
芝大門塾Ⓡ コース一覧　2022年度
　2022/4/28現在のコース一覧です。記載内容は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承願います。

　最新情報は、https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_list/ 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

01BCC121
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 33,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=181

01BCC117 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 33,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=177

01BCC138 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 33,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5348

01BCC129
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 33,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=187

01BCC124 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かる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 46,200円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=182

01BCC119
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 33,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=179

01BCC118
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 33,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=178

01BCC125
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 33,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=183

02GCG033 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 33,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1181

02GCG034
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 33,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1182

01BCC120 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 33,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=180

01BCC126 リーダーに求められるクリティカル・シンキング　初級

このコースでは、物事を論理的に、かつ正しい論拠に従って体系立てて考えるため

の思考法である「クリティカル・シンキング」について学習します。クリティカル・シンキ

ングとはどのような思考法か、自分の判断にどの程度信憑性があるか、ということを

学び、演習を通じて「正しい問題提起、正しい因果関係、正しい判断」ができる

ようになることを目的とします。

1日 33,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=184

01BCC127 創造的発想術トレーニング

本コースでは、型にはまった考え方や既成概念から抜けだし、発想を自由に広げ

るためのトレーニングを行います。実例を元にした様々な課題に対して複数の回

答を用意するという演習を繰り返し行うことによって、発想の枠を取り払い、今まで

になかった新しいアイディアを生むことができるようになることを目指します。

1日 33,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=185

03BAG017 ロジカルシンキング基礎
論理的思考の原則と手法の基礎を理解したうえで日常業務において論理的に

考えることの大切さを理解していただきます。
3時間 22,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=6308

03BAG015
効果的なオンライン研修の進め方

（旧コース名：オンライン研修の進め方）

「オンライン研修では何を準備して、どう進めればいいのか？」「一方的に聞くだけ

では受講者の集中力がもたない？」「講師は受講者の理解度が把握しにくい」な

ど、初めてのオンライン研修では疑問や不安が大きいと思います。

まずは、オンライン研修への参加体験を通して、講師のふるまいやオンライン会議

システムの操作のポイント、グループワークの進め方などを学習し、実践に役立つオ

ンライン研修の基礎を習得していただきます。

（本研修の使用オンライン会議システム：Microsoft Teams）

2時間 11,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=2306

01BCC160 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 110,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5372

01BCC166 【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 154,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5378

01BCC068 コーチング&ファシリテーション（初級）

・職場リーダーに必要な基本知識（コーチング、ファシリテーション）を理解しま

す。 

・職場リーダーに必要なスキルを演習を通じて体感します。 

・さらなる成長に向けて自分が伸ばすべき点や改善すべき点を認識します。

1日 36,300円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=129

01BCA016 ストレスマネジメント

自身のメンタル管理と、部下に対するストレスマネジメント（ラインケア、予防措置

としての早期対応）として現状把握と分析法や上長として取るべきアクション、

フォローアップの方法などを実践的に学びます。

1日 41,800円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=43

01BCC019 交渉戦術（初級）

交渉・折衝の基本スキルを身につけます。交渉の基本的なプロセスを再認識し、

ビジネスの交渉場面で使えるように、具体的なシチュエーション別交渉戦術を、

ケース演習を通して学びます。

1日 33,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=91

01BCC067 考えるフレームを強化する研修
現場で活用できる「考え方の技術」を学び、それぞれのビジネスシーンに応じた思

考法やテクニックを取捨選択して正しく用いることができる能力を身に付けます。
1日 36,300円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=128

03BAA015 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 26,400円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5479

03BAA016 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 26,400円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5480

01BCB010 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、変化に気付けるようにする 

④休業・休職したメンバーの復帰支援の流れ・フローを知る 

⑤職場でのコミュニケーション～メンタル不調の早期発見・防止に必要なコミュニ

ケーションスキルを再確認する

1日 26,400円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5341

01BCC140 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 26,400円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5350

【人間塾】

ヒューマンスキル
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01BCC157 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 30,500円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5369

03BAA017 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 26,400円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5481

01BCC147 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 26,400円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5358

01BCC153 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 30,500円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=6231

01BCC161 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 61,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5373

01BCC168 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 40,700円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5380

01BCC148 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 30,500円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5359

01BCC150 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 26,400円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5362

01BCC149 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 30,500円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5361

01BCC158 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 30,500円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5370

