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情報処理技術者試験対策 情報処理技術者試験の資格取得に向け、
知識や解答技法が修得できます。

【FE】基本情報技術者試験対策 【AP】応用情報技術者試験対策

【SC】情報処理安全確保支援士試験対策【SG】情報セキュリティマネジメント試験対策

情報処理技術者試験の取得をめざす方

＜eラーニング 春期秋期試験対策＞

【IP】ITパスポート試験対策

【DB】データベーススペシャリスト試験対策 【PM】プロジェクトマネージャ試験対策

【AU】システム監査技術者試験対策

＜eラーニング 春期試験対策＞

音声なし 説明文なし 音声なし 説明文なし

音声なし 説明文なし

音声なし 説明文なし

音声なし 説明文なし

音声なし 説明文なし

音声なし 説明文なし

：コンピュータ未経験の方が前提知識なく学習できる当該分野の最初のコースです。初心者にオススメ

：学習の説明画面で学習するタイプのeラーニングです。音声の再生環境がなくても学習できます。音声なし 説明文なし

：学習の説明画面とナレーション（説明テキスト）で学習するタイプのeラーニングです。音声の再生環境がなくても学習できます。音声有 説明文有

：収録した講義画面と講師の音声で学習するタイプのeラーニングです。音声の再生環境が必須となります。音声有 説明文なし

：学習の説明画面と説明テキストで学習するタイプのeラーニングです。音声の再生環境がなくても学習できます。音声なし 説明文有

情報処理技術者試験、および情報処理安全確保支援士試験は、「情報処理の促進に関する法律」に基づき、
情報処理に関する一定水準以上の「知識・技能」を持っていることを、経済産業省が認定する国家試験です。

詳しくは、日立アカデミーのwebサイトにてご確認ください。

情報処理技術者試験・情報処理安全確保支援士試験資格

https://www.hitachi-ac.co.jp/course/intro/license/hcom/index.html

休 講
今期の定期開催はありません休 講

Renewal

Renewal

Renewal

Renewal

Renewal

Renewal

Renewal

集中演習 2020年 春期
ITパスポート試験【IP】

時間80

eラーニングSJE293

集中演習 2020年 春期
基本情報技術者試験【FE】

時間200

eラーニングSJE294

集中演習 2020年 春期
応用情報技術者試験【AP】

時間162

eラーニングSJE295

集中演習 2020年 春期 
情報処理安全確保支援士試験
【SC】

時間162

eラーニングSJE300
音声なし 説明文なしRenewal

集中演習 2020年 春期 
情報セキュリティ
マネジメント試験【SG】

時間162

eラーニングSJE296

集中演習 2020年 春期
データベーススペシャリスト
試験【DB】

時間162

eラーニングSJE298
集中演習 2020年 春期 
プロジェクトマネージャ試験
【PM】

時間162

eラーニングSJE297

集中演習 2020年 春期 
システム監査技術者試験
【AU】

時間162

eラーニングSJE299
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【AP】応用情報技術者試験対策

【DB】データベーススペシャリスト試験対策

【SC】情報処理安全確保支援士試験対策

【PM】プロジェクトマネージャ試験対策
【AU】システム監査技術者試験対策

＜集合研修 春期秋期試験対策＞

＜集合研修 春期試験対策＞

P D U：PMP®資格更新に必要なポイント（PDU）を取得できます。

：コンピュータ未経験の方が前提知識なく学習できる当該分野の最初のコースです。初心者にオススメ

：学習の説明画面とナレーション（説明テキスト）で学習するタイプのeラーニングです。音声の再生環境がなくても学習できます。音声有 説明文有

：収録した講義画面と講師の音声で学習するタイプのeラーニングです。音声の再生環境が必須となります。音声有 説明文なし

：学習の説明画面と説明テキストで学習するタイプのeラーニングです。音声の再生環境がなくても学習できます。音声なし 説明文有

マシン実習
マシンを使用しながらの
研修

グループ演習
グループ演習を中心と
した研修グループ演習マシン実習

eラーニング
インターネット接続による
自己学習eラーニング

ee eラーニング
ee

提携コース
eラーニング
ee

マシン演習

演習環境
職場・ご自宅などでのマシン演習
環境を使用した自己学習演習環境

レクチャ
座学による研修

レクチャ

自習テキスト
自習書による自己学習

自習テキスト

応用情報技術者試験
【AP】対策講座
(合格に必要な知識と解答力を養う)

