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支援す
る！
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カリキュラムのご案内カリキュラムのご案内
新入社員を戦力に

プロジェクトの失敗撲滅に

課題解決力の向上に

業務知識を深めるために

情報シ
ステム

に関わ
る人の

情報シ
ステム

に関わ
る人の

IT企業の
研修担当者必見！

ヒロ・ビジネス・スクールヒロ・ビジネス・スクール

ヒロ・ビジネス・スクール

「教える」 から

「育てる」 へ 



ヒトを育てる会社が持続的に発展する

企業の人材育成は古くから最重要と言われ続けてい
ますが、いまだ最良の状況を見いだせない状況にある
と伺えます。
なぜでしょうか？
それは、人材育成のための方策が研修機会を提供して
いるだけであったり、人材育成の目的を組織の活性化
や企業の業績向上においているところにあるからと分
析します。
社員を研修に参加させるだけでは、人材は育ちません。
ヒロ・ビジネス・スクールでは、貴社の戦力となる人材を
育てることをご支援いたします。

会社の目標を達成するのに必要な人材像が把握されていない
人材育成を経営上の最重要課題として認識されていない
人材育成は人事部門だけの仕事と思っている
従業員のキャリア形成プランがない
計画的な人材配置・プロジェクト編成になっていない

「教える」 から

「育てる」 へ 

企業が発展する資源のヒト・モノ・カネ・情報の中でも、一に大事なのがヒト、
二つ目に大事なのがヒト、最後に大事なのもヒトと言っても過言ではありません。
ところが、人材育成はないがしろにされていることが多く、
以下のような課題を抱えている企業を多く見受けます。

人材育成に関する主な課題



※助成金によって研修コストを激減できる可能性があります。

　お気軽にお問合せください。
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Ⅰ．ヒロ・ビジネス・スクールの特徴

IT 企業や IT 部門のスタッフを育てる

基礎力を習得する

現場ですぐに役立てる

Ⅱ．研修コンテンツと受講対象者

新人・若手社員の育成

　　ビジネス・パースンの基本

　　IT 関連の仕事に従事する人の基本

　　最低限知っておくべき業務知識

ITマネジメント力の強化

　　経営戦略～システム化構想の立案

　　要件定義を行うためのテクニック

　　システム構築のプロジェクトマネジメント

業務知識の習得

　　会計の業務知識とシステム構築のポイント

　　販売・購買・在庫管理業務のポイント

　　生産管理業務

Ⅲ．スクール長からのごあいさつ

主な講師紹介

Ⅳ．研修を計画するまで 

研修のご提案まで

人材開発支援助成金のご案内※

これまでの受講者の声

3

目 次



IT関連の仕事に従事する人が
習得すべきスキル

わかりやすさ コミュニケーションスキル

経営感覚

業務知識

業界知識

気づき発見

魅力つくり

説得と納得

提案力
推進力

ビジネス
スキル

課題
解決力

社会経済全体におけるIT利用の拡大及びIT産
業全体に占めるソフトウェアやサービスによる
付加価値の増大につれ、単なるITの使い手とし
てのみならず、価値創造者としての高度IT人材
育成の必要性が増大しています。

当スクールでは、企業戦略の実現、ビジネスシス
テムの高度化・差別化に重要な役割を果たす、
IT企業やIT部門に従事する人が、情報技術を用
いて企業戦略・ビジネスシステムを変革していく

ことができる人材を育成していくことを目的とし
ています。

ITの本来の効果を享受するためには、単にITの
技術要素を習得化するだけでは、不十分です。
そこで、各社のビジネスモデルを再確認したう
えで、経営の視点を得ながら、業務とITの橋渡
しをするための、下記のスキル醸成を当スクー
ルの主領域としています。

このようなスキルは、名前と顔が一致しない不特定多数向けの研修では習得することはできません。
講師の経験を元に、顔と名前がわかる受講生と対話を重ね、受講生のモチベーションを高めていく
研修をご提供します。
これが 「教える」 から 「育てる！」 、人材を育てることを当スクールの特長としている所以です。
その特徴は、具体的には次のようなことになります。

●教科書的な知識だけでなく、講師のノウハウ・経験を伝授します
●参加者相互で対話しやすいように少人数開催とします
●１コースの研修は5回～10回程度の開催を想定しています
　（1回あたりの開催時間は、半日を推奨します）

4



クラウド スマホ
IoT

ビッグデータAI
（人工知能）

足りないもの 見過ごすもの

モバイル

習得すべきスキルは基礎力

日進月歩のITの世界では、次々と新技術が到来してきていますが、
それを使いこなす、顧客や上司に提案していくための基礎力が
足りない状況にあります。

変化が激しければ激しいほど、基礎力を磨いておくことが必要です。基礎が
しっかりしていれば、変化にも十分に対応できます。
建築やスポーツでも、基礎が大切だと言われています。新しい技術・環境変
化に対応できる力を養うためにも、大地に根をはるような基礎力をつける的
な力が必要であると認識しています。
当スクールは、企業における課題や変革を情報技術によって成し遂げてい
くための基礎力を習得していただくことを目的としています。