03BAA019
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 26,400円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5329

01BCC177 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 26,400円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5391

01BCC146 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 30,500円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5357

01BCC143 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 40,700円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5354

01BCC151 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 26,400円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5363

01BCC152 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 26,400円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5364

01BCC141 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 30,500円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5351

01BCC180 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 30,500円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5406

01BCC164 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 26,400円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5376
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01BCC165 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 26,400円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5377

01BCC156 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 26,400円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5368

01BCC162 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 30,500円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5374

01BCC159 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 30,500円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5371

01BCC169 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 30,500円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5381

01BCC171 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 26,400円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5383

01BCC174 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 26,400円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5387

01BCC178 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 26,400円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5392

01BCC179 ５０代向けキャリアデザイン研修

本研修では、人生１００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１００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 26,400円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5393

01BCC180
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 30,500円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5406

01BCC182 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 26,400円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5409

01BCA061 企業会計財務

新任管理職に必要な会計知識として、貸借対照表の構成、損益計算書の構

成、キャッシュフロー計算書の読み方、損益分岐分析などを学び、企業の経営状

況を読み解き、施策を展開するための基礎知識を習得することを目標とします。

1日 27,500円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5338

01BCA062 経営シミュレーション

自動車メーカーの経営シミュレーションソフトを利用し、経営指標を分析し、マーケ

ティング、調達、商品企画、生産計画、人材育成など施策を打つことで売上金

額、営業利益等財務上の目標を達成する過程をゲーム感覚で体感します。

1日
お問い合わせ

ください
https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5346

01BCC133 ビジネスモデルを描くデザイン思考とマーケティング

Society5.0の社会を知り、顧客企業に提供する体験価値（サービス）を創り

出すDXやデザイン思考を先行する企業事例で学びます。また、自部門が提供す

る価値やビジネスモデルを可視化するフレームワークを学び、変化する時代や未

来に対するビジョンを個人ワークやグループワークで構想します。

2日 55,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=191

01BCC128
DX時代の管理職とは～「求められるマネージャーの力」

（ 旧コース名：課長に求められる５つの力）

チームリーダーとは異なる行動と心構えが必要となるマネージャー（課長）という

立場において、人を通じて仕事をし、成果に結びつける立場に求められる５つの

力を中心に学び、気づき、自らの行動変革に結び付けます。

1日 27,500円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=186

01BCB010 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、変化に気付けるようにする 

④休業・休職したメンバーの復帰支援の流れ・フローを知る 

⑤職場でのコミュニケーション～メンタル不調の早期発見・防止に必要なコミュニ

ケーションスキルを再確認する

1日 26,400円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5341

01BCC155 役割の認識

職場のリーダーとしてリーダーシップを発揮するために必要な基本的スキルである

リーダーシップ、コーチング、ファシリテーションを習得します。また、部下育成の重要

性と接し方・育成を学びます。

1日 27,500円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5367

01BCA060 計数分析力

新任リーダーとして、財務の基本である利益、コストの仕組みを理解し、数字で事

業の状態、バランスを読み取る能力を養成します。 

初心者でもわかりやすいよう企業会計と家計の違いから入り、貸借対照表の構

成・損益計算書の構成を演習を交えて理解し、利益マインドを醸成します。

1日 27,500円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5337

01CCA003 企画力（芝大門塾階層研修）

論理的企画案の作成技法演習を通して、説得力ある企画書の作成ができるよ

うになります。演習では、提案（企画）内容を作成するための論理を構成し、論

理フローを作成し、提案シナリオを設計する手法を実践的に学びます。

1日 27,500円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5426

課長・課長候補者研修

主任・主任候補者研修
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01BCC142 交渉力

グローバルスタンダードに基づき、信頼関係をベースに進める交渉の仕方を習得

し、Ｗｉｎ－Ｗｉｎの結果を導く交渉ができるようになることを目標とします。交

渉モデルごとに適した交渉の手法を選択し、戦略、計画を立て、コミュニケーショ

ン、説得を行うプロセスを実習を交えて学びます。

1日 27,500円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5353

01BCC163 ヒューマンファクターTRM

チームリソースマネジメントとは、ここのポテンシャル発揮とチーム力を向上させシナ

ジー効果を引き出し、エラーの未然防止・事故防止・想定外事象に対して対応

できるマネジメント手法です。NASAのコックピットリソースマネジメントをベースに民

間利用できるよう開発されたものです。

1日 27,500円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5375

01BCC175 キャリアデザイン研修（旧コース名：自己変革セミナー）

受講者自らが意識改革を行い組織・会社に対し前向きな活動ができることを到

達ゴールとします。自己の強み、弱みを把握したうえで、組織の業務を棚卸をし

て、自身が組織に対してどのように貢献できるかを考えていただきます。

1日 27,500円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5388

02GCB246 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 110,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5429