日間3

レクチャSJD002

データベーススペシャリスト試験
【DB】対策講座
(合格に必要な知識と解答力を養う)

日間3

レクチャSJD004

情報処理安全確保支援士試験
【SC】対策講座
(合格に必要な知識と解答力を養う)

日間3

レクチャSJD006

高度試験受験者向け 
論文の書き方－問題文の
読み方から論文構成方法まで－

日間1

レクチャSJD001

応用情報技術者試験
【AP】対策講座(試験直前に
模擬試験で得点をUPする)

日間1

レクチャSJD003

データベーススペシャリスト試験
【DB】対策講座(試験直前に
模擬試験で得点をUPする)

日間1

レクチャSJD005

情報処理安全確保支援士試験
【SC】対策講座(試験直前に
模擬試験で得点をUPする)

日間1

レクチャSJD007

春期高度試験【PM】【AU】対策講座 
実践!論文を書く－添削指導で
合格するための論述力を養成する－

日間2

レクチャSJD011
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215コースの内容・最新情報・お申し込みは ▶▶▶https://www.hitachi-ac.co.jp/
休 講
今期の定期開催はありません休 講

到達目標   ・職業人が共通に備えておくべき情報技術に関する基礎的な
知識を持ち、担当業務に対して情報技術を活用できる。
・ITパスポート試験【IP】に合格できる実力を身につけること
ができる。  

対象者   ITパスポート試験【IP】合格をめざす方。  
前提知識   情報技術の基礎知識をお持ちのこと。  
内　容   1．基礎事項の学習 

2．問題演習 
3．小テスト  

備　考   ・終了日はすべて4月30日になります。サービス有効期間
は開始日によって異なります。2020年1月16日開始分は
106日間、2020年1月30日開始分は92日間、2020年
2月13日開始分は78日間、2020年2月27日開始分は
64日間ご利用できます。
・説明画面で学習するタイプのコースです。（音声の再生環
境がなくても学習できます。） 
・このコースは、インターネットによる研修のため、パソコン
とWeb環境が必要です。 
・お申し込みの前に必ず学習利用環境、お申込方法をご確認
ください。なお、ご利用にあたっては、ご受講者とお申込
責任者の方のE-Mailアドレスが必須となります。
・このコースは、アイテック社より提供いたします。 
・コース実施に必要となるご受講者の個人情報をアイテック
社へ提供いたします。 
・学習開始日15営業日前を過ぎてのキャンセル、日程変更
および受講者変更は、キャンセル料金として受講料の全額
をご負担いただきます。 
・このコースの内容は、予告なく変更される場合があります。  

eラーニングを使用し、ITパスポート試験【IP】の合格に必要な知識
を学習します。

eラーニング
ee

提携コース

80時間

SJE293 春期実施試験対策

＜eラーニング＞
集中演習 2020年 春期 
ITパスポート試験【IP】

Renewal

到達目標   ・高度IT人材となるために必要な基本知識・技能を持ち、実
践的な活用能力を身につけることができる。
・基本情報処理技術者試験【FE】に合格できる実力を身につ
けることができる。  

