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⽇本企業は、⽇本型雇⽤である“メンバーシップ型”から”ジョブ型”に移⾏しつつあります。
ジョブ型では、個⼈の能⼒が問われる時代です。会社に依存しない”個⼈が活躍”する社会になります。
■会社にキャリアを預ける時代から、個⼈が主体的にキャリアをつくる時代へ。意欲を持って能⼒を
磨く覚悟を持ち続けられる個⼈だけが⽣き残れる （⽇経ビジネス2020/03/16）
■こんな時代、⾃分の収⼊は、⾃分で増やす、キャリアアップは⾃分で勝ち取る、
これが2020年代の働き⽅です。
（⽇経新聞 2020/02/21）
IT関連でキャリアアップを考えている⽅︕
ビジネスのデジタル化が急加速している今、
・AI、IoT、RPA、ITIL、アジャイルなどのトレンドに精通したIT⼈材、
・海外で活躍できるグローバル⼈材、・会計に精通した⼈材、
・ビジネスアナリシスや、プロジェクトマネジメントなどのスキルが注⽬されています。
アスカプランニングは、経験豊富な講師が、あなたのキャリアのためのスキルアップを全⼒で⽀えます︕
変えるのは今︕今こそが⾃分を磨き差別化できるチャンスです︕
明⽇⾹IT塾 塾⻑ 永⾕裕⼦

明⽇⾹IT塾の特徴

スキルを習得しても、それを現場で活かすメンタルのタフネスやプロとしてのマインドが⼟台にないと折⾓の
スキルを活かすことができません。
当塾では、有資格者による、受講者にオプションで、キャリアカウンセリングや、メンタルカウンセリングを
無料でご提供いたします。悩んでいる時間がもったいない︕私たちにお任せください。また、コーチングの
ワークショップをお値引き価格で提供をいたします。

プロジェクト・マネジメント

〜 EXIN ⼀発合格︕〜

アジャイルスクラムマスター 試験合格対策
講師:越後清志 技術⼠(情報⼯学),ITILExpert,PMP,PRINCE2(Practitioner),G検定,IoT
ｼｽﾃﾑ技術検定(上級),DevOps Master(EXIN),CSPO,CSM ほか。ＳＩベンダーでIT開発
プロジェクト傍ら、資格取得を通じた⼈材育成に従事。

＜コース内容＞ 4回コース宿題付
①アジャイル、スクラムの基礎知識の習得②アジャイルスクラム・ファンデーション
（EXIN）の⼀発合格︕
開催⽇︓隔週⽔曜⽇ 19:00〜21:00

2020年9⽉9⽇、23⽇、10⽉7⽇、21⽇

場所︓ASKAプランニングオフィス（初回）＆オンライン開催
対象者︓初⼼者
参加費⽤︓全⾏程（2時間x4回）30,000円

株式会社 アスカプランニング
東京都台東区東上野3-25-2 鈴⽊ビル2階
担当︓⼭⽥(miyoko.yamada@askaplanning.net)

開催概要︓最⼩⼈数5名（10名まで）

TEL/FAX 03-3839-1677
http://askaplanning.net/index.html

AI & データサイエンス

〜 G検定合格ができます︕〜

AI活⽤G検定試験合格対策
講師:梶⼭昌之
(株)ワイハット 代表取締役
⽇本ファンクションポイントユーザ会（JFPUG） 国際化担当役員, ⽇本アイ・ビー・エム
株式会社において、品質管理、⾒積りシステム開発に従事、 JUAS研修講師

＜コース内容＞ 8回コース
AI（⼈⼯知能）、機械学習およびディープラーニングの分野における AI導⼊担当者向けの
試験（G検定）の対策コースです。AI初⼼者でも⼤丈夫! 講師のノウハウで試験合格に向
けた研修を実施します。
開催⽇︓毎週⼟曜⽇ 10:00〜12:00

2020年 10⽉3⽇、10⽇、17⽇、24⽇、31⽇、
11⽉7⽇、14⽇、21⽇

場所︓ASKAプランニングオフィス（初回のみ）＆オンライン開催
対象者︓AI初⼼者、AI導⼊担当者
参加費⽤︓全⾏程（2時間ｘ8回）50,000円

ビジネス・アナリシス

開催概要︓最⼩⼈数5名（10名まで）

〜 他では聞けないノウハウが満載︕〜

CBAP® 試験合格対策
講師:庄司敏浩
NPO法⼈東京ITコーディネータ理事、⽇本IBM(株)でSE,PMに従事後、2001年からITコー
ディネータとして独⽴。CBAP®、AAC(Agile Analysis Certiﬁcation)、CCA(Certiﬁcate in
Cybersecurity Analysis)、 PMP®、ITコーディネータ

