

◆参加費：JUAS会員/ITC：33,800円 一般：43,000円（１名様あたり 消費税込）
【受講権利枚数1枚】

◆対象 ・グループコーチングを通じて、セルフマネジメント力向上につなげたい方
・すべての会合に参加可能な方（今回は女性限定）

■詳細・お申込
https://juasseminar.jp/seminars/view/4123047

グループコーチングとは「自ら学ぶ（セルフマネジメント）」を目的とし、自身の
目標に対して毎週の結果をふりかえりながら自己成長を促していく方法です。
1グループ4人に対して1名のファシリテータがつき、お互いの気づきを共有していき
ます。他者の視点も取れ入れながら内省することで、視座や実行力を高めることが出
来ます。（ファシリテータは、JUAS会員企業の女性管理職が行います。）
また、グループコーチングを経験することで、メンバーの特性と強みを活かして最大
限にチーム力を高めるリーダーの資質を磨きます。

本勉強会では、週次のグループコーチングのほか、実際にIT分野で活躍している女
性リーダーとの意見交換を通して、相互に研鑽を測ります。
なお、今回は、女性限定での募集になります。

＜グループコーチングを体験した方の声＞

• 自分の人生をかけたゴールを見据えたうえで、
今自分が抱えている業務、近々のタスクとして
ブレークダウンして自己管理していくという考
え方がすばらしいと実感しました。

• 他社の方と交流でき、それぞれの立場での考え
方や仕事への取組み、リーダーとして行ってい
ること、スキルアップとして取り組んでいるこ
と、個人で取り組んでいること、とっても刺激
を受けました。自分の仕事を進める上でも参考
になりました。

◆他社の方との交流

◆セルフマネジメント力向上

◆オンラインで朝活！

◆女性リーダー講演



内容開催日

オリエンテーション・自己紹介2023年6月6日（火）8:00-9:00第1回

グループコーチング2023年6月13日（火）8:00-9:00第2回

女性リーダー講演①②
座談会

2023年6月16日（金）13:30-17:00第3回

グループコーチング2023年6月20日（火）8:00-9:00第4回

2023年6月27日（火）8:00-9:00第5回

2023年7月 4日（火）8:00-9:00第6回

2023年7月11日（火）8:00-9:00第7回

グループコーチング＆振り返り2023年7月18日（火）8:00-10:00第8回

◆開催日：全8回（2023年6～7月・オンライン開催）

●第３回女性リーダー講演①

原 尚子氏
（株式会社ANA総合研究所 専務取締役）

1986年 ANA入社。予約センター、営業販売促進など10年の現場経験で直接お客様の
要望に応える喜びを感じる。1999年 営業系システム部門に配属。ユーザー側の要件
の取りまとめや稼働後の運用を通じてIT業界の面白さに目覚める。2007年 管理職昇
格。業務プロセス改革室に異動。ANAグループ全体の業務イノベーションの構想・企
画を経験。2013年 ANAシステムズに出向。2021年 4月より現職

●第３回女性リーダー講演②

門脇 あつ子氏
（京都リサーチパーク株式会社 代表取締役社長、大阪ガス株式会社 執行役員）

1990年、大阪ガス㈱に入社。商品企画スタッフ、導管部門業務改革リーダー、全
社技術戦略マネジャを経て、2018年よりIT部門組織長。2022年4月に、京都リ
サーチパークに出向し、社長に就任。現在は、国内初の都市型民間リサーチパー
クの33年を超える運営実績をベースに、事業領域発展に挑戦。

●全体コーディネーター

中野安美 氏（Agility Design株式会社 代表取締役 ）

ニッセイ情報テクノロジー株式会社にて生命保険会社向けシステム開発
のＰＭを経験後、アジャイル開発をスタート。クラウドサービスベン
ダーを経て、2019年9月にAgility Design株式会社を設立。
現在はアジャイル導入のコーチ、コンサルティングに従事。アジャイル
経営カンファレンス実行委員長、Agile Japan 2020実行委員長

＊各回のグループコーチングのファシリテータは、JUAS会員企業の女性管理職が行います。
＊前回のファシリテータの所属企業（2023年12月開催時）

AJS株式会社、株式会社CAC Holdings、ニッセイ情報テクノロジー株式会社、
日販テクシード株式会社、株式会社エクサ

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 seminar@juas.or.jp



変革リーダーシップ勉強会

＜ねらい＞
変革リーダーに必要な、ぶれない「価値軸」と「覚悟」を醸成する

<特徴＞
1. 価値軸の醸成～「ゲスト講演」と「対話」

第一線で活躍するCDO、CHRO、起業家をゲスト講師として招聘し、講師との対話の時間も数多くとって
いきます。経営環境の変化を踏まえた戦略的なリーダーの在り方、必要なマインドや行動を学び、「価値軸」
を磨き上げていきます。

2. 事前学習＆フォローアップ
関連図書や振り返りを通じて、リーダーが学ぶべき、必要な自身の軸や拠り所を探ります。

3．「ホンモノの地域課題」で取り組むグループワーク
社会課題を通して、既成概念にとらわれない思考を実践することで、自社・自身の課題解決策につなげます。

4. 自身の成長に結びつける講師・コーディネータによる指導
企業で活躍してきた経験豊富な講師やトータルコーディネータが各受講者と「1on1」等を行います。
様々な学びを統合し、一人ひとりの成長に結びつけ、「覚悟」を醸成します。

５．異業種他社の参加者との他流試合による自己研鑽
～修了後もつながるネットワーク・人脈形成

受講者同士のグループワークによる他流試合を通じて、新たな視点・気づきを得られます。
修了後もつながるネットワーク・人脈形成を図ります。

過去の経験から答えが出せないVUCAの時代。
徹底的に考え、想像力を働かせ自分なりの答えを導き出し、自信をもってそれを実行に移すことが出来るリー
ダーが求められています。
変革リーダーは、現状に満足せず、常に新しいアイデアやビジョンを追求し、組織や社会をより良い方向に導き、
持続的に自社を成長させることのできる人材です。

◆プログラムの特徴

◆JUASの考える変革リーダー

変革を推進する上で、私が大切に考えていることがあります。
「企業や組織のありたい姿と、それを実現するために変えるべき価値軸を明快に示す」
「覚悟を持って本気でやり切る」
「仲間を巻き込んで一丸となって戦う」
「自らチャレンジもし、チャレンジする人を応援し、失敗を責めない」など・・・
このような想いを、講師の方々の経験を通じて、若きリーダーたちに実践的に伝えたいと思い、開催します。
日本企業はもっともっと成長できます。一緒に学んでいきましょう。

変革リーダーに必要な、ぶれない「価値軸」と「覚悟」を醸成する

トータルコーディネーター 亀山 満
一般社団法人 日本情報システム・ユーザー協会 主席研究員
グロービング株式会社 シニアエグゼクティブアドバイザー/コネポジ 代表

日産自動車にて1995年からITを活用した全社業務改革プロジェクトを担当。2000年以降、
ゴーン改革を肌で感じながら車へのIT適用プロジェクトのリーダー、中国との合弁企業である
東風汽車のCIO、グローバルマーケティングシステム部長などを歴任。2012年資生堂に入社、
最高情報責任者としてグローバルIT戦略を統括。店頭応対のデジタル化、基幹システム刷新プ
ロジェクトなどを推進。2020年より三菱マテリアルCDO。２０２３年より現職。カルロスゴー
ン、魚谷CEOなどグローバルリーダーとともに、歴史ある企業の”経営改革・グローバル化”を
CIO、CDOの立場でリード。



内容開催日時

講演1：新規ビジネス・イノベーション6月22日（木）
17:00-20:30
（会場：JUAS）

第
1
回

講演2：価値軸を変える、人材育成、リーダー論7月13日（木）
17:00-20:30
（会場：JUAS）

第
2
回

講演3：スタートアップ・社会課題8月24日（木）
17:00-20:30
（会場：JUAS）

第
3
回

地方創生をテーマとした合宿研修9月14日（木）
-16日（土）
(滋賀県高島市）

第
4
回

研修のまとめ
これからの自社・自身の課題解決に対するご発表

10月18日（水）
13:30-18:00
（会場：JUAS）

第
5
回

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 03-3249-4102 seminar@juas.or.jp

◆開催日：全5回（2023年6～10月・会場開催）

◆変革リーダーシップ勉強会・講師陣

◆日時 6月22日（木）、7月13日（木）、8月24日（木）17:00~20:30
9月14日（木）~16日（土）
10月18日（水）13:30～18:00

◆開催方法 JUAS会場開催＋合宿形式での開催（滋賀県高島市）
◆参加費 JUAS会員/ITC242,000円（税込）/一般：297,000円（税込）

受講権利チケット8枚
（１名様あたり。消費税込、テキスト込、合宿時の宿泊費含む、
現地までの交通費は含みません。）

◆対象
DX、デジタル活用に課題認識、仕事のやり方、自社の成長や日本の成長に課題認識を持ち、
この研修の趣旨を理解し、自分がやりたいと思い参加すること。

◆お申込・詳細はこちらから＞＞＞
https://juasseminar.jp/seminars/view/4123211

◆開催概要

三枝 幸夫 氏

出光興産株式会社
執行役員 CDO・CIO 
デジタル・ICT推進部管掌

花田 琢也 氏

日揮ホールディングス株式会社
専務執行役員 CHRO

松本 恭攝 氏

ラクスル株式会社 代表取締役社長CEO
ジョーシス株式会社 代表取締役社長

久野芳裕氏
株式会社みらいワークス CBDO 
（Chief Business Development Officer）

内容、合宿場所等は変更になることがあります、あらかじめご了承ください



DXに役立つ「ビジネス発想の手法」【会場】

変革の実現をリードするビジネスアーキテクトの勘所～実践！システムズエンジニアリング【会場】

デザイン思考入門～DX実現のための必須技術【オンラインライブ】

UXデザイン入門～使いやすいシステム／サービスとするために必要なこと【会場】

ピックアップ！DXを推進する！

出典：DX推進スキル標準

データ、デジタル、ビジネスの仕掛け（ビジネスモデル要素）を活用して、新ビジネスや社会課題解決を
行う力を身に着けるため、ＤＸの定義、ＤＸ関連用語、ＤＸ事例を理解し、それを使って発想する 訓練を
行います。

・講師 岸和良 氏（住友生命保険相互会社 理事 デジタルオフィサー ）
・日時 2023年4月25日(火) 10:00-18:00

＞＞＞ https://juasseminar.jp/seminars/view/4123185

システムズエンジニアリングの全体像を理解し、システムの定義から始まり、ライフサイクル、要求定義
の重要性を認識し、プロセスを理解して、アーキテクチャ設計プロセス などの一連の手法を演習を通して
解説します。
・講師 八田孝 氏（チーム・シンセシス・ラボ株式会社）
・日時 2023年7月27日(木) 10:00-17:00

＞＞＞ https://juasseminar.jp/seminars/view/4123202

システム開発の上流工程において、真のユーザーニーズを獲得したい方、デザイン思考を取り入れたいと
お考えの方、必見のコースです。
・講師 竹政昭利 氏（株式会社オージス総研）
・日時 2023年6月2日(金) 9:00-16:30ライブ配信（8:45よりツールレクチャーあり）

＞＞＞ https://juasseminar.jp/seminars/view/4123128
2023年12月7日(木) 9:00-16:30ライブ配信（8:45よりツールレクチャーあり）

＞＞＞ https://juasseminar.jp/seminars/view/4123129

ユーザー視点での製品開発の基本となるUXデザイン（ユーザー・エクスペリエンス）、ユーザビリティ、
人間中心設計について学び、「参加型」形式で体感いただきます。

・講師 柳生大介 氏（株式会社日立ソリューションズ ）
・日時 2023年10月13日(金) 10:00-17:00

＞＞＞ https://juasseminar.jp/seminars/view/4123189

2022年12月、DX推進スキル標準が公表されました。
5つの人材類型にあわせたセミナーをピックアップ！



アーキテクチャー入門【オンラインライブ】

大規模システム再構築の勝利のセオリー【オンラインライブ】

セキュリティ技術基礎【会場・オンライン同時開催】

ネットワークセキュリティ技術基礎講座【オンラインライブ】

データをビジネスに活用するための実践技術入門【オンラインライブ】

動かしながら学ぶ、データサイエンティスト基礎講座【オンラインライブ】

データ解析の基礎から実務で活用できる知 識を選定し、体系的に効率よく学びます。 活用のイメージを
体感していただくため、身近な例で問題を解きます。分析の考え方や各種ツールの使い方を学びます。

・講師 梶山昌之 氏（株式会社ワイハット ）
・日時 2023年11月28日(火) ・11月29日(水) 9:00-16:00（2日間）

＞＞＞ https://juasseminar.jp/seminars/view/4123072

データ活用による業務課題解決をよりイメージし易くするため、プロセス推進上の注意点を具体的な事例
やPythonによる実践を交えて学んでいただきます。

・講師 佐藤和也 氏（日鉄ソリューションズ株式会社）
・日時 2024年2月1日(木) ・2日(金) 9:00-16:00（2日間）

＞＞＞ https://juasseminar.jp/seminars/view/4123031

ネットワーク管理に必要なセキュリティ技術の基礎講座です。脆弱性が存在する（メンテナンスできてい
ない）ケースがあり、導入時や、運用後のチェックも大切だということです。
・講師 上山勝也 氏（株式会社上山システムラボラトリー）
・日時 2023年6月5日(月) ・7月24日(月) 9:00-16:00（2日間）

＞＞＞ https://juasseminar.jp/seminars/view/4123150
2023年11月6日(月）・11月27日(月) 9:00-16:00（2日間）

＞＞＞ https://juasseminar.jp/seminars/view/4123151

IT担当者が直面する情報セキュリティ対策に関する基本的概念から、情報を保有する脅威と求められる対
策（人的・技術的・物理的）における技術的な基礎知識を習得します。
・講師 安田良明 氏（株式会社ラック）
・日時 2023年8月29日(火) ・30日(水) 10:00-17:00（2日間）

＞＞＞ https://juasseminar.jp/seminars/view/4123088
2024年2月14日(水) ・15日(木) 10:00-17:00（2日間）

＞＞＞ https://juasseminar.jp/seminars/view/4123089

リスクを最小化しつつ段階的にアーキテクチャの転換を図る実践的再構築手法について学んでいきます。

・講師 中山嘉之 氏（株式会社アイ・ティ・イノベーション）
・日時 2023年9月1日(金) 9:00-16:00ライブ配信

＞＞＞ https://juasseminar.jp/seminars/view/4123045
2024年1月17日(水) 9:00-16:00ライブ配信

＞＞＞ https://juasseminar.jp/seminars/view/4123046

アーキテクチャーはシステムの骨格の静的・動的なモデルです。構想・計画段階で作成し、アプリケー
ションと基盤の全般の構築・運用の基礎とします。企業システムのアーキテクチャーを作る方法のエッセ
ンスを学びます。
・講師 天羽正道 氏（フリーランスITアーキテクト ）
・日時 2023年7月19日(水) 9:00-16:00ライブ配信

＞＞＞ https://juasseminar.jp/seminars/view/4123178



多くの企業の中でデータ分析者は『孤独』です。統計・分析スキルを駆使してせっかく考案した提案
が活かされなかったり、勘と経験が支配的な文化・風土の中で、データドリブンな組織への変革が
進まなくて悩んでいる方も多いのではないでしょうか？
この研修では、意思決定者と分析者の間に存在する断絶（ラストワンマイル）を超えるための考え
方のフレームワークを学び、参加者全員で議論・共有することで、事業部門や経営者を巻き込むた
めのコミュニケーションを体験しながら、あなたのラストワンマイルの越え方を探索します。
※本研修では、分析技法、課題分析手法、分析リテラシー教育は対象としておりません。

定員

会場名

ＪＵＡＳ会員/ITC：33,800円 一般：43,000円
（１名様あたり 消費税込み、テキスト込み）【受講権利枚数1枚】

参加費

対 象

日 程

会 場

データ分析がビジネスに活かされずに悩んでいる方
意思決定者とデータ分析担当者の間のコミュニケーションギャップを抱えている方
解決したいと思っているビジネス課題をデータ分析担当者へ的確に伝える力を磨きたい方
すべての回にご参加可能な方

１日目
・データエクスペリエンスの考え方
・ 「データ分析」と「価値創造」の断絶はなぜ起こるのか？
・自社の断絶の描写

２日目
・データエクスペリエンスの実践方法
・ワールドカフェによる体験演習

３日目
・自社の断絶の越え方プラン（自分の行動計画）の作成
・発表会

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 seminar@juas.or.jp

URL https://juasseminar.jp/seminars/view/4123210

一般社団法人 日本情報システム・ユーザー協会 会議室

2023年7月12日（水）、2023年8月22日（火）、2023年9月13日（水）
全3回いずれも13：00～17：00
7月１２日（水）は、終了後に対話演習会（懇親会）を18：00まで行います