対象者   基本情報技術者試験【FE】合格をめざす方。  
前提知識   ITパスポート試験【IP】に合格しているか、あるいは基本戦

略立案やITソリューション・製品・サービスを実現する業務
に従事していること。  

内　容   1．基礎事項の学習 
2．問題演習 
3．小テスト  

備　考   ・終了日はすべて4月30日になります。サービス有効期間
は開始日によって異なります。2020年1月16日開始分は
106日間、2020年1月30日開始分は92日間、2020年
2月13日開始分は78日間、2020年2月27日開始分は
64日間ご利用できます。
・説明画面で学習するタイプのコースです。（音声の再生環
境がなくても学習できます。） 
・このコースは、インターネットによる研修のため、パソコン
とWeb環境が必要です。 
・お申し込みの前に必ず学習利用環境、お申込方法をご確認
ください。なお、ご利用にあたっては、ご受講者とお申込
責任者の方のE-Mailアドレスが必須となります。
・このコースは、アイテック社より提供いたします。 
・コース実施に必要となるご受講者の個人情報をアイテック
社へ提供いたします。 
・学習開始日15営業日前を過ぎてのキャンセル、日程変更
および受講者変更は、キャンセル料金として受講料の全額
をご負担いただきます。 
・このコースの内容は、予告なく変更される場合があります。  

eラーニングを使用し、基本情報技術者試験【FE】の合格に必要な
知識を学習します。

eラーニング
ee

提携コース

200時間

SJE294 春期実施試験対策

＜eラーニング＞
集中演習 2020年 春期 
基本情報技術者試験【FE】

Renewal

到達目標   ・高度IT人材となるために必要な応用的知識・技能を持ち、
高度IT人材としての 方向性を確立できる。
・応用情報技術者試験【AP】に合格できる実力を身につける
ことができる。  

対象者   応用情報技術者試験【AP】合格をめざす方。  
前提知識   基本情報技術者試験【FE】に合格しているか、あるいは基本

戦略立案やITソリューション・製品・サービスを実現する業
務に従事していること。  

内　容   1．基礎事項の学習 
2．問題演習 
3．小テスト  

備　考   ・終了日はすべて4月30日になります。サービス有効期間
は開始日によって異なります。2020年1月16日開始分は
106日間、2020年1月30日開始分は92日間、2020年
2月13日開始分は78日間、2020年2月27日開始分は
64日間ご利用できます。
・説明画面で学習するタイプのコースです。（音声の再生環
境がなくても学習できます。） 
・このコースは、インターネットによる研修のため、パソコン
とWeb環境が必要です。 
・お申し込みの前に必ず学習利用環境、お申込方法をご確認
ください。なお、ご利用にあたっては、ご受講者とお申込
責任者の方のE-Mailアドレスが必須となります。
・このコースは、アイテック社より提供いたします。 
・コース実施に必要となるご受講者の個人情報をアイテック
社へ提供いたします。 
・学習開始日15営業日前を過ぎてのキャンセル、日程変更
および受講者変更は、キャンセル料金として受講料の全額
をご負担いただきます。 
・このコースの内容は、予告なく変更される場合があります。  

eラーニングを使用し、応用情報技術者試験【AP】の合格に必要な
知識を学習します。

eラーニング
ee

提携コース

162時間

SJE295 春期実施試験対策

＜eラーニング＞
集中演習 2020年 春期 
応用情報技術者試験【AP】

Renewal

到達目標   ・高度IT人材となるために必要な基本知識・技能を持ち、実
践的な活用能力を身につけることができる。
・情報セキュリティマネジメント試験【SG】に合格できる実
力を身につけることができる。  

対象者   情報セキュリティマネジメント試験【SG】の合格をめざす方。  
前提知識   ITパスポート試験【IP】に合格しているか、同等の知識/技術

があること。  
内　容   1．基礎事項の学習 

2．問題演習 
3．小テスト  

備　考   ・終了日はすべて4月30日になります。サービス有効期間
は開始日によって異なります。2020年1月16日開始分は
106日間、2020年1月30日開始分は92日間、2020年
2月13日開始分は78日間、2020年2月27日開始分は
64日間ご利用できます。
・説明画面で学習するタイプのコースです。（音声の再生環
境がなくても学習できます。） 
・このコースは、インターネットによる研修のため、パソコン
とWeb環境が必要です。 
・お申し込みの前に必ず学習利用環境、お申込方法をご確認
ください。なお、ご利用にあたっては、ご受講者とお申込
責任者の方のE-Mailアドレスが必須となります。
・このコースは、アイテック社より提供いたします。 
・コース実施に必要となるご受講者の個人情報をアイテック
社へ提供いたします。 
・学習開始日15営業日前を過ぎてのキャンセル、日程変更
および受講者変更は、キャンセル料金として受講料の全額
をご負担いただきます。 
・このコースの内容は、予告なく変更される場合があります。  

