2018秋期 情報処理技術者試験対策

オープンセミナー【合格ゼミ】
疑問や不安を抱える受験者に自信が身につく
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合格を勝ち取る『合格ゼミ』の特徴

☑ 自己学習の悩みや不安を講師の直接指導で合格への自信に変える！
☑ 重要ポイントを理解し、実践的な解法テクニックを習得！
☑ 理解しづらい内容や疑問点をその場で解消！
・多くの合格者を輩出しているアイテックが誇る、経験豊富な
講師直伝の解説で、重要ポイントを確実に理解し、
テキストだけでは学びづらい午後問題の実践的な解法テクニック
を習得できます。
・最新の試験傾向を分析し、必須問題はもちろん、新傾向問題の
解説もしっかり行います。
・実務経験の長い講師から、高度系の記述式問題、論述式問題
の背景・捉え方を習得でき、午後試験問題に対する解法の
自信が身につきます。

合格ゼミ ラインナップ

スタートダッシュ講座（FEのみ）
★7月開催
学習スタートのタイミングで効率の良い学習のコツをプロ講師が伝授。
情報処理試験初学者の方、学習方法から学びたい方にオススメの講座です。

午後対策講座

★8、9月開催
苦手意識の高い午後問題の解法に必要な専門知識の理解度を高め、合格点を出すための
基本的な考え方と解法テクニックを学習します。
出題の意図を読み取り、出題者の期待する解答を導き出す解法を習得できます。
ST,SA,SM講座では論述問題演習と２回に分けた添削で、自己学習では難しい論文問題
の解答テクニックを身に付けることができます。
※本講座では午前分野対策は行いません

直前対策講座
★9月開催
本試験直前に、最後の追い込み学習のポイントを講師が伝授。
解答のコツを知り、問題演習をすることで実践的に学習の仕上げを行います。
重要ポイントを確実に理解し、午後試験の得点力アップを目指します。
※本講座では午前分野対策は行いません

こんな方にオススメ！

※定員に満たない場合、開催を中止する場合があります。

・自己学習で疑問点が多く、プロの講師の説明が聞きたい
・試験対策テクニックをプロの講師から学び、短時間で合格レベルに達したい
・学習環境が整っている場所で、集中して学習したい
・少人数制の講座で、質疑応答もたくさん行いたい
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受講いただいた皆さまの声
得点力アップ実感
・この講義をきちんと理解すれば合格できると確信しました。（SC 午後対策）
・過去試験にて問われた論点や着眼点についての解説が多く有意義だった。
その過去問を自分が解いていなくても、講座で講師の解く際の着眼点や切り口を多く仕入れること
ができたので、本日の講義にて本試験での得点力がアップしたと思う。（NW 直前対策）

学習方法
・試験範囲が広く、何から勉強して良いかが不安だったが、
今回の講義を受けてどこから手を付けたらいいかが理解出来たので良かった。（FE 午後対策）
・各要素技術について、どのくらい掘り下げて学習すればよいかのさじ加減は独学では学ぶことが
難しいが、講師の解説でそれをなんとなくつかむことができました。（NW 午後対策）

モチベーション向上
・漠然と過去問をやるよりも、ポイントがわかり、モチベーションが向上しました。
（AP テクノロジ系午後対策）
・3日間の講座ありがとうございました。勉強継続のモチベーション維持に非常に有益でした。
（SC 午後対策）
・資格取得のために受講したが、それ以上にこの分野の学習へ興味が湧いた。
今、自分が担当している業務にも良い影響が出ると思う。絶対受かりたい！（ST 午後対策）

苦手克服
・苦手だと感じていた内容もあったが、本日の講義を参考にして勉強することで、
得点できる希望が見えました。 （AP テクノロジ系午後対策）
・アルゴリズムのとっつきにくさが無くなりました。
もっともっと問題を解いて慣れれば、もしかしたら得意な分野にできるかもしれません…
（FE 午後対策）

解法テクニック
・試験対策を意識した実践形式の内容で、自己学習では得られない重要技術の知識と
解答のポイントが理解できた。配布資料も本試験に向けた学習に役立つと思う。
（NW 午後対策）
・講義を通じて、記述式の問題のカテゴリによって、解きやすい問題・解きにくい問題があり、
自分の得手不得手に気づくことができました。本番での問題選択がスムーズにできそうです。
（SM 午後対策）
・問題文に対して下線の引き方やチェックの仕方が分かって実践的でよかったです。
（SC 午後対策）
・問題文をよく読む必要性を改めて感じました。ヒントと感じていない文章が、
よく読むとヒントが読み取れる事例を体験できました。（SC 午後対策）

セミナーならではのメリット
・論文設計では2段階のチェックがあり、他社にないサービスでした。
得るものが大きかったです。 （ST 午後対策）
・自己採点だと正誤の判断に迷うことがあったので講師の方に添削していただいたのは有意義でした。
（SC 午後対策）
・独学ではなかなか、時間を計り、緊張感をもって問題を解くのが難しいので、
まとまった時間を演習に当てる機会が持てただけでもためになりました。（AP マネスト系午後対策）
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開催日 / 開催場所
■開催時間

10：00～18：00

※全試験種別、全日程共通

【東京会場】
区分

セミナー名

定価 ※税別

開催場所

第1回目

第2回目

第3回目

午後対策講座

¥40,000

TKP品川
カンファレンス
センター

8月18日（土）

9月1日（土）

9月22日（土）

直前対策講座

￥16,980

TKP品川
カンファレンス
センター

9月29日（土）

－

－

午後対策講座
（テクノロジ系）

¥45,000

TKP品川
カンファレンス
センター

8月18日（土）

9月1日（土）

9月22日（土）

午後対策講座
（テクノロジ系）
平日版

¥45,000

アイテック
教育事業本部
会議室

8月21日（火）

9月4日（火）

9月18日（火）

午後対策講座
（マネジメント系・
ストラテジ系）

¥17,980

TKP品川
カンファレンス
センター

9月15日（土）

－

－

直前対策講座
（テクノロジ系）

￥18,980

TKP品川
カンファレンス
センター

9月29日（土）

－

－

午後対策講座

¥54,000

TKP品川
カンファレンス
センター

8月19日（日）

9月2日（日）

9月23日（日）

午後対策講座
平日版

¥54,000

アイテック
教育事業本部
会議室

8月22日（水）

9月5日（水）

9月19日（水）

直前対策講座

¥19,980

TKP品川
カンファレンス
センター

9月30日（日）

－

－

午後対策講座

¥54,000

TKP品川
カンファレンス
センター

8月18日（土）

9月1日（土）

9月22日（土）

午後対策講座
平日版

¥54,000

アイテック
教育事業本部
会議室

8月24日（金）

9月7日（金）

9月21日（金）

直前対策講座

¥19,980

TKP品川
カンファレンス
センター

9月29日（土）

－

－

午後対策講座

¥76,000

TKP品川
カンファレンス
センター

8月19日（日）

9月2日（日）

9月23日（日）

直前対策講座

¥19,980

TKP品川
カンファレンス
センター

9月30日（日）

－

－

午後対策講座

¥76,000

TKP品川
カンファレンス
センター

8月19日（日）

9月2日（日）

9月23日（日）

直前対策講座

¥19,980

TKP品川
カンファレンス
センター

9月29日（土）

－

－

【FE】
基本情報技術者

【AP】
応用情報技術者

【SC】
情報処理
安全確保支援士

【NW】
ネットワーク
スペシャリスト

【ST】
ITストラテジスト

【SA】
システム
アーキテクト
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開催日 / 開催場所
区分

