株式会社富士通ラーニングメディア
お問い合わせは

0120-55-9019

受付時間：9：00〜17：30（土曜日、日曜日、祝日を除く）
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はじめに

新入社員研修WEBサイトが新しくなります

現在のビジネス環境は、データとデジタル技術を活用して、製品やサービス、ビジネスモデルを変革する
必要に迫られており、加えて働き方も大きく変化し、多様化しています。
富士通ラーニングメディアでは、このような変化・多様化に対応すべく、集合コースだけでなく、ライブ配信
コースの充実も図っています。お客様には、
「何を学ばせたいか」に加え「どのように学ばせたいか」もお選
びいただくことができるようになります。
私たちは変化の激しい時代においても、新入社員が成長し続ける能力の核づくりをご支援します。

2020年度

新入社員研修の開催スケジュールや会場など基本的な情報のほか、お客様の
ご要望に即した研修が探しやすくなるように、ページを検討しています。

富士通ラーニングメディア新入社員研修WEBサイト

富士通ラーニングメディアの新入社員研修は、
プロフェッショナルとして成長し続ける人材の
核をつくります
管理職層

※ロジック研修のロジック構築ラリー ® 、およびシ
ステム研修のプロジェクト疑似体験の取り組み
は継続します。

経験や知識から
得られる思考・
行動力

能力

実習進捗から
スキル目標到達度を見える化

利用目的がわかるスキル目標

スキル目標に対するレベル別の実習
問題により、
「どこまで解いたか」から
受講者・講師・お客様がいつでもスキ
ル習得状況を客観的に把握できる！

【仕掛け①】

新入社員時に向上させたい基本の3要素
やる気の醸成
働く・仕事をする意味付け
役割の認識

※スキル目標：実装力に紐づく目標
※知識目標：概念の理解力や応用力に紐づく目標

動機

動機

思考・行動

富士通ラーニングメディア 新入社員研修Webサイト

基本レベル

学習意欲を
高める
【仕掛け②】

知識・スキル

深掘・熟考
ITスキル基礎
常に前進
ビジネススキル基礎
果敢に挑戦
己を把握、強みを伸長、弱みを克服

富士通ラーニングメディアの新入社員研修では、
上記の能力の核の育成をサポートします。
また、新入社員研修後も現場の最前線で活躍できるよう、
長期的に階層別、職種別研修で能力向上を支援します。

Renewal

「スキルはあるけど説明できない」
「概念は理解できているけど実装できない」といった習得状況を明確化

知識・スキル
思考・行動

ロジック・システム研修（Java）の学びの仕掛けを刷新します！

各学習要素の目標をスキル目標※と知識目標※に分けて設定し、

新入社員

仕事を進める
信念、価値観、
モチベーション

https://www.knowledgewing.com/kw/shinjin/

学びの仕掛け

若年層

専門知識、
技能、
テクニック

10月中旬公開予定！

2020年度の状況を踏まえ、Z世代の新入社員に適した学び、ライブ配信や集合といった 研修形態にとらわれない
学びの仕掛けを提供します。

中堅層
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従来、当パンフレットと併せて、新入社員研修WEBサイトで新入社員研修の
情報をご提供させていただいていましたが、このたびお客様の利便性を向上
させるために、UI・画面遷移を考慮したWEBサイトにリニューアルすることに
なりました。

新入社員研修実績（2020年度上期）は以下のとおりです。

新入社員研専用カリキュラム 125社
125社
657名（うちライブ配信 115社）
新入社員専用カリキュラム
657名（うちライブ配信
115社）
お客様個別開催
180社 5,969名（うちライブ配信 127社）
お客様個別開催
180社 5,969名（うちライブ配信 127社）