書く力

業務知識 業界知識 課題分析

話す力 聞く力 提案力 推進力

気配り

5



現場ですぐに役立てる

6

当スクールでは、研修の目的を単に「ノウハウ
を習得する」ことだけでなく、研修で培ったこと
を現場の実務に役立てていただくことを主眼と
しています。現場で役立てるためには、「聞く」
「話す」「書く」というコミュニケーション力が
求められます。

研修目的を達成するため、研修開始時には「到

達目標」を明確にし、コミュニケーション力をつ
けるために、少人数制によるアクティブラーニン
グによって研修を実施します。これにより、認知
的、倫理的、社会的能力、 教養、知識、経験を含
めた汎用的能力の育成を図ります。

以下のものは「到達目標」の例示ですが、詳しく
は、各研修コンテンツをご覧下さい。

システム構築のプロマネができる

上流工程の仕事に関われる

戦略の策定ができる

システム化構想ができる

業務側のユーザーと会話ができる

先輩の役に立てる

ケース
スタディ

ロール
プレイ

少人数制

会話

到達目標の例

ガンバルぞ！

アクティブラーニング



当スクールでは、以下の分野での研修をご提供しています

研修レベルは、世代別の目安を定めています

年齢層

初級
20代前半

中級
20代後半

上級
30代

IT企業の若手担当者
情報システム部門の若手担当者
業務部門でシステムのことを学んでおきたい方
IT企業の中堅社員
情報システム部門の中堅社員
業務部門でシステム構築プロジェクトに参画されている方
IT企業のマネージャークラス
情報システム部門のマネージャークラス
業務部門でシステム構築プロジェクトのリーダークラス

新人・若手社員の育成

ITマネジメント力の強化

業務知識の習得

想定対象者

当パンフレットは、代表的な研修コンテンツの一部をご紹介しますが

詳しくはホームページ　http://www.hb-school.com をご覧ください。

また、 企業のご要望に合わせて研修コンテンツを創る こともできます。

育成課題などがありましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

77

研修コンテンツと受講対象者



社会人として把握しておくべき基礎知識、企業の活動内容、法務、マネジメントプロセスな
どを一通り学びます。恥をかいたり、信頼を損ねることを防ぎます。
当研修によって、コミュニケーションがうまく取れずに、会社の価値を下げてしまったり、信
頼を損ねることを防ぎ、関係者と円滑にやり取りができ、戦力となる若手社員に育てます。

①企業内の組織と各組織での業務
　企業内の組織パターン
　各部署の業務と役割
　経営会議とは
　決済基準について

②会社と従業員の関係
　労働関連基本法規
　労働時間と時間外勤務
　社会保険
　福利厚生

③基本法規
　個人情報保護法
　ISO、環境法
　知的財産
　販売関連法規
　生産関連法規

④マーケティングの基礎 
　マーケティングの基本
　セグメンテーション
　ターゲティング
　ポジショニング

⑤主要な業種とその特徴
　製造業
　流通小売業
　サービス業
　建設業
　金融機関

①コミュニケーションスキル
　コミュニケーションの基本
　業務指示と報・連・相
　ノン・バーバル・コミュニケーション
　聞く大切さ
　適格な質問

②社会人としての文章作成術
　テンプレートによるメール作成（和・英）
　社内向け報告書
　顧客向け提案書
　お礼状

③会議の運営
　会議開催の準備
　会議の案内・招集
　会議の運営
　議事録作成

④文書管理
　ファイルの必要性と意義
　書類の分類法
　紙による保管方法
　電子ファイルによる保管方法
⑤取引先との関わり
　事前準備
　営業同行
　プロジェクトサポート
　社内サポート

社会人として、会社に役立つ仕事ができるようになる
IT企業やIT部門に入社した新入社員
新入社員、インターン向け
経営学検定初級、簿記３級

研修の詳しい内容については、ホームページ　http://www.hb-school.com をご覧ください8

ゴ ー ル

受講想定対象者

研 修 レ ベ ル

参考となる資格

社 会 人 として の 基 本 現 場 の 戦 力 と な る た め に

20代前半向け
ビジネス・パースンの基本新人・若手

育成
初級



9

IT関連の仕事に必要な基本スキルを身につける
IT企業やIT部門の若手社員
基本情報技術者試験習得相当
ITパスポート、基本情報技術者試験

ゴ ー ル

受講想定対象者

研 修 レ ベ ル

参考となる資格

ITに関連する業務を遂行する人は、当然のことながらITに関わる基本的な事項を習得す
る必要があります。
しかしながら、ITに関わる基本的な事項と一言で言っても、身につけるべきスキルは多岐
にわたるものです。また、ITというとテクニカル的なことに思考がいきがちですが、ストラ
テジ（戦略）的、マネジメント的なスキルを身につけることも必要なものです。
当研修では、IT関連に従事する人が身につけるべきスキルをコンパクトに体系的に学び
ます。

