システム企画・提案の図解術

会場で開催

図解のプロフェッショナルが練り上げた3つの究極セオリーを伝授
開催日： 2021年3月5日(金)

すぐに使えるAWS設計の基本パターン

これを押さえれば即使える！インフラ設計の基本形を徹底解説
開催日： 未定
（企業内研修は随時応相談）
講師：

会場：

ステーションコンファレンス万世橋

講師：

木村 博之 氏 チューブグラフィックス 代表取締役

会場で開催

川上 明久 氏
アクアシステムズ 執行役員 技術部長

概要： 「この図面、
ごちゃごちゃして見にくくてわからない」
--。
それを解決できる
のが3つの
「究極セオリー」
です。
身につければシステム化の企画書、

概要：

公開Webサイト、
イントラWebサイト、
ファイルサーバー、バックアップなど
業務システムを類型化し、
目的別に
「基本型」
となる設計パターンを紹介
します。
AWS設計の現場ノウハウが身に付きます。

提案書、
仕様書のレベルが一気に向上します。

受講料 ： 43,800円(税込)※

受講料： 43,800円(税込)

2日間集中講座

実践型データサイエンティスト育成塾

オンライン開催

ビッグデータ解析手法を体得 BIツールを使いながら実践演習
開催日： 2021年6月10日(木)・11日(金)
講師：
高橋 範光 氏 株式会社チェンジ 取締役
廣野 勝利 氏 株式会社チェンジ コンサルタント
大平 祐輔 氏 株式会社チェンジ マネジャー／データサイエンティスト
概要：
様々なツールや基盤を使い、
実際に手を動かして分析の手法を体得。
しかもツールなどをインストールしたパソコンが受講場所に届くので
お手間を気にせずにご参加いただけます。
受講料： 158,000円(税込)※

さわって分かるAI講座

会場で開催

初心者でも大丈夫！
ハンズオンでAI活用のノウハウを体験的に学習できる

開催日： 未定
（企業内研修は随時応相談）
講師： 伊本 貴士 氏
メディアスケッチ代表取締役、
サイバー大学客員講師
概要： 実際に人工知能を使ったデータ分析を通して、
人工知能の仕組みと
価値を体験的に学べます。
人工知能の適用手法として代表的な3種類
のデータ分析演習を通じ、
ビジネスへの応用力を高めます。
受講料： 82,000円(税込)※

新商品アイデア、
ビジネスチャンスの
発見に必須の
「ジョブ理論」

貴社のＤＸ、

おまかせください。
会場で、オンラインで、eラーニングで…
“DX推進に効く講座”、豊富に揃えています。

オンライン開催

実務での使い方をJOBSメソッド®を通して素早く学ぶ

開催日： 未定
（企業内研修は随時応相談）
講師： 星野 雄一 氏
株式会社インディージャパン 組織開発・事業開発ディレクター
概要： 顧客の
「ジョブ」
とは製品・サービスそのものではなく、
それを使って
解決したいことです。
本講座で
「未解決のジョブ＝ビジネスチャンス」
を
発見する力を身につければ、
新商品やサービス開発がぐっと近づきます。
受講料：37,400円(税込)※

ベンダーマネジメント実践講座

開催方法未定

日本通運元CIOの野口氏が実体験に基づいた
思考・行動方法を伝授

開催日： 未定
（企業内研修は随時応相談）
講師：
野口 雄志 氏 グリットコンサルティング 代表
概要：
ユーザー企業がプライムITベンダーをマネジメントするケース、
プライム
ITベンダーが協力ベンダーをマネジメントするケース、
の両方を想定して
マネジメントの流儀と勘所をお伝えします。
実例に基づいたケース演習
を通じて、
ベンダーマネジメント力を高めましょう。
受講料： 49,800円(税込)※