JUAS データエクスペリエンス研究会 ジェネレータ

内 容

講 師

海老原吉晶 氏
株式会社NTTデータバリュー・エンジニア
マーケティング・営業本部
マーティング・ブランディング担当 部長

庄司 稔 氏
日本航空株式会社
IT企画本部IT運営企画部
技術戦略グループ長



 2023年度 JUASオープンセミナー（分類順）  2023年4月17日現在

会場 オンライン

事業戦略策定・事業戦略評価

1 〇 4123185
DXに役立つ「ビジネス発想の手法」【会
場】

岸 和良 2023/4/25 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

事業戦略
策定・事
業戦略評
価

データ、デジタル、ビジネスの仕掛け（ビジネスモデル要素）を活用
して、新ビジネスや社会課題解決を行う力を身に着けるため、ＤＸの
定義、ＤＸ関連用語、ＤＸ事例を理解し、それを使って発想する訓練
を行います。

初
級

2 〇 4123128
デザイン思考入門～DX実現のための必須技
術【オンラインライブ】

竹政 昭利 2023/6/2 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

事業戦略
策定・事
業戦略評
価

「デザイン思考」は、Appleのマウスなど画期的なプロダクトデザイン
したことで知られる米国のデザインファームIDEOのイノベーション手
法です。デザイン思考は、アジャイル開発の考え方と親和性があり、
IT技術者にとっても必須の技術となりつつあります。本コースは、ス
タンフォード大学デザインスクールに準拠したデザイン思考の次の５
つのステップに従って進行します。

初
級

3 〇 4123108
イノベーションのための発想法　基礎【オ
ンラインライブ】

中谷 英雄 2023/6/22 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

事業戦略
策定・事
業戦略評
価

イノベーションを起こす発想法の基礎スキルと、創造的未来を発見す
るために必要不可欠となる「パラダイムシフト」のスキルを獲得しま
す。ビジネスモデルの企画、新商品の企画、新事業創出をミッション
として期待されている方、今後この分野のスキルを身に着けたいとお
考えの方に最初に参加していただきたいセミナーです。イリノイ工科
大学大学院ヴィジェイ・クーマー教授の方法論をベースにしていま
す。

初
級

4 〇 4123211
変革リーダーシップ勉強会～地域課題解
決・実践塾【会場】

亀山 満
三枝 幸夫
花田 琢也
松本 恭攝
久野 芳裕

2023/6/22
2023/7/13
2023/8/24
2023/9/14
2023/9/15
2023/9/16
2023/10/18

合宿
含む
7日程

会員：242,000円
一般：297,000円
受講権利枚数：8枚

事業戦略
策定・事
業戦略評
価

変革をリードしている先達に学ぶほか、変革を進める上での課題に取
り組み、実際の地域でのフィールドワークを通じて地域課題を探索
し、その解決策を地域の関係者に提案するアクションラーニング型の
勉強会です。

中
級

5 〇 4123180 システム要求抽出ワークショップ【会場】 大脇 斉 2023/7/20 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

事業戦略
策定・事
業戦略評
価

システム要求抽出ワークショップ～「人」起点で考え、価値を生み出
す～『要求どおりに作ったけど、使ってくれてない。』『なんでこん
な要求をするのだろう？』このような経験はありませんか？このよう
な悩みの解決につながる考え方や実践方法を、ワークを通して学びま
す。この考え方はアジャイル開発においても非常に重要で、より良い
価値を提供することにつながります。

初
級

6 〇 4123202
変革の実現をリードするビジネスアーキテ
クトの勘所～実践！システムズエンジニア
リング【会場】

八田 孝 2023/7/27 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

事業戦略
策定・事
業戦略評
価

システムズエンジニアリングとは、システムの開発を成功裏に実現す
るために必要となる、多数の領域にまたがるアプローチ及び手段で
す。組織や専門領域を超えて、システムを構築していくための共通言
語になることが期待されています。 システムズエンジニアリングの全
体像を理解し、システムの定義から始まり、ライフサイクル、要求定
義の重要性を認識し、プロセスを理解して、アーキテクチャ設計プロ
セス などの一連の手法を演習を通して解説します。

初
級

7 〇 4123131
デザイン思考によるアイデア創出ワーク
ショップ【オンラインライブ】

中澤 雄一郎 2023/8/23 半日
会員：22,500円
一般：28,700円
受講権利枚数：1枚

事業戦略
策定・事
業戦略評
価

アイデア出しだけで終わっていませんか？短時間で抽象的な課題の中
からチームの力でアイデアを生み出し、さらにはカタチにする方法ま
でを実践しながら学びます。

初
級

8 〇 4123051
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【会場】

濱田 文吾 2023/9/21
2023/9/22

2日
会員：67,400円
一般：85,800円
受講権利枚数：2枚

事業戦略
策定・事
業戦略評
価

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。

初
級

9 〇 4123133

新規事業担当者必見！アジャイル・テスト
マーケティング・ワークショップ ～新商
品、サービスは「本当に売れるのか」【オ
ンラインライブ】

中澤 雄一郎 2023/11/9 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

事業戦略
策定・事
業戦略評
価

本当に売れるかどうかは売ってみないとわかりません。でも売るため
には大掛かりな開発が必要。。このようなジレンマに悩む方は多いと
思います。本ワークショップでは逆転の発想で「開発する前に売る」
をコンセプトに、最短かつほとんどコストをかけずに、その商品・
サービスが本当に売れるのかを検証する方法「アジャイル・テスト
マーケティング」の方法論を、実践や事例を通じて習得できます。

中
級

10 〇 4123129
デザイン思考入門～DX実現のための必須技
術【オンラインライブ】

竹政 昭利 2023/12/7 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

事業戦略
策定・事
業戦略評
価

「デザイン思考」は、Appleのマウスなど画期的なプロダクトデザイン
したことで知られる米国のデザインファームIDEOのイノベーション手
法です。デザイン思考は、アジャイル開発の考え方と親和性があり、
IT技術者にとっても必須の技術となりつつあります。本コースは、ス
タンフォード大学デザインスクールに準拠したデザイン思考の次の５
つのステップに従って進行します。

初
級

11 〇 4123132
デザイン思考によるアイデア創出ワーク
ショップ【オンラインライブ】

中澤 雄一郎 2024/1/18 半日
会員：22,500円
一般：28,700円
受講権利枚数：1枚

事業戦略
策定・事
業戦略評
価

アイデア出しだけで終わっていませんか？短時間で抽象的な課題の中
からチームの力でアイデアを生み出し、さらにはカタチにする方法ま
でを実践しながら学びます。

初
級

12 〇 4123130

DX推進者のためのデザイン思考実践～ユー
ザーのインサイトを捉えてデジタル技術を
活用したアイデアを創出する～【オンライ
ンライブ】

竹政 昭利 2024/2/1
2024/2/2

2日
会員：67,400円
一般：85,800円
受講権利枚数：2枚

事業戦略
策定・事
業戦略評
価

DXの実現には従来の考え方や専門性だけではなく、不確実性の時代に
適合した考え方(マインドセット）を身に着け、様々な知識の組合せ、
応用が求められます。真のユーザーニーズ（インサイト）を把握し、
新たなアイデア開発に生かすため、「デザイン思考」がどう必要なの
かを学び、その手法を演習を通してじっくり学びます。

中
級

IS戦略策定・IS戦略評価・IS企画・IS企画評価

13 〇 4123136

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】

斉藤 学 2023/5/15 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略策
定・IS戦
略評価・
IS企画・
IS企画評
価

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。要諦は「ユーザーと開発者をつなぐコミュニケーション
ツール」としてとらえ、認識齟齬を生じないものとすることが重要で
す。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びま
す。

初
級

14 〇 4123063
ユーザー要求の整理と具体的な成果物～要
求定義スキル向上シリーズ【事前学習＋オ
ンラインライブ】

足立 英治 2023/6/8

事前
学習
 +

半日

会員：22,500円
一般：28,700円
受講権利枚数：1枚

IS戦略策
定・IS戦
略評価・
IS企画・
IS企画評
価

ユーザー部門システム導入責任者および担当者が、システムライフサ
イクルにおける要件定義工程の位置づけを理解し、要求整理工程と、
要求の要件化、後工程との関連を意識した成果物の作成方法を習得す
ることを目的としています。

初
級

開催日No.
受講形態

コード セミナータイトル 講師名 日数 参加費 大分類 内容 レベル
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15 〇 4123065
ユーザー要求を要件に落とし込む～要求定
義スキル向上シリーズ～【事前学習＋オン
ラインライブ】

足立 英治 2023/6/27

事前
学習
 +

半日

会員：22,500円
一般：28,700円
受講権利枚数：1枚

IS戦略策
定・IS戦
略評価・
IS企画・
IS企画評
価

ユーザー部門システム導入責任者および担当者が、要件定義プロジェ
クトの利害関係者を理解し、ビジネス要求内容と規模に応じた要件へ
の落とし込み、情報システム部門システム導入責任者および担当者と
の要件の確認、合意に向けての手法を習得することを目的としていま
す。

初
級

16 〇 4123009
IT投資効果の評価手法入門【オンラインラ
イブ】

國重 靖子 2023/7/21 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略策
定・IS戦
略評価・
IS企画・
IS企画評
価

一般的に広く取り入れられている主な手法の基本的な考え方を習得
し、グループ演習を通じて評価手法の使い方への理解を深めます。自
社または顧客のITコストの全体像が分かること、IT投資が期待した効
果を上げているかを評価し、経営層に対して成果のアピールできるよ
うになることを狙いとします。また、評価結果からシステムの課題や
教訓を見出して、改善策を提案、推進できる力を養成します。

初
級

17 〇 4123209
最新技術動向の概説とその情報源【オンラ
インライブ】

舘田 潤 2023/8/1 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略策
定・IS戦
略評価・
IS企画・
IS企画評
価

イノベーションを通した最新技術の適応が、企業の競争力や差別化の
ために重要な要素となるケースが多くなってきました。しかし、企業
内の情報システム部門では、日々の業務に追われ、最新技術を導入、
検証する余裕がとれないのが実情です。企業の情報システム部門の担
当者向けに、トレンドになっている技術概念を素早く理解いただける
よう、最新技術・技術動向を俯瞰して概説いたします。

中
級

18 〇 4123106

投資と要求に合ったITプロジェクトの見極
め方～社会的にインパクトのあるプロジェ
クトを測定、可視化、説明、実践する具体
的方法～【オンラインライブ】

中谷 英雄 2023/8/2 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略策
定・IS戦
略評価・
IS企画・
IS企画評
価

これからのIT部門は、競争力のある差別化システムを作るため、
「QCD、SLAの達成」から、企業が継続して成長していくために立てら
れた「組織戦略と価値創造達成」に更に視点をあげ、どう実現すべき
か戦術が問われています。そして更に、ビジネス戦略に沿ったＩＴ戦
略へのＩＴ投資が、企業に更には社会・市場へどのような貢献・変化
の影響を与えていくか、測定し明示することが求められています。

中
級

19 〇 4123127
IT投資対効果とその評価方法 実践モデル
構築　体験講座【オンラインライブ】

前橋 雅夫 2023/8/29
2023/8/30

2日
会員：67,400円
一般：85,800円
受講権利枚数：2枚

IS戦略策
定・IS戦
略評価・
IS企画・
IS企画評
価

「IT投資の評価モデル」を構築するノウハウについて学習します。IT
投資ポートフォリオ、IT-BSC、社内SLA、部門別ROI等のメソドロジー
活用方法を、ケーススタディを通じて実践的に理解することができま
す。

中
級

20 〇 4123016
超上流工程、さらにその上の源流における
作業とドキュメント【会場】

尾田 友志 2023/9/26 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略策
定・IS戦
略評価・
IS企画・
IS企画評
価

抽象的なレベルで課題をもちかけられた場合、まず何をなすべきか。
ユーザー部門や顧客から経営課題あるいは抽象的なレベルでシステム
化についての課題を持ちかけられたところからスタートします。最初
に課題が正しいかどうかを検証し、あるべき姿についての仮説を立て
て、ヒアリングなどにより検証します。

中
級

21 〇 4123191
RFP作成から調達先選定のプロセス体験講
座【オンラインライブ】

矢吹 哲也 2023/9/27 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略策
定・IS戦
略評価・
IS企画・
IS企画評
価

RFP（提案依頼書，RequestforProposa）の作成は、システム開発会社
から良い提案をもらうために重要な要素として着目されています。当
講座では、RFPを利用した調達活動の全体プロセスおよびRFP文例を使
用したRFP作成時のポイントや調達先選定の評価ポイントを解説した
後、演習にて、RFPの作成から調達先選定までの一連のプロセスを体験
していただきます。

初
級

22 〇 4123199
これからの日本企業のIT部門がすべきこと
【オンラインライブ】

寺嶋 一郎 2023/9/27 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略策
定・IS戦
略評価・
IS企画・
IS企画評
価

デジタル化が急速に進む中、すべての産業がソフトウエア産業になるとも
言われています。これからはソフトウエアの時代です。日本の企業におい
てこうしたソフトウエア化を担う部門こそはIT部門であるはずです。だか
らこそ、今後はIT部門こそがビジネスの中心となり、デジタル化のリー
ダーシップをとっ ていかなければなりません。本セミナーでは講義とグ
ループディスカッションを通してIT部門やそのメンバーのやるべきことを
体得していただきます。

中
級

23 〇 4123091
ユーザー企業におけるPMOの創設の薦めと
実例研究【会場】

永谷 裕子 2023/10/11 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略策
定・IS戦
略評価・
IS企画・
IS企画評
価

ユーザー企業におけるPMO導入の必要性を明らかにして、その課題と対
応策、日本型現場への導入方法を検討します。

中
級

24 〇 4123189
UXデザイン入門～使いやすいシステム／
サービスとするために必要なこと【会場】

柳生 大介 2023/10/13 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略策
定・IS戦
略評価・
IS企画・
IS企画評
価

ユーザー視点での製品開発の基本となるUXデザイン（ユーザー・エク
スペリエンス）、ユーザビリティ、人間中心設計について学び、「参
加型」形式で体感いただきます。

初
級

25 〇 4123021
リアルなAI使いこなし術【オンラインライ
ブ】

笹尾 和宏 2023/10/23 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略策
定・IS戦
略評価・
IS企画・
IS企画評
価

賢くなったAI技術を「ビジネスにどう使うか」を、実事例に基づいて
ご紹介します。さらに、現時点のAI技術で出来ると考えて良いこと、
まだ実現が難しいこと、従来のシステム開発と比較して注意が必要な
点等を、使う側の立場に立って解説します。また、後半はPCを使った
演習形式で、基礎的な技術を習得していただきます。なおAIの具体的
な実装方法（プログラミング）については対象としません。

中
級

26 〇 4123050
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】

三谷 慶一郎 2023/10/27 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略策
定・IS戦
略評価・
IS企画・
IS企画評
価

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。

初
級

27 〇 4123064
ユーザー要求の整理と具体的な成果物～要
求定義スキル向上シリーズ【事前学習＋オ
ンラインライブ】

足立 英治 2023/11/14

事前
学習
 +

半日

会員：22,500円
一般：28,700円
受講権利枚数：1枚

IS戦略策
定・IS戦
略評価・
IS企画・
IS企画評
価

ユーザー部門システム導入責任者および担当者が、システムライフサ
イクルにおける要件定義工程の位置づけを理解し、要求整理工程と、
要求の要件化、後工程との関連を意識した成果物の作成方法を習得す
ることを目的としています。

初
級

28 〇 4123137

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】

斉藤 学 2023/11/16 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略策
定・IS戦
略評価・
IS企画・
IS企画評
価

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。要諦は「ユーザーと開発者をつなぐコミュニケーション
ツール」としてとらえ、認識齟齬を生じないものとすることが重要で
す。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びま
す。

初
級

29 〇 4123066
ユーザー要求を要件に落とし込む～要求定
義スキル向上シリーズ～【事前学習＋オン
ラインライブ】

足立 英治 2024/1/16

事前
学習
 +

半日

会員：22,500円
一般：28,700円
受講権利枚数：1枚

IS戦略策
定・IS戦
略評価・
IS企画・
IS企画評
価

ユーザー部門システム導入責任者および担当者が、要件定義プロジェ
クトの利害関係者を理解し、ビジネス要求内容と規模に応じた要件へ
の落とし込み、情報システム部門システム導入責任者および担当者と
の要件の確認、合意に向けての手法を習得することを目的としていま
す。

初
級

各セミナーの詳細は、https://juasseminar.jp/seminars/view/コードでご覧ください。 ＊ITCA認定ITCの方は、会員価格で受講できます。
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30 〇 4123010
IT投資効果の評価手法入門【オンラインラ
イブ】

國重 靖子 2024/1/19 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略策
定・IS戦
略評価・
IS企画・
IS企画評
価

一般的に広く取り入れられている主な手法の基本的な考え方を習得
し、グループ演習を通じて評価手法の使い方への理解を深めます。自
社または顧客のITコストの全体像が分かること、IT投資が期待した効
果を上げているかを評価し、経営層に対して成果のアピールできるよ
うになることを狙いとします。また、評価結果からシステムの課題や
教訓を見出して、改善策を提案、推進できる力を養成します。

初
級

31 〇 4123117
ビジネス課題を解決！情報システム内製化
を成功させるホップ・ステップ・ジャンプ
【オンラインライブ】

中谷 英雄 2024/1/25 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略策
定・IS戦
略評価・
IS企画・
IS企画評
価