【SM】
ITサービス
マネージャ

セミナー名

定価 ※税別

開催場所

第1回目

第2回目

第3回目

午後対策講座

¥76,000

TKP品川
カンファレンス
センター

8月18日（土）

9月1日（土）

9月22日（土）

直前対策講座

¥19,980

TKP品川
カンファレンス
センター

9月29日（土）

－

－

【大阪会場】※LIVE配信のみ
区分

セミナー名

定価 ※税別

開催場所

第1回目

第2回目

第3回目

【AP】
応用情報技術者

午後対策講座
（マネジメント系・
ストラテジ系）

¥13,000

Winスクール
なんば校

9月15日（土）

－

－

午後対策講座

¥38,000

Winスクール
なんば校

8月19日（日）

9月2日（日）

9月23日（日）

直前対策講座

¥14,000

Winスクール
なんば校

9月30日（日）

－

－

【SC】
情報処理
安全確保支援士

【名古屋会場】※LIVE配信のみ
区分

セミナー名

定価 ※税別

開催場所

第1回目

第2回目

第3回目

【SC】
情報処理
安全確保支援士

直前対策講座

¥14,000

Winスクール
栄校

9月30日（日）

－

－

【福岡会場】※LIVE配信のみ
区分

セミナー名

定価 ※税別

開催場所

第1回目

第2回目

第3回目

【SC】
情報処理
安全確保支援士

直前対策講座

¥14,000

Winスクール
福岡天神校

9月30日（日）

－

－

区分

セミナー名

定価 ※税別

開催場所

第1回目

第2回目

第3回目

【ＦE】
基本情報技術者

スタートダッシュ

￥16,000

TKP品川
カンファレンス
センター

7月21日（土）

－

－

【東京会場】

■合格ゼミWEBページ
https://www.itec.co.jp/howto/seminar/#a02
※上記講座に教材は含まれておりません。
※定員に満たない場合、開催を中止する場合があります。
※カリキュラムは変更になることがございます。
※お客様のご都合による欠席の場合、振り替え及び受講料の払い戻しはいたしません。
※会場は変更になる場合がございます。
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開催場所詳細
■東京会場：TKP品川カンファレンスセンター
〒108-0074
東京都港区高輪3丁目26番33号 京急第10ビル
＜アクセス＞
JR京浜東北線・JR山手線・JR横須賀線・
JR東海道本線・東海道新幹線
「品川駅 高輪口」より 徒歩1分

■東京会場（平日版）：アイテック教育事業本部 会議室
〒108-0074
東京都港区高輪2-18-10 高輪泉岳寺駅前ビル４階
＜アクセス＞
都営浅草線「泉岳寺駅」
Ａ３出口（三田寄り）から徒歩１分
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開催場所詳細
■大阪会場：Winスクール

なんば校
〒542-0076
大阪府大阪市中央区難波4-4-1
ヒューリック難波ビル14F
＜アクセス＞
地下鉄御堂筋線なんば駅・地下鉄千日前線なんば駅・
地下鉄四ツ橋線なんば駅・南海線難波駅・
近鉄大阪難波駅・JR難波駅

■名古屋会場：Winスクール

栄校
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦3-22-13

栄町ビル西館3F

＜アクセス＞
地下鉄栄駅、名鉄瀬戸線栄町駅
「地下鉄栄駅」より 徒歩3分

■福岡会場：Winスクール

福岡天神校
〒810-0001
福岡市中央区天神一丁目1番1号

アクロス福岡 3Ｆ

＜アクセス＞
西鉄「西鉄福岡（天神）」より 徒歩3分
市営地下鉄空港線「天神駅」より 徒歩3分
市営地下鉄七隈天神南駅「5番出口」より 徒歩3分
西鉄バス「市役所北口バス停」より 徒歩0分
西鉄バス「天神4丁目バス停」より 徒歩6分
西鉄バス「中央郵便局前」より 徒歩5分
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基本情報技術者 スタートダッシュ講座
講座概要

秋試験に向けて、効率よく学習して合格するコツを伝授いたします。
独学では習得に困難な基礎理論、及びアルゴリズムの解き方のコツを身につけます。

• 初受験の方、または学習方法がわからない方
• アルゴリズムが苦手な方、または解き方のコツを習得したい方

対象者

●内藤 智美 講師
「わかる！楽しい！役に立つ！」講義をモットーに、貴方の合格をサポートします。
総合商社の情報システム部で国内・海外店舗のシステム開発に従事した後、独立してITインスト
ラクタになる。情報処理試験対策を始め、プログラミング研修、システム開発演習などを担当。
取得資格は、基本情報、情報セキュリティアドミニストレーター、ソフトウェア開発技術者、ア
プリケーションエンジニア、データベースエンジニアなど。

担当講師

●オリジナルレジュメ

使用教材

講座詳細
会場

TKP品川カンファレンスセンター

日程（1日）

2018年7月21日（土）

時間

10：00～18：00

受講費用

￥16,000（税別）

定員

３5名

カリキュラム
□試験概要と学習の進め方
・午前試験
・午後試験
・問題選択と時間配分
・効率的な学習方法
□基礎理論
・基数変換
・ビットの問題演習
□アルゴリズムとデータ構造
・流れ図と擬似言語
・アルゴリズム午後問題の解き方のコツ
【学習目標】
・試験の概要を知り、効率的に自己学習できるようになる。
・コンピュータの原理であるビットを理解する。
・流れ図と擬似言語が読めるようになる。
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・所定の人数に満たない場合は、中止とさせていただく場合があります。
・お客様のご都合による欠席の場合、振り替え及び受講料の払い戻しはいたしません。
・カリキュラム内容は変更になる場合がございます。
・会場は変更になる場合がございます。

基本情報技術者 午後対策講座
講座概要

午後問題の重点対策で、各分野の解き方のコツを伝授いたします。
独学では習得が困難な必須問題であるアルゴリズムは、トレース力を強化し、
新たな問題への対応力を身につけます。
・基本情報技術者の午後試験出題ポイントを理解し、苦手意識を払拭したい方
・受講開始時、午前試験で出題される知識を理解できている方
・午前試験対策をご自身の学習で行える方（目安理解度：60％）

対象者

※ 講座内で午前対策は実施しません。午後試験に特化した対策を行います。

●内藤 智美 講師
「わかる！楽しい！役に立つ！」講義をモットーに、貴方の合格をサポートします。
総合商社の情報システム部で国内・海外店舗のシステム開発に従事した後、独立してITインスト
ラクタになる。情報処理試験対策を始め、プログラミング研修、システム開発演習などを担当。
取得資格は、基本情報、情報セキュリティアドミニストレーター、ソフトウェア開発技術者、ア
プリケーションエンジニア、データベースエンジニアなど。

担当講師

●書籍 『２０１8 基本情報技術者 午後試験対策』
本体価格（税別） ： ￥２,４００ ★要事前購入 ※１
使用教材
●オリジナルレジュメ

講座詳細
会場

TKP品川カンファレンスセンター

日程
（３日間）

【１回目】2018年8月18日（土）、【２回目】9月1日（土）、【３回目】9月２2日（土）

時間

10：00～18：00

受講費用

￥40,000（税別）

定員

35名

カリキュラム
■オリエンテーション
・試験の概要
・問題選択と時間配分

【1回目】

【2回目】

【3回目】

■アルゴリズムとデータ構造
・擬似言語

◎１回目の学習目標
・午後問題選択と時間配分の戦略を立てることができる。
・トレース力を強化し、擬似言語が読めるようになる。
・解答群から正答を導き出す、テクニックが身につく。
■セキュリティとネットワーク
・暗号化
・TLS

■データベース
・正規化
・SQL

◎２回目の学習目標
・必須問題であるセキュリティに重点を置き、その関連技術であるネットワークを理解する。
・データベースで、頻出するSQL構文の特徴をつかむ。
■ソフトウェア設計
・UML表記法
■マネジメント
・プロジェクトマネジメント
・ITサービスマネジメント

■ストラテジ
・システム戦略
・経営戦略

◎３回目の学習目標
・ソフトウェア設計で、頻出するUML表記法の特徴をつかむ。
・問題文や設問から正答を導き出す、読解力が身につく。

※1：使用教材は含まれません。別途ご購入をお願いいたします。
・所定の人数に満たない場合は、中止とさせていただく場合があります。
・お客様のご都合による欠席の場合、振り替え及び受講料の払い戻しはいたしません。
・カリキュラム内容は変更になる場合がございます。
・会場は変更になる場合がございます。
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基本情報技術者 直前対策講座
講座概要

