
学び方は新しくなった
実践力が身につく
質の高い研修を、
eラーニングでも。

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

他にも数多く開催しています。
募集中のセミナーの詳しい内容はこちら

NXT-EL2202

お問い合わせ先
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、
下記サイト内の問い合わせフォームからご連絡ください。

https://www.nikkeibp.co.jp/seminar/atcl/bp/faq/

累計受講者4000名超！ 改善・改革活動の基礎スキル

オンライン版「なぜなぜ分析」演習付き
セミナー実践編
講　師：
概　要：

小倉 仁志 氏（マネジメント・ダイナミクス 社長、中小企業診断士）
「ヒューマンエラーの再発防止」をテーマに商品や業務の品質を高める
ための分析方法を学んでいただけます。

部門・業種不問、トラブルの再発防止を願うすべての方へ

事業部門・企画開発管理部門・IT/DX推進部門のための

業務改革プロジェクトリーダー養成講座
講　師：

概　要：

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）

3回完結の本講座で学ぶことで、仕事のブラックボックス化を防ぎ、
ムダ取り、標準化とデジタル化を進め、事務改善・業務改革を実現する
ことができます。

業務改革を担う現場リーダー向け

企業の情報化・デジタル化を担う方のための

CIO養成講座
講　師：

概　要：

開講日：
　

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）
システムユーザー企業のCIOやCIO候補の方々に必須のデジタルリテ
ラシーと加速力・実践力・執行力を身に付けることができます。

5月開催

CIO・CDOとその候補の方向け

会社員時代に所属企業のV字回復に貢献した
経験も持つ実務家による研修

課題解決のためのデータ分析入門
講　師：
概　要：

柏木 吉基 氏（データ＆ストーリーLLC 代表）
データ分析とは、「データを分析する」ことではありません。目的となる
対象を「データで分析する」ことです。本講座で学べば身近なデータで
課題解決できるようになります。

実務現場で正しい解決策を導き出したいすべての方へ

日経クロステックはセミナーも充実！
会場やオンラインで実施するライブセミナーも多数ご用意しています。
公開セミナーでの受講のほか、企業研修に活用いただくことも可能です。

セミナーのラインアップや詳細は下記のURLでご確認ください。

好評につき次回7月開講予定人気講座のためお申し込みはお早めに

5月開講第31期生募集中 オンライン開催になってどこからも受講可能



DX時代のベーシックスキル
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）

若手社員の目線から会社と仕事を見つめる手法で、DX時代の働き方
の基本となるスキルを、先人の知見や先進事例の研究成果、グローバル
スタンダードから学びます、若手人材に必須の講座です。

オンライン講座の作り方
天笠 淳 氏（人事コンサルタント 株式会社アネックス 代表取締役
一般社団法人次世代人材育成機構代表理事）

コロナ禍により、企業研修の主流は対面からオンラインへと切り替わり
ました。しかし、オンライン講座に登壇した講師からは、勝手が違うと
戸惑いの声も。本コースでは、オンライン講座を成功に導くノウハウやコツ
を解説します。

ビジネスパーソンのためのデータ分析・活用入門
柏木 吉基 氏（データ＆ストーリー LLC代表）

実務でデータ分析を活用したいビジネスパーソンに必須の基礎知
識を解説。データを扱う際に陥りがちな注意点を押さえたうえで、
実務に生かすために必要な考え方とステップを理解できます。

間違いだらけの設計レビュー
森崎 修司 氏（名古屋大学 大学院情報学研究科 准教授）

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エンジニア入門講座
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）

変化に強いソフトウエア開発とDX推進においてITエンジニア必須の
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、ITアーキテクトとしての豊富な経験を持つ講師が解説します。

システム開発のためのWBSの作り方
初田 賢司 氏（システムコンサルタント 青山学院大学 社会情報
学部附置情報学研究センター 特別研究員）

DXへの取り組みが進み、システム開発が高度化・複雑化している中で
WBS（Work Breakdown Structure）の重要性は高まるばかりです。
WBS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。

若手・中堅向け 若手・中堅向け

若手・中堅向け

仕事がスムーズに進む
文章の査読・指導法

豊田 倫子 氏（コンピュータハウス ザ・ミクロ東京)

仕事をスムーズに進めるには速く正しく伝わる文章を書く必要が
あります。テレワークが広がる中で、そのスキルの重要性は高まる
一方です。分かりにくい文章や誤解を生む文章とはどんなものか、
それをどう修正・指導したらよいかを伝授します。