Renewal

管理職層

目標到達度を
見える化する

定着レベル

実践レベル

利用シーンをイメージできるサンプル

サンプルの本質を理解して解く
（2～複数問目）

サンプルにない部分は調査して
解く
（オプション）

学習内容が何に結びついているかが
明確でストレスがない！
確認テスト（記述式）結果から
知識目標到達度を見える化

中堅層
若年層

言語化してアウトプットすることにより、
「わかったつもり」で終わらせない！

新入社員

https://www.knowledgewing.com/kw/shinjin/

サンプルを参考にして解く
（1問目）

お問い合わせは

0120-55-9019

受付時間：9：00〜17：30（土曜日、日曜日、祝日を除く）
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新入社員研修の特長

能力の３要素を育てる取り組み

成長を促す取り組み
※各コースで実施する取り組みは、
Webでご確認ください。

知識・スキル

特長１．人材像別カリキュラムで知識・スキルを積み上げる
自然な流れのカリキュラムでスキルを積み上げ

ITプロフェッショナル
（アプリケーション開発）

システム基盤の全体像と
工程を理解し、構築ができる
エンジニアを目指す。

組織

基本技術と動作を身につけ、
自立したエンジニアを目指す。

組織で働くイロハと
お客様起点の理解

ITソリューションセールス

IT基礎知識の習得
個人

情報システム部門配属者

情報システムの面から業務を
リードする人材を目指す。

社会人へのマインドチェンジ
※人材像別のおすすめコースは、人材像別育成プランのページで、
ご確認ください。

「成功」
を体験し、
自信をつける。
（＝経験として身につける。）
「滞り」
や
「失敗」
を繰り返しながら、
前進するコツをつかむ。
（＝経験値を蓄積する。）

実務に活用できるレベルでの知識の定着を目的
とし、重点学習項目を自分の言葉で解説します。
聞く側も、
解説に対する意見を述べて自身と解説
者の理解を深めます。

研修開始時と終了時に、
「ビジネススキルチェッ
クシート」を使って自分のスキルを評価し、受講
前後の比較によりビジネススキルに関する成長
度合いを測ります。

＜電子教材のメリット＞

紙教材
（冊子・ワークシート）

講師や事務局は、受講者の思考や行動の変化を見
守り、よい経験値を積めるようにアドバイスをした
り、課題を与えたりします。困難な場面を最良の体
得の場に替え、受講者が自力で進めるように支援
します。

・電子教材は、
タブレット
（※1）
や研修用PCの画面で閲覧でき、
さらにメモ
の書き込みも可能です。
・コース開始３営業日前から閲覧ができます
（※2）。
・キーワード検索が容易にできます。
・タブレットで手軽に持ち運びができます。
・テキストメモやハイライトを書き込めます。
・書き込んだメモは、
自宅でダウンロード
（※2）
して学習に活用できます。

電子教材
（PDFデータ）

キーワードの検索

特長３．仕事をする意味や価値を見出し、挑戦し続ける

機

学生から社会人への意識変革
「新入社員研修で学ぶこと」は、
単なる受講ではなく業務である。
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ビジネススキルチェック

電子教材コース

一緒にやる

動

電子教材

ビジネスパーソンの基本動作（マナーやコミュニ
ケーション）の体得を目的に、研修で学んだスキ
ルをケースに応じて実践します。

【電子教材】 電子教材の活用方法

経験値を活かして
自分でやる

自分でやる

ハンズオン。
上手な人をまねる。

リフレクションレビュー

「電子教材コース」
では、
コース教材の一部を電子
（PDFファイル）化しています。電子教材は検索
性がよく、タブレットで持ち運びも手軽です。

特長２．業務を体験してコツをつかみ、経験を活かして挑戦する

思考・行動

ＫＰＴによる振り返り

研修中の作業を振り返り、
改善活動をするための
取り組みです。
グループで継続すること
（Keep）
、
課題
（Problem）
、
改善のために取り組むこと
（Try）
について日々話し合います。

グループ

ITソリューションのベースとなる
スキルを備えた人材を目指す。

ビジネススキルトレーニング

決められた時間内に自分の考えを分かりやすく
相手に伝えるトレーニングです。
ビジネスシーン
で人前で話す際の言葉遣い、
立ち居振る舞いを意
識しながら実践します。