午後試験の必須分野であるアルゴリズム、セキュリティを中心に、時間内に効率的に解くコツ
を伝授いたします。
選択分野で悩まれている方、または自己学習時の疑問点がある方は個別に相談に応じます。
・午後試験の必須分野であるアルゴリズム、セキュリティの得点力をアップさせたい方
・午後試験の選択分野や時間配分で悩んでいる方
・自己学習時の疑問点を解消したい方

対象者

●村松 美幸 講師
担当講師

長い年月、情報技術者試験対策講師として培ってきたノウハウで、貴方の合格をサポートします。
頻出されるテーマ、躓きやすい内容を絵図などを用いてわかりやすく説明。
情報処理試験対策を始め、プログラミング研修、システム開発演習などを担当。

使用教材

●オリジナルレジュメ

講座詳細
会場

TKP品川カンファレンスセンター

日程（1日）

2018年9月29日（土）

時間

10：00～18：00

受講費用

￥16,980（税別）

定員

40名

カリキュラム
□本試験の戦略
・午後試験の選択分野と時間配分の戦略
・午後問題の効率的な解き方
□アルゴリズム
・擬似言語のトレース方法確認
・本試験問題演習
□セキュリティ
・頻出テーマの知識確認
・本試験問題演習
【学習目標】
・午後試験の必須分野であるアルゴリズム、セキュリティの得点力アップをめざして、
効率的な解き方のコツをつかむ。
・選択分野を決定して、本番までの学習の焦点を絞る。
・自己学習での疑問点は、講師に質問して解消する。
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・所定の人数に満たない場合は、中止とさせていただく場合があります。
・お客様のご都合による欠席の場合、振り替え及び受講料の払い戻しはいたしません。
・カリキュラム内容は変更になる場合がございます。
・会場は変更になる場合がございます。

応用情報技術者 午後対策講座（テクノロジ系）
講座概要

テクノロジ系問題で受験を考えている方、またはテクノロジ系分野の得点力を伸ばしたい方の
ための講座です。「ポイント確認」「例題演習」「過去問演習」を繰り返すメソッドで単元ご
との得点力を伸ばします。自己学習で限界を感じている方、範囲が広すぎてどこから着手すれ
ば良いのか困っている方にも効果的な講座です。
・ 応用情報技術者の午後試験で出題されるテクノロジ問題の出題ポイントと
解法テクニックを理解したい方
・ 基本情報技術者試験に合格している方、または同等レベルの方
・ 午前試験対策をご自身の学習で行える方（目標理解度60％）

対象者

●出口 雄一 講師

担当講師

使用教材

「合格に必要な技術内容を分かりやすく徹底解説!」
大手ソフトウェア開発会社在職中、デジタルカラープリンタ開発における独自プロトコル設計、
通信統合ボード開発におけるプロジェクトリーダ等を担当。
2003年、講師として独立。特にネットワークとセキュリティ分野を得意とし、
IT企業における応用情報処理技術者試験対策では毎回抜群の満足度を上げる人気講師。
テクノロジ分野を中心に、得点力を伸ばす独特のメソッドを展開する。
保有資格は、基本情報技術者、応用情報技術者、テクニカルエンジニアセキュリティ、
テクニカルエンジニアネットワーク、第一種伝送交換主任技術者、
情報セキュリティマネジメント、情報処理安全確保支援士 第000675号、他

●オリジナルレジュメ

講座詳細
土日開催

平日開催

会場

TKP品川カンファレンスセンター

アイテック教育事業本部 会議室

日程
（３日間）

【１回目】2018年8月18日（土）、【２回目】
9月1日（土）、【３回目】9月２2日（土）

【１回目】2018年8月21日（火）、【２回目】
9月4日（火）、【３回目】9月18日（火）

時間

10：00～18：00

受講費用

￥45,000（税別）

定員

35名

16名

カリキュラム

【1回目】

■オリエンテーション
・試験概要、重要基礎事項の確認
■システム開発分野
・システム開発の流れと問題の特徴

■アルゴリズム分野
・アルゴリズム分野問題の構成と解法
■問題演習

◎1回目の学習目標
・応用情報技術者の学習開始に必須の知識を確認する。
・「間違っていない解答」と「得点が取れる解答」の違いを確認する。

【2回目】

【3回目】

■データベース分野
・関係データベースの構成技術
■問題演習

■システムアーキテクチャ分野
・公式を知らないと解答できない計算問題の解法

◎２回目の学習目標
・「現場の実作業」と「試験問題」の違いを確認する。
・公式の使い方を順序立てて確認する。
■ネットワーク分野
・コンピュータネットワークの構成技術
■問題演習

■セキュリティ分野
・セキュリティ技術、セキュリティ対策

◎３回目の学習目標
・構成技術のひとつひとつを順序立てて確認する。
・問題文や図中における「注目すべき点は何か」を確認する

・所定の人数に満たない場合は、中止とさせていただく場合があります。
・お客様のご都合による欠席の場合、振り替え及び受講料の払い戻しはいたしません。
・カリキュラム内容は変更になる場合がございます。
・会場は変更になる場合がございます。
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応用情報技術者
午後対策講座（マネジメント系・ストラテジ系）
講座概要

マネジメント系／ストラテジ系問題で受験を考えている方の１日限定開催の午後対策講座です。
午後の問題演習を通して、マネジメント系／ストラテジ系各分野の攻略ポイントを解説します。
マネスト系午後試験突破のためのベストプラクティスは『知識』＋『読み方』＋『書き方』の理解です。
本講座では、そのエッセンスを速習形式で解説し、合格ライン前後の方が＋５～１０点できる内容です。
・応用情報技術者の午後試験で出題されるマネジメント・ストラテジ問題の
出題ポイントと解法テクニックを理解したい方
・基本情報技術者試験を合格している方、または同等レベルの方

対象者

※ 講座内で午前対策は実施しません。午後試験の特化した対策を行います
※ 本講座ではマネジメント、ストラテジ系分野の午後試験対策を行います

●佐々木 章二 講師
「独自の合格パターン活用による楽々試験対策を伝授！」
外資系システムベンダのSEとして、公共団体の各種システム設計、
大手金融機関の情報系システム構築などに従事後、講師として独立。以後一貫してシステム
開発技術者の教育業務に従事する。特に論文系のマネジメント・ストラテジ系資格を得意とし，
幅広い実務経験を生かした解説に定評がある。

担当講師

使用教材

●オリジナルレジュメ

講座詳細
会場

TKP品川カンファレンスセンター

日程（1日）
時間

Ｗｉｎスクールなんば校

2018年9月15日（土）
10：00～18：00

受講費用
定員

/

【東京】￥17,980（税別）
【東京】35名

【大阪】￥13,000（税別） ※大阪はLIVE配信のみ

【大阪】20名

カリキュラム
■マネスト系午後試験の傾向と対策
・マネスト系午後試験の特長と傾向
・勉強法と合格対策
■戦略立案・コンサルティング技法
・マーケティング/経営分析/会計・財務
・過去問演習：問題の読み方と記述の解答ポイント
■プロジェクトマネジメント
・品質管理/コスト管理/リスク管理
・過去問演習：問題の読み方と記述の解答ポイント
■サービスマネジメント
・サービスレベル管理/インシデント管理/サービスデスク
・過去問演習：問題の読み方と記述の解答ポイント
■システム監査
・IT統制/情報セキュリティ監査/システム監査関連法規
・過去問演習：問題の読み方と記述の解答ポイント
◎学習目標
・マネジメント系・ストラテジ系各分野の出題傾向を知る。
・マネジメント系・ストラテジ系各分野の重要事項を理解する。
・マネジメント系・ストラテジ系各分野の記述解答のポイントを理解する。
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・所定の人数に満たない場合は、中止とさせていただく場合があります。
・お客様のご都合による欠席の場合、振り替え及び受講料の払い戻しはいたしません。
・カリキュラム内容は変更になる場合がございます。
・会場は変更になる場合がございます。

