株式会社ソフト･リサーチ･センター

職種：プロジェクトマネジメント
エントリレベル
スキルカテゴリ

レベル１

ミドルレベル

レベル２

レベル３

10-208/11-042

レベル４

レベル５

レベル６

レベル７

10-133/11-012
ファンクション･ポイント法による
システム開発見積りとプロジェクト見積り技法

【1】 WBS基礎とプロジェクト計画書作成[速習1日コース]
10-211/11-043

10-150/10-151/11-018
〜ユーザ企業も納得する〜
「良い見積り書」作成のための実践講座

【2】 EVM基礎とコスト、スケジュール管理[速習1日コース]
テクノロジ

ハイレベル

10-214/11-044
【3】 FP法（ファンクション・ポイント）基礎と見積り[速習1日コース]

10-164/11- 025
〜最新事情とトラブルシューティング!!〜
中国オフショア開発の最前線とプロジェクト推進ノウハウ
メソドロジ

10-252
PMBOK(R) ガイド 第4版による
【速習】ITプロジェクトマネジメント 基礎講座 【2日間コース】
10-115/11-006
【2】プロジェクトマネジメント手法の基礎
〜WBS･工程の表現・EVM･FP法〜
10-118/11-007
【3】 プロジェクト計画
〜計画の立て方･見積り・体制･工程計画〜
10-121/11-008
【4】 プロジェクト実行管理
〜工程の実行管理･品質管理･プロジェクト崩れ対策〜

プロジェクトマネジメント

10-109/11-004
〜コスト戦略から考える〜
EVMによるプロジェクト管理技法

10-187/10-188/11-035
〜プロジェクト崩れを起こさないための〜
ソフトウェア外注管理の課題分析と効果的実践法

10-315/10-279/11-064

10-267/11-068

10-324

10-320

〜佐藤義男による〜 PMP試験対策講座

【3】PMBOK(R) ガイド 第4版によるIT品質マネジメント 実践講座

ITプロジェクトのパフォーマンス分析実践

10-317/11-052
〜ピアレビューを中心とした!!〜
ソフトウェア・レビューの基礎から実践法まで

10-258

10-322

【4】PMBOK(R) ガイド 第4版 によるITリスクマネジメント 実践講座

ITプロジェクト受注獲得のための提案・見積実践ワークショップ

10-319/11-063
〜佐藤義男による〜
PMBOK(R) ガイド第4版ITプロジェクトマネジメント実践法

11-001

10-321
PMBOK(R)に続く新しい手法 !!
PMI標準 プログラムマネジメント解説と実践

10-277
交渉もプロジェクト！
プロジェクト交渉力強化研修[演習＋ロールプレイつき]

11-002

10-238

【6】PMBOK(R) ガイド 第4版によるIT調達マネジメント 実践講座

マルチプロジェクトマネジメントとプロジェクト診断

10-316/10-200/11-039
〜仕様書・設計書を中心とした〜
ドキュメント・レビュー実践法 【40のチェックポイント】

10-221/11-046

10-323
PMBOK(R) ガイド 第4版による
【速習】ITプロジェクトマネジメント 実践講座 【2日間コース】

10-241/11-053
これで納得!! 測って図る科学的チーム改革の実践的手法
ソフトウェア測定と見積り技法［基礎から実践まで］
10-243/11-054
〜人間重視の品質マネジメント〜
ソフトウェア品質保証システムの構築と実践

11-066
ITプロジェクトを円滑に進める!!
「コミュニケーションマネジメント」スキル向上策 実践講座

PMBOK(R) ガイド 第4版によるITファイナンシャルマネジメント 実践講座

100の失敗事例に学ぶ !!ITプロジェクトの危険予知訓練

IT赤字プロジェクトの立て直し・火消し対策

10-250
PMBOK(R) ガイド 第4版に基づく !!
WBS作成の基礎とITプロジェクトマネジメントへの適用

10-153/11-019

10-204/10-205
PMP取得者のための!!
現場で使えるITプロジェクト問題解決のプラクティス【講義+演習】

10-326
〜今、あらためて求められる!!〜
ソフトウェア品質管理の原点【ワークショップつき】

自主自律型プロジェクト・チームの構築と成功するプロジェクトの運営法

ビジネス/インダストリ

10-112／11-005
【1】プロジェクトリーダーの役割と心構え

パーソナル

2010.10

株式会社ソフト･リサーチ･センター
職種：ＩＴスペシャリスト
エントリレベル
スキルカテゴリ

レベル
１

ミドルレベル

レベル２
10-226/11-048
【1】ソフトウェアテスト入門技術解説
10-124/11-009
【1】わかりやすい!! ネットワーク技術講座[基礎編]
10-286/11-120
SEのための!! ＣＲＭ入門とシステム構築基礎
11-021
SEのための!! ＥＲＰ入門とシステム構築基礎

レベル３
10-306/10-328
PC実習!!［応用編：Webアプリケーション］
攻撃手法から学ぶネットワークセキュリティ
10-196/11-038
〜J-SOX法時代の〜
SLAの作成法 実践ワークショップ
10-101/11-003
'〜新任ネットワーク技術者のための〜
ネットワーク設計･構築･運用管理の実務!! 【べし･べからず集】
10-228/11-049
【2】ソフトウェアテスト実践技法 [演習つき]