今まさに、多くの企業がDXに取り組んでいます。DXを成功に導くために
は、業務の実情を理解した迅速なシステム開発が不可欠です。その切り札
になるのは、開発の内製化です。内製化を進めるために何をすればよい
か、戦略、組織体制、IT部門が押さえるべき内製化すべき業務範囲、コ
ミュニケーションの仕組み等やるべき、ホップ、ステップ、ジャンプがあ
ります。IT部門・開発内製化のリーダー、責任者、DX人材を増やしたい管
理者の方必見です。

初
級

32 〇 4123107

投資と要求に合ったITプロジェクトの見極
め方～社会的にインパクトのあるプロジェ
クトを測定、可視化、説明、実践する具体
的方法～【オンラインライブ】

中谷 英雄 2024/2/20 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略策
定・IS戦
略評価・
IS企画・
IS企画評
価

これからのIT部門は、競争力のある差別化システムを作るため、
「QCD、SLAの達成」から、企業が継続して成長していくために立てら
れた「組織戦略と価値創造達成」に更に視点をあげ、どう実現すべき
か戦術が問われています。そして更に、ビジネス戦略に沿ったＩＴ戦
略へのＩＴ投資が、企業に更には社会・市場へどのような貢献・変化
の影響を与えていくか、測定し明示することが求められています。

中
級

33 〇 4123017
超上流工程、さらにその上の源流における
作業とドキュメント【会場】

尾田 友志 2024/3/5 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略策
定・IS戦
略評価・
IS企画・
IS企画評
価

抽象的なレベルで課題をもちかけられた場合、まず何をなすべきか。
ユーザー部門や顧客から経営課題あるいは抽象的なレベルでシステム
化についての課題を持ちかけられたところからスタートします。最初
に課題が正しいかどうかを検証し、あるべき姿についての仮説を立て
て、ヒアリングなどにより検証します。

中
級

34 〇 4123212
IT投資対効果とその評価方法 実践モデル
構築　体験講座【オンラインライブ】

前橋 雅夫 2024/3/12
2024/3/13

2日
会員：67,400円
一般：85,800円
受講権利枚数：2枚

IS戦略策
定・IS戦
略評価・
IS企画・
IS企画評
価

「IT投資の評価モデル」を構築するノウハウについて学習します。IT
投資ポートフォリオ、IT-BSC、社内SLA、部門別ROI等のメソドロジー
活用方法を、ケーススタディを通じて実践的に理解することができま
す。

中
級

IS戦略実行マネジメント・プロジェクトマネジメント

35 〇 4123110
組織・プロジェクト変革推進時の利害関係
者への「意識改革」具体的アプローチ【オ
ンラインライブ】

中谷 英雄 2023/4/20 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略実
行マネジ
メント・
PM

本当の意味で意識改革・ムーブメントを進める能力開発（成長）を実
現する方法を理論と事例、ケーススタディの演習を通して、修得して
頂きます。「変わりたくても変われない」という心理的なシレンマの
深層を掘り起こす「免疫マップ」手法、そして、総論賛成、各論反対
となるなか、変革を推進するため、「技術問題」と「適応課題」を切
り分け、組織の熱気・温度のコントロールの仕方を説明します。

中
級

36 〇 4123135
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】

広兼 修 2023/5/18
録画
 +

半日

会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略実
行マネジ
メント・
PM

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。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。

初
級

37 〇 4123074
ソフトウェア開発の品質評価と品質管理の
考え方【オンラインライブ】

木村 利昭 2023/5/18 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略実
行マネジ
メント・
PM

一般的な「品質」の定義から始め、ソフトウェアの品質とは何か、ど
のような視点で品質を管理し評価していくことが必要であるのかを説
明します。品質基準とする各要素の考え方および品質の変動状況の捉
え方について演習します。その考えを元に計画時点で検討すべき事項
を解説します。品質基準の要素としては、チェックリスト（テスト
ケース）件数と不良（バグ）件数以外に必要な観点について紹介しま
す。

中
級

38 〇 4123114
実践的プロジェクトマネジメント即戦力
アップ講座～PM力強化編【会場】

佐藤 義男 2023/5/25
2023/5/26

2日
会員：67,400円
一般：85,800円
受講権利枚数：2枚

IS戦略実
行マネジ
メント・
PM

プロジェクトマネジメント成功のポイントは、適正なプロジェクト計
画作成とそれに基づく実行管理です。プロジェクト計画作成の手順と
技法を理解するとともに、ケーススタディを題材としたプロジェクト
実施計画書を作成します。PMが管理面で留意すべきポイント（実績報
告、問題管理、変更管理、コミュニケーション管理、品質管理等）に
ついてケーススタディを通して理解を深めていきます。

中
級

39 〇 4123027
アジャイル開発成功の秘訣　～ウォーター
フォールからアジャイルシフトへ～【オン
ラインライブ】

中野 安美 2023/5/26 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略実
行マネジ
メント・
PM

昨今の変化の激しいビジネス環境において、アジャイル開発のニーズ
が高まっています。金融系IT企業でいち早くアジャイル開発を取り入
れた講師が実体験をもとに、アジャイルが求められる背景やアジャイ
ル開発の基礎知識、ウォーターフォールとの違い、新規サービス開発
における開発プロセスとサービス開発立上げ時にプロダクトの全体方
向性を合意形成するインセプションデッキを学んでいただきます。

初
級

40 〇 4123096
「仕様変更」「規模削減」などプロジェク
トのあるある事例を用いた、即「PM交渉力
強化講座」【オンラインライブ】

河尻 直己 2023/5/31 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略実
行マネジ
メント・
PM

これまでの交渉・調整が全然違ったと思う「進め方」や「言い回し」
などを、具体的かつ詳細に説明し、本セミナーで習得した知識やスキ
ルを、実際のロールプレイングで色々使ってみて、実交渉の場で「使
える、役立つスキル」に高めることが出来ます。

中
級

41 〇 4123118
プロジェクトマネジメント入門講座【オン
ラインライブ】

福田 祥司 2023/6/1 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略実
行マネジ
メント・
PM

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。

初
級

42 〇 4123171
アジャイル開発プロダクトオーナー制と運
用の勘所～プロダクトオーナー制度導入の
勧めと実践例【オンラインライブ】

長瀬 嘉秀
伊藤 龍司

2023/6/2 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略実
行マネジ
メント・
PM

「エンタープライズアジャイル開発で要件管理を成功させるには」企
業の重要システムにおいてもアジャイル開発の導入が増えています。
開発プロジェクトでは、何よりも要件の洗い出し、管理が重要です。
アジャイル開発では、要件を洗い出し、コミットする人をプロダクト
オーナーと呼びます。プロダクトオーナーは、どのようなことを行っ
ていくかを学習していきます。

初
級

43 〇 4123076
プロジェクトにおける品質管理計画の立て
方【オンラインライブ】

木村 利昭 2023/6/2 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略実
行マネジ
メント・
PM

プロジェクト目的と品質管理計画の関係について説明を行いながら、
品質管理計画に必要な要素と考え方について説明します。さらに、品
質管理計画書の構成と勘所・ポイントについて演習を交えながら説明
します。

中
級

44 〇 4123194
アジャイルプロジェクトの課題解決ワーク
ショップ【会場】

大脇 斉 2023/6/12 半日
会員：22,500円
一般：28,700円
受講権利枚数：1枚

IS戦略実
行マネジ
メント・
PM

参加者の皆様がアジャイルを実践する中で感じている問題を明確にし
ていきますアジャイルの本来あるべき姿およびウォーターフォール開
発との違いを学び、皆様が抱えている問題の改善策を参加者の皆様で
議論しながら導きだしていきます。

中
級

各セミナーの詳細は、https://juasseminar.jp/seminars/view/コードでご覧ください。 ＊ITCA認定ITCの方は、会員価格で受講できます。
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45 〇 4123104
権力を使わず人を動かし、満足度を上げる
「ステークホルダーマネジメント」実践
【オンラインライブ】

中谷 英雄 2023/6/15 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略実
行マネジ
メント・
PM

良い結果を出しているプロジェクトでは、極めて自然にこの「交換」
が進んでいます。プロジェクトがうまく行っていない時は、ＰＭとス
テークホルダーの間の「交換」がどこかで滞っていることが多いので
す。現場のプロジェクト・マネジャーのみなさんが目的を達成するた
めに、ステークホルダーの「期待を表現」し、「戦略を検討」し、
「交換の促進に注力する」ことの大切さを感じとってください。

中
級

46 〇 4123100
システム再構築プロジェクトにおける勝利
の方程式【オンラインライブ】

河尻 直己 2023/6/28 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略実
行マネジ
メント・
PM

再構築プロジェクトを企画・提案する段階で、理解しておくべきこ
と、実施段階で考えるべき様々なリスク要素を再構築プロジェクトの
方式別に理解し、更にケーススタディを通して、再構築プロジェクト
を成功に導く具体的方法とプロマネ力を強化して頂ける実践講座で
す。プロジェクトマネージャーの方、システム再構築に取り組まれて
いるＩＴ部門の方など必見の講座です。

初
級

47 〇 4123098
実例と即使えるテンプレートが豊富！ITプ
ロジェクトマネジメント力強化講座【オン
ラインライブ】

河尻 直己 2023/7/5 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略実
行マネジ
メント・
PM

実例と即使えるテンプレートが豊富！非常に経験豊かな講師による、
豊富な事例に基づく講義、ノウハウの詰まったテンプレート、演習を
通じて、進捗、変更、品質、リスク、組織、外注などの各プロジェク
ト管理エリアに関して、ＩＴプロジェクトマネジメントにおける「計
画」と「管理」の重要なポイントを総括的に習得して頂けるコースで
す。

中
級

48 〇 4123109
デジタル時代の品質マネジメント実践講座
～サービスマネジメントをCX・UXと測定値
から改革！～【オンラインライブ】

中谷 英雄 2023/7/12 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略実
行マネジ
メント・
PM

「ＣＸ・ＵＸメトリクス」を包括的に取り上げ、仕事の一環としてメ
トリクスを毎日簡単に使え、受講者の状況にあったCX・UXメトリクス
選びをお手伝いします。また、具体的なＣＸ・ＵＸの問題に対処する
ためにどのようにメトリクスが使われているかを理解し、メトリクス
によって明らかになる報告をどのように使うのがよいかを見極められ
るよう、踏み込んだケーススタディを通じて体得して頂きます。

中
級

49 〇 4123036
システム開発プロジェクトの重要ノウハウ
～プロジェクトマネジメント18のエッセン
ス【会場】

三輪 一郎 2023/7/21 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略実
行マネジ
メント・
PM

プロジェクトマネジメントの「18のエッセンス」を理解します。プロ
ジェクトのミッションを自ら規定し目標（Ｑ・Ｃ・Ｄ）を設定するこ
とにより、「プロジェクトの成功率を確実に高める考え方（＝エッセ
ンス）」を理解します。

中
級

50 〇 4123197

PMBOK(R)ガイド第７版から学ぶプロジェク
トマネジメント最前線 ～プロジェクトの
価値創造の手法と、実践方法を学ぶ【会
場】

浦田 有佳里
永谷 裕子

2023/8/23 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略実
行マネジ
メント・
PM

近年、今までのＱＣＤを守るプロジェクトマネジメントから、価値を
創造するプロジェクトマネジメントが必要なプロジェクトが多々出て
きました。新たな技術を利用し、戦略を動かしながら、価値提供のス
ピードが求められる時代。そんな時代のプロジェクトマネジメントに
ついてPMBOK（R）ガイド第７版をもとに考え、体験してみましょう。

初
級

51 〇 4123078
ソフトウェア開発におけるレビュー技法と
レビュー計画策定の視点 【オンラインラ
イブ】

木村 利昭 2023/8/28 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略実
行マネジ
メント・
PM

これまで講師がPMOとして対応してきた経験を踏まえ、レビュー自体の
品質向上の考え方・技法を説明します。併せてレビュー計画に必要な
要素について演習を交えることによって理解を深め、すぐに活用でき
るように研修します。

中
級

52 〇 4123101
フェーズごとの徹底的ケーススタディ疑似
体験から学ぶ、プロジェクトマネージャー
の勝利の方程式【オンラインライブ】

河尻 直己 2023/9/13 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略実
行マネジ
メント・
PM

プロジェクトマネージャーに求められる問題解決力、マネジメント力
を強化できるセミナーです。プロジェクトマネージャーに必要な知
識・スキルの強化をはかることに加え、講師の体験事例やグループ討
議を経て、他人の考え方にも触れることでより幅広い視野を身に付け
ます。更にプロジェクトマネージャーの行動原則をもとにして自己評
価を行い、自身の改善目標を立て成長を目指します。

中
級

53 〇 4123094
ビジネスの成果を出すためのプログラムマ
ネジメントの知識【オンラインライブ】

塩田 宏治 2023/9/19
2023/9/20

2日
会員：67,400円
一般：85,800円
受講権利枚数：2枚

IS戦略実
行マネジ
メント・
PM

プロジェクトは無事完了した。しかし、ビジネスの成果には貢献でき
なかった。そんなプロジェクトの経験をされた方も多いのではないで
しょうか。プログラムマネジメントは、ビジネス成果を達成するため
のマネジメント要点をまとめたものです。プログラムマネジメントの
知識を学ぶことで、個々のプロジェクトをビジネスの成果につなげる
方法を理解することができます。

中
級

54 〇 4123090
システム開発プロジェクトにおけるメン
バーの多様性を活かすチームビルディング
実践講座【会場】

永谷 裕子 2023/9/26 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略実
行マネジ
メント・
PM

現代のITプロジェクトは、多様性チームで推進されています。このよ
うなチームビルディングには、リーダーシップ・スキルはもとより、
ファシリテーション、ネゴシエーションなど様々なスキル（人間術）
が要求されます。人間術の基礎となるコミュニケーションのメカニズ
ムを理解し、その応用であるリーダーシップ、ファシリテーション、
ネゴシエーションのプロセスについて体験学習を通して習得します。

中
級

55 〇 4123111
組織・プロジェクト変革推進時の利害関係
者への「意識改革」具体的アプローチ【オ
ンラインライブ】

中谷 英雄 2023/9/28 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略実
行マネジ
メント・
PM

本当の意味で意識改革・ムーブメントを進める能力開発（成長）を実
現する方法を理論と事例、ケーススタディの演習を通して、修得して
頂きます。「変わりたくても変われない」という心理的なシレンマの
深層を掘り起こす「免疫マップ」手法、そして、総論賛成、各論反対
となるなか、変革を推進するため、「技術問題」と「適応課題」を切
り分け、組織の熱気・温度のコントロールの仕方を説明します。

中
級

56 〇 4123068
RFP作成入門－記述例をもとに学ぶRFP作成
の勘所【会場】

斎藤 淳 2023/9/29 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略実
行マネジ
メント・
PM

RFPでカバーされるべき範囲とその具体的記述内容について、RFPサン
プルに沿って解説を進めます。それ加え、情報システム企画・開発の
上流工程を新たに担当することになる入門者を対象に、ユーザー／経
営者ヒヤリング結果からRFPに落とし込む疑似体験を通して、必要なス
キルを習得いただきます。

中
級

57 〇 4123069
生産性と品質のメトリックス（指標）と活
用（基礎編）【オンラインライブ】

梶山 昌之 2023/10/4 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略実
行マネジ
メント・
PM

生産性と品質指標の統計的な性質を理解すると共に、生産性と品質の
管理に必要となる指標とその活用方法を学びます。また、生産性と品
質の予測に基づく管理を可能とする各種の手法とツールについてその
概要を学びます。生産性、品質のいずれの分野においても、現場で直
ぐに役立つガイドおよび分析ツールを提供し、実際のデータを用いた
演習で、課題を解きながら、実務的な知識を身につけることができま
す。

中
級

58 〇 4123119
プロジェクトマネジメント入門講座【オン
ラインライブ】

福田 祥司 2023/10/13 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略実
行マネジ
メント・
PM

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。

初
級

59 〇 4123120
プロジェクトマネジメント計画書の作り方
【オンラインライブ】

福田 祥司 2023/10/19 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略実
行マネジ
メント・
PM

これまでの交渉・調整が全然違ったと思う「進め方」や「言い回し」
などを、具体的かつ詳細に説明し、本セミナーで習得した知識やスキ
ルを、実際のロールプレイングで色々使ってみて、実交渉の場で「使
える、役立つスキル」に高めることが出来ます。

中
級

各セミナーの詳細は、https://juasseminar.jp/seminars/view/コードでご覧ください。 ＊ITCA認定ITCの方は、会員価格で受講できます。
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会場 オンライン

開催日No.
受講形態

コード セミナータイトル 講師名 日数 参加費 大分類 内容 レベル

60 〇 4123097
「仕様変更」「規模削減」などプロジェク
トのあるある事例を用いた、即「PM交渉力
強化講座」【オンラインライブ】

河尻 直己 2023/10/19 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略実
行マネジ
メント・
PM

プロジェクトを成功に導く上で、「プロジェクトマネジメント計画
書」の作成は非常に重要です。「プロジェクトマネジメント計画書」
には、プロマネの意図と想い、プロジェクト目標の実現シナリオが込
められていなければなりません。PMが責任を持って作成しプロジェク
トメンバーに周知し、プロアクティブなマネジメントを実施する上で
必要なポイントを演習を通じて学びます。