応用情報技術者 直前対策講座（テクノロジ系）
講座概要

午後必須解答となっている情報セキュリティの他、テクノロジ系分野からピックアップした問
題を中心に演習・解説します。
自己学習の仕上げをしたい方、最後の2週間で何をすべきか確認したい方にお勧めの講座です。
・ 応用情報技術者の午後試験で出題されるテクノロジ問題の出題ポイントと解法を
理解したい方
・ 基本情報技術者は取得済み（または同等レベル）で、
講座日までに応用情報技術者の午前試験対策が概ね終了見込みの方

対象者

●出口 雄一 講師
「合格に必要な技術内容を分かりやすく徹底解説!」
大手ソフトウェア開発会社在職中、デジタルカラープリンタ開発における独自プロトコル設計、
通信統合ボード開発におけるプロジェクトリーダ等を担当。
2003年、講師として独立。特にネットワークとセキュリティ分野を得意とし、
IT企業における応用情報処理技術者試験対策では毎回抜群の満足度を上げる人気講師。
テクノロジ分野を中心に、得点力を伸ばす独特のメソッドを展開する。
保有資格は、基本情報技術者、応用情報技術者、テクニカルエンジニアセキュリティ、
テクニカルエンジニアネットワーク、第一種伝送交換主任技術者、
情報セキュリティマネジメント、情報処理安全確保支援士 第000675号、他

担当講師

使用教材

●オリジナルレジュメ

講座詳細
会場

TKP品川カンファレンスセンター

日程（1日）

2018年9月29日（土）

時間

10：00～18：00

受講費用

￥18,980（税別）

定員

３5名

カリキュラム
■オリエンテーション
試験概要解説、重要基礎事項の確認
■セキュリティ分野
セキュリティ技術，セキュリティ対策，問題演習
■テクノロジ分野1 ※
技術解説，問題演習
■テクノロジ分野2 ※
技術解説，問題演習
※テクノロジ系分野からピックアップした問題を、演習・解説します。
【注意事項】
・講座で演習する問題数・取り扱う分野の数は、当日の講座の進行に伴い増減する可能性があります。
・直前対策講座では、合格ゼミ(3日間講座)と重複する内容が含まれます。
・初回受験者や試験全般に不安のある方は，合格ゼミ（3日間講座）の受講をおすすめしますのでご検討くださ
い。

・所定の人数に満たない場合は、中止とさせていただく場合があります。
・お客様のご都合による欠席の場合、振り替え及び受講料の払い戻しはいたしません。
・カリキュラム内容は変更になる場合がございます。
・会場は変更になる場合がございます。
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情報処理安全確保支援士 午後対策講座
講座概要

午後問題を解くための知識を習得しながら演習で実力を定着させる講座です。
午後問題で合格点をとるために必要な次のスキルとマインドの体得を目標とします。
① 前提知識‥問題文を読み切り、解答にたどり着くために必要な「前提知識」をオリジナル資料と要点解説で
固めます。
② 正しい流儀‥解答手順や設問文の読み方、解答文をまとめる際の作法などの定石を体得します。
③ 本気力‥マインドです。合格ゼミの参加者の”本気”に触れることも刺激になります。
・ 高度の午後Ⅰ・Ⅱ試験で出題される問題の出題ポイントと解法テクニックを理解したい方
・ 応用情報技術者試験に合格している方、または同等レベルの方
・ 午前Ⅰ、午前Ⅱ試験対策をご自身の学習で行える方（目標理解度：６０％）

対象者

※ 講座内で午前Ⅰ対策は実施しません。

担当講師

使用教材

●長嶋 仁 講師
業務アプリケーション系のSE業務を経て、現在、主にITと経営に関わる領域の研修講師および
学習コンテンツの制作を行う。
試験対策では、主に情報処理安全確保支援士試験とネットワークスペシャリスト試験対策
セミナーを担当している。
●書籍 『２０１８秋 徹底解説 情報処理安全確保支援士 本試験問題』
本体価格（税別） ： ￥３,４００（7月上旬発売予定）
★要事前購入

※１

※『２０１７秋 徹底解説 情報処理安全確保支援士 本試験問題』でもご受講いただけます。

講座詳細
東京会場

会場

土日開催

大阪会場

TKP品川カンファレンスセンター

日程（３日間）

LIVE配信

東京会場

Ｗｉｎスクールなんば校

【１回目】8月19日（日）
【２回目】9月2日（日）
【３回目】9月２3日（日）

【１回目】8月19日（日）
【２回目】9月2日（日）
【３回目】9月２3日（日）

時間

平日開催

アイテック教育事業本部 会議室
【１回目】8月22日（水）
【２回目】9月5日（水）
【３回目】9月19日（水）

10：00～18：00

受講費用

￥54,000（税別）

￥38,000（税別）

￥54,000（税別）

定員

35名

20名

16名

カリキュラム
■ガイダンス
・ＳＣ試験の傾向と対策
・学習の進め方

【1回目】

■情報セキュリティ専門知識の要点解説
・情報セキュリティの概念
・サイバーセキュリティのトレンド
・インターネット技術の基礎
・通信の制御とサイバー攻撃対策
・Webシステムのセキュリティ(1)

◎１回目の学習目標
・合格のための学習内容と前提知識の全容を把握する。
・重要な専門知識を理解し、未消化分は自己学習で継続できる。

・午後Ⅰ問題の解法のポイントや
間違いやすい点を理解する。
・自己学習に取り組める。

■情報セキュリティ専門知識の要点解説と午後問題の解法

【2回目】

・インターバル課題の解説
・Webシステムのセキュリティ(2)
・セキュアプログラミング

■午後問題演習

・暗号技術、認証技術、PKI
・電子メールのセキュリティ

◎２回目の学習目標
・弱点を明確にして強化計画を立てる。
・得意分野では合格点を取れるようになる。

・重要な専門知識を理解し、未消化分は自己学習で継続できる。
・午後Ⅱ問題の解法のポイントや心構えを理解する。

■情報セキュリティ専門知識の要点解説と午後問題の解法

【3回目】

・インターバル課題の解説
・DNSのセキュリティ
・ネットワークのセキュリティ

■午後問題演習

・認証基盤とアクセス制御
・情報セキュリティ管理

◎３回目の学習目標
・午後問題に慣れて、合格点を取れる問題が増える。
・自分で演習結果を添削できるようになって、
解答力をアップできる。

※1：使用教材は含まれません。別途ご購入をお願いいたします。
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■午後Ⅰ問題トライアル演習
・午後問題の解法と演習方法

・所定の人数に満たない場合は、中止とさせていただく場合があります。
・お客様のご都合による欠席の場合、振り替え及び受講料の払い戻しはいたしません。
・カリキュラム内容は変更になる場合がございます。
・会場は変更になる場合がございます。

・本試験までにやるべきことを明確にして、
追い込み学習に入る。
・重要な専門知識を理解し、
未消化分は自己学習で継続できる。

情報処理安全確保支援士 直前対策講座
講座概要

得点力の３要素（前提知識，正しい流儀，本気力）の観点で，
午後問題を例題として確認しながら得点力強化を目指す，実践的な直前対策講座です。
午後問題で必要な前提知識と、答案作成のための解法の定石を確認して、
直前の追い込み学習を有効に行って万全を期すための仕上げのセミナーです。
※ 3要素の解説は合格ゼミ3日間講座と重複しますが、例題は異なる問題を使います。
・自己学習における疑問点を本試験前に解消したい方
・午後Ⅰ・午後Ⅱ試験の得点力が合格ラインまでもう一歩の方（目安として50点台）

対象者

●長嶋 仁 講師
業務アプリケーション系のSE業務を経て、現在、主にITと経営に関わる領域の研修講師および
学習コンテンツの制作を行う。
試験対策では、主に情報処理安全確保支援士試験とネットワークスペシャリスト試験対策
セミナーを担当している。