02GCB247 IT経営ストラテジ（IT戦略コース）

IT経営推進のマネジメントプロセスとして、IT経営実現領域の「IT戦略プロセス」

および「IT利活用プロセス」を中心に学習します。 

本研修では企業ケース事例を用いながら、IT経営実現領域のITサービスやIT

利活用のための戦略を立て、実行を評価する「IT戦略プロセス」と、具体的なIT

利活用実現に向けた活動である「IT利活用プロセス」の重要性を理解します。

本コースは、IT経営推進プロセスガイドライン Ver.3.1に準拠し、ITコーディネータ

協会のIT経営体感ケース研修の認定コースとされているため、ITコーディネータ資

格取得を目指す人にとっての推奨研修になっています。

2日 88,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5430

02GCB010 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 66,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1104

02GCB011 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 165,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1105

02GCB016 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 33,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1109

02GCB017 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 33,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1110

02GCB018 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 33,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1111

02GCB203 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 110,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1132

02GCB204 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 110,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1133

02GCB205 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 110,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1134

02GCB250 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」はすべ

てのプロジェクトの成功に不可欠です。その中でも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力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 110,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1135

02GCB207 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ーシップや対人関係を強化するコミュニケーショ

ン、合意を形成するネゴシエーションなどのスキルと知識を学習します。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 110,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1136

02GCB208 スコープマネジメント

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。ステークホルダーとの関係性構築を含め、要求定義から変更管理、成果物テ

スト、終結に至るプロセスに則って、要求に関する諸問題に着実に対処できるよう

にします。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 110,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1137

02GCB210 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(R)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 110,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1139

02GCB211 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 110,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1140

02GCB212 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 110,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1141

02GCB215 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 110,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1143

02GCB216 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 110,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1144

02GCB217 マネージング・グローバル・プロジェクト（日本語）

国内のプロジェクト・マネージャーとは異なる、グローバル・プロジェクト・マネジャーと

して直面する特有かつ複雑な問題（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。

2日 110,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1145

02GFJ021 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 110,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1441

02GFJ022 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 110,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1442

【仕事塾】

ビジネスアナリシス

プロジェクトマネジメント
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02GCB218 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 55,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1146

02GCB220 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 55,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1147

02GCB245 ATP PMP(R) 資格試験対策コース（5日間）

PMI(R) より認定を受けたPMP(R) 資格を取得するための試験対策講座で

す。試験合格に向けた学習のポイントからテクニック、模擬試験、重点解答解

説、総復習までを幅広く学習します。PMP(R)受験要件の１つである学習時間

35時間をカバーしています。

5日 220,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1166

02GCB221
【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 121,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1148

02GCB223 【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 121,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1150

02GCB224 【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 60,500円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1151

02GCB225 PRINCE2(R)ファンデーションコース（試験付き）

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(R)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 275,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1152

02GCB226 PRINCE2(R)プラクティショナコース（試験付き）

PRINCE2(Ｒ) (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(Ｒ)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(Ｒ)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）

2日 264,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1153

02GCB229 パートナー連携（オンライン形式 Zoom）

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 67,100円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1154

02GCB231 テストマネジメント（オンライン形式 Zoom）

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 67,100円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1156

02GCF002
【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 60,500円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1169

02GFN021 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 143,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1512

02GFB008
ITIL(R)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）（試験付き）

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 442,200円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5450

02GFB009
ITIL(R)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）（試験付き）

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 442,200円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5451

02GFB010
ITIL(R)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）（試験付き）

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 442,200円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5452

02GFB012 ITIL(R)ライフサイクル全体の管理（MALC）(試験付き)
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 442,200円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5454

02GFB013 ITIL(R)のためのTIPA(R)アセッサ（試験付き）

TIPA(R)リードアセッサの指導のもとTIPA(R)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(R)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 308,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5455