eラーニングを使用し、情報セキュリティマネジメント試験【SG】の
合格に必要な知識を学習します。

eラーニング
ee

提携コース

162時間

SJE296 春期実施試験対策

＜eラーニング＞
集中演習 2020年 春期 
情報セキュリティマネジメント試験【SG】

Renewal

到達目標   ・高度IT人材として確立した専門分野を持ち、情報セキュ
リティ技術の専門家として情報セキュリティ管理を支援で
きる。
・情報処理安全確保支援士試験【SC】に合格できる実力を身
につけることができる。  

対象者   情報処理安全確保支援士試験【SC】合格をめざす方。  
前提知識   応用情報技術者試験【AP】に合格しているか、あるいはセ

キュリティ機能の企画・要件定義・開発・運用・保守を推
進・支援する業務に従事していること。  

内　容   1．基礎事項の学習 
2．問題演習 
3．小テスト  

備　考   ・終了日はすべて4月30日になります。サービス有効期間
は開始日によって異なります。2020年1月16日開始分は
106日間、2020年1月30日開始分は92日間、2020年
2月13日開始分は78日間、2020年2月27日開始分は
64日間ご利用できます。
・説明画面で学習するタイプのコースです。（音声の再生環
境がなくても学習できます。） 
・このコースは、インターネットによる研修のため、パソコン
とWeb環境が必要です。 
・お申し込みの前に必ず学習利用環境、お申込方法をご確認
ください。なお、ご利用にあたっては、ご受講者とお申込
責任者の方のE-Mailアドレスが必須となります。
・このコースは、アイテック社より提供いたします。 
・コース実施に必要となるご受講者の個人情報をアイテック
社へ提供いたします。 
・学習開始日15営業日前を過ぎてのキャンセル、日程変更
および受講者変更は、キャンセル料金として受講料の全額
をご負担いただきます。 
・このコースの内容は、予告なく変更される場合があります。  

eラーニングを使用し、情報処理安全確保支援士試験【SC】の合格
に必要な知識を学習します。

eラーニング
ee

提携コース

162時間

SJE300 春期実施試験対策

＜eラーニング＞
集中演習 2020年 春期 
情報処理安全確保支援士試験【SC】

Renewal

到達目標   ・高度IT人材として確立した専門分野を持ち、データベース
技術の専門家として情報システムへの技術支援できる。
・データベーススペシャリスト試験【DB】に合格できる実力
を身につけることができる。  

対象者   データベーススペシャリスト試験【DB】合格をめざす方。  
前提知識   応用情報技術者試験【AP】に合格しているか、あるいはデー

タベースシステムの企画・要件定義・開発・運用・保守を
推進・支援する業務に従事していること。  

内　容   1．基礎事項の学習 
2．問題演習 
3．小テスト  

備　考   ・終了日はすべて4月30日になります。サービス有効期間
は開始日によって異なります。2020年1月16日開始分は
106日間、2020年1月30日開始分は92日間、2020年
2月13日開始分は78日間、2020年2月27日開始分は
64日間ご利用できます。
・説明画面で学習するタイプのコースです。（音声の再生環
境がなくても学習できます。） 
・このコースは、インターネットによる研修のため、パソコン
とWeb環境が必要です。 
・お申し込みの前に必ず学習利用環境、お申込方法をご確認
ください。なお、ご利用にあたっては、ご受講者とお申込
責任者の方のE-Mailアドレスが必須となります。
・このコースは、アイテック社より提供いたします。 
・コース実施に必要となるご受講者の個人情報をアイテック
社へ提供いたします。 
・学習開始日15営業日前を過ぎてのキャンセル、日程変更
および受講者変更は、キャンセル料金として受講料の全額
をご負担いただきます。 
・このコースの内容は、予告なく変更される場合があります。  

eラーニングを使用し、データベーススペシャリスト試験【DB】の
合格に必要な知識を学習します。

eラーニング
ee

提携コース

162時間

SJE298 春期実施試験対策

＜eラーニング＞
集中演習 2020年 春期 
データベーススペシャリスト試験【DB】

Renewal
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情報処理技術者試験対策情報処理技術者試験対策