担当講師

使用教材

●オリジナルレジュメ

講座詳細
会場

TKP品川カンファレンスセンター/Ｗｉｎスクールなんば校/Ｗｉｎスクール栄校/Ｗｉｎスクール福岡天神校

日程（1日）
時間

10：00～18：00

受講費用
定員

2018年9月30日（土）
【東京】￥19,980（税別）
【東京】35名

【大阪/名古屋/福岡】￥14,000（税別）

【大阪】20名

【名古屋】18名

※大阪/名古屋/福岡はLIVE配信のみ

【福岡】16名

カリキュラム
１．午後試験の得点力の３要素を理解する
・得点力 ＝ 「前提知識」×「正しい流儀」×「本気力」
２．頻出テーマの例題を演習しながら得点力の３要素を体得する
・高度サイバー攻撃対策
・暗号・認証技術・ＰＫＩ
・Webシステムのセキュリティ
・インターネットサービスのセキュリティ など
◎学習目標
・直前対策講座では，午後Ⅰ，午後Ⅱ試験の得点力アップを目指して，
正しい流儀（問題文や設問文の読み方、解答のコツやテクニック，作法などのことです）を
中心に体得します。
・例題は，過去問題やオリジナル問題を使います。

・所定の人数に満たない場合は、中止とさせていただく場合があります。
・お客様のご都合による欠席の場合、振り替え及び受講料の払い戻しはいたしません。
・カリキュラム内容は変更になる場合がございます。
・会場は変更になる場合がございます。
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ネットワークスペシャリスト 午後対策講座
講座概要

午後問題を解く為の知識を習得しながら演習で実力を定着させる講座です。
・
・
・
※

対象者

高度の午後Ⅰ試験で出題される問題の出題ポイントと解法テクニックを理解したい方
応用情報技術者試験に合格している方、または同等レベルの方
午前Ⅰ、午前Ⅱ試験対策をご自身の学習で行える方（目標理解度：６０％）
講座内で午前Ⅰ、午前Ⅱ対策は実施しません。
●山下 真吾 講師

担当講師

使用教材

「実例を交えることで興味を引き、丁寧かつ充実した解法・解説を展開！」
独立系ソフトウェアベンダ等にてシステム開発、ネットワーク設計運用などの業務を10年程
経験し、2001年に独立起業。現在は、講師業、執筆業、コンサルティング業に従事。
自ら受験した対策ノウハウと実務で得た専門知識の深さを活かした分かりやすい解説に定評が
ある。保有資格は、技術士(情報工学)、システムアーキテクト、データベーススペシャリスト、
ネットワークスペシャリスト、情報セキュリティスペシャリスト（情報処理安全確保支援士）、
他多数。

●書籍 『２０１8 徹底解説 ネットワークスペシャリスト 本試験問題』
本体価格（税別） ： ￥３,４００
★要事前購入 ※１

講座詳細
土日開催

平日開催

会場

TKP品川カンファレンスセンター

アイテック教育事業本部 会議室

日程
（３日間）

【１回目】8月１8日（土）、【２回目】9月1日
（土）、【３回目】9月22日（土）

【１回目】8月24日（金）、【２回目】9月7日
（金）、【３回目】9月21日（金）

時間

10：00～18：00

受講費用

￥54,000（税別）

定員

35名

16名

カリキュラム
■オリエンテーション
・試験概要、勉強方法

【1回目】

■午後Ⅰ演習
■技術解説

■午後Ⅰ解法テクニック
・設問の出題パターン
・出題意図の分析
・得点に結びつく解答
◎１回目の学習目標
・午後Ⅰ試験の解き方を身に付けることができる。
・「性能」をテーマとする問題を解くときに役立つ着眼点を習得できる。

【2回目】

■午後Ⅱ解法テクニック
・本文の読解
・出題意図の分析
・得点に結びつく解答

■午後Ⅱ演習
■技術解説

◎２回目の学習目標
・午後Ⅱ試験の解き方を身に付けることができる。
・試験に頻出の「信頼性」の要素技術のポイントを習得することができる。
・「信頼性」をテーマとする問題を解くときに役立つ着眼点を習得できる。
■オリジナル問題演習
・午後Ⅰレベル
・午後Ⅱレベル

■技術動向と出題予想に基づく新技術解説
・ＩＰｖ６
・仮想化
■総まとめ

【3回目】

◎３回目の学習目標
・技術動向と出題予想に基づく新技術のポイントを習得することができる。
・「移行」「運用」をテーマとする問題を解くときに役立つ着眼点を習得できる。
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※1：使用教材は含まれません。別途ご購入をお願いいたします。
・所定の人数に満たない場合は、中止とさせていただく場合があります。
・カリキュラム内容は変更になる場合がございます。

・お客様のご都合による欠席の場合、振り替え及び受講料の払い戻しはいたしません。
・会場は変更になる場合がございます。

ネットワークスペシャリスト 直前対策講座
講座概要

例題を演習しながら得点力強化を目指す，実践的な直前対策講座です。
・自己学習において、本試験前に疑問点など解消したい方
・午後試験の得点力をアップさせたい方
・応用情報技術者試験に合格している方、または同等レベルの方
・午前Ⅰ、午前Ⅱ試験対策をご自身の学習で行える方（目標理解度：６０％）
※ 講座内で午前Ⅰ、午前Ⅱ対策は実施しません。

対象者

●山下 真吾 講師
「実例を交えることで興味を引き、丁寧かつ充実した解法・解説を展開！」
独立系ソフトウェアベンダ等にてシステム開発、ネットワーク設計運用などの業務を10年程
経験し、2001年に独立起業。現在は、講師業、執筆業、コンサルティング業に従事。
自ら受験した対策ノウハウと実務で得た専門知識の深さを活かした分かりやすい解説に定評が
ある。保有資格は、技術士(情報工学)、システムアーキテクト、データベーススペシャリスト、
ネットワークスペシャリスト、情報セキュリティスペシャリスト（情報処理安全確保支援士）、
他多数。

担当講師

使用教材

●オリジナルレジュメ

講座詳細
会場

TKP品川カンファレンスセンター

日程（1日）

2018年9月30日（日）

時間

10：00～18：00

受講費用

￥19,980（税別）

定員

35名

カリキュラム
１．ネットワークスペシャリストの午後試験で必須の５つの重要事項を理解する。
・ネットワーク設計（アーキテクチャ設計）
・信頼性
・性能・拡張性
・セキュリティ
・運用・移行
２．重要事項で出題される内容で何が問われるかを把握する。
３．問題解法に必要な考え方，状況の捉え方を理解し，
実際の本試験問題を解き実戦的な解法力を習得する。
◎学習目標
・過去の試験で頻出の重要ポイントについて，何がどう問われるか直前整理し，理解する。
・頻出事項について，解答を導くための「重要な考え方」を理解する。
・本試験問題の解答を通じて，「重要な考え方」を実際に使い定着させる。

・所定の人数に満たない場合は、中止とさせていただく場合があります。
・お客様のご都合による欠席の場合、振り替え及び受講料の払い戻しはいたしません。
・カリキュラム内容は変更になる場合がございます。
・会場は変更になる場合がございます。
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ITストラテジスト
講座概要

午後対策講座

午後IIの論文対策を中心に2回の論文添削をセットにした講座です。
・ 高度の午後Ⅰ試験で出題される問題の出題ポイントと解法テクニックを理解したい方
・ 応用情報技術者試験に合格している方、または同等レベルの方
・ 午前Ⅰ、午前Ⅱ試験対策をご自身の学習で行える方（目標理解度：６０％）
※ 講座内で午前Ⅰ、午前Ⅱ対策は実施しません。

対象者

●落合 和雄 講師 「採点者の視点から、合格論文を書く方法を分かりやすく解説！」
・コンピュータメーカー、SIベンダーでITコンサルティング等に従事後、経営コンサルタント
として独立。
・経営計画立案、企業再建等の経営指導、プロジェクトマネジメント、システム監査等の
IT関係を中心にコンサルティング・講演・執筆等、幅広い活動を展開。
・情報処理技術者試験、PMP、ITコーディネータ試験などについても、豊富な経験に基づく
受験指導を行う。
・中小企業診断士、税理士、ITコーディネータとしても活躍中。