02GFB011
ITIL(R)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（試験付き）

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。

本コースはPDU対象コースとなり、合計30PDUを付与します（テクニカル：10、

リーダーシップ：10、ストラテジー：10）。

3日 354,200円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5453

02GFB010 ITIL(R)4 ファンデーション認定資格取得コース

本コースはITIL(R)4のコアコンセプトを学ぶことのできるベーシックコースです。 

コースを通じて原則や用語を学んだり、ITIL(R)4ファンデーション認定を取得する

ための準備ができます。

3日 209,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=7354

01BCC192 【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 132,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=7404

ITサービスマネジメント

営業力強化

5
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01BCC193 【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 132,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=7411

03BAG013 業務効率化

業務効率化のために必要な手順を学んでいただきます。自部門の業務を棚卸

し、効率化の妨げとなる課題を見つけ出します。業務の見える化をするために、業

務フローを作成します。また、課題を解決する手段の一つとして、RPAの概要を学

んでいただきます。

1日 44,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=2304

02GGK204 Excel作業効率アップ

毎日の業務でExcelを使っている方、次のような使い方をしていませんか？表の最

下行をみるのにスクロールする、1シートに複数の表を作成する、今日の日付を

2021/12/01と入力する、計算式はSUM関数を使うくらい…。思い当たる方

は、効率よくセンス良くExcelを使えるよう、基本操作を見直してみませんか。

3時間 16,500円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=6303

01BCC184 業界研究(中央官庁の基礎知識とソリューション提案力強化)

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 33,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5414

01BCC186
業界研究（提案視点を広げるための行政(自治体・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

10数年が経過する中で、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。

1日 33,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5416

01BCC183
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 33,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5410

01BCC188 業界研究（製造業のグローバル展開とＩＴソリューション）

ITソリューション企業の担当者がグローバル展開またはそれを目指す顧客の情報

化課題に対し、製造業における生産管理業務の役割やその全体像をより深く理

解した上で、適確な提案ができるようになることを目的とするコースです。生産管

理指標課題の発見、情報化業務フロー作成、業務分析視点の習得を図る演

習に取り組んでいただきます。

1日 33,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5420

01BCC189
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 33,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5421