中
級

61 〇 4123112
リスクマネジメントの本質と導入ノウハウ
実践講座【オンラインライブ】

中谷 英雄 2023/10/25
2023/10/26

2日
会員：67,400円
一般：85,800円
受講権利枚数：2枚

IS戦略実
行マネジ
メント・
PM

リスクマネジメント成功の鍵は問題が表面化する前に、プロジェクト
計画段階でリスク要因を抽出・分析し対策を施すことにあります。今
回の研修では、リスクに気づく力、読み出す力を学びます。「プロ
ジェクト計画段階でのリスクマネジメント計画」、「リスク識別」、
「定性的・定量的リスク分析」、「リスクの監視コントロール」など
について講義と、具体的なケーススタディを通してリスク管理の重要
性について理解を深めていきます。

中
級

62 〇 4123115
プロジェクト調達マネジメント実践【会
場】

佐藤 義男 2023/11/8 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略実
行マネジ
メント・
PM

プロジェクトを成功に導くためには、発注者が明確な発注仕様を提示
することが必要です。ケーススタディを通して具体的、かつ実践的な
ノウハウを習得します。また、数多くのプロジェクトマネジメントを
手がけた講師より、失敗・成功事例も数多くご紹介します。

上
級

63 〇 4123143

DXに対応したPFDによる業務プロセス設計
手法～今こそプロセスの品質で生産性向
上、時代の変化に対応する【オンラインラ
イブ】

古畑 慶次 2023/11/16 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略実
行マネジ
メント・
PM

データ活用技術が注目されていますが、ビジネスの成否はこうした新
技術を業務に効果的に組み入れ、競争力の高いプロセスを構築できる
かどうかにかかっているのです。PFDは、時代の変化や顧客の要求に対
応したプロセスの改善・改革にも同様に着手でき、競争力のあるプロ
セスを設計することができます。

初
級

64 〇 4123032 WBS作成の技術 【録画視聴＋会場】 高橋 永哲 2023/11/17
録画
 +

半日

会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略実
行マネジ
メント・
PM

PMBOK（R）の普及に伴ってWBSという言葉は急速に広まりつつあります
が、いまだにその作成は、「経験と勘」や「先輩が残したスケジュー
ル表の見直し」といった手法に頼るしかない、という現場が数多く見
られます。プロジェクトを管理可能なものにするための基礎中の基礎
である、「WBS」の本当の力を、その基本原理に立ち返って改めて胎に
落とし、演習を通じて体得して下さい。

初
級

65 〇 4123028
アジャイル開発成功の秘訣　～ウォーター
フォールからアジャイルシフトへ～【オン
ラインライブ】

中野 安美 2023/11/22 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略実
行マネジ
メント・
PM

昨今の変化の激しいビジネス環境において、アジャイル開発のニーズ
が高まっています。金融系IT企業でいち早くアジャイル開発を取り入
れた講師が実体験をもとに、アジャイルが求められる背景やアジャイ
ル開発の基礎知識、ウォーターフォールとの違い、新規サービス開発
における開発プロセスとサービス開発立上げ時にプロダクトの全体方
向性を合意形成するインセプションデッキを学んでいただきます。

初
級

66 〇 4123140
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＋会場】

広兼 修 2023/11/30
録画
 +

半日

会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略実
行マネジ
メント・
PM

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。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。

初
級

67 〇 4123113
プロジェクト・パフォーマンス分析実践講
座～WF型編～【オンラインライブ】

中谷 英雄 2023/11/30 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略実
行マネジ
メント・
PM

プロジェクトの成果を測定をすれば、成功率や顧客満足度が高まりま
す。但し、測定には、コスト負荷が増加します。「毎回異なるプロ
ジェクトの独自性を考慮し、プロジェクト測定ニーズを捕え、プロ
ジェクト目標を達成する」ためには、どのような管理指標を選定し、
測定すれば良いかを学びます。

中
級

68 〇 4123075
ソフトウェア開発の品質評価と品質管理の
考え方【オンラインライブ】

木村 利昭 2023/12/8 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略実
行マネジ
メント・
PM

一般的な「品質」の定義から始め、ソフトウェアの品質とは何か、ど
のような視点で品質を管理し評価していくことが必要であるのかを説
明します。品質基準とする各要素の考え方および品質の変動状況の捉
え方について演習します。その考えを元に計画時点で検討すべき事項
を解説します。品質基準の要素としては、チェックリスト（テスト
ケース）件数と不良（バグ）件数以外に必要な観点について紹介しま
す。

中
級

69 〇 4123105
権力を使わず人を動かし、満足度を上げる
「ステークホルダーマネジメント」実践
【オンラインライブ】

中谷 英雄 2024/1/18 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略実
行マネジ
メント・
PM

良い結果を出しているプロジェクトでは、極めて自然にこの「交換」
が進んでいます。プロジェクトがうまく行っていない時は、ＰＭとス
テークホルダーの間の「交換」がどこかで滞っていることが多いので
す。現場のプロジェクト・マネジャーのみなさんが目的を達成するた
めに、ステークホルダーの「期待を表現」し、「戦略を検討」し、
「交換の促進に注力する」ことの大切さを感じとってください。

中
級

70 〇 4123077
プロジェクトにおける品質管理計画の立て
方【オンラインライブ】

木村 利昭 2024/1/23 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略実
行マネジ
メント・
PM

プロジェクト目的と品質管理計画の関係について説明を行いながら、
品質管理計画に必要な要素と考え方について説明します。さらに、品
質管理計画書の構成と勘所・ポイントについて演習を交えながら説明
します。

中
級

71 〇 4123103
生産性とやる気を上げる！チームマネジメ
ントと部下のタイプ別指導法【会場】

河尻 直己 2024/1/31 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略実
行マネジ
メント・
PM

よくある事例のケーススタディと実践型コーチングから学ぶ～生産性
とやる気を上げる実践型のチームマネジメントについて、基本的な理
論や考え方を、よくある事例のケーススタディを通じて学んでいただ
きます。更に、部下のタイプ別に実際に使える実践型コーチング手法
をロールプレイングを通じて使える技術を高めて頂きます。

中
級

72 〇 4123071
統計手法を活用した見積りの妥当性評価手
法(基礎編)【オンラインライブ】

梶山 昌之 2024/2/6 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略実
行マネジ
メント・
PM

コスト見積りの妥当性はプロジェクトの成功およびプロジェクトの評
価を左右します。コスト見積りに関して体系的な知識を元にこれを実
行することは、あまり行われていなかったというのが日本の見積りの
現状です。妥当な見積りの作成と評価を行うためには、基礎的な統計
や固有技術の知識など幅広い専門性が必要となるためです。基本を理
解し、ソフトウェアの見積りと妥当性評価の方法について学びます。

初
級

73 〇 4123193
ワークショップで学ぶ、リモートアジャイ
ル開発の極意【オンラインライブ】

大脇 斉 2024/2/8 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略実
行マネジ
メント・
PM

アジャイル開発の基本を座学で学び、その学びを実務でも使えるオン
ラインツール上で模擬プロジェクトの演習を通して、体験しながら習
得します。※プログラム開発経験は不要です。

中
級

74 〇 4123099
実例と即使えるテンプレートが豊富！ITプ
ロジェクトマネジメント力強化講座【オン
ラインライブ】

河尻 直己 2024/2/8 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略実
行マネジ
メント・
PM

実例と即使えるテンプレートが豊富！非常に経験豊かな講師による、
豊富な事例に基づく講義、ノウハウの詰まったテンプレート、演習を
通じて、進捗、変更、品質、リスク、組織、外注などの各プロジェク
ト管理エリアに関して、ＩＴプロジェクトマネジメントにおける「計
画」と「管理」の重要なポイントを総括的に習得して頂けるコースで
す。

中
級

各セミナーの詳細は、https://juasseminar.jp/seminars/view/コードでご覧ください。 ＊ITCA認定ITCの方は、会員価格で受講できます。
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75 〇 4123095
ビジネスの成果を出すためのプログラムマ
ネジメントの知識【オンラインライブ】

塩田 宏治 2024/2/27
2024/2/28

2日
会員：67,400円
一般：85,800円
受講権利枚数：2枚

IS戦略実
行マネジ
メント・
PM

プロジェクトは無事完了した。しかし、ビジネスの成果には貢献でき
なかった。そんなプロジェクトの経験をされた方も多いのではないで
しょうか。プログラムマネジメントは、ビジネス成果を達成するため
のマネジメント要点をまとめたものです。プログラムマネジメントの
知識を学ぶことで、個々のプロジェクトをビジネスの成果につなげる
方法を理解することができます。

中
級

76 〇 4123102
フェーズごとの徹底的ケーススタディ疑似
体験から学ぶ、プロジェクトマネージャー
の勝利の方程式【オンラインライブ】

河尻 直己 2024/3/6 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略実
行マネジ
メント・
PM

プロジェクトマネージャーに求められる問題解決力、マネジメント力
を強化できるセミナーです。プロジェクトマネージャーに必要な知
識・スキルの強化をはかることに加え、講師の体験事例やグループ討
議を経て、他人の考え方にも触れることでより幅広い視野を身に付け
ます。更にプロジェクトマネージャーの行動原則をもとにして自己評
価を行い、自身の改善目標を立て成長を目指します。

中
級

77 〇 4123033 WBS作成の技術【会場】 三輪 一郎 2024/3/8 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略実
行マネジ
メント・
PM

PMBOK（R）の普及に伴ってWBSという言葉は急速に広まりつつあります
が、「経験と勘」や「先輩が残したスケジュール表の見直し」といっ
た手法に頼るしかない、という現場が数多く見られます。プロジェク
トを管理可能なものにするための基礎中の基礎である、WBS作成の技術
を体感・体得しましょう。「WBS」の本当の力を、その基本原理に立ち
返って改めて胎に落とし、演習を通じて体得して下さい。

初
級

78 〇 4123186

生産性と品質のメトリックス（指標）と活
用（実践編）～プロジェクトの見積りおよ
び品質管理の具体的手法を習得～【オンラ
インライブ】

梶山 昌之 2024/3/12 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略実
行マネジ
メント・
PM

プロジェクトの見積り、生産性および品質の管理の実務を行う段階で
は、管理のためのデータ不足、予測や管理のための技術的な問題が発
生します。統計的手法と実務で得られた経験に基づき、これらの問題
に対処する方法を学びます。

中
級

79 〇 4123079
ソフトウェア開発におけるレビュー技法と
レビュー計画策定の視点 【オンラインラ
イブ】

木村 利昭 2024/3/13 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS戦略実
行マネジ
メント・
PM

これまで講師がPMOとして対応してきた経験を踏まえ、レビュー自体の
品質向上の考え方・技法を説明します。併せてレビュー計画に必要な
要素について演習を交えることによって理解を深め、すぐに活用でき
るように研修します。

中
級

IT基盤構築・維持・管理

80 〇 4123154
ゼロトラスト・ アーキテクチャ入門【オ
ンラインライブ】

山下 克司 2023/6/19 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IT基盤構
築・維
持・管理

ゼロトラスト・アーキテクチャの前提となるゼロトラスト・ネット
ワーキングの背景と基本を学習し、ゼロトラスト・アーキテクチャを
理解するための知識を提供します。

中
級

81 〇 4123156
クラウド非機能要件設計の考え方と具体的
対策【オンラインライブ】

山下 克司 2023/6/26 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IT基盤構
築・維
持・管理

クラウドサービスの進化によりパフォーマンス、キャパシティ、アベ
イラビリティという非機能要件の考え方に大きな変化をもたらしまし
た。非機能要件の管理において重要なことは、システム全体における
サービス停止や性能劣化のリスクを管理して早期の復旧を果たすこと
です。アプリケーションとシステムのデプロイパイプラインを自動化
しコードベースのインフラストラクチャを手に入れることが重要で
す。

中
級

82 〇 4123182
コンテナの運用・管理と課題解決策～
Kubernetesを中心として～【オンラインラ
イブ】

鈴木 洋一朗 2023/7/3 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IT基盤構
築・維
持・管理

企業のデジタルトランスフォーメーションが求められるなか、そのス
ピードに対応できるIT基盤が求めらるようになりました。しかし、膨
大な数のコンテナを効果的に管理するためには、これまでの運用だけ
でなく、有用なツールの活用や体制・文化を考慮しなければなりませ
ん。コンテナの運用・管理の課題を取り上げ、Kubernetesを中心とし
たソリューションについて解説します。

中
級

83 〇 4123045
大規模システム再構築の勝利のセオリー
【オンラインライブ】

中山 嘉之 2023/9/1 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IT基盤構
築・維
持・管理

老朽化した企業システムの再構築が急務となっていますが、大規模シ
ステム再構築の失敗事例が後を絶ちません。大規模密結合システムの
限界が見えてきた今日、企業システムは疎結合アーキテクチャへの転
換が求められています。リスクを最小化しつつ段階的にアーキテク
チャの転換を図る実践的再構築手法について学んでいきます。

中
級

84 〇 4123214
コンテナを使った情報基盤設計入門【オン
ラインライブ】

鈴木 洋一朗 2023/9/12 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IT基盤構
築・維
持・管理

企業のデジタルトランスフォーメーションが求められるなか、 そのス
ピードに対応できるIT基盤が求められるようになりまし た。コンテナ
はその一つの解決策であり、多くの企業が情報基 盤としてコンテナの
導入・検討を進めています。 本セミナーでは、コンテナの基本知識を
解説するとともに、コ ンテナの効果を企業にもたらすためのプラク
ティスを解説します。

初
級

85 〇 4123054
IT基礎～ユーザー企業IT部門初心者向け情
報処理技術者基本【会場】

矢沢 久雄 2023/10/24 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IT基盤構
築・維
持・管理

ITエンジニアを志す人にとっては、本格的にプログラム言語や業務知
識を学ぶ前に、基本中の基本である「情報処理技術」をマスターする
ことが欠かせません。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。

初
級

86 〇 4123155
ゼロトラスト・ アーキテクチャ入門【オ
ンラインライブ】

山下 克司 2023/12/11 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IT基盤構
築・維
持・管理

ゼロトラスト・アーキテクチャの前提となるゼロトラスト・ネット
ワーキングの背景と基本を学習し、ゼロトラスト・アーキテクチャを
理解するための知識を提供します。

中
級

87 〇 4123157
クラウド非機能要件設計の考え方と具体的
対策【オンラインライブ】

山下 克司 2024/1/17 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IT基盤構
築・維
持・管理

クラウドサービスの進化によりパフォーマンス、キャパシティ、アベ
イラビリティという非機能要件の考え方に大きな変化をもたらしまし
た。非機能要件の管理において重要なことは、システム全体における
サービス停止や性能劣化のリスクを管理して早期の復旧を果たすこと
です。アプリケーションとシステムのデプロイパイプラインを自動化
しコードベースのインフラストラクチャを手に入れることが重要で
す。

中
級

88 〇 4123046
大規模システム再構築の勝利のセオリー
【オンラインライブ】

中山 嘉之 2024/1/17 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IT基盤構
築・維
持・管理

老朽化した企業システムの再構築が急務となっていますが、大規模シ
ステム再構築の失敗事例が後を絶ちません。大規模密結合システムの
限界が見えてきた今日、企業システムは疎結合アーキテクチャへの転
換が求められています。リスクを最小化しつつ段階的にアーキテク
チャの転換を図る実践的再構築手法について学んでいきます。

中
級

89 〇 4123055
IT基礎～ユーザー企業IT部門初心者向け情
報処理技術者基本【会場】

矢沢 久雄 2024/2/6 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IT基盤構
築・維
持・管理

ITエンジニアを志す人にとっては、本格的にプログラム言語や業務知
識を学ぶ前に、基本中の基本である「情報処理技術」をマスターする
ことが欠かせません。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。

初
級

各セミナーの詳細は、https://juasseminar.jp/seminars/view/コードでご覧ください。 ＊ITCA認定ITCの方は、会員価格で受講できます。
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IS導入（構築）・IS保守

90 〇 4123042
アーキテクチャ転換の勝利のセオリー【オ
ンラインライブ】

中山 嘉之 2023/4/26 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS導入
（構
築）・IS
保守

企業システムがビジネス・イノベーションに貢献するＤＸ時代を迎え
ようとしています。新技術を効果的に取り入れるためには、旧いＩＴ
アーキテクチャと決別し、柔軟で拡張性のあるＩＴアーキテクチャへ
の転換が必要です。問題提起にはじまり、ＥＡの本質を説くととも
に、アーキテクチャ転換への解決策、さらには、近未来の戦術につい
て、講師より実践的レクチャーをいたします。

中
級

91 〇 4123014
仕様変更を最小限に抑えるヒアリング技術
【会場】

尾田 友志 2023/5/30 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS導入
（構
築）・IS
保守

仕様変更を最小限に抑えるヒアリング技術－話す・聴く・質問する・
説得するスキル向上と要求定義工程におけるヒアリング技術。ヒアリ
ングの基礎から業界の動向、予見したあるべき経営管理の在り方に基
づく高度なヒアリングテクニックまで紹介します。