20代前半向け
IT関連の仕事に従事する人の基本

①システム戦略
　情報システム戦略
 　システム企画
②プロジェクト総合マネジメント
　スコープマネジメント
　タイムマネジメント
　コストマネジメント
　品質マネジメント

③システム開発のマネジメント
　コミュニケーションマネジメント
　リスクマネジメント
　調達マネジメント
④サービスマネジメント（保守・運用） 
　運用設計・ツール
　サービスサポート
　サービスデリバリ
⑤ガバナンス
　システム監査
　内部統制

ストラテジ系・マネジメント系コース

①コンピュータに関わる基礎理論
　基礎理論  
　アルゴリズムとプログラミング
②コンピュータシステム
　コンピュータ構成要素
　システム構成要素
　ソフトウェア
　ハードウェア

③技術要素
　ヒューマンインターフェース
　マルチメディア
　データベース
　ネットワーク
④開発技術 
　システム開発技術 
　ソフトウェア開発管理技術
⑤セキュリティ  
　情報セキュリティ管理
　情報セキュリティ対策
　セキュリティ実装技術

テクニカル系コース

新人・若手
育成

初級

研修の詳しい内容については、ホームページ　http://www.hb-school.com をご覧ください



20代前半向け
最低限知っておくべき業務知識新人・若手

育成
初級

ビジネスマンとしての業務知識を学ぶことは基礎的なことです。しかしながら、その基礎
知識がない状況で表面上の業務に接すると、突発的なことに対応できなかったり、ミスを
犯してしまう可能性があります。
業務システム開発に従事する人の必要なスキルは、プログラミングやIT技術に止まらず、
ビジネス上の背景や業務知識が必要です。このコースにより、業務システム開発に従事
する人に必要最低限の基礎知識を習得できます。

社会人として最低限把握しておくべき業務知識を身につける
IT企業やIT部門で業務システムの開発を担当する若手社員
基本情報技術者試験習得相当
ビジネスキャリア検定　経理・営業・ロジスティクス3級

研修の詳しい内容については、ホームページ　http://www.hb-school.com をご覧ください

ゴ ー ル

受講想定対象者

研 修レベ ル

参考となる資格

①会計の基本
　簿記の基本
　財務諸表の体系
　会計原則や会計基準
　税金の体系と種類
　決算業務
②財務諸表の見方・分析
　貸借対照表
　損益計算書
　キャッシュフロー計算書　
　財務諸表分析
　事例に基づく会社の比較
③会計周辺業務
　売上債権管理
　購買業務
　在庫管理
　固定資産管理
　経費管理
④原価管理業務
　原価計算の目的
　原価計算の種類と形態
　原価計算の手続
⑤経営管理業務
　管理会計の概要
　月次業績管理
　予算管理
　課題解決のフレームワーク
　会計システム構築上の留意点

会 計 関 連 業 務

①販売管理
　販売管理業務の全体像
　• 販売部門の業務とプロセス体系
　• 販売管理業務とシステム化
　業種・業態で多様化する販売管理業務
　販売管理業務に関わる内部統制と法対応
②物流管理
　物流管理業務の基礎知識
　• 物流管理業務の概要
　• 物流拠点設定
　• 委託先管理
　• 物流システムの効率化
③在庫管理
　在庫管理業務の概要 
　在庫の定量把握と評価方法
　棚卸と現物管理
　在庫管理の色々とシステム化のポイント
　在庫管理に関する内部統制
④購買管理
　購売管理業務の概要
　購売管理業務の効率化とシステム化
　発注方式
　支払方法に関する留意点
　購買関連業務と不正
　購買に関するコンプライアンス

販売・購買・在庫・物流関連業務
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情報技術の活用は、競争優位を確立する企業戦略やマーケティング戦略の遂行、顧客と
の関係強化、他企業との連携に、ますます重要になっています。
このコースは、情報システムの構築に先立ち、情報システムの中核を担う人材が、習得す
べき企業戦略やマーケティングに焦点を当てています。さらに戦略を論理的に策定し、戦
略行動につなげる思考方法を習得します。内容はMBAレベルに匹敵します。コースは、イン
タラクティブに行い、単なる知識の習得に終わらず、考えて行動に移す実践力を養うことを
目標とします。

研修の詳しい内容については、ホームページ　http://www.hb-school.com をご覧ください

経営戦略・マーケティング戦略を理解し、実践で活用できる
経営戦略をもとに情報システムの企画を担当する中堅社員
MBAコースの経営戦略・マーケティング戦略相当
ビジネスキャリア検定（経営戦略2級、マーケティング3級）

