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「たいまつ」とは

毎月開催される理事会の報告を中心に、協会のトピックスについて月報として協会担当者様へお届けするものです。

バックナンバーを含めて協会ホームページの「広報」及び当月号は「神情協会報」に掲載しておりますので、Ｗｅｂ上で

も閲覧頂けます。協会ホームページＵＲＬ https://www.kia.or.jp
（広報委員会）

■第 3 回教育担当管理者セミナー開催のご案内

下記のとおり、第 3 回教育担当管理者セミナーを開催いたします。

ソフトウェア開発では QCD（品質・コスト・納期）のバランスが重要と言われますが、Q であるソフトウェ

ア品質に悩まされる企業様は今でも多いようです。

本セミナーでは、ソフトウェア開発における品質の確保手段としてのソフトウェアテストの重要性を振り返

り、テストのスキルを高めるための技術研修の効果を、具体的な研修メニューに沿って見ていきます。高品質

のソフトウェア開発で「一味違う」製品やサービスの提供を考えて見られてはいかがでしょうか。

参加希望の際は、9 月 10 日(月)までにお申込み下さいますようお願い致します。

■日  時   9 月 12 日(水) 15 時 30 分～17 時 30 分

■会  場   一般社団法人 神奈川県情報サービス産業協会 会議室

横浜市神奈川区鶴屋町 3-30-5 タクエー横浜西口ビル 7F  TEL 045-316-2244

※横浜市駅西口より徒歩 7 分

https://www.kia.or.jp/association/office.html

■テ ー マ   テスト技術トレーニングのすすめ

■目  的   ソフトウェア技術研修として、ソフトウェアテストについての体系的な知識・考え方を習得

する意義を知る

■内  容   1)ソフトウェア品質の重要性

近年のソフトウェア障害事例、ソフトウェアトラブルが惹き起こす事態等

2)ソフトウェア開発におけるテストの役割

ソフトウェア開発におけるテストの役割、“よいテスト”の重要性等

3)テストスキルの向上とソフトウェア品質の確保

技術研修によるテストスキルの向上、体系的な知識・考え方の習得等

4)「ソフトウェアテスト基礎」概要紹介

「ソフトウェアテスト基礎」目次と内容、テスト設計演習紹介等

5)品質の向上がもたらす効果

テストによる品質確保がもたらす状況、品質確保の定着がもたらす未来像

■講  師   日本ナレッジ株式会社 技術トレーニング講師

■参 加 費   無料

■定  員   15 名 ※満席になり次第締切とさせて頂きます。

■申し込み   参加希望の際は、9 月 10 日(月)までに下記のアドレスからお申し込み下さい。

https://www.kia.or.jp/event/5808/book_form.php
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■9 月～10 月開講教育研修講座のご案内

受講希望の際は、指定のアドレスからお申し込み下さい。なお、受講料につきましては、請求書を発送いた

しますので、指定口座にお振込み下さい。また、申し込み締め切り後のキャンセルは、受講料を全額ご負担い

いただくこととなりますので、予めご了承下さい。代理出席は可能です。

開講日 講座名 分類・レベル

9月18日(火)

～19日(水)

ネットワーク管理入門講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5719.html

ﾃｸﾆｶﾙ(ｲﾝﾌﾗ)

入門

9月25日(火)
AWS入門講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5720.html

ﾃｸﾆｶﾙ(ｲﾝﾌﾗ)

入門

10月2日(火)
エンジニア向け営業力(ビジネスマインド)強化講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5722.html

他(営業ﾏｲﾝﾄﾞ)

初級・中級

10月4日(木)
“伝えベタ”なあなたにチャンス!「わかりやすく伝える会話スキル講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5724.html

ﾋｭｰﾏﾝｽｷﾙ

初級

10月5日(金)
データ分析講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5726.html

他(ﾃﾞｰﾀ分析)

初級

10月9日(火)
提案力育成講座【顧客要望に応えるための提案力を向上する】

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5728.html

管理職

中級・上級

10月10日(水) 業務効率化のためのVBA（初級編）活用講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5730.html

ﾃｸﾆｶﾙ(開発)

初級

10月16日(火)
新任管理職養成講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5732.html

管理職

初級

10月17日(水)
Pythonで学ぶAI入門講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5733.html

ﾃｸﾆｶﾙ(開発)

入門

10月19日(金)
新入社員フォローアップ講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5623.html

他(新卒ﾌｫﾛｰ)

入門

10月23日(火)
中堅社員ステップアップ講座PartⅠ

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5735.html

ﾋｭｰﾏﾝｽｷﾙ

中級

10月25日(木)
FinTech／ブロックチェーン基礎講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5942.html

他(業務研修)

初級

10月26日(金)
ITプロジェクトマネジメント実践講座【失敗事例から学ぶ】

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5739.html

マネジメント

中級

■9 月の活動日程

月日 曜 イベント名称 会場

9月 4日 火 ステークホルダーとの合意を目指すネゴシエーション術講座 神情協事務局 会議室

9月 5日 水 速習 Ajax 講座 KEN スクール横浜校

9月 7日 金 IT プロジェクト・マネジャーのための人間系スキル強化講座 神情協事務局 会議室

9月 7日 金 第 3回労働福利<宿泊>委員会(8 日まで) 京急観音崎ホテル

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5719.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5720.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5722.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5724.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5726.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5728.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5730.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5732.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5733.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5623.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5942.html
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月日 曜 イベント名称 会場

9月 11日 火 JavaScript 入門講座 神情協事務局 会議室

9月 11日 火 第 2回川崎市交流委員会&川崎市内施設見学会 川崎競馬場来賓室

9月 12日 水 第 4回教育研修委員会&第 3回教育担当管理者セミナー 神情協事務局 会議室

9月 13日 木 神情協委員会対抗ゴルフ選手権大会 レンブランドゴルフクラブ

9月 14日 金 部下が主体的に動き出す「職場モチベーション」の創り方講座 神情協事務局 会議室

9月 14日 金 諮問会議 金谷横浜

9月 18日 火 ネットワーク管理入門講座(9/19 まで) 西部総合職業技術校

9月 18日 火 SE講座講師情報交換会 神情協事務局 会議室

9月 19日 水 第 1回 IT コンテスト相談会 神情協事務局 会議室

9月 20日 木 2018 年 9 月度正副会長会議&理事会 神情協事務局 会議室

9月 21日 金 情報系専門学校との情報交換会 AP横浜西口会議室

9月 25日 火 AWS入門講座 神情協事務局 会議室

9月 26日 水 第 1回女性管理職育成研修会 神情協事務局 会議室

9月 27日 木 全国地域情報産業団体連合会「ANIA 青森大会」(28 日まで) 青森市

9月 28日 金 第 2回 IT コンテスト相談会 神情協事務局 会議室

「たいまつ」についてお問い合わせ先

一般社団法人神奈川県情報サービス産業協会 事務局

TEL 045-316-2244    FAX 045-316-2246
E-mail kia@kia.or.jp  URL https://www.kia.or.jp