中
級

92 〇 4123147
クラウドサービスの移行計画、運用計画の
作り方【オンラインライブ】

澤橋 松王 2023/6/2 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS導入
（構
築）・IS
保守

クラウドサービス（主にパブリックIaaS）は迅速性や拡張性など便利
な特性がある半面、既定のサービスということで様々な制約がありま
す。クラウドサービスへの移行計画と運用管理に焦点を当てます。ど
のように移行計画を立てて実行していくのか、移行した後はどんな点
に注意して運用していくのか、検討していきます。

中
級

93 〇 4123043
失敗しないデータ・ファイル統合の方式と
勘所【オンラインライブ】

中山 嘉之 2023/6/7 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS導入
（構
築）・IS
保守

データ活用の重要性が叫ばれています。その基盤になるのがデータの
整備です。その要になるデータ・各種ファイル統合についての方式と
進め方の勘所をお伝えする実務セミナーです。ユーザー企業における
ご経験及びコンサルテーションから培った経験をお伝えします。

中
級

94 〇 4123070
生産管理システム基礎知識入門（組立・加
工製造業編）【オンラインライブ】

本間  峰一 2023/6/20 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS導入
（構
築）・IS
保守

生産管理システム基礎知識入門（組立・加工製造業編）～工場との円
滑なコミュニケーションに向けて～本研修では情報システム部の若手
エンジニアが最低限覚えておかねばならない製造業者の業務と生産管
理システム関連の基礎知識を解説します。

初
級

95 〇 4123002
DevOps手法を取り入れたスピーディな開
発・保守を実現するプロセスと環境【オン
ラインライブ】

天羽 正道 2023/6/21 半日
会員：22,500円
一般：28,700円
受講権利枚数：1枚

IS導入
（構
築）・IS
保守

DXにおいては、アプリケーションをスピーディにリリースすることが
求められています。具体的には従来のように要件をまとめてリリース
するのではなく、要件単位にリリースすることが必要となっていま
す。そのための開発・リリースのプロセスの改定の考え方とそれに必
要な環境とは何かを学ぶ機会を提供します。

中
級

96 〇 4123178
アーキテクチャー入門【オンラインライ
ブ】

天羽 正道 2023/7/19 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS導入
（構
築）・IS
保守

アーキテクチャーはシステムの骨格の静的・動的なモデルです。構
想・計画段階で作成し、アプリケーションと基盤の全般の構築・運用
の基礎とします。複雑度の増す現在のシステムにおいて、その重要性
は増えこそすれ減ることはありません。企業システムのアーキテク
チャーを作る方法のエッセンスを学びます。

初
級

97 〇 4123205
アジャイル型開発におけるプロジェクト管
理の勘所【オンラインライブ】

熊野 憲辰 2023/7/27 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS導入
（構
築）・IS
保守

アジャイル開発を実施してみたものの、従来型のプロジェクト管理技
法とは大きく異なり、上手く機能しないことがあります。この講座で
は、アジャイル開発ならではのプロジェクト管理の勘所を解説しま
す。また、従来型のプロジェクト管理手法であるPMBOKの手法と比較す
ることにより、理解を深めることができます。

中
級

98 〇 4123198
経営者が見るべきマネジメント(経営管理)
レポートの要件定義、設計手法と見直しの
ポイント【オンラインライブ】

尾田 友志 2023/8/4 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS導入
（構
築）・IS
保守

経営視点からの管理帳票（マネジメントレポ ート）の設計方法（管理
項目や指標の設定）の基礎から見直しのポイントについて講義と演習
を通して学んでまいります。この知識・手法は、BIツールの導入にあ
たっても必須のものとなります。

中
級

99 〇 4123056
半日オンライン速習！業務分析からデータ
関連図（ER図）作成・データベース設計の
基礎講座【オンラインライブ】

矢沢 久雄 2023/8/22 半日
会員：22,500円
一般：28,700円
受講権利枚数：1枚

IS導入
（構
築）・IS
保守

業務システム開発において、基本設計段階でしっかりと発注側と受注
側で共通認識ができている必要があります。業務システムの多くは
データベースシステムであり、データベースシステムを開発する際に
は、対象となる業務を分析して業務に関連するデータ群とその関係性
をデータ関連図（ER図）と呼ばれる図に描き表します。システム設
計・プログラミングを学んでいない人を対象としています。

初
級

100 〇 4123037 システムテストの進め方【会場】 三輪 一郎 2023/8/28 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS導入
（構
築）・IS
保守

リリース直前に実施する一連のテストで特に難しいのが、網羅性と重
要性のバランス取りです。これはシステムテスト～リリース段階固有
の難しさがあるからです。ポイントを4つに絞り、受入テストの実践的
な方法を解説いたします。

中
級

101 〇 4123206
システムエンジニアリングにおけるアーキ
テクチャ設計～最新企業情報システム設計
技法の研究【オンラインライブ】

山下 克司 2023/8/28 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS導入
（構
築）・IS
保守

システムの基本的な構造を示すアーキテクチャは、システムの設計構
築からサービスの運用に至るライフサイクルを通じて普遍的な提供価
値と構造、運用の総合図的なアウトラインを示します。要求の外形的
な定義からソリューションを考える、アウトサイドインのアプローチ
から、技術的なシーズからキーイノベーションを埋め込んでいく設計
手法を用います。ビジネス要求をIT要求に展開し、要求からソリュー
ションを組み立てる手法を学びます。

中
級

102 〇 4123142
USDM（抜け漏れのない要求仕様作成の表記
法）による仕様化入門【オンラインライ
ブ】

古畑 慶次 2023/8/30 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS導入
（構
築）・IS
保守

「仕様が漏れない要求仕様」をどのような点を注意して書いていった
らいいのか、USDMの仕様が漏れないメカニズムを理解し、USDMの具体
的な表記法はもちろん、要求を仕様化する際の考え方、注意すべき
点、活用事例など、講義と演習を交えた講座をご用意させていただき
ました。

中
級

103 〇 4123152
ネットワーク技術入門講座【オンラインラ
イブ】

上山 勝也 2023/9/14
2023/10/12

2日
会員：67,400円
一般：85,800円
受講権利枚数：2枚

IS導入
（構
築）・IS
保守

これから情報通信ネットワーク技術を学ばれる方のための入門セミ
ナーです。原理的な事項から以後の学習や実務に役立つような実践的
な知識を基礎から体系的に学んでいただきます。入門といっても実践
的なものにしておりますので、入門・初心者だけでなく、中堅の方に
も価値ある講座にしたいと考えております。

初
級

104 〇 4123116
属人性を排除した「保守」の効率化と価値
を生む「改修」へのプロセス改革　実践と
事例講座【会場】

馬場 辰男 2023/10/5 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS導入
（構
築）・IS
保守

現在のソフトウェア部門の業務は、新規開発や長い期間をかけるいわ
ゆる開発よりも、既存のソフトウェアを活用した「改修」や「保守的
な開発」が多いのが現状です。そもそも、「保守」・「改修」は、新
規開発等とは大きく異なる作業が存在します。「保守」「改修」のス
ペシャリストとして人生を捧げている講師より、講義と演習を通して
学ぶ講座をご用意いたしました。

中
級

各セミナーの詳細は、https://juasseminar.jp/seminars/view/コードでご覧ください。 ＊ITCA認定ITCの方は、会員価格で受講できます。



 2023年度 JUASオープンセミナー（分類順）  2023年4月17日現在

会場 オンライン

開催日No.
受講形態

コード セミナータイトル 講師名 日数 参加費 大分類 内容 レベル

105 〇 4123217
要件定義のためのドキュメントと品質管理
【会場】

細川 泰秀
河尻 直己

2023/10/10 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS導入
（構
築）・IS
保守

要件定義のためのドキュメントと品質管理－表現の適切さ、内容の妥
当性、漏れの見抜き方、不具合を発生させない具体的方法。本セミ
ナーでは、要件定義工程における品質管理の考え方と具体的方法につ
いて学んでまいります。

中
級

106 〇 4123039
委託開発における「発注品質」向上の勘所
【オンラインライブ】

石原 一宏
江添 智之

2023/10/12 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS導入
（構
築）・IS
保守

開発ベンダーに、開発して欲しいソフトウェアを的確に伝えるにはど
うしたら良いか。高品質な成果物を納品してもらうためには、発注者
としては何を押さえるべきなのか。
ソフトウェア開発の発注者側の目線に立って品質管理のポイントを解
説します。

初
級

107 〇 4123179
基幹系システムの再構築方法論の研究【オ
ンラインライブ】

天羽 正道 2023/10/18 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS導入
（構
築）・IS
保守

基幹系システムは企業の根幹を支えるものであり、そのブラックボッ
クス化は深刻な問題です。DX（デジタルトランスフォーメーション）
推進の上でも、既存システムを刷新しブラックボックス状態を解消す
ることが求められています。基幹系システムの再構築を検討するため
の以下の議論を提供し、再構築の構想に役立つ視点を得ることができ
ます。

中
級

108 〇 4123149
ハイブリッドクラウド利用のための設計と
管理【オンラインライブ】

澤橋 松王 2023/10/20 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS導入
（構
築）・IS
保守

パブリッククラウド利用が当たり前となるなか、全てのシステムがパ
ブリッククラウドに適合するわけではありません。非機能要件の観点
からオンプレミスに残した方が最適なシステムもあります。あるいは
複数のクラウドを用途に分けて利用するシーンも多くなってきまし
た。このような利用形態をハイブリッドクラウドと呼んでいます。ハ
イブリッドクラウドの総合的設計の勘所について学んでいきます。

中
級

109 〇 4123059
ゼロから学べる！矢沢久雄の「情報システ
ムの設計基礎」【録画視聴＋オンラインラ
イブ】

矢沢 久雄 2023/10/25
録画
 +

半日

会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS導入
（構
築）・IS
保守

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。午前にアル
ゴリズムの入門を学習、午後は基本設計/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。

初
級

110 〇 4123044
失敗しないデータ・ファイル統合の方式と
勘所【オンラインライブ】

中山 嘉之 2023/11/15 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS導入
（構
築）・IS
保守

データ活用の重要性が叫ばれています。その基盤になるのがデータの
整備です。その要になるデータ・各種ファイル統合についての方式と
進め方の勘所をお伝えする実務セミナーです。ユーザー企業における
ご経験及びコンサルテーションから培った経験をお伝えします。

中
級

111 〇 4123221
マイクロ・サービス設計入門【オンライン
ライブ】

天羽 正道 2023/11/20 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS導入
（構
築）・IS
保守

マイクロ・サービス・アーキテクチャーのシステムを構築するためには、
システムをどのようにマイクロ・サービスに分割し、どの単位で環境に配
置するのかを設計し、表現をする必要があります。本セミナーでは演習を
交えながらその基本的な方法を学びます。受講後に簡単で典型的なマイク
ロ・サービスを設計できるようになります。この設計の基礎には広い範囲
の知見が存在しますが、そのスキル、経験を前提とせずに受講できるよう
に組み立てています。

中
級

112 〇 4123015
仕様変更を最小限に抑えるヒアリング技術
【会場】

尾田 友志 2023/11/22 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS導入
（構
築）・IS
保守

仕様変更を最小限に抑えるヒアリング技術－話す・聴く・質問する・
説得するスキル向上と要求定義工程におけるヒアリング技術。ヒアリ
ングの基礎から業界の動向、予見したあるべき経営管理の在り方に基
づく高度なヒアリングテクニックまで紹介します。

中
級

113 〇 4123144
ハイブリッドによる従来型現場へのアジャ
イル導入手法【オンラインライブ】

長瀬 嘉秀 2023/12/6 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS導入
（構
築）・IS
保守

世界的に見るとソフトウェア開発プロジェクトのほとんどはアジャイ
ル開発で行われています。アジャイル開発で難しいとされている予
算、要件、品質、エンジニアスキル等は、従来型をアレンジして使用
することで、より低リスクで効率的にアジャイル開発を導入できま
す。ぜひ、この機会にハイブリッドアジャイルの基礎を学習していた
だきたいと思います。

初
級

114 〇 〇 4123003
保守性を高めるアプリケーション設計の勘
所と留意点【会場・オンライン同時開催】

天羽 正道 2023/12/13 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS導入
（構
築）・IS
保守

より迅速、かつ、正確なリリースを繰り返していくためには、アプリ
ケーションのブラック・ボックス状態を解消し、保守性を高める必要
があります。現場視点の事例を通じて「ブラック・ボックスではない
状態」を理解し、アプリケーションの設計・保守に必須の具体的な勘
所と留意点を習得する機会を提供します。

中
級

115 〇 4123146
これだけは知っておきたいクラウド設計の
勘所【オンラインライブ】

澤橋 松王 2023/12/15 半日
会員：22,500円
一般：28,700円
受講権利枚数：1枚

IS導入
（構
築）・IS
保守

パブリッククラウドの特性を十分に理解しないまま、オンプレミスと
同等の設計のままクラウドを利用したために、予期せぬ障害に見舞わ
れ、サービスが数時間も停止するといった事例が急増しています。ク
ラウド設計の基本的な考え方を学び、具体的にどんな点に注意して設
計すればよいかノウハウを習得できます。

中
級

116 〇 4123038 システムテストの進め方【会場】 三輪 一郎 2024/1/26 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS導入
（構
築）・IS
保守

リリース直前に実施する一連のテストで特に難しいのが、網羅性と重
要性のバランス取りです。これはシステムテスト～リリース段階固有
の難しさがあるからです。ポイントを4つに絞り、受入テストの実践的
な方法を解説いたします。

中
級

117 〇 4123060
ゼロから学べる！矢沢久雄の「情報システ
ムの設計基礎」【録画視聴＋オンラインラ
イブ】

矢沢 久雄 2024/2/7
録画
 +

半日

会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS導入
（構
築）・IS
保守

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。午前にアル
ゴリズムの入門を学習、午後は基本設計/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。

初
級

118 〇 4123057
半日オンライン速習！業務分析からデータ
関連図（ER図）作成・データベース設計の
基礎講座【オンラインライブ】

矢沢 久雄 2024/2/13 半日
会員：22,500円
一般：28,700円
受講権利枚数：1枚

IS導入
（構
築）・IS
保守

業務システム開発において、基本設計段階でしっかりと発注側と受注
側で共通認識ができている必要があります。業務システムの多くは
データベースシステムであり、データベースシステムを開発する際に
は、対象となる業務を分析して業務に関連するデータ群とその関係性
をデータ関連図（ER図）と呼ばれる図に描き表します。システム設
計・プログラミングを学んでいない人を対象としています。

初
級

119 〇 4123153
ネットワーク技術入門講座【オンラインラ
イブ】

上山 勝也 2024/2/19
2024/3/11

2日
会員：67,400円
一般：85,800円
受講権利枚数：2枚

IS導入
（構
築）・IS
保守

これから情報通信ネットワーク技術を学ばれる方のための入門セミ
ナーです。原理的な事項から以後の学習や実務に役立つような実践的
な知識を基礎から体系的に学んでいただきます。入門といっても実践
的なものにしておりますので、入門・初心者だけでなく、中堅の方に
も価値ある講座にしたいと考えております。

初
級

各セミナーの詳細は、https://juasseminar.jp/seminars/view/コードでご覧ください。 ＊ITCA認定ITCの方は、会員価格で受講できます。



 2023年度 JUASオープンセミナー（分類順）  2023年4月17日現在

会場 オンライン

開催日No.
受講形態

コード セミナータイトル 講師名 日数 参加費 大分類 内容 レベル

120 〇 4123040
委託プロジェクト管理と受入テストの勘所
【オンラインライブ】

石原 一宏
江添 智之

2024/3/5 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS導入
（構
築）・IS
保守

外注したソフトウェアを開発ベンダーから受け入れて、実際に稼働さ
せる前に行う受入テストは、どこまで行えば良いのでしょうか。ソフ
トウェア開発の発注者側の目線に立って品質管理のポイント・受入テ
ストの勘所を解説します。

初
級

121 〇 4123148
クラウドサービスの移行計画、運用計画の
作り方【オンラインライブ】

澤橋 松王 2024/3/14 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS導入
（構
築）・IS
保守

クラウドサービス（主にパブリックIaaS）は迅速性や拡張性など便利
な特性がある半面、既定のサービスということで様々な制約がありま
す。クラウドサービスへの移行計画と運用管理に焦点を当てます。ど
のように移行計画を立てて実行していくのか、移行した後はどんな点
に注意して運用していくのか、検討していきます。

中
級

IS活用

122 〇 4123141
DXを推進するためのデータサイエンスへの
入り口【オンラインライブ】

久保田 真人 2023/6/23 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS活用

DXの推進に必要不可欠な「データ分析」を行うための基礎的な知識と
データの加工法、ソフトウェアがアウトプットした内容の解釈の仕方
を学びます。フリーの統計分析ソフトウェアと、実際のマーケティン
グ調査データを使って、代表的な各統計手法を身に付けることができ
ます。「学問」としての統計学ではなく、施策策定につなげるデータ
活用の「ツール」として統計分析の技法を体得しましょう。