ゴ ー ル

受講想定対象者

研 修 レ ベ ル

参考となる資格

①企業内の組織と各組織での業務
　戦略的思考 
　（論理的思考、フレームワーク思考他）
　戦略の構造
　（理念、ビジョン、全社戦略、事業戦略）
②外部環境分析
　マクロ環境分析（PEST）
　業界構造分析（５F）
　競合、顧客分析
③自社分析
　強み・弱み分析
　(Value,Rarity,Imitability, Organization)
　バリューチェーン（ビジネスシステム）
　デコンストラクション
④戦略策定プロセス
　SWOT分析
　KSF（Key Success Factor） の抽出
　ニーズ志向、シーズ思考
⑤全社戦略
　あるべき姿（理念、ビジョン、ドメイン）  
　コア・コンピタンス
　資源配分、シナジー
　戦略的提携

⑥事業戦略
　競争戦略
　（３つの基本戦略、市場地位と戦略）
　ブルーオーシャン戦略
⑦マーケティング戦略（市場）
　セグメンテーション（市場細分化）
　ターゲティング
　ポジショニング 

⑧マーケティング ・ミックス
　製品戦略
　価格戦略
　チャネル戦略
　コミュニケーション戦略
　（プロモーション戦略）
⑨創造的思考 
　イノベーション
　オズボーンのチェックリスト他
　戦略策定実習
⑩戦略を支える情報システム  
　ビジネスプロセス
　顧客インサイト
　応用
　（市場価値の高揚、コスト削減）

20代後半・30代
経営戦略～システム化構想の立案IT

マネジメント
中級・上級

11



システム構築の失敗要因の高順位に、「要求仕様の決定遅れ」「要件分析作業不十分」が
挙げられています。そこで、要件定義をしっかりやるように…とのお達しがでるものです
が、要件定義をどのように行うのかのノウハウがなく、結局のところ、要件定義がうまくで
きないとの悪循環に陥ります。
当研修では、システム構築の現場経験を踏まえて、要件定義を行うためのテクニック、要
件定義フェーズで何を行うのかを実践的に学びます。

①ロジカルシンキング
　論理的思考を採り入れるために
　もれなく、ダブりなく
　「だから」と「どうして」
　仮説思考
　演繹法と帰納法
②課題解決手法
　QC７つ道具
　新QC７つ道具
　ブレーンストーミング
　KJ法
　マインドマップ
③アンケート・ヒアリングによる分析
　実施方法
　事前準備と留意点
　結果の分析・報告
④ワークショップによる分析 
　ファシリテーション
　テーマの設定
　結果の分析・報告
⑤要求の取り纏め
　システム化の目的
　業務/システム化の範囲
　優先順位付け
　ステークホルダーマネジメント・合意形成

①業務要件
　業務説明書
　システム概要図
　図式化手法
　• 業務フロー
　• DMM、DFD、ERD、UML
　• ユースケース
　用語の定義
②システムの機能要件
　入力（画面）
　出力（帳票）
　データベース
　外部インターフェース
　システム稼働環境
③非機能要件
　規模・性能要件
　信頼性要件
　セキュリティ要件
④開発以降の要件
　テスト要件
　移行要件
　運用要件
　保守要件
⑤要件定義の品質管理
　成果物
　スケジュール
　作業体制

要件定義を効果的に遂行できるようになる
システム構築において要件定義に従事する人
情報処理技術者試験　レベル３～レベル４
BABOK、ITストラテジスト

研修の詳しい内容については、ホームページ　http://www.hb-school.com をご覧ください

ゴ ー ル

受講想定対象者

研 修 レ ベ ル

参考となる資格

課題の分析手法と要求の取り纏め 要 件 定 義 書 に 必 要 な も の

20代後半・30代
要件定義を行うためのテクニックIT

マネジメント
中級・上級
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システム構築のプロジェクトマネジメントができるようになる
プロジェクトマネージャー（リーダー）候補、補佐する立場の人
情報処理技術者試験　レベル３～レベル４
プロジェクトマネージャー試験、PMP

ゴ ー ル

受講想定対象者

研 修 レ ベ ル

参考となる資格

システム構築を失敗しないために「プロジェクトマネジメント」が重要なことは火を見るより明ら
かなことです。では、プロジェクトマネジメントをどのように行うのか－、ということについては、プ
ロジェクトマネージャーの経験と頭の中にのみあって、体系的に明らかにされていません。
また、プロジェクトマネジメントで大切なことは進捗を妨げる課題が発生する際に、どのよ
うな対処を行うかで、そのようなことの知識体系は文献にもまとめられていないものです。
当研修では、システム構築の現場経験を踏まえて、プロジェクトマネジメントに必要なこと
を体系的に実例を交えて学びます。