日立製品

JP1

uCosminexus 
Application Server

HiRDB

OpenTP1

VOS3/VOS1/
VOSK

XDM/PDMⅡ

Hitachi Advanced 
Data Binder

日立ストレージ

Pentaho

デジタルトランス
フォーメーション

IT利活用

イノベーション

IoT/AI/Lumada

ビッグデータ

データ分析

サイバー
セキュリティ

RPA

クラウド/
サーバ仮想化

ITサービス
マネジメント

システム基盤

IT基本

オープンソース
ソフトウェア（OSS）

 Linux

Microsoft

ネットワーク

ハードウェア

セキュリティ

データベース

IT戦略・IS企画

システム開発

要件定義/設計

モデリング

プログラミング

情報処理技術者
試験対策

ITリテラシ

プロジェクト
マネジメント

コンプライアンス

ビジネス/
ヒューマン

グローバル

216
マシン実習
マシンを使用しながらの
研修

グループ演習
グループ演習を中心と
した研修グループ演習マシン実習

eラーニング
インターネット接続による
自己学習eラーニング

ee eラーニング
ee

提携コース
eラーニング
ee

マシン演習

演習環境
職場・ご自宅などでのマシン演習
環境を使用した自己学習演習環境

レクチャ
座学による研修

レクチャ

自習テキスト
自習書による自己学習

自習テキスト

到達目標   ・高度IT人材として確立した専門分野を持ち、システム開発
プロジェクトの責任者として、プロジェクトを管理・運営す
ることができる。
・プロジェクトマネージャ試験【PM】に合格できる実力を身
につけることができる。  

対象者   プロジェクトマネージャ試験【PM】合格をめざす方。  
前提知識   情報処理技術者試験 高度試験に合格しているか、あるいは

同等の知識・業務経験があること。  
内　容   1．基礎事項の学習 

2．問題演習 
3．小テスト  

備　考   ・終了日はすべて4月30日になります。サービス有効期間
は開始日によって異なります。2020年1月16日開始分は
106日間、2020年1月30日開始分は92日間、2020年
2月13日開始分は78日間、2020年2月27日開始分は
64日間ご利用できます。
・説明画面で学習するタイプのコースです。（音声の再生環
境がなくても学習できます。） 
・このコースは、インターネットによる研修のため、パソコン
とWeb環境が必要です。 
・お申し込みの前に必ず学習利用環境、お申込方法をご確認
ください。なお、ご利用にあたっては、ご受講者とお申込
責任者の方のE-Mailアドレスが必須となります。
・このコースは、アイテック社より提供いたします。 
・コース実施に必要となるご受講者の個人情報をアイテック
社へ提供いたします。 
・学習開始日15営業日前を過ぎてのキャンセル、日程変更
および受講者変更は、キャンセル料金として受講料の全額
をご負担いただきます。 
・このコースの内容は、予告なく変更される場合があります。  

eラーニングを使用し、プロジェクトマネージャ試験【PM】の合格
に必要な知識を学習します。

eラーニング
ee

提携コース

162時間

SJE297 春期実施試験対策

＜eラーニング＞
集中演習 2020年 春期 
プロジェクトマネージャ試験【PM】

Renewal

到達目標   ・高度IT人材として確立した専門分野を持ち、情報システム
に関するリスクおよびコントロールを総合的に点検評価し、
改善を勧告することができる。
・システム監査技術者試験【AU】に合格できる実力を身につ
けることができる。  