10-298/10-299
〜プロフェッショナルテクニックが身に付く〜
SQL/データベース 実践集中講座
10-136/11-013
わかりやすい!! データベース設計講座
【1】 データベース概念設計
10-138/10-139
わかりやすい!! データベース設計講座
【2】 データベース論理設計

ハイレベル
レベル４

10-104
〜これからネットワーク・セキュリティに取り組む技術者のための〜
セキュア･ネットワーク構築技術 【基礎編】

レベル５

レベル６

10-181／11-032
DBコンサルタント･佐藤正美のノウハウ集大成
データベース設計べし・べからず実践集＋コンサルテーション

10-312/10-166
〜ネットワーク技術者のための〜
セキュア･ネットワーク構築技術 【実践編】 〜一部PC使用〜
10-158/10-325/11-022
ソフトウェアテスト結果の
バグの分析/収集と管理 実践手法

10-141/10-142/11-015
わかりやすい!! データベース設計講座
【3】 データベース物理設計

10-287/11-040
SEのための!! ＳＣＭ入門とシステム構築基礎

10-126/10-127/11-010
【2】わかりやすい!! ネットワーク技術講座[詳細編]

テクノロジ
10-274/10-275
ITIL 入門講座 【速習1日コース】
10-305/10-327
PC実習!!［基礎編］
攻撃手法から学ぶネットワークセキュリティ

10-230/11-050
【3】ソフトウェアテスト べし・べからず
10-129/10-130/11-011
【3】わかりやすい!! ネットワーク設計・構築講座[応用編]
10-224/11-047
RFPに対するシステム提案書・見積書の作成法【演習付き】

10-217/10-218/11-045
〜正しい仕様書が書けてますか？〜
要求仕様書の作成法 再入門講座
10-302
SEのための!! 要求工学の基礎と実践法

10-248/11-056
〜要件定義の前にやるべきこと！
〜問題フレームによるソフトウェア仕様化

10-106/11-061
〜ITプロフェッショナルのための〜
要求定義のための!! ヒアリングと仕様化テクニック

11-067
〜問題解決能力を強化する〜
SEのための!! コンセプチャルスキル実践講座

10-191/11-036
〜SEのための!!〜
要求定義・仕様化の実践トレーニング講座

10-233/11-051
要求仕様を例題とする!!ロジカル・シンキング実践ワークショップ
10-296
要求定義のための!! 問題発見力・解決力スキルアップ実践講座

10-318/11-062
〜ITプロジェクトでいかす!! 〜
IT技術者のための文章力向上養成講座 【実務演習つき】

メソドロジ

10-281
BABOK[R]2.0準拠!! 失敗しない要求開発

プロジェクトマネジメント

10-282/11-033
〜IFRSにも対応する〜会計知識の基礎とシステム設計入門
10-185/10-284/11-034
〜IFRSにも対応する〜販売･購買管理の基礎とシステム設計入門
ビジネス/インダストリ

10-270/10-271
IT技術者のための日本版SOX法入門
10-308/11-065
特別講座!! 〜ＩＴ部門のための〜
国際会計基準（IFRS）の概要とシステム設計

パーソナル

2010.10

レベル７

株式会社ソフト･リサーチ･センター
職種：アプリケーションスペシャリスト
エントリレベル
スキルカテゴリ

レベル１

レベル２

ミドルレベル
レベル３

ハイレベル
レベル４

レベル５

レベル６

レベル７

10-309
PC実習!! AjaxによるWebアプリケーション開発 [基礎編]

テクノロジ

メソドロジ

プロジェクトマネジメント

ビジネス/インダストリ

パーソナル

2010.10

株式会社ソフト･リサーチ･センター
職種：ＩＴアーキテクト
エントリレベル
スキルカテゴリ

レベル１

レベル２

ミドルレベル
レベル３

ハイレベル
レベル４

レベル５

レベル６

レベル７

10-144
ITアーキテクチャ設計【1】【入門編】
10-147
ITアーキテクチャ設計【2】【実践編】
テクノロジ

メソドロジ

プロジェクトマネジメント

ビジネス/インダストリ

パーソナル

2010.10

株式会社ソフト･リサーチ･センター
職種：コンサルタント
エントリレベル
スキルカテゴリ

レベル１

ミドルレベル

レベル２

レベル３

ハイレベル
レベル４

レベル５

レベル６

レベル７

テクノロジ

10-168/10-169/11-026
【1】ITコンサルタントのスキルと条件
10-171/10-172/11-027
【2】ITコンサルタントの会計知識・経営戦略
メソドロジ
10-174/10-175/11-028
【3】ITコンサルタントの生産管理の知識

プロジェクトマネジメント

ビジネス/インダストリ

パーソナル

2010.10

株式会社ソフト･リサーチ･センター
職種：全職種共通
エントリレベル
スキルカテゴリ

レベル１

レベル２

ミドルレベル
レベル３

ハイレベル
レベル４

レベル５

レベル６

レベル７

pdf

メソドロジ

10-193/10-194/11-023
〜経済産業省「モデル取引・契約書」による!!〜
情報システム開発 契約の作成・締結のポイント

プロジェクトマネジメント

ビジネス/インダストリ

パーソナル

2010.10