研修の詳しい内容については、ホームページ　http://www.hb-school.com をご覧ください

①プロジェクト計画
　ゴール・目的・方針
　スコープマネジメント
　スケジュール・WBS作成
　リソース計画・体制
　コスト見積　等々
②要件定義
　開発方針、開発モデル
　要件定義工程での成果物
　機能要件、非機能要件
　関係部署との合意形成
③設計
　設計技法 
　設計フェーズでの成果物
　設計書の品質管理
④開発
　開発工程での成果物
　開発ツール
　開発における品質管理
⑤テスト
　テストの種類
　テストの計画
　テストの品質管理
　ユーザーの受け入れ

⑥移行 
　移行の方式
　移行の作業
　移行の計画
　移行の品質管理
⑦ユーザー教育
　ユーザー教育の方法
　マニュアル・利用法の周知
　ユーザー教育の実施体制
　習熟度の見極め
⑧本稼働準備 
　本稼働判定
　本番移行の計画
　運用計画の検証
　リスクの特定と評価
⑨本稼働後フォーロー 
　システム化計画との比較検証
　本稼働後評価
　残課題への対処
⑩課題管理のコツ
　進捗管理
　課題の見極め
　課題管理ツール
　関係部署とのコミュニケーション

20代後半・30代
システム構築のプロジェクトマネジメントIT

マネジメント
中級・上級
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研修の詳しい内容については、ホームページ　http://www.hb-school.com をご覧ください

ビジネスとしての基礎知識、基幹業務システムの刷新、IFRSの適用 と、会計業務の基礎知
識を身につけることが欠かせない状況になってきています。また、IT企業や情報システム部
門には、業務知識がわかって、かつ、物事をまとめていく能力がある人を求めています。
そこで、ITに関わる人が習得すべき会計管理業務に関わる研修のご案内をさせていただ
きます。単なる会計知識だけでなく、実務やシステムの構築・運用に役立つための内容を
ご提供します。

ユーザーと会話ができる、会計システム構築の要件定義ができる
会計システムの構築・運用に携わる方
IT企業やIT部門で若手から中堅社員
ビジネスキャリア検定3級・2級、中小企業診断士（財務会計）

ゴ ー ル

受講想定対象者

研 修 レ ベ ル

参考となる資格

①総勘定元帳（一般会計）
　取引・仕訳・元帳・試算表
　決算手続きと決算整理
　消費税と法人税
　財務諸表の作成と分析
②IRとコンプライアンス
　債権管理
　債務管理
　会社法会計
　金融商品取引法会計
　監査対応
③キャッシュ・フロー計算書
　資金の範囲
　簡便法と原則法
　関節法と直説法
　個別と連結

④連結会計システム
　連結会計制度の変遷と現状
　制度連結会計の業務要件
　内部取引の相殺消去
　税効果会計
　セグメント情報

財務会計システムに関わるもの

①管理会計全般
　財務会計と管理会計の違い
　財務諸表分析
　• 収益性
　• 安全性
　• 生産性
　問題発見
②予算管理
　予算の種類と体系
　KPIマネジメント
　予算差異分析
　バランスト・スコアーカード

③原価管理
　原価計算の種類と形態
　個別原価計算
　総合原価計算
　実際原価計算
　標準原価計算
　直接原価計算

④分権組織とグループ管理
　事業部の業績測定
　営業費管理
　物流費管理
　グループ経営管理の要件

管理会計システムに関わるもの

20代向け
業務知識 初級・中級会計管理業務
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システムエンジニアに必要とされる知識は、プログラミングだけでなく業務知識も必要に
なってきています。システム構築や運用の現場では、業務知識がわかって、かつ、物事をま
とめていく能力がある人を時代は求めています。
また、当研修は単に業務知識を習得するためだけでなく、販売・購買・在庫管理システム
の構築や運用に役立つための内容にしています。

研修の詳しい内容については、ホームページ　http://www.hb-school.com をご覧ください

販売・購買・在庫管理システム構築の要件定義ができる
販売・購買・在庫管理システムの構築・運用に関わる方
IT企業やIT部門の若手から中堅社員
ビジネス・キャリア検定試験　該当分野　2級～3級

ゴ ー ル

受講想定対象者

研 修 レ ベ ル

参考となる資格

20代向け
業務知識 初級・中級販売・購買・在庫管理

①販売管理
　販売の機能と業務
　流通チャネルとマーケティング
　販売計画
　需要予測と受注管理
　出荷・納入管理
　売掛・回収管理
②購買管理
　購買の機能と業務
　購買方針と購買計画
　購買方式（含：購買調査）
　購買の調査・分析
　ｅマーケットプレース
③外注管理
　外注利用の目的
　外注先の選定と外注価格
　外注先への発注方式
　外注先の管理・指導
④在庫管理
　在庫削減の必要性
　在庫管理の目的と方法
　在庫の評価
　在庫分析
⑤物流管理
　物流の機能と業務
　物流の機能
　物流コスト管理
　物流の問題点と改善