対象者   システム監査技術者試験【AU】合格をめざす方。  
前提知識   情報処理技術者試験 高度試験に合格しているか、あるいは

同等の知識・業務経験があること。  
内　容   1．基礎事項の学習 

2．問題演習 
3．小テスト  

備　考   ・終了日はすべて4月30日になります。サービス有効期間
は開始日によって異なります。2020年1月16日開始分は
106日間、2020年1月30日開始分は92日間、2020年
2月13日開始分は78日間、2020年2月27日開始分は
64日間ご利用できます。
・説明画面で学習するタイプのコースです。（音声の再生環
境がなくても学習できます。） 
・このコースは、インターネットによる研修のため、パソコン
とWeb環境が必要です。 
・お申し込みの前に必ず学習利用環境、お申込方法をご確認
ください。なお、ご利用にあたっては、ご受講者とお申込
責任者の方のE-Mailアドレスが必須となります。
・このコースは、アイテック社より提供いたします。 
・コース実施に必要となるご受講者の個人情報をアイテック
社へ提供いたします。 
・学習開始日15営業日前を過ぎてのキャンセル、日程変更
および受講者変更は、キャンセル料金として受講料の全額
をご負担いただきます。 
・このコースの内容は、予告なく変更される場合があります。  

eラーニングを使用し、システム監査技術者試験【AU】の合格に必
要な知識を学習します。

eラーニング
ee

提携コース

162時間

SJE299 春期実施試験対策

＜eラーニング＞
集中演習 2020年 春期 
システム監査技術者試験【AU】

Renewal

到達目標   応用情報技術者試験【AP】に出題される重点テーマの知識
から応用問題を解答できる。  

対象者   応用情報技術者試験【AP】合格をめざす方。  
前提知識   基本情報技術者試験【FE】に合格された方、あるいは基本戦

略立案やITソリューション・製品・サービスを実現する業務
に従事している方。  

内　容   1．基礎理論について
2．コンピュータシステムについて
3．技術要素について
4．開発技術について
5．組込みシステムについて
6．マネジメント/ストラテジ系について  

備　考   ・このコースは、学習効果を高めるため日程をあけて開催し
ます。開催日程は、以下の通りです。
【東京（大森）地区】
1/14（1日目）　9:30～17:00
2/12（2日目）　9:30～17:00
3/11（3日目）　9:30～17:00  

応用情報技術者試験【AP】合格に向けて、必要な知識や解答方法
を問題演習を中心として学習します。

レクチャ

3日間

SJD002 春期実施試験対策

応用情報技術者試験【AP】対策講座
（合格に必要な知識と解答力を養う）

到達目標   ・試験対策の総仕上げとして、重要ポイントを再確認できる。
・現状から得点をUPできる知識、解答技法を本試験に活用
できる。  

対象者   応用情報技術者試験【AP】合格をめざす方。  
前提知識   基本情報技術者試験【FE】に合格された方、あるいは基本戦

略立案やITソリューション・製品・サービスを実現する業務
に従事している方。  

内　容   1．模擬試験（iTECまたはTAC模擬試験を使用）
2．解答&解説  

備　考   このコースは、9:00～17:00の開催とさせていただきます。  

模擬試験により、積み重ねた学習成果を再確認し、知識を定着さ
せ、合格ライン到達をめざして学習します。

レクチャ

1日間

SJD003 春期実施試験対策

応用情報技術者試験【AP】対策講座
（試験直前に模擬試験で得点をUPする）

到達目標   情報処理安全確保支援士試験【SC】に出題される重点テー
マの知識から記述問題攻略法を知ることができる。  

対象者   情報処理安全確保支援士試験【SC】合格をめざす方。  
前提知識   応用情報技術者試験【AP】に合格されているか、セキュリ

ティ機能の企画・要件定義・開発・運用・保守を推進・支
援する業務に従事していること。  

内　容   1．午前Ⅱ対策・演習
　（1）セキュリティについての基本知識の確認
2．午後Ⅰ、午後Ⅱ対策・演習
　（1） 情報セキュリティシステムの企画/開発/運用/保守に