リーダー、管理職向け

デジタルにもアナログにも対応できる
ハイブリッド・マネージャーの手引き

天笠 淳 氏（人事コンサルタント 株式会社アネックス 代表取締役
一般社団法人次世代人材育成機構代表理事）

働き方改革と新型コロナウイルスの影響で対面を基本とするアナログ
的な働き方にも、テレワークに代表されるデジタル的な働き方にも柔軟
に対応できる「ハイブリッド・マネージャー」の資質が重視されています。

リーダー、管理職向けリーダー、管理職向け

DX時代のプロマネ入門
野口 雄志 氏（グリットコンサルティング 代表）

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。

プロジェクトマネジャー向け

リーダー、管理職向け

“伝わる”ビジネス文書作成の基本
豊田 倫子 氏（コンピュータハウス ザ・ミクロ東京）

ビジネスの現場では、文章で用件を正しく伝えることが必要です。
ビジネス文書と技術文書、メールを題材に、“伝わる”文章を書く
ためのポイントを基礎から解説します。知識を定着させるための、
20問のテスト問題も用意しています。

新入社員・若手向け

リーダー、管理職、若手・中堅向け新入社員・若手向け

知っておくべき
DXの基礎

contents

中村 建助（日経BP 技術メディアユニット編集委員）

多くの企業がDX（デジタルトランスフォーメーション）に取り組んで
います。DXは全社を挙げた変革の取り組みであり、全社員が当事者と
なります。まず必要になるのはDXとは何かを理解することです。定義や
目的は何か、本プログラムではDXの本質を分かりやすく基礎から
解説します。最後まで受講することで、DXへの理解が進み、全社の
取り組みが加速します。

リーダー、管理職、中堅向け

※コンテンツ利用料のほかに別途、登録・運用管理費55,000円（10%税込、1タイトル）がかかります。

手戻りなしの要件定義
ベーシックコース

水田 哲郎 氏（日立コンサルティング 理事 グローバル・ビジネスコン
サルティング事業部 事業部長）

要件定義の手順や作成するデータ、ユーザーからのヒアリングの
テクニックなど手戻りなしで要件定義が作れるようになるための
基礎技術の獲得を目指します。

若手・中堅向け

SEのためのシステム営業力養成講座
川嶋 謙 氏（アスクラボ CEO）

システム受注のカギは、最終決裁者の課題を聞き出し解決策を提示する
こと。そのスキルは営業担当者だけでなく、SEこそ身に付けたいもの
です。300回超のトップ層への営業経験を持ち、大手IT企業で3,000人
以上に営業力強化研修を実施してきた講師が、自らの体験を基に実践
ノウハウを伝授します。

若手・中堅向け

Part1 DXで起こっていること 

GAFAと呼ばれる世界の最先端企業からスタートして、金融・製造・小売り
といった主要業種でどんなDXが起こっているのか、さらに私たちの暮らし
の近くで起こっているDXまでを示します。

Part2 DXとは何か

DXの定義から始めて「DXとは何か」を丁寧に説明します。しっかりと理解
することでDXへの理解が一気に進みます。

Part3 DXを支える技術 

AI(人工知能)、IoT(インターネット・オブ・シングス)、クラウドというDX
に不可欠な３つの技術を解説。さらにブロックチェーン、VR/AR、3D
プリント、5G、サイバーセキュリティーといったDX関連技術を説明します。

Part4 DXを誰がどう進めるのか 

人材、組織、方法論といった側面からDXをいかに導入すべきかに迫る
ことで、「DXをどう進めるのか」を明らかにします。

eラーニング講座の
詳しい内容についてはこちら

https://info.nikkeibp.co.jp/nxt/campaign/learning/el/
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コンテンツ利用料　お1人 13,200円(税込)※

講　師： 

概　要：

もっと柔軟な学び方を！いま人気のeラーニングはこれだ。
実践的スキルが身につく充実のラインアップ

※このコンテンツは、書籍「今すぐ知りたいDXの基礎」をベースにe 
   ラーニング化したものです。配信開始は2022年3月以降の予定です。

コンテンツ利用料  8,800円(税込)※

コンテンツ利用料  8,800円(税込)※

コンテンツ利用料  13,200円(税込)※
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コンテンツ利用料  13,200円(税込)※

コンテンツ利用料  13,200円(税込)※ コンテンツ利用料  13,200円(税込)※

受講者数 !!No.1No.1新講座