＜コース内容＞ 7回コース
CBAP®試験は⽶国の⾮営利団体IIBA（International Institute of Business Analysis）
が認定する資格で⽇本語での受験が可能です。CBAP®資格を取得するための試験対策と
して、CBAP®に精通した講師のノウハウで試験合格に向けた研修を実施します。
開催⽇︓隔週⼟曜⽇ 13:00〜18:00

2020年9⽉12⽇、26⽇、10⽉10⽇、24⽇、
11⽉14⽇、28⽇、12⽉12⽇

場所︓ASKAプランニングオフィス＆オンライン開催
対象者︓上流⼯程経験者、もしくはこれから上流⼯程に携わる⽅
参加費⽤︓ 全⾏程（5時間ｘ7回）80,000円

プロジェクト・マネジメント

開催概要︓最⼩⼈数5名（10名まで）

〜 計画的にPDU取得をバックアップ︕〜

PMP® 資格更新
講師:永⾕裕⼦ (株)アスカプランニングCEO
MBA(オハイオ州⽴⼤学USA), PMP®, ⽇本産業カウンセラー協会認定産業カウンセ
ラー, IIBA⽇本⽀部理事, 東京地⽅裁判所IT専⾨委員, ⼯学博⼠(北海道⼤学⼤学院情
報科学研究科), JUAS研修講師
＜コース内容＞

3回コース

リアルなプロジェクトの失敗ケースを紐解く、ケーススタディーで、実践知を磨きながら
PDUを取得します。
講師:浦⽥有佳⾥

※CCRサイクルの終了までにPDU申請が60PDUに満たなかった場合は、期限終了後の翌年1
年間は資格がサスペンド(停⽌)されます。

千葉千尋

開催⽇︓隔⽉ 第1⽇曜⽇

10:00〜17:00

⼤橋知⼦

場所︓ASKAプランニングオフィス

東京都台東区東上野3-25-2
鈴⽊ビル2階
参加費⽤︓1回（6PDU) 30,000円

担当︓⼭⽥(miyoko.yamada@askaplanning.net)
開催概要︓最⼩⼈数5名（10名まで）

2020年10⽉4⽇、12⽉6⽇、2021年2⽉7⽇

http://askaplanning.net/index.html

English Skills

〜TOEIC 800点も夢じゃない︕〜

TOEIC® BOOTCAMP for Engineer
講師:King Chu
ハワイ⼤学MBA 北海道⼤学⼤学院⾮常勤講師 JUAS研修講師
IT開発プロジェクトに従事した後、フリーのコンサルタントとなる。グローバル・プロジェ
クトのインストラクターとして⼈材育成に努める。

＜コース内容＞ 単に英語⼒アップだけではなくIT⽤語、ビジネスコミュニケーション、
プロ全テーションなど、エンジニアが実務でも使える英語のスキルを、⻑年⽇本のエンジ
ニアのビジネス英語⼒と、グローバル⼈材育成教育に携わっている講師より、TOEIC800
点を獲得のためにあなたを⽀援します︕
開催⽇︓第1〜第4⽊曜⽇ 19:00〜21:00

2020年10⽉1⽇〜2021年3⽉25⽇

※3ヶ⽉間 12回 (/⽉４回)
場所︓オンライン開催 対象者︓TOEIC500点前後〜
参加費⽤︓12回チケット制 6万円（使⽤しなかったチケットは」次回に持ち越しができま
す) 開催概要︓3名まで ※個⼈レッスンはご相談ください︕