関すること
　（2）情報セキュリティの運用に関すること
　（3）情報セキュリティ技術に関すること
　（4）情報セキュリティ関連の法的要求事項に関すること  

備　考   ・このコースは、学習効果を高めるため日程をあけて開催し
ます。開催日程は、以下の通りです。
【東京（大森）地区】
1/24（1日目）　9:30～17:00
2/20（2日目）　9:30～17:00
3/23（3日目）　9:30～17:00  

情報処理安全確保支援士試験【SC】合格に向けて、必要な知識や
解答方法を問題演習を中心として学習します。

レクチャ

3日間

SJD006 春期実施試験対策

情報処理安全確保支援士試験【SC】
対策講座
（合格に必要な知識と解答力を養う）

到達目標   ・試験対策の総仕上げとして、重要ポイントを再確認できる。
・現状から得点をUPできる知識、解答技法を本試験に活用
できる。  

対象者   情報処理安全確保支援士試験【SC】合格をめざす方。  
前提知識   応用情報技術者試験【AP】に合格しているか、あるいはセ

キュリティ機能の企画・要件定義・開発・運用・保守を推
進・支援する業務に従事していること。  

内　容   1．模擬試験（iTECまたはTAC模擬試験を使用）
2．解答&解説
3．本試験での注意事項及びアドバイス  

備　考   このコースは、9:00～17:00の開催とさせていただきます。  

模擬試験により、積み重ねた学習成果を再確認し、知識を定着さ
せ、合格ライン到達に向けて学習します。

レクチャ

1日間

SJD007 春期実施試験対策

情報処理安全確保支援士試験【SC】
対策講座
（試験直前に模擬試験で得点をUPする）
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情報処理技術者試験対策情報処理技術者試験対策

日立製品

JP1

uCosminexus 
Application Server

HiRDB

OpenTP1

VOS3/VOS1/
VOSK

XDM/PDMⅡ

Hitachi Advanced 
Data Binder

日立ストレージ

Pentaho

デジタルトランス
フォーメーション

IT利活用

イノベーション

IoT/AI/Lumada

ビッグデータ

データ分析

サイバー
セキュリティ

RPA

クラウド/
サーバ仮想化

ITサービス
マネジメント

システム基盤

IT基本

オープンソース
ソフトウェア（OSS）

 Linux

Microsoft

ネットワーク

ハードウェア

セキュリティ

データベース

IT戦略・IS企画

システム開発

要件定義/設計

モデリング

プログラミング

情報処理技術者
試験対策

ITリテラシ

プロジェクト
マネジメント

コンプライアンス

ビジネス/
ヒューマン

グローバル

217コースの内容・最新情報・お申し込みは ▶▶▶https://www.hitachi-ac.co.jp/
休 講
今期の定期開催はありません休 講

到達目標   データベーススペシャリスト試験【DB】に出題される重点
テーマの知識から記述問題攻略法を知ることができる。  

対象者   データベーススペシャリスト試験【DB】合格をめざす方。  
前提知識   応用情報技術者試験【AP】に合格しているか、あるいはデー

タベースシステムの企画・要件定義・開発・運用・保守を
推進・支援する業務に従事していること。  

内　容   1．データベースシステムの設計・構築に関すること 
2．データベースシステムの運用・保守に関すること 
3．データベース技術に関すること   

備　考   ・このコースは、学習効果を高めるため日程をあけて開催し
ます。開催日程は、以下の通りです。
【東京（大森）地区】
1/28（1日目）　9:30～17:00
2/25（2日目）　9:30～17:00
3/26（3日目）　9:30～17:00  