中
級

123 〇 4123073

人工知能（AI）の基礎理論から実装までを
学ぶ実践技術入門～AIの基礎理論から
ディープラーニングの実装までを系統的に
習得～【録画視聴＋オンラインライブ】

梶山 昌之 2023/6/29
2023/6/30

録画
 +
2日

会員：67,400円
一般：85,800円
受講権利枚数：2枚

IS活用

AIの基礎理論を、その理解に必要な基礎的な数学および統計と共に学
びます。また、Pythonの基本を学び、AIの実装を行います。さらに、
オープンソースを活用して、より高度な分析を行うための方法を習得
します。これにより、AIがどのような課題に適しているかが判断でき
るようになります。最後に学んだ知識をベースとして、今後、AIがど
のようなビジネスに活用できるかを理解します。

中
級

124 〇 4123019
IT部門のための基礎から始めないデータサ
イエンス入門【オンラインライブ】

久保田 真人 2023/9/20 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS活用

目的のアウトプットを想定し、様々な理論・技術をつまみ食いしなが
ら、最終ゴールに短期間でたどりつくためのノウハウを紹介します。
演習を通じて実際に体験していただくことで、「高い壁」と考えられ
がちなデータサイエンスが意外なほどあっさり乗り越えられることを
実感するとともに、データを裏付けとした提案につなげていく力の体
得を目指します。

初
級

125 〇 4123072
データをビジネスに活用するための実践技
術入門【オンラインライブ】

梶山 昌之 2023/11/28
2023/11/29

2日
会員：67,400円
一般：85,800円
受講権利枚数：2枚

IS活用

データをビジネスに活用するための実践技術入門～データ解析の基礎
から応用手法までを系統的に習得～データ解析の基礎から実務で活用
できる知識を選定し、体系的に効率よく学びます。また、できるだ
け、活用のイメージを体感していただくため、身近な例で問題を解き
ます。その過程で分析の考え方や各種ツールの使い方を学ぶことがで
きます。

初
級

126 〇 4123031
動かしながら学ぶ、データサイエンティス
ト基礎講座【オンラインライブ】

佐藤 和也 2024/2/1
2024/2/2

2日
会員：67,400円
一般：85,800円
受講権利枚数：2枚

IS活用

データ活用とは、データから有用な知見を抽出するためのプロセスで
あり、データ分析技術はプロセスの一部に過ぎません。書籍やセミ
ナーはデータ分析技術に特化したものが多く、プロセスの進め方につ
いて詳細を述べているものは少ないのが現状です。データ活用による
業務課題解決をよりイメージし易くするため、プロセス推進上の注意
点を具体的な事例やPythonによる実践を交えて学びます。

初
級

127 〇 4123020
IT部門のための基礎から始めないデータサ
イエンス入門【オンラインライブ】

久保田 真人 2024/3/8 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS活用

目的のアウトプットを想定し、様々な理論・技術をつまみ食いしなが
ら、最終ゴールに短期間でたどりつくためのノウハウを紹介します。
演習を通じて実際に体験していただくことで、「高い壁」と考えられ
がちなデータサイエンスが意外なほどあっさり乗り越えられることを
実感するとともに、データを裏付けとした提案につなげていく力の体
得を目指します。

初
級

IS運用

128 〇 4123160

運用サービス・スタッフの資質・スキルの
向上、モチベーションアップのための環境
創りと仕組・仕掛を構築し実践する【オン
ラインライブ】

丹下 勉
小松 敬子

2023/5/19 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS運用

運用サービスの世界は、厳しい技術革新の中で、常にサービスの高度
化を追求する一方、安定且つ効率よく、絶え間なくサービスを継続す
るという現実です。両面をバランスよく実行する資質やスキルの向上
が重要です。運用サービスの高度化を追求する為のスキルをどのよう
に育成し、日常業務に埋没しやすい環境に負けない資質や、高いモチ
ベーションを持ち続けるための方策等について解説します。

中
級

129 〇 4123080
イチから始めるシステム運用【オンライン
ライブ】

藤原 達哉 2023/5/25 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS運用

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。

初
級

130 〇 4123201
ハイブリッドクラウドシステムの運用設計
と設計書事例解説【オンラインライブ】

丹下 勉
井戸川 誠
小口 和弘

2023/6/16 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS運用

クラウドサービスは、運用自体をすべてサービスしてくれるわけでは
なく、活用するクラウドサービスに合わせた運用サービス設計が必要
となります。 クラウドシステムを活用するに当たって、運用設計で注
意すべきポイントを事例中心にお伝えします。クラウドに対応した運
用サービスで発生するトラブルの軽減や解決に向けた考え方が身に付
きます。

中
級

131 〇 4123192
オープンソースで始めるAI運用(AIOps)
【オンラインライブ】

澤橋 松王
増田 みさお

2023/7/14 半日
会員：22,500円
一般：28,700円
受講権利枚数：1枚

IS運用
AIを組み込んだ運用の始め方として、AIが使えるオープンソースツー
ルの紹介、ツール適用のコツについて、ツールデモやデータ分析の机
上演習を交えながら基礎から学んでいきます。

初
級

132 〇 4123203
シーサート運営の勘所～シーサート要員の
心構えから知識・技術・行動 【オンライ
ンライブ】

上山 勝也 2023/9/25 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS運用

ネットワークの盗聴・漏洩・なりすまし防止技術に ついての実務セミ
ナーです。サイバーセキュリティの脅威はますます増大しており、官
民合わせての対応が求められてきています。IoTの進展にともって、こ
れまで安全とされてきた領域での脆弱化が懸念され、まずます、盗
聴・改ざん・漏洩・なりすましなどの脅威への対応が必要になってき
ています。

中
級

133 〇 4123081
イチから始めるシステム運用【オンライン
ライブ】

藤原 達哉 2023/11/16 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

IS運用

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。

初
級

各セミナーの詳細は、https://juasseminar.jp/seminars/view/コードでご覧ください。 ＊ITCA認定ITCの方は、会員価格で受講できます。



 2023年度 JUASオープンセミナー（分類順）  2023年4月17日現在

会場 オンライン

開催日No.
受講形態

コード セミナータイトル 講師名 日数 参加費 大分類 内容 レベル

共通業務（契約管理、BCP、コンプライアンス、人的資産管理、人材育成、資産管理）・セキュリティ・システム監査

134 〇 〇 4123196
電子契約と開発文書電子化の法的基礎知識
【会場・オンライン同時開催】

池田 聡 2023/4/18 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

契約・印鑑・証拠力・契約締結権限の法的理解から、システム部門に
おいて契約実務及び開発実務を電子化する際の基礎知識とポイントを
解説します。

中
級

135 〇 4123086
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～【会場】

安田 良明 2023/4/25 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

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。

初
級

136 〇 4123049
超実践！資料作成のコツ～実際の決算発表
資料を題材に学ぶ！【オンラインライブ】

吉岡 隆介 2023/4/27 半日
会員：22,500円
一般：28,700円
受講権利枚数：1枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

資料作成が不得意だった講師の若手時代の経験をベースに、資料を作
る人の立場に寄り添いながら、資料作成の進め方やテクニック、仕事
の心構えを、ソフトバンクの決算発表資料を題材に学びます。巷に溢
れる資料作成やプレゼンの本や講座とは一線を画す、本質的かつ超実
践的な研修です。

初
級

137 〇 4123165
データ利活用契約・AI開発委託契約の法的
問題点と契約条項の検討【オンラインライ
ブ】

尾城 亮輔 2023/5/17 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

経済産業省の「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」の作業
部会の一員として、ガイドライン作成に参画した講師が、データやAI
の法的性質を明らかにし、ガイドラインのポイント、実務的な注意点
などを解説します。

中
級

138 〇 4123161
IT部門のための経理業務知識講座（基本
編）【オンラインライブ】

藤田 喜徳 2023/5/23 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

企業活動はすべて財務諸表に集約されることから、経理(会計)システ
ムに携わるか否かだけではなく、全員が経理の基本を身に着けておく
ことが必要といえます。経理の話というと、簿記の事かなとか、硬い
話で眠くなるよという方も多いのですが、業務の現場、プロジェクト
の現場双方で経験豊富な講師が、現場実務に即した形でわかりやす
く、平易にツボを伝授します。

中
級

139 〇 4123195
消費税インボイス（適格請求書）制度対応
の最終チェック【オンラインライブ】

小島 孝子 2023/5/24 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

消費税についてインボイス(適格請求書)制度が導入されます。消費税
の税額計算のためには、売上げ及び仕入れを正確に集計すること何よ
りも重要です。このためにはさまざまな取引に応じて分類・識別でき
るデータが必要が必要になります。正しい消費税処理をするための必
要データと保存方法、処理方式についてチェックし対応準備について
確認するためのものです。

中
級

140 〇 4123084
NISTサイバーセキュリティフレームワーク
の理解【オンラインライブ】

安田 良明 2023/5/24 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

NISTサイバーセキュリティフレームワークについて、解説と演習をま
じえて理解を深めていただきます。フレームワークを活用すること
で、自社のサプライチェーン全体のサイバーセキュリティリスクを低
減し、より適切にリスクを管理できるようにすることを目標としてい
ます。

中
級

141 〇 4123004
契約不適合責任とプロジェクトマネジメン
ト義務【オンラインライブ】

池田 聡 2023/5/29 半日
会員：22,500円
一般：28,700円
受講権利枚数：1枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

システム開発プロジェクトにおける契約書上で特に大きな論点となる
「契約不適合責任」と「プロジェクトマネジメント義務」について取
り上げ、その要点をIPA「情報システム・モデル取引・契約書」改訂版
もふまえながら解説していきます。

中
級

142 〇 〇 4123208
新規所属者を最も早く戦力化するためのマ
ニュアル作成と指導のノウハウ【会場・オ
ンライン同時開催】

丸山 有彦 2023/5/30 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

ＯＪＴや教育訓練のノウハウを社内に蓄積していくことは不可欠なこ
とと言えるでしょう。指導法を記述しておくことによって、検証が可
能になり、改善が進みます。本講座では、プログラムの作成や教え方
のノウハウ、それらの記録の仕方、検証法など、実践を通じて身につ
けていただけるように、ステップ式を採用しています。講義中にマ
ニュアルを完成させた方もたくさんいらっしゃいます。

中
級

143 〇 4123150
ネットワークセキュリティ技術基礎講座
【オンラインライブ】

上山 勝也 2023/6/5
2023/7/24

2日
会員：67,400円
一般：85,800円
受講権利枚数：2枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

近年のネットワーク診断、セキュリティ診断を通じて感じることは、
メーカー、ベンダーによる導入において、各種ガイドラインを把握し
ての導入を行っていないとみられる（残念な）ケース、導入時点では
問題なくても運用途中（陳腐化のスピード早い！）において脆弱性が
存在する（メンテナンスできていない）ケースがあり、導入時や、運
用後のチェックも大切です。

中
級

144 〇 4123093
リーダーを目指す女性のための実践講座
【会場】

永谷 裕子
浦田 有佳里

2023/6/7 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

支援型リーダーか、牽引型リーダーか、それ以外か？～人生のキャリ
アの自己実現のために出来ること～リーダーとして必要な知識・技術
を学ぶとともに、体験談・討議・意見交換を通して皆様が抱える課題
に対する克服策について気づきを得ていただくことを目的としていま
す。

中
級

145 〇 4123167
DX実現のために外部の支援を受ける場合の
法律実務知識【オンラインライブ】

尾城 亮輔 2023/6/14 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

法律の基本的な考え方を確認した上で、アジャイル開発、クラウド
サービス利用、AI、OSSといったDXを実現するために必要な要素につい
て、法的な知識と留意点を解説します。

中
級

146 〇 4123204
ネットワーク監視とログ解析の勘所～集め
方、分析技法、危機予兆・知見の獲得方法
【オンラインライブ】

上山 勝也 2023/7/20 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

各種ログのポイント、パケット状況のパターン解説、効率的な解析手
法など、ネットワーク診断、トラブルチェック、セキュリティチェッ
クに特化した解説を行います。ユーザー企業・ベンダーにおいてネッ
トワーク診断に従事し、トラブルシューティング系の出版を行い、現
在はネットワーク設計やネットワーク診断レポート作成・トラブル
シューティング業務に従事している講師が講義を担当致します。

中
級

147 〇 4123162
IT部門のためのグループ会社管理(支援)の
在り方研究【オンラインライブ】

藤田 喜徳 2023/7/26 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

長年、日本を代表する会社、グローバルに展開する会社において、国
内グループ会社、海外グループ会社の標準化管理や教育、グループ会
社全体の標準ERP導入などをプロジェクトマネジャーとして多数手がけ
た講師が、本社IT部門にとって目指すグループ会社管理とは何か、グ
ループ会社支援・管理に関するITの仕事について、生のプロジェクト
経験からダイナミックにお話いたします。

中
級

148 〇 4123187
システム開発・運用・保守における業務委
託、常駐請負、労働者派遣の法律実務知識
【オンラインライブ】

香田 史朗 2023/7/28 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

本企画はシステム開発・運用・保守の業務について、外部の支援を受
ける企業の担当者を対象とした業務委託、常駐請負、労働者派遣につ
いての法律実務知識セミナーです。

中
級

各セミナーの詳細は、https://juasseminar.jp/seminars/view/コードでご覧ください。 ＊ITCA認定ITCの方は、会員価格で受講できます。
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会場 オンライン

開催日No.
受講形態

コード セミナータイトル 講師名 日数 参加費 大分類 内容 レベル

149 〇 4123200

優秀なプロジェクトマネージャーの育て方
～現場で使える成功ノウハウ継承の秘策
『ものがたり継承法』【オンラインライ
ブ】

吉野 均 2023/8/3 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

本セミナーの目的は、失敗プロジェクトによる負の連鎖を断ち切るた
めに、現場で実践できる『失敗しないＰＭ人材育成法』のアイデアを
お持ち帰り頂くことです。本セミナーでは、現存する様々な継承法と
独自に考案した『ものがたり継承法』について、『事例を交えた講義
形式』と『楽しくユニークな演習形式』で理解を深めます。

中
級

150 〇 4123006
知らないと危ないソフトウェアの著作権リ
スク【オンラインライブ】

池田 聡 2023/8/8 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

コンピュータソフトウェア（仕様書、プログラム、処理手順、ユー
ザーインターフェース等）について、理解しておくべき著作権の法的
基礎知識とそのリスクを習得し、併せて紛争を未然に防止するための
具体的方法を学びます。特にシステム開発の現場で起きやすい具体的
なケースをもとに解説し、理解を深めていきます。

初
級

151 〇 4123184
実際に機能するBCP/DRへの見直しと災害・
パンデミック・サイバーセキュリティへの
対応 【オンラインライブ】

石橋 正彦 2023/8/24 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

「BCPの既定類や手順書/マニュアルの目次レベルの整備」「サイ
バー・セキュリティのトリアージ手順」「コロナ対応で作成した各種
手順書」等を例に挙げどのように規定類を整備しブラッシュアップし
て行くか検討します。また実際のセカンダリ・サイト構築など「コス
ト、技術力、構築持続年数、採算等」の観点から現実に則した投資や
実装を学習します。

中
級

152 〇 〇 4123088
セキュリティ技術基礎【会場・オンライン
同時開催】

安田 良明 2023/8/29
2023/8/30

2日
会員：67,400円
一般：85,800円
受講権利枚数：2枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

企業の情報資産を保有・管理しているIT部門は、情報セキュリティの
脅威と対策を理解する必要があります。情報セキュリティの脅威と対
策を本質的に理解するためには、その基礎となる技術要素を理解する
必要があります。IT担当者が直面する情報セキュリティ対策に関する
基本的概念から、情報を保有する脅威と求められる対策（人的・技術
的・物理的）における技術的な基礎知識を習得します。

初
級

153 〇 〇 4123222
アジャイル型開発を採用するにあたり外部
の協力を得る場合の契約実務【会場・オン
ライン同時開催】

池田 聡 2023/9/8 半日
会員：22,500円
一般：28,700円
受講権利枚数：1枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

DX推進が叫ばれるなか、アジャイル型の開発が注目されています。多
くの企業ではアジャイル型の開発にあたっても外部企業の力を借りる
と思われます。その場合、「何を作ってよいか不明な ので準委任契約
が適切だ」と言われています。本セミナーではアジャイル型開発にお
いて外部の協力を得る場合の法律問題を総合的に取り上げ留意点とポ
イントを解説します。

中
級

154 〇 〇 4123082
情報セキュリティマネジメントの全体像を
知る～戦略策定できる人材育成を目指して
～【会場・オンライン同時開催】

安田 良明 2023/9/13 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

1日で情報セキュリティマネジメント全体を俯瞰することを狙いとした
コースです。情報セキュリティをマネジメントする立場の方、またこ
れから担当する方が情報セキュリティマネジメントの全体像を理解す
ることに適しています。

中
級

155 〇 4123041
クラウドセキュリティ最新動向～セキュア
なクラウド開発・運用実現に向けた理論と
実践～【オンラインライブ】

小林 弘典 2023/9/19 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

クラウドサービスの活用と、クラウドネイティブシステムの開発・運
用にまつわるセキュリティ課題を整理し、従来型のセキュリティ対策
から変化してきた新たなクラウドセキュリティ対策について解説しま
す。