担当講師

●書籍 『２０１8 ITストラテジスト
「専門知識＋午後問題」の重点対策』
・本体価格（税別）： ￥３,７００
（4月上旬発売予定）
★要事前購入 ※１

使用教材

●書籍 『ITストラテジスト
合格論文の書き方・事例集 第5版』
・本体価格 （税別）： ￥３,０００
★要事前購入 ※１

講座詳細
会場

TKP品川カンファレンスセンター

日程（３日間）

【１回目】2018年8月19日（日）、【２回目】9月2日（日）、【３回目】9月23日（日）

時間

10：00～18：00

受講費用

￥76,000（税別）

定員

25名

カリキュラム

【1回目】

【2回目】

【3回目】
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■試験の概要と技術分野の確認

■ITストラテジストの基礎知識

■モデル設計書説明

■出題傾向分析と合格必要ポイント

■論述式問題の取組み方

■論述問題設計

◎１回目の学習目標
・ITストラテジストの基礎知識を理解する。
・論述式問題の解き方を理解する。
・論述式問題の設計を完成する。
■記述式問題の解答テクニック

■記述式過去問題演習

■記述問題解答のポイント

■論述構成演習

■論述問題個別指導

◎２回目の学習目標
・記述式問題の解法テクニックを理解する。
・論述式問題の解答のポイントを理解する。
・自分の論述式問題解答の問題点を把握できる。
■記述式過去問題演習

■論述構成演習

■論文作成計画作成

■記述式問題解答テクニック

■出題傾向の分析

■論述問題個別指導

◎３回目の学習目標
・出題傾向を理解する。
・記述式問題の解答テクニックと解答のポイントを習得できる。
・論述式問題の解答テクニックと解答のポイントを習得できる。
・今後の論述式問題の取組計画を作成できる。

※1：使用教材は含まれません。別途ご購入をお願いいたします。
・所定の人数に満たない場合は、中止とさせていただく場合があります。
・お客様のご都合による欠席の場合、振り替え及び受講料の払い戻しはいたしません。
・カリキュラム内容は変更になる場合がございます。
・会場は変更になる場合がございます。

ITストラテジスト
講座概要

直前対策講座

午後Ⅰ、午後Ⅱの解答のコツを学ぶことが出来ます。
表面的な説明ではなく、合格に必要な基本的な考え方を身に付けてもらうことが合格への近道である
ことをモットーとしています。
本講座では、ITストラテジストの合格に必要な試験のコツを効率的に習得できることを目指します。

・ 高度の午後Ⅰ試験で出題される問題の出題ポイントと解法テクニックを理解したい方
・ 応用情報技術者試験に合格している方、または同等レベルの方
・ 午前Ⅰ、午前Ⅱ試験対策をご自身の学習で行える方（目標理解度：６０％）

対象者

※ 講座内で午前Ⅰ、午前Ⅱ対策は実施しません。

担当講師

●落合 和雄 講師 「採点者の視点から、合格論文を書く方法を分かりやすく解説！」
・コンピュータメーカー、SIベンダーでITコンサルティング等に従事後、経営コンサルタント
として独立。
・経営計画立案、企業再建等の経営指導、プロジェクトマネジメント、システム監査等の
IT関係を中心にコンサルティング・講演・執筆等、幅広い活動を展開。
・情報処理技術者試験、PMP、ITコーディネータ試験などについても、豊富な経験に基づく
受験指導を行う。
・中小企業診断士、税理士、ITコーディネータとしても活躍中。

使用教材

●オリジナルレジュメ

講座詳細
会場

TKP品川カンファレンスセンター

日程（1日）

【１回目】2018年9月30日（日）

時間

10：00～18：00

受講費用

￥19,980（税別）

定員

25名

カリキュラム
■オリエンテーション
■午後Ⅰ 記述式問題対策
・午後Ⅰの解答テクニック
・午後Ⅰの解答のポイント
【午後Ⅰ過去問題演習】
■午後Ⅱ 論述式問題対策
・論述式問題の取組み方
・論文モデル設計書説明
【論文問題設計演習】
◎学習目標
・出題傾向を理解する。
・記述式問題の解答テクニックと解答のポイントを習得できる。
・論述式問題の解答テクニックと解答のポイントを習得できる。

・所定の人数に満たない場合は、中止とさせていただく場合があります。
・お客様のご都合による欠席の場合、振り替え及び受講料の払い戻しはいたしません。
・カリキュラム内容は変更になる場合がございます。
・会場は変更になる場合がございます。
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システムアーキテクト 午後対策講座
講座概要

午後IIの論文対策を中心に2回の論文添削をセットにした講座です。

・ 高度の午後Ⅰ試験で出題される問題の出題ポイントと解法テクニックを理解したい方
・ 午前問題が合格レベルに達している方、または自己学習でカバーできる方（目安の得点：６０％）
※ 講座内で午前Ⅰ、午前Ⅱ対策は実施しません。

対象者

●佐々木 章二 講師
「独自の合格パターン活用による楽々試験対策を伝授！」
外資系システムベンダのSEとして、公共団体の各種システム設計、大手金融機関の情報系シス
テム構築などに従事後、講師として独立。以後一貫してシステム開発技術者の教育業務に従事
する。特に論文系のマネジメント・ストラテジ系資格を得意とし，幅広い実務経験を生かした
解説に定評がある。

担当講師

使用教材

●書籍 『２０１8 システムアーキテクト
「専門知識＋午後問題」の重点対策』
・本体価格（税別）： ￥３,７００
（4月上旬発売予定）

●書籍 『システムアーキテクト
合格論文の書き方・事例集 第5版』
・本体価格 （税別）： ￥３,０００
（6月下旬発売予定）

★要事前購入 ※１

★要事前購入 ※１

講座詳細
会場

TKP品川カンファレンスセンター

日程（３日間）

【１回目】2018年8月19日（日）、【２回目】9月2日（日）、【３回目】9月23日（日）

時間

10：00～18：00

受講費用

￥76,000（税別）

定員

25名

カリキュラム
■試験の概要と出題分野の確認
【1回目】

■論文作成のポイント

◎１回目の学習目標
・論述式試験の傾向と特徴を理解する。
・論述式試験を突破するためのポイントを理解する。
・論述式試験の問題文から解答すべきポイントを抜き出すことができる。
・論述式試験の突破ポイントをおさえて回答を作成できる。
■論述問題作成演習①の添削結果講評
■論述問題作成演習②
■記述問題の傾向と対策

【2回目】
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■記述問題の解法テクニック
■記述問題演習①
・システム方式設計

◎２回目の学習目標
・添削結果を踏まえ、論述式試験の解答を作成できる。
・記述式試験の傾向と特徴を理解する。
・進捗管理に関する基礎的事項を理解する
・進捗管理に関する記述式試験の特長と解法を理解する
■論述問題作成演習②の添削結果講評

【3回目】

■論述問題作成演習①

■記述問題演習②
・ソフトウェア方式設計
・オブジェクト指向
・品質の確保と確認

◎３回目の学習目標
・ソフトウェア方式設計に関する知識を整理し，記述式試験への対策をする。
・オブジェクト指向に関する知識を整理し，記述式試験への対策をする。
・品質の確保と確認に関する知識を整理し，記述式試験への対策をする。
・本試験に向けて復習しておくべき学習事項を理解する。

※1：使用教材は含まれません。別途ご購入をお願いいたします。
・所定の人数に満たない場合は、中止とさせていただく場合があります。
・お客様のご都合による欠席の場合、振り替え及び受講料の払い戻しはいたしません。
・カリキュラム内容は変更になる場合がございます。
・会場は変更になる場合がございます。

システムアーキテクト 直前対策講座
講座概要

SA試験の午後試験のポイントである「題意にどう答えるか」を中心に解説します。
また，午後Ⅰ，Ⅱ試験を答えるために必要となる午前Ⅱ知識，得点できる午後Ⅰ試験の解答文の組み
立て方，論文を具体的に書くためのテクニックなどを紹介します。
自己学習において、本試験前に疑問点など解消したい方。
午後試験の得点力をアップさせたい方。
午前問題が合格レベルに達している方。
または自己学習でカバーできる方が望ましい。（目安の得点：60％）
※講座内で午前対策は致しません。