01BCA003 企業会計・財務コース（初級）

企業会計・財務の基本を再確認し、財務諸表から収益性分析（儲け方が上

手いか下手か・儲け方のどこに問題があるのか）や、安全性分析（資金の集め

方や使い方に問題がないか）を通じて会社の健康診断の方法を習得すること

で、会社の中期経営計画等の会計・財務部分が理解でき、さらに各部門の計

画立案やチェックに役立ちます。

2日 62,700円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=35

01BCA007 企業会計・財務コース（中級）

会社経営は損益状況（利益）を意識する他、資金管理（キャッシュ・フロー）

も意識する必要があるため、初級で習得した内容を前提に、経営者として不可

欠なキャッシュ・フロー分析の考え方から各種資金表の作成方法・見方を習得し

ます。さらに、投資への意思決定の基礎も学習します。

2日 62,700円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=38

03ADA100 すぐに役立つ貿易実務（基礎編）

貿易の全体像をつかみ、国内取引との違いを理解し、貿易取引の抱えているリス

クを回避するために貿易手続きがあることを学びます。また売買契約締結までの

流れ、貿易取引に必要不可欠な貿易取引条件（インコタームズ、貨物海上保

険、貿易運送）の基礎知識を正しく理解します。

1日 33,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=2194

03ADA101 すぐに役立つ貿易実務（実践編）

貿易の全体像をつかみ、国内取引との違いを理解し、貿易取引の抱えているリス

クを回避するために貿易手続きがあることを学びます。基礎編より一歩進んだ各

項目の詳細事項について学習することを目的としています。

1日 33,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=2195

03ADA009 英文契約書の見方とチェックポイント（基礎編）

グローバル化の拡大に伴い、国際取引はますます多様化、複雑化しています。こ

の流れの中で必要とされるのは、訴訟が起こってからの受け身の対応ではなく、可

能な限り損害を事前に回避する予防的な契約知識です。このコースでは、英文

契約書を読む上で必須となる基本的な知識を確認し、全ての契約の入り口とな

る「秘密保持契約書」を取り上げ、英文契約書の基本的な見方と注意すべき

チェックポイントについて学習します。

1日 30,800円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=2127

03ADA074 英文契約書の見方とチェックポイント（実践編）

「英文契約書の見方とチェックポイント(基礎編)」研修を受講済みの方へ、「売買

契約書」や「業務委託契約書」など、扱う契約書の範囲を広げて更に学ぶための

研修です。また、レター・オブ・インテントの表現も学んでいきます。実際の契約文

書を読み解くことで、実務に沿った契約文書の内容確認ができる基礎能力が身

につきます。

1日 30,800円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=2169

03BAG020 RPA/UiPath研修入門編

「ＵｉＰａｔｈ」を使用しながら学ぶ、実習中心の研修です。 

 本研修では、ＲＰＡに関する基礎知識や、主なＲＰＡツールの特徴について

ご理解いただいた上で、実際に「ＵｉＰａｔｈ」を操作し、簡単なロボットを作

成していく中で、利便性を体感していただくことができます。 

※「ＵｉＰａｔｈ」とは、ＵｉＰａｔｈ株式会社が提供する、操作しやすい画

面設計と複雑な業務への拡張性を兼ね備えたＲＰＡツールです。

1日 49,500円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5265

02GGC008 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 38,500円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1584

02GCB238 ユーザビリティテスト　UI/UXデザイン

スマートフォン・タブレットの世界的な普及で、直感的に使用できるソフトウェアの利

用品質に対する顧客期待や要求が高くなっています。また、グローバル企業におい

てはさまざまな文化や知識・背景が異なる国にも同じしくみの提供がされるなど、

価値観や経験が異なる人が同じしくみを活用するシーンが増えています。 

本講座では、システムやソフトウェアの品質の国際規格であるSQuaRE

（ISO/IEC25000シリーズ）や人間中心設計（HCD）におけるユーザビリ

ティ・UI・UXなどを知り、ユーザー（利用者）がシステムやソフトウェアを利用する

際の有効さ、効率、満足度について解説します。 

また、それらを測る「ユーザテスト」の設計と実査を体験いただきます。

2日 68,200円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1159

03BAA012 SDGｓを知り、つながる社会を考える（オンライン版）

Society5.0の社会の中で、マーケティングの市場の考え方が大きく変化していま

す。 

また、社会の変化に伴い、企業評価も従来の財務状況だけでなく、非財務情報

を視るESG投資も注目されています。 

本講座では、社会の変化やSDGsを知り、あるべき未来像や社会の課題解決の

ためのソリューションの提供、実行のためのイノベーションの創出について考えます。

0.5日 13,200円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=2298

03BAG019 DXで変化する製造業を知る研修

製造業は産業革命とともに進化し続けてきましたが、Industry4.0といわれる技

術革新やデータを高度に活用していくCPSテクノロジーにより、世界中でビジネス

変革が加速しています。 

本講座では、変化する社会を捉え、関連するワードを押さえながら、一人ひとりに

仕事とデジタル化やDXについて考えます。

3時間 13,200円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=7167

01BCC135 フライングカーコーポレーション

受講者は、航空機製造のメーカーに所属する社員という設定です。 

彼らは、顧客である「フライングカー・コーポレーション」という架空の航空会社をめ

ぐって、これから展開されるストーリーの主人公となり、社員同士で協力し合いなが

ら、様々な課題を乗り越えていきます。

2日
お問い合わせ

ください
https://shibajuku.toshiba-hrd.co.jp/public/seminar/view/5344

02GFM015 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 33,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1463

02GFM016 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 66,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1464

02GFM009 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 44,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1457

ビジネスシミュレーション

【技術塾】

データベース

オペレーティングシステム

情報デザイン

業務知識
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コースコード コース名 コース概要 開催日数 価格(税込) URL

02GGD028 Active Directory最小構成実践

このコースでは、小規模環境でActive Directory ドメインを構築する最低限の

手順について学習します。 

構成を単純にするため、100名以下の拠点が1箇所または2箇所の環境を想定

します。 

高度な運用管理や大規模環境については扱いません。

1日 66,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5458

02GGD035 Linuxセキュリティ

本コースでは、Linuxシステムが標準でもつセキュリティ機能とその設定方法を修

得します。様々な攻撃の種類を理解した上で、要件に合わせて適切なセキュリ

ティ設定を行うことができるようになります。

2日 110,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5465

02GFM026 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 27,500円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1473

02GFM049 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 66,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1491

02GFM050 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 66,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1492

02GFM046 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 66,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1488

02GFM027 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 82,500円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1474

02GGJ029 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 33,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1694