ITプロフェッショナル
（システム基盤）

配属に向けた総仕上げ

スピーチトレーニング

• 研修会場

＝

職場

•研

修

＝

業務

•講

師

＝

上司（先輩）

•受 講 者

＝

部下（後輩）

目指す人材像

仕事をする
意味とは？

会社からの
期待とは？

メモの入力

タブレット
手軽で
便利そう ♬

信頼できるビジネスパーソン

ハイライトで目立たせる

プロフェッショナルとして成長し
続ける力を備えた人材

富士通ラーニングメディア 新入社員研修Webサイト

自分がやるべき
こととは？

https://www.knowledgewing.com/kw/shinjin/

※イメージです。

※1
※2

電子教材コースの受講者には、一人1台、電子教材閲覧用タブレットを該当コース受講期間中貸与します。
電子教材配信システムKnowledgeR@ckを使用します。
お問い合わせは

0120-55-9019

受付時間：9：00〜17：30（土曜日、日曜日、祝日を除く）
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新入社員研修の特長

2021年度トピックス

受講者の成長を把握するサービス

ライブ配信コースの紹介

※各コースで実施する取り組みは、
Webでご確認ください。

理解度テスト

日報

受講者は毎夕、Webシステムで「新人研修日報」
を入力し、受講の成果や所感を育成担当者様へ
報告します。

コース終了時にテストを実施し、知識の定着度
を測定します。一部のコースでは研修の前後に
テストを実施し、スキルの伸びを確認します。

個人カルテ

成果発表会

受講者が研修の成果を発表する機会です。
受講者自身で発表資料を作成し、発表方法を考
え、
研修の成果をプレゼンテーションします。

理解度テストやスキル測定の結果、講師による
評価コメントをまとめた「個人カルテ」を発行し
ます。

【個人カルテ】 研修全体の受講成果を確認
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特徴3 ： Webから受講状況を確認できます
※事前にご予約ください。

特徴4 ： 研修機器を提供します
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を取りながらご受講いただけます。また、演習や実習も集合研修と同様に実施します。

不要です。
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北海道から沖縄まで、講習会会場へ移動することなく受講できるので、交通費や宿泊費はもちろん、移動にかかる

ライブ配信コースをお申込いただいたお客様には、研修会場と同じ環境のPCを提供するため、研修の環境設定は
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特徴1 ： 全国どこからでも受講できます

育成担当者様にもWebにログインいただき、受講者の研修状況をタイムリーにご確認頂けます。
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研修実績

※ライブ配信を行っていないコースもあります。
Webでご確認ください。

講師の講義を聞くだけでなく、疑問点などあれば、その場でマイクやチャットで質問するなど、コミュニケーション

＜主な観点＞
・研修実績 … 理解度テストやスキル測定の結果、課題進捗（定量評価）
・受講者による自己成長評価 … 基本動作および知識・技術の定着度実感（定量評価）、演習成果報告、意識の変化など（定性評価）
・講師による評価 … SE基本動作の発揮（定量評価）、成長点/課題点/育成における気づきや所感（定性評価）

䜰䝹䝂䝸䝈䝮

当社では、新しい時代の様々なお客様の様々な価値観やご要望にお応えするため、
『集合研修と同等の内容を、自宅で
も、オフィスの自席でも』をコンセプトに、ライブ配信コースを大幅に拡充し、新入社員研修においても、集合研修と同等
の内容をライブ配信で提供いたします。

特徴2 ： 集合研修と同じようなコミュニケーションが可能です

受講者一人ひとりの研修全体の受講成果をまとめた「個人カルテ」を発行します。
配属時の育成方針の検討などにご活用ください。

䛆㛤ጞ䛇

新型コロナウイルス感染症の拡大により、
「ニューノーマル」と呼ばれる新しい時代に突入しました。

⮬ᕫ⟶
⌮

※研修機器を提供しないコースもあります。Webでご確認ください。
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講師による評価
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※ネットワーク環境はご用意ください。
※研修機器は申込者宛に発送いたします。