データベーススペシャリスト試験【DB】合格に向けて、必要な知識
や解答方法を学習します。

レクチャ

3日間

SJD004 春期実施試験対策

データベーススペシャリスト試験
【DB】対策講座
（合格に必要な知識と解答力を養う）

NewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNew

到達目標   ・試験対策の総仕上げとして、重要ポイントを再確認するこ
とができる。
・現状から得点をUPできる知識、解答技法を本試験に活用
することができる。  

対象者   データベーススペシャリスト試験【DB】合格をめざす方。  
前提知識   応用情報技術者試験【AP】に合格しているか、あるいはデー

タベースシステムの企画・要件定義・開発・運用・保守を
推進・支援する業務に従事していること。  

内　容   1．模擬試験（iTECまたはTAC模擬試験を使用） 
2．解答&解説 
3．本試験での注意事項及びアドバイス  

備　考   このコースは、9:00～17:00の開催とさせていただきます。  

模擬試験により、積み重ねた学習成果を再確認し、知識を定着さ
せ、合格ライン到達にむけて学習します。

レクチャ

1日間

SJD005 春期実施試験対策

データベーススペシャリスト試験
【DB】対策講座
（試験直前に模擬試験で得点をUPする）

NewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNew

到達目標   ・各試験区分において、求められるスキルを説明できる。
・問題文の読み方から論文を構成できる。
・各設問において、論述する内容を明確にできる。  

対象者   高度試験の午後Ⅱ（論述式）の基盤作りをしたい方。  
前提知識   情報処理技術者試験(SC/DB/NW/その他の高度)に合格さ

れた方、あるいは同等の知識・業務経験をお持ちの方。  
内　容   1．各試験区分の求められるスキルとは

2．「論文の書き方」共通部分
3．採点者の視点
4．問題文の読み方と論文構成
5．論文演習
6．個別面談  

備　考   このコースは、9:00～17:30の開催とさせていただきます。  

講師によるポイント面談で論述をするために必要な基盤を学習し
ます。

レクチャ

1日間

SJD001 春期実施試験対策

高度試験受験者向け 論文の書き方
－問題文の読み方から論文構成方法まで－

到達目標   ・試験区分において、求められるスキルを説明できる。
・問題文の読み方から論文を構成できる。
・各設問において、論述する内容を明確にできる。
・論述することができる。  

対象者   春期高度試験【PM】【AU】の午後II(論述式)の論述を実践
したい方。  

前提知識   情報処理技術者試験(SC/DB/NW/その他の高度)に合格
された方、あるいは同等の知識・業務経験をお持ちの方。ま
た「高度試験受験者向け論文の書き方－問題文の読み方から
論文構成方法まで－」を受講された方。  

内　容   1．論文解答攻略のポイント解説 
2．過去問題を題材にした論文解答実践 
3．講師が個人面談指導 
4．添削 
5．1日目の論文をブラッシュアップ 
6．時間内に書き上げるためのステップ 
7．個別にて論文添削   

備　考   ・このコースは、学習効果を高めるため日程をあけて開催し
ます。開催日程は、以下の通りです。
【東京（大森）地区】
2/3（1日目）　9:00～17:00
3/2（2日目）　9:00～17:00  

講師による面談を踏まえながら、合格するための論述力を学習し
ます。

レクチャ

2日間

SJD011 春期実施試験対策

春期高度試験【PM】【AU】対策講座 
実践！論文を書く
－添削指導で合格するための論述力を養成する－

NewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNewNew
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各種研修サービスに関するお問い合わせ各種研修サービスに関するお問い合わせ

福 　福 　 岡岡

地地 区区

広 　広 　 島島

名 古名 古 屋屋

大 　大 　 阪阪

東 　東 　 京京

092-844-752092-844-75222

082-546-617082-546-61722

T ET E LL

052-269-8940052-269-8940

06-4797-736006-4797-7360

03-5471-89603-5471-89622

092-844-758092-844-75800

FF AA XX

082-546-617082-546-61733

052-261-827052-261-82766

06-4797-06-4797-73617361

03-5471-25603-5471-25644

日立講習会お問い合わせ窓口日立講習会お問い合わせ窓口 ▶  ▶ https://www.hitachi-ac.co.jp/inquiry/index.htmlhttps://www.hitachi-ac.co.jp/inquiry/index.html

© Hitachi Academy Co., Ltd. 2019. Al l  r ights reserved.