02GGJ034 JavaScript文法編【2日】

JavaScript言語の仕様であるECMAScriptは、バージョン2015で大幅な改定

が行われ、まったく新しい言語に生まれ変わりました。本コースは、その

ECMAScript 2015を利用してJavaScriptプログラミングの基礎を学びます。 

すでに主要なWebブラウザーはECMAScript 2015の大部分の機能をサポート

しシステム開発の現場でも利用が広まりつつあります。古いWebブラウザーへの対

応方法も確立していますので実行対象とするWebブラウザの新旧によらず、これ

からJavaScriptを使ってWebアプリケーションを開発するためには、ECMAScript

2015は必須の知識と言えるでしょう。 

本コースは、JavaScriptを初めて学ばれる方、あらためて新しいJavaScriptを再

学習をしたい方の両方にお勧めできるコースです。

2日 110,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5473

02GFM053 Python初級編

Pythonを初めて利用する方を対象としている初級トレーニングです。フローチャー

トによって表現されたアルゴリズムやプロセスを読める方が、Pythonの基本文法や

簡単なアプリケーションを実装できるようになります。

1日 44,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1495

02GFM054 Python中級編

Pythonの基本的な文法を理解している方を対象としている中級トレーニングで、

汎用目的でのプログラムを書けるようになるための必要な知識を習得します。

Python 3 エンジニア認定基礎試験に対応の模擬試験を利用できます。

1日 55,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1496

02GFJ001 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 29,700円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1427

02GGC001 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 33,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1579

02GFJ007 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 88,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1429

02GFJ013 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 77,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1433

02GFN006 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 66,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1501

02GFN007 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 72,600円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1502

02GFN004 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 27,500円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1499

02GGG005 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 44,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1672

02GFN018 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 33,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1509

02GFN001 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 27,500円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1497

02GFN008 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 77,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1503

02GGE001 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 38,500円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1607

02GFN019 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 77,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1510

02GFN028 ネットワーク入門 ネットワークの用語や概要を理解し、ネットワークの構成要素を学習します。 1日 27,500円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1519

02GGG001
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 38,500円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5444

02GFO009 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 77,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1524

02GFN022 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 231,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1513

02GFO017 デジタル・フォレンジックコース ～侵害調査の基礎訓練～

標的型攻撃(※1)などにおける攻撃者の侵害手口は、近年ますます高度化して

います。 この為、従来の"ウイルス対策ソフトによるフルスキャン"といった対応手順

では、攻撃者が設置した遠隔操作マルウェア（リモートコントロールツール※2)な

どを発見できない事案が増加傾向にあります。 本コースでは、侵害が疑われる状

況において、デジタル・フォレンジック技術を利用した初動対応を行うことにより、被

害拡大の防止、影響範囲の確認、情報漏洩を判断する基礎的な手法について

演習形式で学びます。（対象はWindows環境となります） 

※1 APT：Advanced Persistent Threat 

※2 RAT：Remote Access Trojan/Remote. Administration Tool

2日 330,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1532

02GFO011 セキュリティオペレーション実践コース 中級編

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 275,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1526

02GFO014 マルウェア解析ハンズオン入門コース

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 330,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1529

02GFO013
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習得します。 

最終日には、入門・専門を通じて習得した各種技術を用いて、マルウェア解析の

総合演習を行います。

3日 495,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1528

ソフトウェア開発（分析・設計・テスト）

ネットワーク・セキュリティ

プログラミング
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コースコード コース名 コース概要 開催日数 価格(税込) URL

02GFO010

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 154,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1525

02GFO021 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 198,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1535

02GFO015
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 214,500円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1530

02GFO022 セキュリティオペレーション実践コース 初級編

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から、ログや

通信内容を確認する機会が多いHTTP通信を題材に、攻撃の痕跡を発見・分

析できるようなポイントを学習します。最終的には、Webサーバが攻撃通信によっ

て受けた影響を自ら発見、判断できるよう、実践的な技術の習得を目指します。

1日 165,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5443

02GFO024 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 105,600円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1533

02GGD025 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 154,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1605

02GGD022 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 99,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1603

02GGD023 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 55,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1604

02GGE111 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 110,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1636

02GGE113 クラウドコンピューティング概要

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。

1日 55,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1638

02GGE112 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 264,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1637

02GFA221 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 132,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1606

