
 「研修目標」を明示し、目的意識を持って研修に参加！ 

 「説明→演習」を繰り返すことで、知識を確実に自分のものに！ 

 「演習の成果物」により、受講者だけでなく研修責任者も研修成果を実感！ 

OJTで社員の育成に十分に時間が取れなかったケースやeラーニングで理解したつもりで読み進めても、 

いざ終了したら使えないというケースが多く聞かれます。 

直接講師からレベルに合わせた説明を受け、その時の疑問点を解決しながら知識を積み重ねてこそ、 

理解力がアップし、知識が身に付くのです。 

講師経験年数平均14年、担当コース日数147日/年の経験豊富な講師陣にお任せ下さい。 

成果重視!!短期間で効率よく学習!! 

成果の見えるオーダーメイド研修 

知識習得からフォローまでトータルサポート 

実績のある講師陣 

※研修目標・カリキュラムのご提案は無料です。 

ヒアリング 

 

 

研修後 研修実施 研修前 

報告と提案 

 

知識習得 

 

   ＩＴ研修サービスのご案内 

ネットワーク 

セキュリティ 

プログラミング 

Webプログラミング 

Linux 

Microsoft 

Office 

KCCオリジナル研修３つの特徴 

お客様のニーズを伺い、 

研修目標を立て、最適な 

研修カリキュラムを作成 

いたします。 

使える知識が確実に身につき
ます。オプションサービスをご利
用いただけば、研修後にすぐに
受験できます。 

成果を報告し、 

次のステップの研修を 

ご提案致します。 

ネットワーク運用/管理、無線技術 
暗号化技術、情報セキュリティマネジメント 
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ＯＳセキュリティ、ＬＰＩＣ 

Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ 
２００３から２０１０への移行 



 
プログラミング 

 
Microsoft  
Office 
2003/2010 

 
Linux 

 
ネットワーク 
     ・ 
セキュリティ 

「ＨＴＭＬ５入門 ～人気機能を使ったＷｅｂアプリケーション作成～」 

・これからのWebアプリ作成に必須のHTML5の機能を理解する 

・実際に活用できる知識を習得する 

成 果 物 ：実習で作成したWebアプリケーション 

ポイント ：①文法中心ではなく、実際に活用できる内容を学習できる 

  ②演習問題により、学習内容を再確認しながら理解を深める 

対  象 ：HTML4.01、JavaScript、CSSの知識のある方 

研修期間 ：2日間（12時間） 

「ＣからＪａｖａへ ～オブジェクト指向プログラミング～」 
 

内容 C言語経験者を対象とし、オブジェクト指向を中心の考え方やJava言語の特徴を中心に解説 
 

研修目標 C言語を習得された技術者の方々が、オブジェクト指向を理解し、Java言語の習得へとスキルを展開する 
 

受講者の声 「今まで独自で勉強していて不明点が多くあったが、研修を受講して理解できました」 

 

・ファイルシステム/RAID/LVM 
・パッケージ管理 
・ネットワーク管理 
・各種サーバ構築 
（FTP, Samba, Web, DNS, メール） 
・OSセキュリティ 
 

 

・Excel 
・Word 
・PowerPoint 
・Access 
・VBA 
・2003から2010への移行 

 

・C言語 
・Java（Java・Servlet・JSP） 
・Android 
・Objective-C（iPhone/iPadアプリ） 
・Ruby 
・UML 
・XML 
（XML、XML Schema、XSLT） 
 

 
Web 
プログラミング 

 

・HTML4 
・HTML5 
・CSS 
・JavaScript 
・jQuery/jQuery Mobile 
・Perl 
・PHP 
 

「知らないとこわ～い ネットワークとセキュリティ」 

・ネットワークのトラブル時に自力で対処できる 

・セキュリティ意識の向上 

成 果 物  ：演習で作成したLAN構成図 

ポイント  ： ①セキュリティ上の脅威をデモを通じて体感する 

 ②必須知識のみに絞込み、短期間で習得する 

対  象  ：新入社員 

研修期間  ：2日間（12時間） 

研修カテゴリ 

オリジナル研修例 

研修実績 ※実際に実施したオリジナル研修です 

問題点や要望を洗い出し、 
オリジナルのカリキュラムを 
ご提案します。 

 

・TCP/IP（IPv4, IPv6） 
・LAN/WAN技術 
・無線技術（Wi-Fi, WiMAX） 
・ネットワーク運用/管理 
・セキュリティ対策技術（FW, IDS等） 
・暗号技術（PKI, SSL/TLS, IPSec等） 
・情報セキュリティマネジメント 

WAN 
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試験名 概要 

基本情報技術者試験 高度IT人材となるために必要な情報処理の基本的知識・技能をもつことを証明 

応用情報技術者試験 高度IT人材となるために必要な応用的知識・技能をもつことを証明 

情報セキュリティスペシャリスト 
情報セキュリティ技術の専門家としてセキュアな情報システムを企画・要件定義・開発・運用・保守する
ための知識・実践能力を測る 

ネットワークスペシャリスト 目的に適合したネットワークシステムを構築・維持するための知識・実践能力を測る 

IT パスポート 社会人が共通に備えておきたい、ITに関する基礎知識を測る 

Linux技術者認定試験 LPICレベル1  実務で必要なLinuxの基本操作とシステム管理が行えることを証明 

 LPICレベル2  
インターネットおよびイントラネット上で提供する各種サービスをLinuxサーバで構築するための知識と技
術を持っていることを証明  

 LPICレベル3「Core」  
大規模システムの構築をするために、Linux環境のキャパシティプランニングを行い、リソースの問題のト
ラブルシューティングができることを証明 