①SCM
　SCMとは
　SCMの必要性
　SCMの狙いと効果
　SCMの構築
⑦CRM
　CRMとは
　CRMの必要性
　CRMの狙いと効果
　CRMの活用法
⑧ECサイト構築
　ECサイトのメリット
　バックエンド業務
　フロント業務
　システム連携
⑨内部統制とコンプライアンス
　内部統制報告制度の経緯と概要
　日本版ＳＯＸ法と業務処理統制
　IT業務処理統制
　下請法などのコンプライアンス対応
⑩業種別の特徴
　製造業－プロセス
　製造業－組立
　製造業－受注生産
　小売業
　その他
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システムエンジニアに必要とされる知識は、プログラミングだけでなく業務知識も必要に
なってきています。システム構築や運用の現場では、業務知識がわかって、かつ、物事をま
とめていく能力がある人を時代は求めています。
また、当研修は単に業務知識を習得するためだけでなく、生産管理システムの構築や運用
に役立つための内容にしています。

生産管理システム構築の要件定義ができる
生産管理システムの構築・運用に関わる方
IT企業やIT部門の若手から中堅社員
ビジネス・キャリア検定試験　該当分野　2級～3級

ゴ ー ル

受講想定対象者

研 修 レ ベ ル

参考となる資格

20代向け
業務知識 初級・中級生産管理業務

①製造業概要
　日本の製造業
　製造業のしくみ
　製造業の課題
　製造業のシステムと情報
②研究・開発･設計
　研究・開発･設計の機能
　研究とは
　商品企画と商品開発
　製品設計～生産準備
　研究・開発･設計の新しい動き
③生産
　生産の位置づけと機能
　生産形態の分類
　生産管理とは
　生産管理が不備だと
④生産計画
　生産計画の機能と業務
　生産計画の役割
　PSI(生販在)計画
　基準生産計画(MPS)
　生産計画の日程展開  
　生産計画の変更と改善
⑤工程管理
　工程管理の目的
　製造指示
　スケジューリング
　工程実績の収集
　作業改善
　カンバン方式
　TOC（制約理論)

①品質管理
　品質管理の位置づけ
　品質とは
　品質保証の概要
　品質改善活動
　品質管理の推移
　まとめ
⑦環境・安全
　環境・安全の位置付け
　ISO14000の概要
　環境管理システム
　地球温暖化とCO2対策
　省エネ活動
　産業廃棄物処理
　化学物質規制 
　危険予知訓練と活動
　BCPと震災対策
⑧MRPとBOM
　MRP(資材所要量計画)
　BOM(部品表)データベース
　所要量計算
　MRPと生産計画
　MRPと製番管理
⑨PDMとPLM
　製品開発管理
　生産準備
　PDM/ PLM
　設計･開発でのコストダウン

①生産管理システム
　生産管理システム構築の留意点
　生産管理システム全体像
　販売管理サブシステム
　生産計画サブシステム
　購買サブシステム
　工程管理サブシステム
　在庫管理サブシステム
　原価・生産性管理サブシステム
⑪業種別の特徴
　＜見込生産＞
　加工・組立型
　プロセス型
　＜受注生産＞
　プロジェクト型
　エンジニアリング系
⑫その他
　MOT（技術経営）
　作業改善の原点（５Ｓ ）
　利益に直結する作業改善(ＩＥ) 
　コスト改善手法（VA/VE）
　職場の安全対策

研修の詳しい内容については、ホームページ　http://www.hb-school.com をご覧ください16



スクール長からのあいさつ

企業にとってヒトが全てであるように、研修で最も大切なことは、
どのような方が講師を務めるか、にあります。
医療機関でも、外科の先生、内科の先生、のように専門領域があるように、
ITの領域の中でも専門領域があるものです。
当スクールの講師は、実務の経験が豊富で、数十年の社会経験を持ち、
以下の職歴を持つ人を厳選しています。

単に、ノウハウを習得するだけでなく、
課題に直面した時の対処法や、失敗談なども伝授いたしますので、
有意義な研修となるはずです。

•大手企業の会計監査（約50社）
•ＥＲＰの連結会計システム構築（約３０社）
•会計システム構築（約１０社）
•ＥＲＰシステムプロジェクト管理全般
•ＥＲＰシステムのプロジェクト計画立案
•経営管理システムの基本設計

スクール長　広川 敬祐のご紹介

大手コンサルタント会社 大手IT企業

大手Sier 情報システム部門

監査法人 大学教員

研修提供会社講師 IT関連の業界団体職員

次ページ以降、代表的な講師の方をご紹介しますが、詳しくはホームページ http://www.hb-school.com をご覧ください

1962年大阪生まれ。
1983年に公認会計士に合格した後、1984年よりプライスウォーターハウス
（東京）、1987年よりアーサーアンダーセン（大阪）と約10年間の外資系会計
事務所での勤務の後、1994年より1998年までSAPジャパン㈱に勤務。
公認会計士 日本公認会計士協会東京会常任幹事（コンピュータ委員会担
当）、日本公認会計士協会IT委員会委員を歴任し、ビジネスとITに精通する。
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講師の詳しいプロフィールについては、ホームページ
 http://www.hb-school.comをご覧ください

