2018 年 2 月 7 日
富士通エフ・オー・エム株式会社

クラウドサービス提供講座 お取り扱い変更のお知らせ
弊社ホームページへのアクセスありがとうございます。
また、日頃より FOM e ラーニングをご愛顧いただき、心よりお礼申し上げます。
FOM e ラーニングのクラウドサービスのシステム変更に伴い、クラウドサービスでご提供しております
一部の講座のお取り扱いが、2 月 14 日（水）のお申込み以降変更となりますので、お知らせ申し上げま
す。
※下記講座の買取型でのお取り扱いは継続いたします。
※2018 年度以降、
一部講座につきましてはクラウドサービスでのお取り扱いを再開させていただきます。
【お取り扱い終了講座一覧】
Microsoft Office 操作習得
◆Word

◆PowerPoint


よくわかる PowerPoint 2007



スキルチェッカー PowerPoint 2007
スキルチェッカー PowerPoint 2010 基礎



よくわかる Word 2007 基礎





よくわかる Word 2007 応用

◆Access



スキルチェッカー Word 2007 基礎



よくわかる Access 2007 応用



スキルチェッカー Word 2007 応用



よくわかる Access 2007 基礎



スキルチェッカー Word 2010 基礎



スキルチェッカー Access 2007 基礎



スキルチェッカー Word 2010 応用



スキルチェッカー Access 2010 基礎



スキルチェッカー Word 2013 応用

◆Office

◆Excel



IT スキルチェック 基礎 2007



よくわかる Excel 2007 基礎



IT スキルチェック 基礎 2010



よくわかる Excel 2007 応用



IT スキルチェック 基礎 2013



スキルチェッカー Excel 2007 基礎



よくわかる Office 2007 基礎（4 本パック）



スキルチェッカー Excel 2007 応用



よくわかる Office 2007 応用（3 本パック）



スキルチェッカー Excel 2010 基礎



よくわかる Word2007 基礎／Excel2007



スキルチェッカー Excel 2010 応用



スキルチェッカー Excel 2013 応用



Office 2007 新機能



Excel を使ったビジュアル分析～可視化と



Office 2010 アップグレード講座

ビッグデータの活用



Office 2013 アップグレード講座

基礎（2 本パック）

資格試験対策

◆コンプライアンス


◆IT パスポート試験


対応

IT パスポート試験 特訓テスト〈シラバス



「マイナンバー制度」理解度チェック

3.0 対応版〉



金融機関におけるマイナンバー制度の理

◆基本情報技術者試験


基本情報技術者試験 特訓テスト＜シラバ

解と対応


ス（Ver3.0）対応版＞



◆ホームページ
◆グラフィック


Illustrator CC 2014



Photoshop CC 2014

◆CAD


Jw_CAD



AutoCAD LT 2015

◆言語/プログラミング


Java プログラミング



C 言語プログラミングの基礎

訂版＞


その後の個人情報保護



マネージメントとしての個人情報保護



事業継続マネジメント構築の基礎

ヒューマンスキル
◆ビジネススキル


ンタビュー術と文章の書き方



デジタル時代のマナーとルール



自信がつくビジネスマナー＜改訂 2 版＞



職業人意識



自信がつくコミュニケーション



自信がつくビジネス文書



自信がつくビジネススキル（4 本パック）

社会人のための情報モラル&情報セキュ



自信がつくビジネススキル（5 本パック）

リティ 2017



IT スキル標準対応 パーソナルスキル入

30 分でわかるネットワークの基礎知識

◆セキュリティ



パソコンセキュリティ入門



部門管理者のための情報セキュリティ-求

門


められるセキュリティ知識と実務

加害者・被害者にならないための情報セ
安心して Facebook を使うための 15 のア
ドバイス

IT スキル標準対応 パーソナルスキル入
門（コミュニケーション編）



キュリティ 意識チェック


記者のノウハウを学ぶ～話を引き出すイ
弁護士が教える”ビジネス契約の交渉術”

セキュリティ/コンプライアンス



事例で学ぶ個人情報保護 確認テスト＜改



◆ネットワーク


よくわかる内部統制～日本版 SOX 法対応
のために誰もが理解すべきこと～

IT 専門分野

Dreamweaver CC 2014

自治体におけるマイナンバー制度の理解
と対応





企業におけるマイナンバー制度の理解と

IT スキル標準対応 パーソナルスキル入
門（ネゴシエーション編）



IT スキル標準対応 パーソナルスキル入
門（リーダーシップ編）



体験型新人トレーナー研修～新入社員の
やる気を引き出すコミュニケーション～



社会人基礎力診断テスト



社会人としての自覚とプロ意識

◆就活準備


就職活動を支援する「就活サポートセミ

その他
◆外国語


◆金融


ナー」
◆マネジメントスキル


センターマネジメント総論基礎

話してみようビジネス中国語
金融機関向けセンターマネジメント総論
基礎

◆医療


病院がわかる ー医療業界と病院のしくみ
を知ろう！－

メンタルヘルス



看護師のための電子カルテ入門

◆メンタルヘルス


ポジティブ・メンタルヘルス「ワーク・エ
ンゲイジメント」



職場のメンタルヘルス・マネジメント



ｅラーニングで学ぶ こころのセルフケア
入門



ｅラーニングで学ぶ こころのラインケア
入門



ｅラーニングで学ぶ 職場のアサーション



ｅラーニングで学ぶ 職場のストレスと対
処



ｅラーニングで学ぶ 相談対応のスキル
アップ

◆ハラスメント


職場のセクハラ対策＜リニューアル版＞

以上