 LPICレベル3「Specialty」  
Linux、Windows、Unixなどによる混在環境のシステム設計や構築ができ、複数のシステムを認証統合で
きることを証明  

Oracle認定資格制度 Javaアソシエイツ (OCJ-A) 
オブジェクト指向概念の基礎知識、Javaプログラミング言語、Javaのプラットフォームとテクノロジーに
関する全般的な知識について認定 

 Javaプログラマ (OCJ-P) プログラミングコンセプトや基本文法、ライブラリの使い方などJavaの包括的な知識について認定 

UMLモデリング技能認定 L1 UMLなどを使ってモデリングを行う最低限の知識を持っていることを証明 

Androidアプリケーション技術者認定試験ベーシック Androidアプリケーションを開発する上で、必須の技術スキルについて認定 

Ruby技術者認定試験制度 Silver Rubyの基本的な技術レベルを持つことを認定 

XMLマスター ベーシック XML及びXML関連技術の基礎を理解し、業務に活用できる技術力を認定 

.com Master  シングルスター(★) 情報受信を目的とした利用者に対して、指導サポートができる 

 ダブルスター(★★) 小規模ネットワークの構築・運用・保守、情報を自ら発信することができる 

パソコン検定（P検） 3級 社内職務を遂行する上での基本的な知識・スキルを有することを証明 

 準2級 社内職務を遂行する上での応用的な知識・スキルを有することを証明 

 2級 あらゆるビジネスシーンでICTを有効活用する総合力を有することを証明 

マイクロソフトオフィススペシャリスト MOS 

Wordスペシャリスト/Wordエキスパート 

Excelスペシャリスト/Excelエキスパート 

PowerPoint  / Access                ※バージョン2003/2010対応 

「ＬＰＩＣレベル１研修 ＋ 出張試験、期間短縮 コース」 
 
研修ご担当者からの要望 

エンジニアにLPICレベル１を受験させたい 
UNIXの経験者が多く、受験に必要なポイントのみの短い研修にしたい 
研修後すぐに結果を確認したい 

 
研修内容 
 「LPIC101／102対策」試験付 4日間（26時間）※研修期間内に受験します 

「ＯＣＪ－Ｐ研修 ＋ 合格フォロー コース」 
 

研修ご担当者からの要望 
エンジニアにjavaプログラマ資格（OCJ-P）を取得させたい 
各拠点から移動してくるため、交通の便の良い場所で会場手配したい 
研修後は受験日までフォローしてほしい 

 
研修内容 
 「OCJ-P対策」 2日間（13時間）＋ メールによる学習サポート 

※KCCは「LPIアカデミック認定校」です 

目標は「使える資格の取得」 

資格対策 

資格対策コース例 

・出張試験 

（ピアソンVUE） 

研修オプション 

・会場手配 

・合格フォロー 

研修オプション 



オプションサービス  （※1） 

会場手配サービス 
お客様の近隣で会場手配を代行致します。手配時までに受講者数の確定が必要です。 

また、「出張試験サービス」と併用の場合、試験会場を研修会場とは別に手配致します。 

PCレンタルサービス 
研修用ＰＣレンタルサービスです。研修環境を構築した状態のＰＣをレンタル致します。 

業務用ＰＣを使用しないため、セキュリティポリシー上も問題ありません。 

出張試験サービス 

ピアソンVUE(※2)配信によるCBT試験をお客様先で実施するサービスです。 

試験用PCレンタルがサービスに含まれます。 

（弊社指定日までに受験者情報をお知らせいただく必要があります。） 

『合格フォロー』コース 
資格取得研修では、研修から受験予定日までの学習期間に、講師がお客様の学習をメールにてサポート致します。 

研修終了後の疑問点もすぐに解決します。 

 2014年12月現在  

●本カタログに記載されている名称などは、各社の商標または登録商標です。 
●カタログの内容を予告なしに変更する場合があります。 

【大阪】  担当：中村、福田        
〒540-6302 大阪府大阪市中央区城見1-3-7 松下IMPビル２階 
TEL: 06-6920-6112（直通）     FAX: 06-6920-6111 
 
【東京】  担当：岩本 
〒135-0042 東京都江東区木場2-17-16 ビサイド木場２階 
 TEL：03-5646-9121(代)       FAX: 03-5646-9127 

お問い合わせ先 

http://www.kcc.co.jp/jigyo/itl.html  
 

※1 研修実施費用とは別に費用が発生します。 
※2 ピアソンVUEは世界最大規模のコンピュータを使用した試験(CBT試験)を実施する企業です。 
   KCCは出張試験が実施できるモバイル試験会場として登録しております。 

お問い合わせ先 Email：educ@kcc.co.jp    

オーダーメイド研修のご用命はケイ・シー・シーへ 

弊社はNECマネジメントパートナー「大阪松下IMP会場（ケイ・シー・シー）」として教室運営を行っており、 
年間約５００講座を実施しています。 
 

ネットワーク系の雑誌など 

自由にご覧いただける 

休憩スペースです。 

Android他プログラミング言語、 
無線LAN、ネットワークなどを 
中心とした講座を実施しています。 
 

Linux、セキュリティ、Java他 
プログラミング言語などを 
中心とした講座を実施しています。 
 

研修会場 

オプション 

第１教室 第２教室 ロビー 

http://www.kcc.co.jp/jigyo/itl.html 


