
K2 パートナーリングソリューションズから

IT研修のご案内
これから IT 関連の仕事を始められる方、すでに IT 関連
の仕事に携わっており最新の知識をお知りになりたい方
に最適です。下記の５つのトレーニングをご用意しました。

1. IT 基礎研修（８日間）
2. IT トレンド研修（２日間）
3. サーバ仮想化研修（５日間）
4. データ活用リテラシ研修（１日間）
5. クラウド基礎研修（５日間）

特定の企業のソリューションに固定せず、必要な知識を
ソリューション横断で網羅的に学習頂けます。
また、IT トレンド研修以外は全て演習を含みますので、
実践で学ぶことができます。

＊ 全てのトレーニングはリモート対応しており、一社向けでのご対応となります。
５名以上の人数から承ります。

本トレーニングのお問い合わせ先 K2 パートナーリングソリューションズ株式会社
https://k2partnering.jp/university/ 代表電話番号 03-4588-2620 
Email でのお問い合わせ k2uni-sap@k2partnering.com 皆様のお問い合わせをお待ちいたします！



コース名称 IT基礎研修

期間 8日間

概要
IT業界未経験者を短期間で共通プロトコルを用いて会話できるように育成すること
を目標に、OS・ネットワーク・ストレージ・セキュリティ・仮想化・データベース・アプリ
ケーション領域のIT基礎知識を学ぶプログラムです。

学習目標
・多くのIT用語を知る
・演習を通じて知識定着を促進する
・クイズを考えることで知識整理を促進する

演習 ・あり

前提条件/対象
・PCの基本操作経験をお持ちの方
・IT業界未経験者/営業職/新入社員～若手社員

1. IT基礎研修 ～概要～



１日目 ２日目 ３日目 ４日目

午前 ・オープニング
- 自己紹介
- 講師紹介
- カリキュラム説明

・OS 講義
・OS 演習

・確認テスト

・ネットワーク講義
・ネットワーク演習

・確認テスト

・ストレージ講義

・確認テスト

・セキュリティ講義
・セキュリティ演習

午後

（～17:30） 復習、振り返りクイズ、Dailyテスト、Dailyサーベイ

５日目 6日目 7日目 8日目

午前 ・確認テスト

・仮想化技術講義

・確認テスト

・データベース講義
・データベース演習

・確認テスト

・アプリケーション講義 ・アプリケーション講義
・アプリケーション演習

午後

（～17:30） 復習、振り返りクイズ、Dailyテスト、Dailyサーベイ アンケート

※時間は進捗状況によって多少前後いたします

1. IT基礎研修 ～スケジュール～



1. IT基礎研修 ～目次～



コース名称 ITトレンド研修

期間 2日間

概要
ITの価値と可能性、特に、デジタルトランスフォーメーション・IoT・人工知能・クラウドコンピュ
ーティングといった最新IT技術に関する用語と概要を説明します。

学習目標
・高度ICTインフラの全体像と最新トレンドを習得/理解し、社内業務で活用できる

知識とアイデアの素地を身に付ける

演習 ・なし

前提条件/対象
・PCの基本操作経験をお持ちの方
・IT業界未経験者/営業職/新入社員

2. ITトレンド研修 ～概要～



１日目 ２日目

午前

・オープニング
- 自己紹介
- 講師紹介
- カリキュラム説明

・第1章：DXについて

・第2章：IoT

・第3章：AI(人工知能)

・第4章：ITインフラストラクチャ

・第5章：クラウド・コンピューティング

・第6章：開発と運用

・第7章：いま注目しておきたいテクノロジー午後

（～17:30） 振り返りクイズ、Dailyサーベイ アンケート

2. ITトレンド研修 ～スケジュール～



2. ITトレンド研修 ～目次～



コース名称 サーバ仮想化基礎

期間 5日間

概要
仮想化技術の基礎知識および VMware vSphere を使用した実践的なロ
グ解析方法を学びます。

学習目標

・仮想化技術の基礎を理解する
・VMware vSphere、Hyper-V、XenServerの違いを理解する
・VMware vSphere を使った構築ができるようになる