中
級

156 〇 4123169
使用許諾契約・ライセンス契約とOSSの法
律知識【オンラインライブ】

尾城 亮輔 2023/9/20 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

ソフトウェアの使用許諾契約・ライセンス契約について基本的な知識
を習得することを目的とするものです。前提として知的財産権法の全
体像を解説した上で、ライセンス契約の基礎知識について条項例をも
とに説明します。また、いまや開発に不可欠な存在となっているOSSに
ついても法的なポイント・リスクを解説します。

中
級

157 〇 4123067
全体最適のための人事データ分析～埋蔵人
事データの活用【オンラインライブ】

足立 英治 2023/9/21 半日
会員：22,500円
一般：28,700円
受講権利枚数：1枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

ニューノーマル環境で働く環境、働く人たちへの人事サービスの最適
化をはかるために、既に蓄積されている人事データの蓄積方法を見直
し、分析方法、視点を変えることで、組織に潜む暗黙知をみえる化
し、対策を具体化する方法を紹介します。

中
級

158 〇 4123163
IT統制～負担軽減に向けた統制維持と効率
的な監査対応とは【オンラインライブ】

藤田 喜徳 2023/9/28 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

2008年に制度化された「財務報告に係る内部統制」（いわゆるJ-
SOX）。すでに会社に浸透したと公の場では答える経営者が多いのです
が、現場からは依然負担の声が数多く聞かれます。今一度「内部統
制」の基本、ここだけしっかりやれば大丈夫という方向が見えるよう
にするための、効果的な研修を行います。（テレワーク等働き方の変
化にも対応したお話を含めます）

中
級

159 〇 〇 4123007
システム開発の外部委託に関するリスク回
避のためにすべきこと、できること【会
場・オンライン同時開催】

池田 聡 2023/9/29 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

外部委託に係るリスクとしては、１．品質・納期面のリスク、２．情
報管理面のリスク、３．委託先管理に係る法令違反リスク、がありま
す。外部委託に関するリスクを軽減するために、上記３項目のリスク
毎に、1）リスクを明確に指摘したうえで、2）リスクを極小化するた
めにすべきこと、3）2)を可能とするためにすべき契約上の対処につい
て解説いたします。

初
級

160 〇 〇 4123158
新規所属者を最も早く戦力化するためのマ
ニュアル作成と指導のノウハウ【会場・オ
ンライン同時開催】

丸山 有彦 2023/10/3 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

ＯＪＴや教育訓練のノウハウを社内に蓄積していくことは不可欠なこ
とと言えるでしょう。指導法を記述しておくことによって、検証が可
能になり、改善が進みます。プログラムの作成や教え方のノウハウ、
それらの記録の仕方、検証法など、実践を通じて身につけていただけ
るように、ステップ式を採用しています。講義中にマニュアルを完成
させた方もたくさんいらっしゃいます。

中
級

161 〇 〇 4123175
電子契約と開発文書電子化の法的基礎知識
【会場・オンライン同時開催】

池田 聡 2023/10/5 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

契約・印鑑・証拠力・契約締結権限の法的理解から、システム部門に
おいて契約実務及び開発実務を電子化する際の基礎知識とポイントを
解説します。

中
級

162 〇 4123085
NISTサイバーセキュリティフレームワーク
の理解【オンラインライブ】

安田 良明 2023/10/6 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

NISTサイバーセキュリティフレームワークについて、解説と演習をま
じえて理解を深めていただきます。フレームワークを活用すること
で、自社のサプライチェーン全体のサイバーセキュリティリスクを低
減し、より適切にリスクを管理できるようにすることを目標としてい
ます。

中
級

163 〇 4123213
パブリッククラウド+オンプレに対応した
ハイブリッド型セキュリティポリシーの研
究【オンラインライブ】

石橋 正彦 2023/10/12 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

セキュリティ・ポリシーのサンプルを利用し、例題よりどのようにパ
ブリック・クラウドに対応するか、 運用面、規定類の変更事例を紹介
し、最終的にセキュリティ・ポリシーが、オンプレ用、パブリック・
クラウド用と２つ存在しないように、勘所をつかみます。

中
級

各セミナーの詳細は、https://juasseminar.jp/seminars/view/コードでご覧ください。 ＊ITCA認定ITCの方は、会員価格で受講できます。



 2023年度 JUASオープンセミナー（分類順）  2023年4月17日現在

会場 オンライン

開催日No.
受講形態

コード セミナータイトル 講師名 日数 参加費 大分類 内容 レベル

164 〇 4123176
IT投資（ソフト・ハード）の会計と税務入
門【オンラインライブ】

南 俊基 2023/10/16 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

システム開発を行う場合、開発コストの範囲をどこまで考えるべき
か、年度ごとの運用コストはどのように算定されるのか、IT投資の損
失計上はどのような場合に行われるのか等、IT投資の意思決定を行う
場合、税務・会計の知識が必要になります。IT投資（ハードウェア・
ソフトウェア）について、現行の日本基準、IFRS、税務基準について
解説します。

初
級

165 〇 4123087
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～【会場】

安田 良明 2023/10/17 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

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。

初
級

166 〇 4123225
一般社員・管理者のセキュリティ意識向上
と実際に使えるセキュリティ教育・訓練施
策【オンラインライブ】

平山 敏弘 2023/10/31 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

今後の日本企業が生き残るために必須の取り組みとなるDXを実現する
ために、なぜセキュリティが必要なのか。また、それを推進するセ
キュリティ人材をどのように育成するのかについて解説します。

中
級

167 〇 4123151
ネットワークセキュリティ技術基礎講座
【オンラインライブ】

上山 勝也 2023/11/6
2023/11/27

2日
会員：67,400円
一般：85,800円
受講権利枚数：2枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

近年のネットワーク診断、セキュリティ診断を通じて感じることは、
メーカー、ベンダーによる導入において、各種ガイドラインを把握し
ての導入を行っていないとみられる（残念な）ケース、導入時点では
問題なくても運用途中（陳腐化のスピード早い！）において脆弱性が
存在する（メンテナンスできていない）ケースがあり、導入時や、運
用後のチェックも大切です。

中
級

168 〇 4123005
契約不適合責任とプロジェクトマネジメン
ト義務【オンラインライブ】

池田 聡 2023/11/6 半日
会員：22,500円
一般：28,700円
受講権利枚数：1枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

システム開発プロジェクトにおける契約書上で特に大きな論点となる
「契約不適合責任」と「プロジェクトマネジメント義務」について取
り上げ、その要点をIPA「情報システム・モデル取引・契約書」改訂版
もふまえながら解説していきます。

中
級

169 〇 4123216
内部統制入門～IT統制の基礎から文書化３
点セットの作成まで【会場】

藤田 喜徳 2023/11/10 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

内部統制の導入時にした苦労はもはや不要ですが、一から学ぶ研修を実施
します。なぜ内部統制の制度ができたのか。企業はそれによって何を求め
られているのか。担当者は何をすればよいのか。内部統制の導入から基礎
を学ぶと共に、当時誰もが身に着けた文書化３点セットの作成を実際に
やってみましょう。実践から内部統制の基礎の多くを学ぶことができま
す。?そしてIT 統制は幅広く業務や経営のための貢献することを実感して
みましょう。

中
級

170 〇 4123166
データ利活用契約・AI開発委託契約の法的
問題点と契約条項の検討【オンラインライ
ブ】

尾城 亮輔 2023/11/13 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

経済産業省の「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」の作業
部会の一員として、ガイドライン作成に参画した講師が、データやAI
の法的性質を明らかにし、ガイドラインのポイント、実務的な注意点
などを解説します。

中
級

171 〇 4123183
DX時代の情報システム部門（組織・人）の
あり方【オンラインライブ】

中山 嘉之 2023/11/29 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

デジタルトランスフォーメーション（DX）が叫ばれる中、社内情報シ
ステム部門は今後どのような役割を果たすべきか、また、組織内の人
材はどのような知識を身に着け、いかなるマインドセットで臨む必要
があるかについて、講師の32年のユーザ企業情報システム部門と直近8
年のITコンサルタントの経験から、レクチャーさせていただきます。

中
級

172 〇 4123188
システム開発・運用・保守における業務委
託、常駐請負、労働者派遣の法律実務知識
【オンラインライブ】

香田 史朗 2023/12/8 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

本企画はシステム開発・運用・保守の業務について、外部の支援を受
ける企業の担当者を対象とした業務委託、常駐請負、労働者派遣につ
いての法律実務知識セミナーです。

中
級

173 〇 4123092
紛争実例から学ぶＳＯＥ型、アジャイル型
開発のトラブルを防ぐ極意【オンラインラ
イブ】

永谷 裕子 2023/12/11 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

本研修では、SOE型、アジャイル開発の事件例をケーススタディーとし
て取り上げ、失敗に至る要因とその予防策を紐解いていきます。

中
級

174 〇 4123224
マルチクラウド環境におけるセキュリティ
態勢管理【オンラインライブ】

小林 勝 2023/12/20 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

クラウド環境では、従来のセキュリティ対策では不十分と言われており、
クラウドに適した新たなセキュリティ対策が求められております。加え
て、いま問題となっているのが、クラウドの構成ミスや設定ミスなどによ
るセキュリティの脅威です。対策として期待されているのが、CCoE(クラ
ウド化を全社的に戦略的に進めるための組織)と言った取り組みや、クラ
ウドの適正管理を行うクラウドセキュリティ態勢管理です。

中
級

175 〇 4123177
IT投資（ソフト・ハード）の会計と税務入
門【オンラインライブ】

南 俊基 2024/1/23 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

システム開発を行う場合、開発コストの範囲をどこまで考えるべき
か、年度ごとの運用コストはどのように算定されるのか、IT投資の損
失計上はどのような場合に行われるのか等、IT投資の意思決定を行う
場合、税務・会計の知識が必要になります。IT投資（ハードウェア・
ソフトウェア）について、現行の日本基準、IFRS、税務基準について
解説します。

初
級

176 〇 4123168
DX実現のために外部の支援を受ける場合の
法律実務知識【オンラインライブ】

尾城 亮輔 2024/1/26 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

法律の基本的な考え方を確認した上で、アジャイル開発、クラウド
サービス利用、AI、OSSといったDXを実現するために必要な要素につい
て、法的な知識と留意点を解説します。

中
級

177 〇 〇 4123089
セキュリティ技術基礎【会場・オンライン
同時開催】

安田 良明 2024/2/14
2024/2/15

2日
会員：67,400円
一般：85,800円
受講権利枚数：2枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

企業の情報資産を保有・管理しているIT部門は、情報セキュリティの
脅威と対策を理解する必要があります。情報セキュリティの脅威と対
策を本質的に理解するためには、その基礎となる技術要素を理解する
必要があります。IT担当者が直面する情報セキュリティ対策に関する
基本的概念から、情報を保有する脅威と求められる対策（人的・技術
的・物理的）における技術的な基礎知識を習得します。

初
級

178 〇 4123145
若手を育てる教え方～早期戦力化と継続的
な成長に向けて【オンラインライブ】

細谷 幸裕 2024/2/27 半日
会員：22,500円
一般：28,700円
受講権利枚数：1枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

若手社員の能力を活かし、育てていくためには、より若手社員の現状
を認め、寄り添った指導が求められます。若手社員の早期戦力化と継
続的な成長のための考え方や指導法などを学習していきます。

初
級

各セミナーの詳細は、https://juasseminar.jp/seminars/view/コードでご覧ください。 ＊ITCA認定ITCの方は、会員価格で受講できます。



 2023年度 JUASオープンセミナー（分類順）  2023年4月17日現在

会場 オンライン

開催日No.
受講形態

コード セミナータイトル 講師名 日数 参加費 大分類 内容 レベル

179 〇 4123170
使用許諾契約・ライセンス契約とOSSの法
律知識【オンラインライブ】

尾城 亮輔 2024/3/4 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

ソフトウェアの使用許諾契約・ライセンス契約について基本的な知識
を習得することを目的とするものです。前提として知的財産権法の全
体像を解説した上で、ライセンス契約の基礎知識について条項例をも
とに説明します。また、いまや開発に不可欠な存在となっているOSSに
ついても法的なポイント・リスクを解説します。

中
級

180 〇 〇 4123083
情報セキュリティマネジメントの全体像を
知る～戦略策定できる人材育成を目指して
～【会場・オンライン同時開催】

安田 良明 2024/3/6 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

1日で情報セキュリティマネジメント全体を俯瞰することを狙いとした
コースです。情報セキュリティをマネジメントする立場の方、またこ
れから担当する方が情報セキュリティマネジメントの全体像を理解す
ることに適しています。

中
級

181 〇 4123164
IT統制～負担軽減に向けた統制維持と効率
的な監査対応とは【オンラインライブ】

藤田 喜徳 2024/3/14 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

2008年に制度化された「財務報告に係る内部統制」（いわゆるJ-
SOX）。すでに会社に浸透したと公の場では答える経営者が多いのです
が、現場からは依然負担の声が数多く聞かれます。今一度「内部統
制」の基本、ここだけしっかりやれば大丈夫という方向が見えるよう
にするための、効果的な研修を行います。（テレワーク等働き方の変
化にも対応したお話を含めます）

中
級

182 〇 〇 4123008
システム開発の外部委託に関するリスク回
避のためにすべきこと、できること【会
場・オンライン同時開催】

池田 聡 2024/3/15 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

共通業
務・セ
キュリ
ティ・監
査

外部委託に係るリスクとしては、１．品質・納期面のリスク、２．情
報管理面のリスク、３．委託先管理に係る法令違反リスク、がありま
す。外部委託に関するリスクを軽減するために、上記３項目のリスク
毎に、1）リスクを明確に指摘したうえで、2）リスクを極小化するた
めにすべきこと、3）2)を可能とするためにすべき契約上の対処につい
て解説いたします。

初
級

業務遂行スキル

183 〇 4123138
経営陣に響く、伝わる！エグゼクティブ・
サマリー 伝わる要約資料のストラク
チャー【オンラインライブ】

斉藤 学 2023/4/20 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

業務遂行
スキル

エグゼクティブサマリーは、「事業計画書」の最初に、説明内容をA4
数枚程度に簡潔にまとめたものです。どんなに良い内容の計画書で
あっても、意思決定者（エグゼクティブ）向けの全体概要（サマ
リー）が伝わりにくいものであれば事業計画書まで行きつきません。
多忙な意思決定者に短時間で簡潔に概要が伝わり、「やろう」と思わ
せ、アクションを促すことができる要約資料の構造とは何かについて
学びます。

初
級

184 〇 〇 4123121
わかりやすいマニュアル作成～業務マニュ
アル・情報共有化文書編【会場・オンライ
ン同時開催】

丸山 有彦 2023/4/26 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

業務遂行
スキル

業務マニュアルは、標準化した仕事の仕組みを記す文書です。適切に
作れば、確実に成果が上がります。業務マニュアルとは、単に業務の
仕組みを記す文書ではなく、業務をよくするためのツールです。その
ためには成果を生み出す裏づけを意識して作成する必要があります。
業務の構築の仕方と記述方法を基本から学び、成果をあげる業務マ
ニュアルの作成を考えていきます。

初
級

185 〇 4123124
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】

寺池 光弘 2023/5/25 半日
会員：22,500円
一般：28,700円
受講権利枚数：1枚

業務遂行
スキル

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。

初
級

186 〇 4123034 図表化技法入門講座【会場】 三輪 一郎 2023/5/26 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

業務遂行
スキル

情報システムは、見ることも触ることもできません。見えない・触れ
ないシステムを、より正確にシステム文書・仕様書に表現するための
エンジニアリング文書作成の技術を、文章を正す「10のポイント」、
図解表現の「４つのモデル」に沿って解説し、演習を交えて整理しま
す。

初
級

187 〇 4123052
話し方を磨く講座（技術編）【オンライン
ライブ】

細谷 幸裕 2023/6/6 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

業務遂行
スキル

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。

初
級

188 〇 4123047
リーダーを目指す方のためのグループコー
チング勉強会～朝活でセルフマネジメント
力アップ！【オンラインライブ】

中野 安美
原 尚子
門脇 あつ子

2023/6/6
2023/6/13
2023/6/16
2023/6/20
2023/6/27
2023/7/4
2023/7/11
2023/7/18

全8回
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

業務遂行
スキル

グループコーチングでセルフマネジメント！週次のグループコーチン
グと、実際にIT分野で活躍している女性リーダーとの意見交換を通し
て、相互に研鑽を測ります。

初
級

189 〇 4123022 ソフトウェア文章化作法 初級【会場】 上田 志雄 2023/6/9 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

業務遂行
スキル

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。グループワークで文章の受け取り方の違いを体感いただ
きます。

初
級

190 〇 4123061
プロジェクトファシリテーション能力向上
研修【オンラインライブ】

足立 英治 2023/6/13 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

業務遂行
スキル

ニューノーマル環境でのプロジェクト活動や会議におけるファシリ
テータの役割を理解し、チーム活動の支援者として、今まで気づかな
かったチーム活動事例・情報・リーダーシップスキルを学びます。伸
び悩み期、キャリアアップ期のSEの方必見。

初
級

191 〇 4123219 部下指導・育成リーダー養成講座【会場】 石橋 正利 2023/7/4 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