新商品・新サービス開発
統計的機械学習

人材育成

WBS
Watson

業務改革

AIスピーカーアプリ開発

データ分析

5G対応

新規ビジネス創出

本パンフレット掲載のセミナーに関するお問い合わせや
企業内研修のご要望等は下記のフォームからお願いいたします。

https://support.nikkeibp.co.jp/app/ask̲1501/p/378/

NXT‐DX2101

デザイン思考

機械学習

ITアーキテクト養成

データサイエンティスト育成

ITエンジニア
業務効率化

ベンダーマネジメント

【お問い合わせ先】

AIシステム構築

プロマネ
Python

AI

RPA

JOBSメソッド

変革リーダー

リモートワーク

AWS設計

https://info.nikkeibp.co.jp/nxt/campaign/learning/

ブロックチェーン

システム開発
プロジェクト管理
深層学習
DXプロジェクトリーダー養成

設計ノウハウ

各講座の詳しい内容についてはこちら

IoT向け通信ネットワーク

DX なら日経クロステックラーニング

「人材育成」
「プロジェクト推進」
「システム開発」
、
3つの側面から貴社のイノベーションを強力にサポート。
人材育成

総合的にあるいは分野を絞って階層別、テーマ別に展開しています。
喫緊とされるＤＸ人材の育成に効果的です。

DX/システム部とIT会社の課長と
その候補・PMOの実践力キャリア開発講座
（全3回）
【第12期】

会場で開催

開催日： 2021年2月16日(火)、
3月5日(金)、
3月23日(火)
会場： エッサム神田ホール2号館 301号室
講師： 森岡 謙仁 氏
経営・ものづくり・DXアドバイザー アーステミア 代表取締役社長
概要： CIO・CDOとIT部門長を支え、
DX実務の推進リーダーとなる中堅社員を育成します。
受講料： 139,000円(税込)

DX時代のベーシックスキル

eラーニング

意識を変えれば働き方が変わる、
働き方を変えて成果に貢献しよう
講師：

森岡 謙仁 氏

概要：

若手社員が仕事のデジタル化を進める上で

経営・ものづくり・DXアドバイザー アーステミア 代表取締役社長
必要な基礎スキルをケーススタディでわかりやすく学べます。
受講料： 13,200円(税込)

開催日： 2021年５月開講予定

開催日： 2021年6月開講予定
講師： 石田 裕三 氏
野村総合研究所 上級アプリケーションエンジニア
産業ITイノベーション事業本部 産業ITグローバル事業推進部
概要： 全体を俯瞰し、
将来も見通し、
強くてしなやかなシステムを作る。
IT現場でいまもっとも求められる人材に必要なスキルとノウハウを学びます。
受講料： 198,000円(税込)※

森岡 謙仁 氏
経営・ものづくり・DXアドバイザー アーステミア 代表取締役社長

概要：

部課長から経営幹部に必須のデジタルリテラシーと
加速力・実践力・執行力が身につきます。

受講料： 239,000円(税込)※

ITリーダー養成講座 50日集中塾
（全4回）
【第15期】

会場で開催

ITアーキテクトの「タスク」と「スキル」を
体系的に学ぶ1 ヵ月集中コース

ITリーダー養成講座 180日集中塾
（全8回）
【第11期】
リーダーに必須のコアスキルを習得し、
職場の課題に取り組むことで大きく成長

講師：

エムズ・ネット・スクエアの講師陣

開催日： 2021年6月開講予定

概要：

4回の集合研修と50日間の実践期間で、
ITの世界で活躍する女性

講師：

エムズ・ネット・スクエアの講師陣

リーダーとしてさらに力を発揮できるようになるトレーニングプログラム。

概要：

問題発見や解決策作り、リーダーシップ、経営戦略的視点、交渉力や
キャリア観など、
リーダーに求められる"コアスキル"を身に付けます。

受講料： 498,000円(税込)※

eラーニング

ITアーキテクトとしての豊富な経験を持つ講師が解説
講師：

石田 裕三 氏 野村総合研究所 上級アプリケーションエンジニア
産業ITイノベーション事業本部 産業ITグローバル事業推進部

概要：

変化に強いソフトウエアをつくり、
DXを進展させるためにこれからの
ITエンジニアが身につけておくべきスキルを伝授します。
「機動力」
「生産性」
などを高めるための具体的な方法を伝授します。

受講料： 13,200円(税込)※

DX時代のプロマネ入門

eラーニング

プロジェクトが壁にぶつかった時の思考・行動法を伝授
講師：

eラーニング

講師：
概要：

天笠 淳 氏 人事コンサルタント アネックス 代表取締役
ニューノーマルの働き方が加速する中、
対面・テレワークの両方に
柔軟に対応できる
「ハイブリッド・マネージャー」
が求められています。
ハイブリッド・マネージャーに必要な知識や勘所を、
人事のプロが
解説します。
受講料： 13,200円(税込)※

コロナ禍で変わった仕事の進め方や社会生活や価値観も反映し、
DXを念頭に進める最新のシステム開発ノウハウを伝授します。

すぐに現場で使える手戻りなしの
要件定義テクニック

会場で開催

ユーザーの本音を引き出し、
“真の問題”を突き止める

開催日： 2021年3月19日(金)
会場：
ステーションコンファレンス万世橋
講師：
水田 哲郎 氏
日立コンサルティング グローバル・ビジネスコンサルティング事業部 事業部長
概要：
重要性が増し、
難しくなっている要件定義の役割と方法を解説した上で、
重要な場面については演習を交えて実践テクニックを身につけます。
現場ですぐ
に役立つノウハウが満載で、
あなたの要件定義スキルがワンランク向上します。
受講料： 43,800円(税込)※