演習 ・有り

前提条件/
対象

・PCの基本操作経験をお持ちの方
・IT業界未経験者/新入社員～若手社員

効果 ・実務で使える仮想化技術が身に付く

3. サーバ仮想化研修 ～概要～



１日目 ２日目 ３日目 4日目 5日目

午前
・オープニング

- 自己紹介
- 講師紹介
- カリキュラム

説明

・1章 仮想化技術
概要

・2章 仮想化を構
成する技術

・3章 仮想化製品

・4章 仮想環
境の構築

・4章 演習

・5章 仮想環
境の管理

・5章 演習

・6章 仮想環境
の可用性

・6章 演習

・7章 Hyper-Vの利用
および運用

・7章 演習

・8章 XenServerの利
用および運用

・8章 演習

・9章
トラブル時に

役立つ
ログ利用方法

・9章 演習

・理解度確認テ
スト

午後

（～17:30） 復習、振り返りクイズ、Dailyサーベイ アンケート

3. サーバ仮想化研修 ～スケジュール～



3. サーバ仮想化研修 ～目次～



コース名称 データ活用リテラシ研修

期間 1日間

概要

あらゆる業務で必須となる「データ活用」の基礎を Excel で学ぶカリキュラムです。Excel 
を使ったデータの集計(ピボットテーブル作成)や、データの可視化(グラフ作成)の基礎を習
得できます。回帰分析やクラスタ分析といった高度な分析手法も学んでいただきます。グ
ループワークでは、データ分析のプロセスを習得できます。

学習目標

・データ活用の必要性を知ることができる
・データ集計の基礎を習得できる
・データの可視化の基礎を習得できる
・データ分析のプロセスを知ることができる
・データリテラシスキルを習得する

演習 ・あり

前提条件 ・PCの基本操作経験をお持ちの方

効果 ・業務でデータを活用できるようになる
・グラフを用いて説明できるようになる

4. データ活用リテラシ研修 ～概要～



１日目

午前

・オープニング
- 自己紹介
- 講師紹介
- カリキュラム説明

・1章データの利活用

・2章 Excel によるデータ分析基礎

・3章 Excel によるデータ分析応用午後

（～17:30） アンケート

4. データ活用リテラシ研修 ～スケジュール～



4. データ活用リテラシ研修 ～目次～



コース名称 クラウド基礎

期間 5日間

概要
クラウドコンピューティングを支える技術を学習し、AWS、Azure、IBM Cloudの違いを知ることができ
ます。演習を通して、クラウドサービスの実装を体験できます。

学習目標
・クラウドコンピューティングについて説明できる
・AWS、Azure、IBM Cloud の主要サービスを説明できる
・クラウドサービスの実装を体験する

演習 ・あり

前提条件 ・なし

効果 ・実務で使えるクラウドサービスの利用方法が身に付く

5. クラウド基礎研修 ～概要～



※時間は進捗状況によって多少前後いたします

１日目 ２日目 ３日目 4日目 5日目

午前

・オープニング
- 自己紹介
- 講師紹介
- カリキュラム説明

・1章 クラウドとは

・2章クラウドを活用してい
る

サービス事例

・3章 クラウドを支える技
術

・4章 AWSとは

・4章 演習

・5章 Azureとは

・5章 演習

・6章 GCPとは

・6章 演習

・7章 IBM Cloudとは

・7章 演習

午後

（～17:30） 復習、振り返りクイズ、Dailyサーベイ アンケート

5. クラウド基礎研修 ～スケジュール～



5. クラウド基礎研修 ～目次～
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価格表

本トレーニングのお問い合わせ先 K2 パートナーリングソリューションズ株式会社
https://k2partnering.jp/university/ 代表電話番号 03-4588-2620 
Email でのお問い合わせ k2uni-sap@k2partnering.com 皆様のお問い合わせをお待ちいたします！

＊ 全てのトレーニングはリモート対応しており、一社向けでのご対応となります。
５名以上の人数から承ります。