02GGG011 ブロックチェーンのセキュリティを理解しよう【1日】

「ブロックチェーンは安全！信頼できる！」とよく聞きませんか？ 

「ほんと？」「どうしてそういえるの？」「どういう意味？」と思ったことはありませんか？ 

もしそうであれば、是非このコースを通じて、ブロックチェーンが提供するセキュリ

ティー機能を理解しましょう。 

そしてその知識を使ってブロックチーン技術の適切な利用を実現してください。

1日 66,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=6469

02GGG012
ゲームを作って学ぶブロックチェーンの分散アプリケーション開発

【1日】

ブロックチェーンに興味があるけれども、どこから始めたらいいか迷っていますか？

ゲームは好きですか？ 

そうであれば、イーサリウム・ブロックチェーン、Solidity、JavaScriptを使って簡単

なゲームを作り、ブロックチェーン、分散アプリケーション、スマートコントラクト、イーサ

リウムの基本をを学んでみませんか？ 

このスキルを基に、仕事で、そして個人でも活用して、イーサリウムの分散アプリ

ケーション（DApp）を設計、コーディング、テスト、そして展開することができるよう

になります。

2日 132,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5468

02GGE108
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 90,200円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1634

02GGE107
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 38,500円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1633

02GGE128 これからはじめるデータサイエンス入門

データサイエンスの基礎知識として、データサイエンスの概要や統計学の初歩を解

説するだけではなく、データの見方や特徴の捉え方のコツといった、初学者でもすぐ

に活用できるノウハウをExcelを通し、プログラミング言語は使わずにご紹介しま

す。また、単なる座学にとどまらない、実践型の演習を組み込んだカリキュラムは本

講座の大きな特徴の一つであり、データサイエンスを身近に感じたい方や、データリ

テラシーを向上させたい方だけではなく、データ活用を今すぐ始めたい方や、分析

結果の効率的な伝え方を学びたい人にも最適な講座です。

1日 93,500円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1653

02GGE133 SQLによる集計・分析

データ分析のアプローチについて、ケーススタディを通じて学んでいきます。データ分

析の各プロセスに従いながら、分析の設計（指標やKPI、クロス集計の集計軸の

考え方など）や、データハンドリング方法などについて、基本的な一連の流れを身

につけることができます。  

 総合演習では、受講生が自社の事業担当者になった想定でデータ分析に基づ

く新規事業の改善提案を作成し、プレゼンテーションを実施します。データサイエン

ティストの名前の通り、データを自由に扱えることがデータサイエンティストを目指す

第一歩となります。本講座で使用するSQLは、データベース上に格納されたデータ

を扱うための基礎として、データ分析の必須スキルの一つと言えます。

1.5日 132,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1658

02GGE118 Pythonではじめるディープラーニング実践：画像解析入門

本講座では、ディープラーニングの中で使われている数学や統計理論をはじめ、

ディープラーニングを学ぶ上で基本となるニューラルネットワークの仕組みを理解し、

画像認識で必ず使われるCNN（畳み込みニューラルネットワーク）について学ぶ

ことで、より実用的なディープラーニング実践力を身に付けます。

1.5日 242,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1643

AI・IoT・ビッグデータ

仮想化・クラウド・ストレージ

ブロックチェーン
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02GGE129
現場で活かせる統計解析実践_Python編