䛆ᡤឤ䛇

※一例です

※受講者には、一人1台、研修用PCを該当コース受講期間中貸与します。

特徴5 ： 自分のペースで予習・復習ができます

受講管理システム
育成担当者様は専用のWebシステムで受講状況をリアルタイムに閲覧できま
す。また、受講実績データは、ダウンロードしてお役立てください。
＜主な機能＞
タイムカード 出勤・退勤の時刻が確認できます。
日報

あらかじめ、実習環境が整ったPCが受講者の手元にあるため、リラックスした環境で、自身の都合のいいタイミン
グに予習・復習ができます。

受講された多くのお客様から、高い評価をいただいています！

受講者の日々の成果や所感が確認できます。育成担当者様
から受 講 者へコメントを入 力できます。受 講 者のフォロー
アップに活用できます。

一方的に講師の方が話すのではなく、こまめにグループワークを行ってくれたのでインプットのみで
終わるのではなくアウトプットの時間があったのでとても分かりやすかった。

理解度テスト 学習内容の理解度を測定するテストの結果が確認できます。
※理解度テストを実施しないコースもあります。
受講報告書

各コースの終了時に、育成担当者様宛てに提出します。
コース全体の成果や気づきが確認できます。

質問できる環境も整えられていたので
やりやすかったです。

不明点や疑問点を画面共有やグループワークで
解決できたため、理解が深まった。
新入社員の声
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富士通ラーニングメディア 新入社員研修Webサイト

https://www.knowledgewing.com/kw/shinjin/

お問い合わせは

0120-55-9019

受付時間：9：00〜17：30（土曜日、日曜日、祝日を除く）
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富士通ラーニングメディア

2021年度

人材像別育成プラン

目指す人材像とそれに応じた育成プランをご用意しております。
また、知識・スキルを自然な流れで積み上

げて定着させるための仕掛けを各コースに組み込んでいます。詳しくは、WEB サイトをご参照ください。
https://www.knowledgewing.com/kw/shinjin/

ITプロフェッショナル
（アプリケーション開発）

【ITスキル共通（共通）】
各人材像で共通して身に付けて頂きたいITのベース
スキルを学んで頂けるコースです。

組込みソフトウェア技術
研修
～C言語プログラミング～
9日間

組込みソフトウェア
技術研修
～組込みプログラ
ミング～
10日間

組込みソフトウェア技術
研修
～開発体験～
14日間

Javaコース
Renewal

Javaコース
Renewal
ロジック研修
～ロジック構築力徹底
トレーニング（Java、
VB.NET、C#、C言語、
COBOL）

プロジェクトのキホン
2日間

システム研修
～システム開発プロジェ
クト疑似体験（Java、
VB.NET、C#、C言語、
COBOL）
16日間

ITプロへの第一歩
～最新技術動向とビ
ジネス作法～

はじめての
アジャイル開発
3日間

2日間

13日間

基 本 的なITスキル/システム基
盤 構 築に必 要な要 素 技 術を有
し、顧客要件に対応したシステ
ム基盤の構築作業ができる人材

若年層向け研修

2日間

フォローアップ研修〜プロフェッショナルを目指して〜 2日間

情報セキュリティリテラシ ー 1 日 間

IT研修〜実務で使えるコンピュータ基礎技術〜 4日間

ビジネススキル総合演習+ +

シゴトのキホン〜コミュニ ケ ー シ ョ ン 編 〜

シゴトのキホン〜文書作成 編 〜

ITプロフェッショナル
（システム基盤）

シゴトのキホン〜ロジカル シ ン キ ン グ 編 〜

シゴトのキホン〜仕事の進め方・マナー編〜

内定者向け研修

基本的なITスキル/ロジック構築
力を有し、品質確保/コスト遵守
/納期厳守のための行動と、シ
ステム開発を進めるためのチー
ム活動の基本動作ができる人材

【ビジネススキル共通】
各人材像で共通して、身に付けて頂きたいビジネス
スキルを学んで頂けるコースです。

ロジック研修
～アルゴリズム編～

システム基盤構築研修
16日間

ITソリューションセールス
ITソリューションセールスとして
必要となる基本的な I T知識を
有し、お客様のニーズを把握し、
最適なITソリューションを提供で
きる人材