複数の業界で幅広い実務経験を経た後、1989年、ビジネスコンサルティングの世界へ転身。
1992年、アーサーアンダーセンに加わりビジネスコンサルティング部門の立上げに主軸とし
て携わり、ＢＰＲ(リエンジニアリング＝業務革新)、KM(ナレッジマネジメント)等のコンサル
ティング経験多数。
業務プロセス分野の第一人者。
代表著書に、「経営活力を高めるビジネスプロセス革新の極意」(中央経済社)

主な講師紹介

大学卒業後、大手損害保険会社に入社。国内外の船舶保険の損害査定を担当し、損害査定事務のマ
ニュアル化で会長賞を受賞。2000年に同社を退社し、イタリア短期留学後、2001年に大手商社の国
際物流プロジェクトに参画。このプロジェクトでの外資系コンサルティング会社のメンバーとの協業経
験をきっかけに、コンサルタントへの転身を決意。
後にビジネステクノクラフツ（株）の親会社となるエス･エヌ･シーに入社。
大手総合商社の米国系調達業務ASPサービス日本導入プロジェクトに参画し、オークションエンジニ
アとしての知見を得る。
2003年にビジネステクノクラフツ（株）の立上げに参画後、保険・金融領域で総合商社グループを始
め様々な外資系生損保会社のプロジェクトマネジメントや業務領域のリードを担当。
また、自らのコンサルタントへの転身の経験を活かし議事録講座を開発。SIerを中心に様々な企業で
のセミナーを実施。
PMI(プロジェクトマネジメント協会)会員。
PMI認定プロジェクトマネジャー(PMP:Project Management Professional)。

朝倉 麻知子

大手私鉄の情報システム部門で、自社経理システムの設計・開発、グループ会社の経理シス
テム導入の他、開発技法、テスト技法等の導入、開発手続き等の整備・標準化を担当。
その後、マネージャとしてSAPR/3及びSRM導入プロジェクトPM、グループ会社へのSAP導
入プロジェクトPMやグループ全体のIT内部統制システム構築PMなど開発・導入現場の最
前線で活動。
• 2000年～2001年　ストアードフェアシステムの導入統括
• 2004年～2005年　私鉄業界初のSAP/R3及びSRM導入プロジェクトPM
• 2007年～2009年　グループ会社を含む内部統制システム構築プロジェクトメンバー
• 2007年～2012年　ジャパンSAPユーザグループ（JSUG）IFRS・内部統制部会長
　IT内部統制の運用及び評価支援
• 2011年～2014年　グループ経理業務改革プロジェクト（SAPのグループ展開）PM

浅山　昇

1999年　株式会社富士通システムソリューションズ（現FEAST）に入社。
基盤系SEとしてSAPベーシスを担当。。

2001年　EMCジャパン株式会社にて、商社官庁向けのストレージソリューションを提供
2002年　インテリグループジャパン株式会社にてSAPベーシスを担当。
2003年　ベリングポイント株式会社、SAPベーシス/IT基盤コンサルティングを担当。
主に基盤系技術を得意としたITコンサルタントとして活動。

板橋隆行

山本 哲朗
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京都大学工学部卒。日本ユニバック（現ユニシス）株式会社入社。この間、米国ス
ペリー・ユニバックおよび慶應義塾大学
大学院経営管理研究科へ派遣（経営管理学修士）、
システム技術本部、マーケティング部を歴任。株式会社リコー
を経て、２００２年大阪国際大学経営情報学部教授。
研究分野は、経営戦略、マーケティング、論理的思考。
社会人教育では、株式会社グロービスで、ケースメソッドによるマーケティング、
経営戦略他を担当。英国国立ウェールズ
大学経営大学院MBA(日本語)プログラムでは、アカデミック・ディレクター、企業
戦略、ITマーケティング他を担当。
現在、大阪国際大学名誉教授。博士（国際公共政策）
企業の人材育成やエグゼクティブ・メンターに従事

井上 市郎

富士通に入社した後、教育事業部でITインストラクター、社内システムエンジニア
研修の開発・実施等を担当した後、富士通ラーニングメディアに転籍し、インター
ネットを利用した学習サービス事業の企画・開発・提供などを担当する。
その後、外資系のIT企業の人事本部で全社を対象にしたラーニング＆デベロップ
メントを担当。
人材と組織の変革を通して、お客様のビジネスパフォーマンスの向上に貢献する
ための、論理的かつ実務に根ざした実践的な研修の実施に定評がある。

北村 友博

周　天廣
専門分野/資格 
• SAPシステムのグローバル設計、開発。
• SAPシステムを活用する業務改善（BPR）支援。
• グローバルプロジェクトマネジメント。
• 中国語が母国語で、日本語及び英語が堪能。
• SAP FICO（会計）コンサルタント。
• 早稲田大学MBA。