会

計

〜会計が強いと差別化できる︕〜

ビジネス会計検定３級試験® 合格対策

※ビジネス会計検定試験Rは大阪商工会議所の登録商標です

講師:広川敬祐 ヒロ・ビジネス(株) 代表取締役
公認会計⼠ ⽇本公認会計⼠協会東京会幹事, システム情報学修⼠, 約10年間の外資系監査
法⼈での勤務の後、1994年よりSAPジャパン㈱に勤務。現在は企業へのコンサルティン
グ、研修事業を中⼼に活動中, JUAS研修講師
＜コース内容＞ 会計の⽤語、財務諸表の構造・読み⽅・分析等、財務諸表を理解するための
基礎的な⼒を⾝につけ、ビジネス会計検定3級合格を⽬標にしています。
１.財務諸表の構造や読み⽅に関する基礎知識 (1)財務諸表とは (2)貸借対照表、
損益計算書、キャッシュ･フロー計算書の構造と読み⽅
２.財務諸表の基本的な分析 (1)基本分析 (2)成⻑率および伸び率の分析 (3)安全性の分析
(4)収益性の分析 (5)1株当たり分析 (6)1⼈当たり分析
場所︓eラーニング

開催⽇︓2020年9⽉19⽇〜2021年2⽉28⽇間

参加費⽤︓10,000円

問い合わせ先︓(miyoko.yamada@askaplanning.net までお問い合わせください。
⼭⽥(miyoko.yamada@askaplanning.net)

コーチング ＆ ⼭⼭⽥(miyoko.yamada@askaplanning.net)
キャリアカウンセリング ＆ メンタル相談
⽥(miyoko.yamada@askaplanning.net)セカンドキャリアを⽬指すシニアのための
キャリアを⽬指す⼥性のためのグループコーチング
コーチングとキャリアカウンセリング

男⼥共同参画、と
＜コース内容＞
⾔っても「家庭と仕事の両⽴」は困
社会全体の⾼齢化は進み、企業のポ
難、そして「社内政治」に興味がない
ストは限界を迎えています。
⼥性は企業においての⾃⾝の居場所を
探し続けます。⼥性が⾃分の⽬標を、
⼈⽣100年と⾔われる昨今、これから
そしてその⽅法を選択できる、そうい
社会で、家庭でどのように⾃⾝が⾏
うことが出来るようになりませんか。
動していくか、今までと視野を少し
グループコーチングにより、気付きを
変え⾃⾝を⾒つめ直すことでマイン
得て、⽬標に向かっての障壁を取り除
ドセットに変化が起きます。⾃⾝の
き、⽬標に到達に近づきます。⼟曜⽇
ライフを楽しむためのライフキャリ
の午後に「世界のご当地スペシャルス 講師:千葉千尋
ア実現のお⼿伝いをいたします。
講師:浦田有佳里
イーツ」を皆で頂きながら、前に進ん
でいきましょう。
開催⽇︓⽉1回、第1⼟曜⽇ 13:00〜15:00
開催⽇︓⽉1回、第3⼟曜⽇(初回のみ⽇曜⽇)
2020年10⽉3⽇、11⽉7⽇、12⽉5⽇、
14:00〜16:00
2021年1⽉2⽇、2⽉6⽇、3⽉6⽇
2020年10⽉18⽇、11⽉21⽇、12⽉19⽇、
場所︓ ASKAプランニングオフィス
2021年1⽉16⽇、2⽉20⽇、3⽉20⽇
＜コース内容＞

場所︓ ASKAプランニングオフィス
参加費⽤︓5,000円/回 ※明⽇⾹塾受講の⽅の特典と
して毎回1,000円をお値引きいたします。

参加費⽤︓5,000円/回

早稲⽥⼤学法学研究科卒業(労働法専攻)、グロービス 経営
⼤学院在学中、PMP@, 国家資格キャリアコンサルティン
グ技能⼠2級、国内・外資製造業と多様性のある企業で採
システム情報学修⼠、PMP®、公認システム監査⼈、安全
⽤、ローテーション、サクセッションプランニング、タレン
確保⽀援⼠、⼀財）認定コーチ、JUAS講師、PMI⽇本⽀部
東京都台東区東上野3-25-2 鈴⽊ビル2階
トデベロップメント、労働争議などビジネスパートナーとし
副会⻑。IT開発、経営企画、技術推進等を経てSIerのR&D
ての経験を20年以上、1万⼈近くを採⽤⾯接してきた経験、
部⾨に2度⽬の転職をし、SmartCity関連に携わる。現在は
http://askaplanning.net/index.html
担当︓⼭⽥(miyoko.yamada@askaplanning.net)企業内でコンサルテーションを経験など。
社会課題解決に向けた新規事業の⽴ち上げを⾏う。