業務遂行
スキル

若手社員に、部下指導・育成の制度を機能させるためのノウハウとそ
のための簡易マニュアルをご提供します。さらに、若手社員を早期に
戦略化し、自立させるための「仕事の教え方」を具体的にトレーニン
グします。 若手社員の特徴を活かせる環境をつくり、定着化の実現を
目指します。

中
級

192 〇 4123210
「データ分析」と「価値創造」の断絶（ラ
ストワンマイル）の越え方ワークショップ
【会場】

庄司 稔
海老原 吉晶

2023/7/12
2023/8/22
2023/9/13

全3回
半日

会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

業務遂行
スキル

意思決定者と分析者の間に存在する断絶（ラストワンマイル）を超え
るための考え方のフレームワークを学び、参加者全員で議論・共有す
ることで、事業部門や経営者を巻き込むためのコミュニケーションを
体験しながら、あなたのラストワンマイルの越え方を探索します。＊
JUAS データエクスペリエンス研究会が主催する唯一無二のワーク
ショップです。

初
級

各セミナーの詳細は、https://juasseminar.jp/seminars/view/コードでご覧ください。 ＊ITCA認定ITCの方は、会員価格で受講できます。
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193 〇 4123018
システム担当者のための管理会計入門【オ
ンラインライブ】

南 俊基 2023/7/25 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

業務遂行
スキル

システム担当者のための管理会計入門～管理会計の基本を身に付け、
様々な切り口に挑む～まず、管理会計の基本的な考え方を学び、事例
や演習を通じて管理会計的な思考を身につけていただくことをゴール
とします。

初
級

194 〇 〇 4123207
思考の整理、レポート・提案書作成のため
の『図解表現入門講座』【会場・オンライ
ン同時開催】

丸山 有彦 2023/7/25 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

業務遂行
スキル

私たちは、さまざまな場面で、図やイラストを目にしています。業務
においても、図や表が必要不可欠なものとなっています。しかし、作
成者の立場に立たされたとき、多くの人は、何から手をつけたらよい
のか、立ちつくします。本セミナーでは、発想法としての図解から、
作図の原則、効果的な図の配置の仕方、視点の流れまで、基礎からお
話します。

初
級

195 〇 4123024
ITエンジニアのための文章力徹底トレーニ
ング講座【オンラインライブ】

上田 志雄 2023/8/4 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

業務遂行
スキル

ITの現場では、各種の設計書をはじめ様々な文章をやり取りします。
業務を進める上で、文章は切っても切れない存在と言えます。特に、
システム開発プロジェクトで使われる文章は、たとえ一部であっても
誤解を招くような表現があると、バグや性能不足など重大な欠陥に発
展することがあります。ITエンジニアにとって、「わかりやすく、誤
解を生まない文章を書くことは」必須のスキルです。

中
級

196 〇 〇 4123173
部下の書いた文章のチェック方法－文章添
削の定石とテクニック 【会場・オンライ
ン同時開催】

丸山 有彦 2023/8/25 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

業務遂行
スキル

仕事をする中で多くの文書が作成されます。オフィスの仕事とは文書
を書くことともいえます。多くの文書は日本語の文章によって記述さ
れます。上司による文章チェックは部下の仕事の良否を検証する手段
です。しかし、その具体的方法はあまり論じられていません。誤字脱
字などの形式面の指摘に終始しているケースが多いようです。他人が
書いた文章のチェック方法について、その勘所となる要点を解説しま
す。

中
級

197 〇 4123220
イラストのデジタル化で仕事に活かしたい
方～SEのためのイラスト活用法【オンライ
ンライブ】

木村 章一 2023/8/30 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

業務遂行
スキル

この講義はSEの講師自身が試行してきたことをお伝えするもので す。
効果的なイラストは、自身が「思考を整理」し、「言いたい ことを表
現」し、自らも「笑顔で楽しむ」という相手に伝えるた めの潤滑油と
なってくれます。ともすれば技術論になりがちなこのテーマですが、
あえてパソコンは使用せず、その考え方や描写技術の組み立てについ
て講義を進めます。

中
級

198 〇 4123125
若手SEのための合意形成の基礎【オンライ
ンライブ】

寺池 光弘 2023/9/12 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

業務遂行
スキル

関係者が同じ土俵に乗り、納得感を得ながら合意形成を進めていくた
めの「関係者の頭の中を整理して、議論できる状態に持っていくため
の手法」「結論の選択を促すための手法」を理解し、演習やケースを
題材とした体験実践を通して体得することを目指します。

初
級

199 〇 4123023 ソフトウェア文章化作法 初級【会場】 上田 志雄 2023/9/15 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

業務遂行
スキル

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。グループワークで文章の受け取り方の違いを体感いただ
きます。

初
級

200 〇 〇 4123122
わかりやすいマニュアル作成～操作マニュ
アル・取扱い説明書編【会場・オンライン
同時開催】

丸山 有彦 2023/9/25 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

業務遂行
スキル

操作マニュアル・取扱説明書の基本からお話します。記述する文章の
書き方から、構成の仕方まで学びます。同時に、実際のビジネスでの
状況についてもお話します。またWebに公開されている操作マニュアル
を事例にして、問題点・改善点について、参加の皆さんと考えていく
時間も持ちたいと思います。ユーザーから頼りにされる操作マニュア
ル、取扱説明書が作れるようになるはずです。

初
級

201 〇 4123190
JUASカフェ　次世代IT部門リーダーコミュ
ニティ（勉強会）【会場】

久保田 一美
藤本 礼久
野中 彰

2023/9/27
2023/10/4
2023/10/12

全3回
半日

会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

業務遂行
スキル

JUASカフェは、実際にIT分野で現在活躍しているビジネスパーソン、
他社の若手の方々と課題等を意見交換し、相互に研鑽をはかる場で
す。これからのあなたの役割を考えてみませんか？

初
級

202 〇 4123011
部下のやる気を引き出す、やる気にさせる
具体的手法と実践【会場】

石橋 正利 2023/10/17 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

業務遂行
スキル

現在、「社員のモチベーションの再生」は経営にとって緊急の経営課
題になっています。マネージャー自身、自らのモチベーションを高め
られるようになると同時に、メンバーに動機付けが出来るマネー
ジャーを養成するための考え方とスキル、仕組みを学びます。

中
級

203 〇 4123223
ソフトウェア開発におけるチーム文化の構
築【オンラインライブ】

太田 忠雄 2023/10/19 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

業務遂行
スキル

チーム文化（行動原理、思考）を、行動様式、行動の質および結果の
質に紐付けて広く捉え、ソフトウェア開発における五つの課題（チー
ムとしてのエラー防止、ステークホルダ間での齟齬の改善、推論力を
働かせた課題の解決、プロジェクトリスク発現のコントロール、変化
に対応するリーダーシップ）に対応するチーム文化のチーム・コンピ
テンシー成熟度を定義し解説します。

中
級

204 〇 4123215
IT部門のための管理会計実践入門（入門編
～基礎編）【オンラインライブ】

藤田 喜徳 2023/10/20 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

業務遂行
スキル

経理業務は広範に亘りますが、原材料の高騰などが原因で利益に繋が
らないとういう会社の悩みをよく聞くようになりました。経営に貢献
するまでの道のりを学び、実践できるよう個人演習を含んで研修を実
施します。単に教科書的な管理会計の知識でなく、講師が永年、そし
て複数社にて実践したことを具体的に伝授します。生きた管理会計を
学ぼうとする意欲ある方、ぜひお集まりください。

中
級

205 〇 4123062
プロジェクトファシリテーション能力向上
研修【オンラインライブ】

足立 英治 2023/10/24 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

業務遂行
スキル

ニューノーマル環境でのプロジェクト活動や会議におけるファシリ
テータの役割を理解し、チーム活動の支援者として、今まで気づかな
かったチーム活動事例・情報・リーダーシップスキルを学びます。伸
び悩み期、キャリアアップ期のSEの方必見。

初
級

206 〇 4123048
リーダーを目指す方のためのグループコー
チング勉強会～朝活でセルフマネジメント
力アップ！【オンラインライブ】

中野 安美
酒井 和子
鴫谷 あゆみ

2023/10/24
2023/10/31
2023/11/7
2023/11/10
2023/11/14
2023/11/21
2023/11/28
2023/12/5

全8回
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

業務遂行
スキル

グループコーチングでセルフマネジメント！週次のグループコーチン
グと、実際にIT分野で活躍している女性リーダーとの意見交換を通し
て、相互に研鑽を測ります。

初
級

207 〇 4123053
社内外での学習会・勉強会に活かす「教え
方を磨く講座」（基礎編）【オンラインラ
イブ】

細谷 幸裕 2023/10/26 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

業務遂行
スキル

この講座では主に社内外で学習会・勉強会を企画する際に、受講者視
点で内容をどのように構成し、その中でどのような演習やインストラ
クションに持ち込めば、学習効果の高い内容になるかを理論に基づい
てお伝えしていきます。現場の実践に基づく使えるノウハウが満載。
取引先でレクチャーをしている方、OJTで後輩指導を任されている方な
ど、教え方の基礎基本を学びたい方に最適な講座です。

初
級

各セミナーの詳細は、https://juasseminar.jp/seminars/view/コードでご覧ください。 ＊ITCA認定ITCの方は、会員価格で受講できます。
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208 〇 4123134
聴き手を説得するための「伝える技術」
【会場】

永井 一美 2023/11/14 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

業務遂行
スキル

"一生懸命覚えて、将来は使わないスキル"ではなく、皆さんをずっと
助けてくれる、それが「プレゼンテーションスキル」です。「情報シ
ステムを企画する、それを上司に、役員に承認していただく」ここに
も「プレゼンテーション」が必要になります。決して営業やマーケ
ティング部門だけのスキルではありません。"聴き手の心を動かす"、"
聴き手を説得する"。そのためのポイントをレクチャーします。

初
級

209 〇 〇 4123172
マニュアルの電子化・動画活用講座【会
場・オンライン同時開催】

丸山 有彦 2023/11/15 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

業務遂行
スキル

電子化や動画の活用など、マニュアルの見せ方の面から、効果的な作
成方法を検討していきます。マニュアルが利用され、成果があがるよ
うにするためのノウハウについてお話いたします。

中
級

210 〇 4123026
リモートワークのためのテキストコミュニ
ケーション【オンラインライブ】

上田 志雄 2023/11/17 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

業務遂行
スキル

近年リモートワークが定着しこれまで以上にテキストコミュニケー
ションの重要性が増しています。テキストコミュニケーションは対面
式のコミュニケーションとは異なり、主として文字を使ったコミュニ
ケーションとなるため、文章作成スキルが必要です。単にテキストで
文章を作成する方法だけではなく、いかに相手にこちらの意図が正し
く伝わるかを焦点にテキストコミュニケーションの方法について学び
ます。

初
級

211 〇 〇 4123123
思考の整理、レポート・提案書作成のため
の『図解表現入門講座』【会場・オンライ
ン同時開催】

丸山 有彦 2023/12/1 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

業務遂行
スキル

私たちは、さまざまな場面で、図やイラストを目にしています。業務
においても、図や表が必要不可欠なものとなっています。しかし、作
成者の立場に立たされたとき、多くの人は、何から手をつけたらよい
のか、立ちつくします。発想法としての図解から、作図の原則、効果
的な図の配置の仕方、視点の流れまで、基礎からお話します。

初
級

212 〇 4123001
メンバーが心を一つに協働する最強の組織
を形成するチーム・マネジメント力の高め
方講座【会場】

石橋 正利 2023/12/5 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

業務遂行
スキル

メンバーが組織の業務目標の達成を誓い合い、相互に補完し合い、助
け合うことで、相乗効果を引き出せるリーダーの養成が急務になって
います。組織の業務目標達成に向けメンバー全員が達成を誓い合うこ
とができるチーム運営の基本ノウハウと、メンバーの志向性に合わせ
たチーム編成の考え方までを理解し、体系的に、今の組織を変革する
具体策やチーム・マネジメントを実践するプロセスを学びます。

中
級

213 〇 4123126
若手SEのためのロジカルシンキング ～ラ
イティング編【オンラインライブ】

寺池 光弘 2023/12/12 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

業務遂行
スキル

若手SEのドキュメント作成能力向上を目指します。ロジカルな文章を
書くための「文章構成」の基本ルール・「文章表現」の基本ルールを
理解し、演習を通して体得することを目指します。

初
級

214 〇 4123139
経営陣に響く、伝わる！エグゼクティブ・
サマリー 伝わる要約資料のストラク
チャー【オンラインライブ】

斉藤 学 2023/12/14 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

業務遂行
スキル

エグゼクティブサマリーは、「事業計画書」の最初に、説明内容をA4
数枚程度に簡潔にまとめたものです。どんなに良い内容の計画書で
あっても、意思決定者（エグゼクティブ）向けの全体概要（サマ
リー）が伝わりにくいものであれば事業計画書まで行きつきません。
多忙な意思決定者に短時間で簡潔に概要が伝わり、「やろう」と思わ
せ、アクションを促すことができる要約資料の構造とは何かについて
学びます。

初
級

215 〇 4123025
ITエンジニアのための文章力徹底トレーニ
ング講座【オンラインライブ】

上田 志雄 2024/1/26 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

業務遂行
スキル

ITの現場では、各種の設計書をはじめ様々な文章をやり取りします。
業務を進める上で、文章は切っても切れない存在と言えます。特に、
システム開発プロジェクトで使われる文章は、たとえ一部であっても
誤解を招くような表現があると、バグや性能不足など重大な欠陥に発
展することがあります。ITエンジニアにとって、「わかりやすく、誤
解を生まない文章を書くことは」必須のスキルです。

中
級

216 〇 4123058
教え方を磨く講座～ファシリテーションの
コツ（応用編）【オンラインライブ】

細谷 幸裕 2024/2/1 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

業務遂行
スキル

この講座ではオンライン研修に特化し、主に初心者の方を対象に、デ
ザインからファシリテーションまでの基礎を１日で学びます。ご受講
はZOOMになりますが、当セミナーのノウハウはオンライン型研修の全
てに適用できるものになります。

中
級

217 〇 4123035
図表化技法入門講座【録画視聴＋オンライ
ンライブ】

秦 貴志 2024/2/14
録画
 +

半日

会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

業務遂行
スキル

情報システムは、見ることも触ることもできません。見えない・触れ
ないシステムを、より正確にシステム文書・仕様書に表現するための
エンジニアリング文書作成の技術を、文章を正す「10のポイント」、
図解表現の「４つのモデル」に沿って解説し、演習を交えて整理しま
す。

初
級

218 〇 4123013 部下指導・育成リーダー養成講座【会場】 石橋 正利 2024/2/22 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

業務遂行
スキル

若手社員に、部下指導・育成の制度を機能させるためのノウハウとそ
のための簡易マニュアルをご提供します。さらに、若手社員を早期に
戦略化し、自立させるための「仕事の教え方」を具体的にトレーニン
グします。若手社員の特徴を活かせる環境をつくり、定着化の実現を
目指します。

中
級

219 〇 〇 4123174
部下の書いた文章のチェック方法－文章添
削の定石とテクニック 【会場・オンライ
ン同時開催】

丸山 有彦 2024/3/19 1日
会員：33,800円
一般：43,000円
受講権利枚数：1枚

業務遂行
スキル

仕事をする中で多くの文書が作成されます。オフィスの仕事とは文書
を書くことともいえます。多くの文書は日本語の文章によって記述さ
れます。上司による文章チェックは部下の仕事の良否を検証する手段
です。しかし、その具体的方法はあまり論じられていません。誤字脱
字などの形式面の指摘に終始しているケースが多いようです。他人が
書いた文章のチェック方法について、その勘所となる要点を解説しま
す。

中
級

各セミナーの詳細は、https://juasseminar.jp/seminars/view/コードでご覧ください。 ＊ITCA認定ITCの方は、会員価格で受講できます。
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東京メトロ日比谷線「小伝馬町」（徒歩４分） 

小伝馬町交差点から、人形町通り（５車線の一方通行）を車の流れとは逆方向に進みます。 

都営新宿線「馬喰横山」（徒歩８分） 

Ａ３出口を出て、前面の５車線の一方通行の信号を渡ります。 

 郵便局の前の裏通りの一方通行を、車の流れに沿って進みます。 

都営浅草線・東京メトロ日比谷線「人形町」（徒歩６分） 

Ａ4出口を出て交差点に戻り、交差する５車線の一方通行を車の流れに沿って進みます。 

ＪＲ総武線快速「新日本橋」（徒歩10分） 

５番出口（左の方）を出て、昭和通りを渡り、江戸通りに沿って、 

小伝馬町交差点へ出ます。 

交差する５車線の一方通行を車の流れとは逆方向に進みます。 

東京駅八重洲口 

（タクシー使用/ 料金960 円程度） 

常盤橋交差点を右折、日銀の手前の一方通行を通り、 

堀留（ほりどめ）町交差点の 1 つ先の信号で下車します。 

 

 三菱 UFJ 銀行 

セミナー・イベント開催会場（フロア） 
「Co-lab-po（コラッポ）」 

これから大海（ビジネス、世界）にでる港（port）
に仲間が集まり、そこで異業種交流が起きて 
コラボレーション（collaboration）が生まれる。 
そんな港のような場でありたい、という願いを 
込めた名称です。 