ITソリューション
セールス研修
～IT基礎知識～
2日間

ITソリューション
セールス研修
～ソリューションプロ
セスの理解～
10日間

ITソリューション
セールス研修
～提案実践～
5日間

情報システム部門配属者
情報システム部門に求められる
役割を理解し、企画・要件定義
から運用管理といったスキルを
有することで、将来、情報シス
テムの面から会社の業務をリー
ドできる人材

情報システム部門
配属者向け新入社員研修
１～基礎知識編～
5日間

情報システム部門
配属者向け新入社員
研修2
～要素技術編～
7日間

情報システム部門
配属者向け新入社員研修
3～疑似体験編～
5日間

※ご要望に応じて各コースをカスタマイズし、
「お客様個別開催研修」
としてのご提供も可能です。お気軽にご相談ください。
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富士通ラーニングメディア 新入社員研修Webサイト

https://www.knowledgewing.com/kw/shinjin/

お問い合わせは

0120-55-9019

受付時間：9：00〜17：30（土曜日、日曜日、祝日を除く）

9

お客様個別開催研修（オンサイト・トレーニング）

1

お客様個別開催研修（オンサイト・トレーニング）では、お客様の描く新入社員像を目指して、お客様固有の様々なご要
望を研修のカリキュラムや運営に反映します。

お申込み方法（Webサイト/申込書）
Webサイトによるお申込み
当社Webサイトによるお申込み手順は、下記のWebサイトをご確認ください。

https://www.knowledgewing.com/kw/entry/j_web.html

1．お客様の会社の 人材育成方針を反映した独自のカリキュラムや運営を実現 します。

助成金を活用した人材育成の詳細は、当社Webサイトをご確認ください。
https://www.knowledgewing.com/kw/subsidy/career.html

2．多人数の場合、費用面のメリット があります。

人材育成システム

当社Webサイトによるお申込みの締切日は講習会開始日の12営業日前です。

申込書によるお申込み

KnowledgeC@fe により継続的な成長をサポート

STEP1

※ご希望のコースコードと日程に空席があれば、その場でお席をお取りします。

TEL：0120-55-9019 （お客様総合センター 予約承り時間：9:00～17:30（土曜、日曜、祝祭日を除く）

●ご予約内容と
『受付番号』
をE-mailで通知します。 ※ご予約は先着順で受け付け、定員になり次第締め切ります。
STEP2

で何ができるの？
スキル・知識の修得状況を把握

申込書ファイルのダウンロードと入力
●専用の申込書ファイルを当社Webサイトよりダウンロードし、
ご利用ください。

https://www.knowledgewing.com/kw/shinjin/omousikomi.html
※受付番号欄に電話で席を予約された場合は「受付番号」をご記入ください。

理解度テスト/アンケートの実施、自動集計
（上司/先輩/担任/講師も、即時結果閲覧可）

STEP3

日報・週報での実績報告、コメントの入力
1対1フォーラム（掲示板）でコミュニケーション

STEP4

育成の効率アップ
データのアップロードやダウンロード
新入社員への連絡事項の掲載

生活・意欲の見守り
研修室またはオンラインへの入退室時刻の打刻、管理
（上司/先輩/担任/講師/事務局による随時閲覧可）

申込書ファイルの送信（E-mail）

●お申込み内容を入力した申込書ファイルをＥ-mailに添付し、以下の宛先へ送信してください。

E-mail送信先：ﬂm-contact@cs.jp.fujitsu.com（お客様総合センター）

リフレクション活動による行動変容の醸成

KnowledgeC@feは、富士通のノウハウとオープン技術を融合したク
ラウドサービス「FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-O」上で稼
働し、強固なセキュリティ環境で大規模ユーザーにも安定したサー
ビスを提供しています。