対象者

担当講師

●佐々木 章二 講師
「独自の合格パターン活用による楽々試験対策を伝授！」
外資系システムベンダのSEとして、公共団体の各種システム設計、大手金融機関の情報系シス
テム構築などに従事後、講師として独立。以後一貫してシステム開発技術者の教育業務に従事
する。特に論文系のマネジメント・ストラテジ系資格を得意とし，幅広い実務経験を生かした
解説に定評がある。

使用教材

●オリジナルレジュメ

講座詳細
会場

TKP品川カンファレンスセンター

日程（1日）

2018年9月29日（土）

時間

10：00～18：00

受講費用

￥19,980（税別）

定員

25名

カリキュラム
■午後Ⅰ（記述式問題）直前対策
～５０点台を６０点台にするためのテクニック
・問題文を『効率よく読む』
・設問文を『正しく読む』
・解答文を『正しく答える』
・アンチパターン（間違った解答文）に見る、題意とのズレ
・『得点できる解答文』の書き方
■午後Ⅱ（論述式問題）直前対策
・論文作成テクニックの復習
～アンチパターン（不合格レベル論文）から学ぶ合格レベル論文の書き方
・この論文は合格or不合格？
判断できるようになることが合格への近道
・不合格論文をリファクタリングし、合格論文にしよう
～これで安心 論文ネタの仕入れ方
・論文ネタは午前Ⅱに転がっている
午前Ⅱ知識の再確認と論文への応用
◎学習目標
・午後Ⅰ（記述式問題）を効率よく、正しく読むためのテクニックを知る
・午後Ⅰ（記述式問題）に正しく答えるテクニックを知る
・論文例の良し悪しを判断できるようになる
・午前Ⅱの知識を論文ネタに活用するテクニックを知る

・所定の人数に満たない場合は、中止とさせていただく場合があります。
・お客様のご都合による欠席の場合、振り替え及び受講料の払い戻しはいたしません。
・カリキュラム内容は変更になる場合がございます。
・会場は変更になる場合がございます。
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ITサービスマネージャ 午後対策講座
講座概要

午後IIの論文対策を中心に2回の論文添削をセットにした講座です。
・
・
・
※

対象者

高度の午後Ⅰ試験で出題される問題の出題ポイントと解法テクニックを理解したい方
応用情報技術者試験に合格している方、または同等レベルの方
午前Ⅰ、午前Ⅱ試験対策をご自身の学習で行える方（目標理解度：６０％）
講座内で午前Ⅰ、午前Ⅱ対策は実施しません。
●岡山 昌二 講師
「サービスマネージャの現場経験の長い講師が、皆さんに一番近い立場で合格に導く！」
電子部品製造販売会社でシステム開発、システム運用、セキュリティ、ネットワーク管理業務に従事。論述式問
題ある情報処理技術者試験を中心に、講師・試験対策書執筆歴15年のキャリアをもつ。
１人１人の受講生が持つ弱点に個別対応して得点力をアップする独自のアプローチで定評があり、大手IT会社向
け試験対策講座では、結果を出す講師として高い評価を受けている。ITサービスマネージャの他、システムアー
キテクト、プロジェクトマネージャの各試験対策講師も担当。

担当講師

使用教材

●書籍 『２０１8 ITサービスマネージャ
「専門知識＋午後問題」の重点対策』
・本体価格 （税別） ： ￥３,７００
（4月上旬発売予定）

●書籍 『ITサービスマネージャ
合格論文の書き方・事例集 第5版』
・本体価格 （税別） ： ￥３,０００
（6月下旬発売予定）

★要事前購入 ※１

★要事前購入 ※１

講座詳細
会場

TKP品川カンファレンスセンター

日程（３日間）

【１回目】2018年8月18日（土）、【２回目】9月1日（土）、【３回目】9月22日（土）

時間

10：00～18：00

受講費用

￥76,000（税別）

定員

25名

カリキュラム

【1回目】

【2回目】

■試験制度概要 技術者からマネージャへ
【論述式問題対策】合格レベルに達しない小論文と改善
・訓練1 論文風の文章を書く
・訓練2 トピックを詳細化して段落にする
・訓練3 問題文へトピックを書き込む

・訓練4 ワークシートに記入する
・訓練5 ワークシートを基に論述する
・第1回目論文課題指示

◎１回目の学習目標
～設計した論文を時間が許す限り講座中にレビュー。論文設計の勘所を習得～
・問題文の趣旨に沿った論述ができ、臨場感のある論文を書くためにトピックを挙げることができる。
・能力、工夫した点をアピールための論文設計方法を説明できる。
・マネジメントの観点から論述できる。

■記述式問題対策
正解に似ているが減点される解答と改善
・記述式問題解法テクニック
・専門分野における出題の勘所解説
インシデント対応／サービスレベル管理
・記述式問題演習

■問題演習 論述式問題対策
・第1回目論文添削結果講評
・第2回目論文課題指示

◎２回目の学習目標
～答えが分かっていても得点できない状況から脱皮～
・記述式解法テクニックを説明でき、記述テクニックに従って、得点できる解答が書ける。
・専門分野の知識に基づいて問題を解ける。
・記述式問題解法テクニックに従って、問題文の効率的な読み方ができる。

【3回目】
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■記述式問題対策
記述式問題を突破
・記述式問題 解法テクニックの確認
・専門分野における出題の勘所解説
システム移行／サービス継続及び可用性管理
・記述式問題演習

■問題演習論述式問題対策
マネジメントの視点をアピールする方法
・第2回目論文添削結果講評
・本試験までにしておくこと
・論述式試験中に発生したトラブルへの対処方法
・添削内容と改善点の説明(個別対応)

◎３回目の学習目標
～記述式問題では、時間管理の総仕上げ。論述式問題では、規定時間内にアピール性の高い論文を書き上げるための確認を個
別に実施～
・講師から指摘された受講生自身の論述式問題における改善点を説明できる。
・論述式試験の前までに実施しておくべきことを説明できる。
・論述式試験の最中に発生した問題について対処方法を説明できる。

※1：使用教材は含まれません。別途ご購入をお願いいたします。
・所定の人数に満たない場合は、中止とさせていただく場合があります。
・お客様のご都合による欠席の場合、振り替え及び受講料の払い戻しはいたしません。
・カリキュラム内容は変更になる場合がございます。
・会場は変更になる場合がございます。

ITサービスマネージャ 直前対策講座
講座概要

直前対策講座は，試験”直前”の時期に開催する，SM合格に向けた講座となります。
残り２週間となった時期に，それまでの自己学習の疑問を解消したい，得点力をアップしたい受講者
が解法テクニックや記述テクニック，試験対策としてやるべきことなどを得ることができる講座です。
・ 高度の午後Ⅰ試験で出題される問題の出題ポイントと解法テクニックを理解したい方
・ 応用情報技術者試験に合格している方、または同等レベルの方
・ 午前Ⅰ、午前Ⅱ試験対策をご自身の学習で行える方（目標理解度：６０％）

対象者

※ 講座内で午前Ⅰ、午前Ⅱ対策は実施しません。

●岡山 昌二 講師
「サービスマネージャの現場経験の長い講師が、皆さんに一番近い立場で合格に導く！」
電子部品製造販売会社でシステム開発、システム運用、セキュリティ、ネットワーク管理業務に従事。論述式問
題ある情報処理技術者試験を中心に、講師・試験対策書執筆歴15年のキャリアをもつ。
１人１人の受講生が持つ弱点に個別対応して得点力をアップする独自のアプローチで定評があり、大手IT会社向
け試験対策講座では、結果を出す講師として高い評価を受けている。ITサービスマネージャの他、システムアー
キテクト、プロジェクトマネージャの各試験対策講師も担当。