 【データサイエンティスト入門研修】

データサイエンティストとして分析結果を統計的に正しく理解し、適切な意思決定

支援を行うために必要なスキルをケーススタディを通じて学んでいきます。 

データ分析の各プロセスに従いながら、モデル（予測、分類、連関、時系列）の

作成方法や評価方法について、基本的な一連の流れを身につけることができま

す。総合演習では、受講生が自社の分析担当者になった想定でデータを分析

し、実際に販売促進案を作成、プレゼンテーションを実施します。 

本講座で使用するPythonは、オープンソースのプログラミング言語で統計解析や

データ分析で使われる様々な手法や機能がパッケージとして提供されています。

大規模データや分散処理システムへの対応も行われており、データサイエンティス

トにとって必須ツールの一つと言えます。

2.5日 220,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1654

02GGE127
機械学習による問題解決実践＿Python編

【データサイエンティスト入門研修】

ビジネス課題の解決に機械学習をどのように用いてアプローチしていくかを、講義と

ケーススタディを通じて学んでいきます。 

ログデータ、センサーデータ、ソーシャルデータなどに代表される大量データの分析を

行うためには、機械学習の活用が非常に有効です。本講座では、SVM（サポー

トベクトルマシン）などの手法の修得を通じて、機械学習を実践する方法を身に

付けることができます。総合演習では、受講生が自社の分析担当者になった想

定で、特定の商品の購入者予測などのモデルを作成し、プレゼンテーションを実施

します。

2日 220,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1652

02GGE120 データサイエンティスト ベーシックコース

・統計解析や分析基盤技術等の関連領域の知識や、ビッグデータ分析を導入

するための手順を、網羅的かつ実践的な学習を進めます。 

・実務での利用シーンを想定し、既存データや公開データを現場ですぐに有効活

用できるようになるために、様々なツールや基盤、データを用いた分析を実際に比

較しながら体験できます。

5日 330,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1645

02GGE121 データサイエンティスト アドバンスコース

・ビッグデータ・アナリティクスの領域における代表的な分析手法と、それら分析結

果の解釈と改善方法について、ハンズオンで実践しながら理解・習得します。 

・総合演習ではPoCプロジェクトを題材に、画像解析を活用したデータ分析およ

び業務改善の提案を行います。 

・修了要件を満たすと”チェンジ データサイエンティスト ベーシック(CDSA)”資格

認定証が発行されます。

3日 198,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1646

02GGE106 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 73,200円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1632

02GGE109 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 36,600円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1635

02GGE122
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 73,200円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1647

02GGE130 機械学習実践コース 豊富な演習を通して、データ分析力と実装力を身につけます。 3日 110,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1655

02GGE131 ディープラーニングハンズオンセミナー

最短3日間で初学者でもディープラーニングを実装できる力を身につけます。本研

修は日本マイクロソフト共同開催で、JDLAのE資格認定講座、経産省の第四

次産業革命スキル修得認定講座に指定されています。

3日 165,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1656

02GGE124 AIエンジニアリング講座 JDLA E資格対策講座

即戦力になるために必要な機械学習、ディープラーニングの手法を網羅した講座

です。JDLA認定プログラムであるAIエンジニアリング講座のオプション講座も含ま

れます。AIエンジニアリング講座および本講座の受講の修了により、E資格の受

験が可能となります。

5ヶ月 435,600円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1649

02GCB239 【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 121,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1160

02GCB240 【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 121,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1161

02GCB241 【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 121,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=1162

02GGJ035
【21PDU取得可能】DASA DevOpsファンダメンタルコース

[試験付き]【3日】

ソフトウェアの迅速なデプロイ、デプロイ頻度の増加、変更成功率の向上は、目に

見えるDevOpsの成果です。Netflix、Spotify、Facebookなどの組織は、

DevOpsの原則をうまく実装することでITを変革しています。しかし、DevOpsの

リーダーになるために、勢いのあるインターネット企業や大規模なエンタープライズで

ある必要はありません。大小さまざまな企業、老いも若きも、デジタルトランスフォー

メーションを行い、成功しています。 

この2日間のコースでは、受講者にアジャイル、DevOpsの主要な原則を幅広く紹

介します。これは、DevOps Agile Skills Association（DASA）によって定

義されている12の主要な知識とスキルの能力すべてを網羅しています。主要な

DevOps概念と用語、ケーススタディやシナリオ、グループディスカッション、および

コースに含まれる事例によって、DevOpsの基本的な知識を習得します。 

DevOpsファンダメンタルは、アジャイルチームやDevOpsチームに関係するすべて

の人の出発点です。改善されたワークフローと迅速なデプロイは、すべてのチームメ

ンバーがDevOpsの基本を理解することから始まります。このコースは、DevOpsを

はじめるための下地を構築し、その原則と実践を理解するために必要なコア教育

を提供するように設計されています。このコースによって、DevOpsについて学んだこ

とを社内で共有・活用し、周りの人を指導することで、変化のチャンピオンとしての

役割を果たせます。

2日 176,000円 https://www.toshiba-hrd.co.jp/training/ex_tr_details/?parent_training_id=5474

ITアーキテクト
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芝大門塾

〒105-0011 東京都港区芝公園1-8-4 NREG芝公園ビル

TEL：03-5408-1509 （9:00～12:00 13:00～17:00（土・日・祝・年末年始ほか、当社休業日を除く））

MAIL：shibajuku@hrd.toshiba.co.jp

URL：https://www.toshiba-hrd.co.jp/shibajuku/index.htm
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