TEL：0120-55-9019（お客様総合センター）
またはWebの「お問い合わせ」ページへ

http://www.knowledgewing.com/

●お申込み手続き完了後、
『 受付番号』
ごとにお申込み内容確認のE-mailを送信します。
●お申込みの受領後、請求書を発行いたします。受講料は、請求書に記載の期日までにお支払いください。
（請求書は、
コースのご受講後に届く場合もあります。）
●お申込み総数が所定の人数に達しない場合には、
コースが中止になる場合があります。ご了承ください。
●2021年10月以降に開講するコースのお申込み手続きの開始は、2021年4月以降になります。
2021年3月までにお送りいただいた申込書は、当社にてお預かりいたします。

●2021年3月頃に、
「育成担当者様へのお願い事項」や「受講のしおり」、
「受講管理システム利用手引き」などの資料ダウンロード
Webページを開設します。ご利用方法につきましては、弊社から別途ご案内を差し上げます。
コースお申込みのお客様に関しましては、事前にPCを送付します。下記URLにて「ライブ配信コース受講方法」をご確認く
●【ライブ】
ださい。
https://www.knowledgewing.com/kw/shinjin/live/index.html

https://www.knowledgewing.com/kcc/cafe/

（2020年度 個別開催研修実績 180社 5,969名）
●着実に技術力を身につける段階的なカリキュラムのご提供
●初級、中級、上級に分けたレベル別クラスの設定、運営
●eラーニング
（動画）
と集合研修を組み合わせた内定者研修
●定例会にて研修受講中の新入社員の状況ご報告
etc.

お申込み完了（当社にて申込書の到着を確認）

お申込みいただいたお客様へ

動作環境など詳細は、当社のWebページでご確認ください。

お客様個別開催研修（オンサイト・トレーニング）であれば、固有のご要望をカリキュラムや運営に反映できます。人材育
成の成功に向け、チームとしてお客様と一緒に考え解決します。

まずは
お気軽にご相談ください！

電話での確認
申込書を送る前に、電話で席を確保するのがオススメ！

お客様個別開催研修（オンサイト・トレーニング）の場合は、弊社が提供する人材育成システム「KnowledgeC@fe」の
利用をお勧めします。本システムでは、オンラインで、お客様個別開催研修における新入社員の研修出欠状況や、報告書
を通じたリフレクションおよび指導を確実に行うことが可能です。もちろん新入社員の学習履歴や成績などの情報が蓄積
されるため、人材育成のポートフォリオとしての役割を担うことができます。育成運営業務の品質を高め、確実な人材育成
を目指す皆さまのご要望にお応えします。

実施実績

※申込締め切り：講習会開始の10営業日前

2

お申込みのキャンセル／日程変更
ご予約を取り消したい場合は、必ずお客様総合センターへご連絡ください。

STEP1

STEP2

キャンセル／日程変更通知書の記入

●お申込み時にご記入いただいた申込書を「キャンセル／日程変更通知書」
として、再度ご使用ください。
※お申込みの際に、申込書を使用されなかった場合は当社Webサイトよりダウンロードください。

キャンセル／日程変更通知書の送信（E-mail）

●「キャンセル／日程変更通知書」をＥ-mailに添付し、
お客様総合センターへ送信してください。
●受講料をすでにお支払い済の場合は、
「キャンセル通知書」の受領を確認次第、
「（当社宛）請求書」をお送りいたします。
この請求書にご記入・捺印のうえ、郵送にてご返送ください。後日返金させていただきます。
キャンセル／日程変更の締切日 通常コース：講習会開始日の3営業日前／ライブコース：講習会開始日の８営業日前
※締切日を過ぎてからのキャンセル／日程変更はお受けできません。ご了承ください。
（受講料の返金はいたしかねます。）
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富士通ラーニングメディア 新入社員研修Webサイト

https://www.knowledgewing.com/kw/shinjin/

お問い合わせは

0120-55-9019

受付時間：9：00〜17：30（土曜日、日曜日、祝日を除く）
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https://www.knowledgewing.com/kw/shinjin/