大手機械部品メーカーにて生産、技術、管理、海外現法システム構築を担当
1984年(社外) 関西情報技術士会（PEAK/IT）設立
2005年～2009 (社)日本技術士会副会長
2008年 京都地裁専門委員(情報技術)
• 関西大学都市システム工学部非常勤講師
資格
技術士（情報工学部門）、ITコーディネータ
所属 日本技術士会、関西情報技術士会、日本生産管理学会
専門 ＩＳ運営、ITビジネス改善、生産管理、工場改善、MOTなど
著書 生産管理システム構築のすべて(2010・日本生産管理学会賞）、他

加島 一男
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研修を計画するまで

当パンフレットやホームページに
記載している研修内容は、
一般的なもので概要レベルです。
実際には、会社の状況に合わせて、
詳しい研修内容を含めて、
ご提案申し上げます。

人材育成責任者と必要な人材像や課題の協議

「誰が」「どのスキル」を身につけるかを協議

研修の実施方法を検討・調整

ヒロ・ビジネス・スクールより研修のご提案

助成金を活用する場合は
別途、申請の手続が必要です

その場合のアドバイスも行います（無料）
ご遠慮なくご相談ください
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研修のご提案まで

会社の現状・今後の方針を元に、必要な人材
像、従業員の状況等の打ち合わせをさせてい
ただき、「誰が」「どのスキル」を身につけるべき
かを決めます。

その後、受講委対象者が参加しやすい、研修の
開催時期、時間帯、場所を検討し、到達目標、研
修内容とともにご提案申し上げます。。

研修というと、数日間、1週間と集中して参加するケースが
多いものですが、そのような研修はその時は勉強した気に
なっても実務には活かしきれないものです。
また、一定期間、研修で業務を離れることができない状況
もあろうかと存じます。

ヒロ・ビジネス・スクールでは、１つの研修テーマを5回から
10回に分けて開催し、予習・復習もできるよう、週1回ぐらい
のペースで2-3か月間かけてスキルを習得することを推奨
しています。

研修受講者の募り方

研修の時間帯

次のようにフレキシブルに対応します。

　平日日中（１０時～１７時）
　平日夜間（１８時～２１時）に開催
　週末に開催
　宿泊を伴って開催

会社の会議室等で個別に開催する

業界団体で受講者を募って開催する

複数社が寄り合って共同で開催する
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DUMMMY

（注）人材開発支援助成金の手続きは、各都道府県の労働局で行いますので、
　　  詳細は、厚生労働省のWebサイトからご確認ください

人材開発支援助成金は、労働者のキャリア形成を効果的に促進する
ため、労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得
をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合に、訓練経
費や訓練期間中の賃金の一部が助成される厚生労働省の制度です。

人材開発支援助成金のご案内

人材育成に
　　人材開発支援助成金を
　　　　活用しませんか？

助成金の支給要件

計画的に社員育成を行おうとしている企業

成長分野（情報通信業が該当）や海外関連業務に関するもの

1訓練コースの訓練時間数が10時間以上であること

意識改革・モラル向上等、技能の習得を目的としないもの

eラーニング、通信教育、海外・洋上での研修でないこと

Off-JTにより実施される訓練であること　

1名1コースあたり 最大 128万円支給
研修中の賃金も助成されます

1事業所あたり最大 1,000万円支給
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ヒロ・ビジネススクールでは、
これまで様 な々研修を実施してきました。
以下は、これまでの研修に参加
していただいた方からの声です。

「最低限知っておくべき業務知識」に
参加された方の感想の一部です

今回、会計や業務知識を学ばせてい

ただいて、システムを月売るという観

点だけでは実現できていないことが

多くあるのが具体的な例を通して理

解できました。研修で習ったことをしっ

かりと活かしていかなければと思いま

した。

1週間に１回ずつ勉強できて、知らな

い言葉がとても多かったので、もう一

度復讐して忘れないようにしていき

たいと思います。

これまでの
受講者の声

基本的なことを体系的に学べてよかった

これまで知らなかったことをたくさん聞けた

なんとなく把握してことが具体的に理解できた

教材に講師の書籍もあるので復習に役立った

経験談や事例が多く、実務に大変に役立った

他社の方と話をすることができて有意義だった

外の空気を吸うことができて、新鮮だった

なにか資格をとってみようかと決意しました

もう一度復習をして忘れないようにします

懇親会もあって楽しかった
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ヒロ・ビジネス株式会社
東京都港区南青山2-2-15 ウイン青山942

03-6715-0456
http://www.hb-school.com
担当：荒井 arai@hb-school.com

お
気
軽
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い

　
　
全
国
ど
こ
で
も
対
応
し
ま
す

ヒロ・ビジネス・スクール