担当講師

●オリジナルレジュメ

使用教材

講座詳細
会場

TKP品川カンファレンスセンター

日程（1日）

2018年9月29日（土）

時間

10：00～18：00

受講費用

￥19,980（税別）

定員

25名

カリキュラム
■試験制度概要

技術者からマネージャへ

■記述式問題対策
専門分野の出題ポイントの確認
・記述式問題解法テクニック
・専門分野における出題の勘所解説
・記述式問題演習と講師による採点（時間がない場合は割愛）
■問題演習論述式問題対策
具体的にマネジメントの視点を論述に盛り込む
・論述式問題解法テクニック
・小論文へのマネジメントの視点の盛り込み演習
・論述式試験中に発生したトラブルへの対処方法
◎学習目標
・記述式解法テクニックを説明でき、記述テクニックに従って、得点できる解答が書ける。
・論述式解法テクニックを説明でき、論述テクニックに従って、得点できる解答が書ける。

・所定の人数に満たない場合は、中止とさせていただく場合があります。
・お客様のご都合による欠席の場合、振り替え及び受講料の払い戻しはいたしません。
・カリキュラム内容は変更になる場合がございます。
・会場は変更になる場合がございます。
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合格ゼミ

助成金について

『3日間コース』は人材開発支援助成金対象コースです！

＜制度利用について＞
①正規雇用労働者への研修であること
②雇用保険適用事業所の事業主であること
③会社都合による解雇が無いこと（研修開始日の6ヶ月前から換算）
④厚生労働省の定める申請書類を提出して研修を実施すること
⑤1コースの訓練時間が10時間以上であること

＜申請における留意事項＞
①企業様の事業内容や、受講者の年齢や勤続年数により、助成額が変動します。
事前によくご確認ください。
②1事業所が1年度内に受給できる助成額は最大1,000万円となります。
＜参考WEB＞
厚生労働省「人材開発支援助成金」について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

正規雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、
職業訓練等の実施を行う事業主に研修にかかる経費を助成する制度です。
合格ゼミ(3日間)の講座で、この助成金が利用できます。

【3日間講座】
3日間の合計は21時間ですので、助成金対象となります。
・基本情報技術者 午後対策講座
・応用情報技術者 テクノロジ系 午後対策講座
・情報処理安全確保支援士 午後対策講座
・ネットワークスペシャリスト 午後対策講座
・ITストラテジスト 午後対策講座
・システムアーキテクト 午後対策講座
・ITサービスマネージャ 午後対策講座

【スタートダッシュ講座・直前対策講座】
1日講座のみでは対象になりませんが、
上記の3日間講座と合わせて頂くと助成金対象となります。
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合格ゼミ

助成金について

24

アイテック公式SNS

twitter
https://twitter.com/itec_shikaku
どこよりも早くアイテックの新商品や
情報処理の最新情報をお届けします。

facebook
https://www.facebook.com/itec.Community
一人一人のキャリアビジョンを実現させる
ために一緒に考え、悩み、共に成長してい
ける、そんなコミュニティを目指します。

blog
http://www.itec.co.jp/blog/
受験生の合格体験記など学びに
役立つノウハウ満載
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お申込み / お問合せ

https://www.itec.co.jp/store/
または、下記「お問合せ」内、法人営業部までお申し付けくださいませ

https://www.itec.co.jp/inquiry
・アイテックのご提供商品が簡単、迅速にご購入いただけます
・見積書の出力や見積書からのご購入が可能です
・過去の購入履歴がご参照いただけます
・一度請求、納入先などをご登録いただけますと、繰返しご利用いただけます
・受講者情報を一括登録できるCSVアップロード機能が搭載されております
・お申込毎に必要だった、社印の押印が不要です
・弊社導入法人様限定のECサイトです (予めご登録が必要です)
・3,000円以上 (税込）ご購入の場合、送料無料
・ご利用をご検討されるお客様はお問合せください

https://www.itec.co.jp/contact/
または

℡:03-6824-9001
（担当：サービスデスク 月～金（祝祭日除く）：10:00～17：00）

【法人営業部 直通】

℡:03-6824-9007
メール: hojin@itec.co.jp
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会社概要
■商号

株式会社アイテック

■沿革

旧株式会社クリエーティブソリューションズ

旧株式会社アイテック

1995年 1月

フォーバルグループのHR事業を
担うべく創業

1983年 5月

「株式会社情報処理技術者教育センタ
ー」を設立

1998年 2月

業務拡大のため、オフィスを渋
谷に移転

1991年 1月

「株式会社アイテック」へ商号変更

2000年 11月

アジア人材紹介事業を開始

2013年 10月

「株式会社フォーバル（JASDAQ上場，
証券コード 「8275」）」の連結子会
社となる

2018年 4月

株式会社クリエーティブソリューションズと株式会社アイテックが合併し、株式会社アイテック
となる

■資本金

80,000,000円

■取締役

代表取締役社長
取締役副社長 教育事業本部長
取締役 人材事業本部長
取締役 管理本部長
取締役(非常勤)
取締役(非常勤)

■事業概要

通信教育事業、書籍の出版・販売事業、企業向け社員研修事業
ITエンジニアの派遣事業
東南アジアにおける現地幹部候補・留学生の人材紹介

■所在地

・本社
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-17-5 シオノギ渋谷ビル11階
人材事業本部
TEL：03-6825-5301 FAX：03-3797-3704

加納 敏行
土元 克則
澤田 朗
久保田 善之
加藤 康二
行 辰哉

・教育事業本部 〒108-0074 東京都港区高輪2-18-10 高輪泉岳寺駅前ビル4階
TEL：03-6824-9010 FAX：03-5795-0231
・教育事業本部 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1-4-1 オリックス本町ビル15階
西日本支社
TEL：06-6535-7420 FAX：06-6535-7421
■主要取引先

27

•
•
•

アマゾンジャパン合同会社
アイコムシステック株式会社
ＩＩＢＡ日本支部

•

インフォメーションサービスフォース株式会社

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
ＮＥＣマネジメントパートナー株式会社
ＳＣＳＫ株式会社
ＮＴＴラーニングシステムズ株式会社
ＭＳ＆ＡＤシステムズ株式会社
ＮＥＣネッツエスアイ株式会社
株式会社ＮＨＫメディアテクノロジー
株式会社ＮＴＴデータユニバーシティ
株式会社ＮＴＴデータ アイ
ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社
株式会社ＮＴＴドコモ
株式会社大阪屋栗田
株式会社ＯＫＩソフトウェア
関西電力株式会社
一般社団法人神奈川県情報サービス産業協会
株式会社クレスコ
ＫＤＤＩ株式会社
国税庁
ＮＴＴコムウェア株式会社
株式会社さくらケーシーエス
株式会社ＪＲ東日本情報システム
ＪＲＡシステムサービス株式会社
Ｓｋｙ株式会社
住友林業情報システム株式会社
ソフトバンク株式会社
株式会社大和総研
ＴＩＳ株式会社
ＴＩＳソリューションリンク株式会社

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

株式会社トーハン
東芝テックソリューションサービス株式会社
株式会社東邦システムサイエンス
東京海上日動システムズ株式会社
東芝インフォメーションシステムズ株式会社
日本出版販売株式会社
株式会社西村書店
株式会社日本ウィルテックソリューション
日本政策金融公庫
日本アイ・ビー・エム株式会社
株式会社日本総合研究所
株式会社日本マンパワー
ニッセイ情報テクノロジー株式会社
日本電気通信システム株式会社
株式会社日立インフォメーションアカデミー
株式会社日立ハイシステム２１
株式会社日立産業制御ソリューションズ
東日本電信電話株式会社
株式会社富士通ラーニングメディア
株式会社フォーバル
株式会社富士ゼロックス総合教育研究所
防衛省 航空幕僚監部
みずほ情報総研株式会社
三菱ＵＦＪインフォメーションテクノロジー株式会社
三菱電機コントロールソフトウェア株式会社
一般社団法人宮城県情報サービス産業協会
株式会社村田製作所
株式会社ラック
株式会社リクルートテクノロジーズ
リコーＩＴソリューションズ株式会社
ワールドビジネスセンター株式会社
等（50音順・敬称略）

教育事業本部

〒108-0074 東京都港区高輪2-18-10 高輪泉岳寺駅前ビル4階

℡ 03-6824-9010

西日本支社

〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1-4-1 オリックス本町ビル15階

℡ 06-6535-7420
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