eラーニング

手戻りなしのシステム要件定義
<ベーシックコース>

eラーニング

合意を取りつつ無駄な機能を減らし運用保守コストを削減する
講師：

水田 哲郎 氏
日立コンサルティング グローバル・ビジネスコンサルティング事業部 事業部長
三木 英知 氏
日立コンサルティング グローバル・ビジネスコンサルティング事業部 ディレクター
概要：
累計受講者2,200人超の人気講座のオンライン版。
要件定義にこれから取り組む方や経験の浅い方には必須の講座です。
本講座で手戻りを招かないテクニックの基礎固めを。
受講料 ： 13,200円(税込)※

野口 雄志 氏
グリットコンサルティング 代表
概要： DX時代に生き残れるプロジェクトマネジャーになるには、
従来とは異
なるスキルが必要です。
元日本通運のCIOである講師が、
米国でのプ
ロマネ経験や修羅場プロジェクトの運営経験を踏まえて、
今後のプ
ロマネに求められるスキルを伝授します。
受講料： 13,200円(税込)※

課題解決のためのデータ分析入門

オンライン開催

重大な問題を見逃さない
「効果的なレビューのやり方」
を学ぶ

実務の現場でクイックにデータ分析できるようになる

講師：

開催日： 2021年1月29日(金)
講師： 柏木 吉基 氏 データ＆ストーリー LLC代表
概要： 基礎的ながら非常に汎用的で効果的なデータ分析手法を用いて、
よくある実務課題をテーマに、
その対策を講じるまでを行います。
個々の分析手法を効果的に組み合わせて問題を解析して首尾一貫した
ストーリーラインを描きます。
受講料： 49,800円(税込)

森崎 修司 氏
名古屋大学 大学院情報学研究科 准教授

概要：

システム開発の現場で多く見られる間違ったレビュー。
レビュー方法論
の第一人者が間違いの典型例を示し、
そうならないための現場の改善策、
基本となるレビュー技法、
レビュー会議の進め方を解説します。

DXプロジェクトを失敗や遅滞なく進めるための情報が詰まった講座が揃っています。
現役の推進リーダーや担当者の方に最適です。

DXエンジニア入門講座

システム開発

間違いだらけの設計レビュー

開催日： 2021年6月開講予定

プロジェクト推進

初田 賢司 氏
システムコンサルタント
概要： DXが進み、
システム開発が高度かつ複雑になることで重要度が
高まるWBS。
その考え方やタスクの洗い出し方法を基本から
分かりやすく解説します。
受講料： 13,200円(税込)※

アナログにもデジタルにも対応できる
ハイブリッド・マネージャーの手引き

会場で開催

女性向けトレーニングプログラムで、確実に変わる

受講料： 207,000円(税込)※

eラーニング

講師：

（全4回）会場で開催
ITアーキテクト養成講座【第13期】

企業の情報化・デジタル化を担う責任ある立場の方に最適

システム開発のためのWBSの作り方
ますます重要になるWBSの基本から解説

（全5回）会場で開催
CIO養成講座【第29期】
講師：

◎受講料欄に※のあるものは予定価格です。
◎eラーニングについては初期設定費が別途かかります。
◎eラーニング講座は順次リリース中です。
一部の講座は近日発売開始となります。

受講料： 13,200円(税込)※

2日間集中 データ分析スキル習得
実践講座
《演習付き》

会場で開催

"データサイエンティスト集団"大阪ガスの研修ノウハウが満載

開催日： 2021年2月25日(木)・26日(金)
会場：
オージス総研 東京本社
講師：
日置 孝一 氏 神戸大学経営学研究科 研究員 Tidas Advocacy, Research Adviser
生良 真隆 氏 オージス総研 IoTソリューション部 データアナリティクスチーム
データ分析戦略コンサルタント
概要：
データ分析の専門家＝データサイエンティストの育成・活用で定評のある大阪ガスが、
社員のスキル向上のために実施している講座をベースに開発された特別プログラムです。
ビジネス現場で役立つ分析手法が身に付きます。
受講料： 139,000円(税込)

「仮説立案」実践講座

オンライン開催

課題解決もデータ分析もすっきり無駄なく進められる
開催日： 2021年3月11日(木)
講師： 柏木 吉基 氏 データ＆ストーリー LLC代表
概要： 業種や規模は問いません。
全てのビジネスパーソンが参加できます。
特に、
自分が立てた仮説に基づいてデータ分析を実施し、
結果を上司や
経営陣にプレゼンテーションしたり、
現場の人たちの行動を変えたり
していく役割の人にお勧めです。
受講料 ：49,800円(税込)

