IBM Z 関連研修スケジュール（株式会社アイ・ラーニング提供、最終更新：2020 年 5 月 18 日）
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、6 月末までのコースはすべてオンライン形式でのご提供と
なります。7 月以降につきましてはご提供形式は未定ですので、集合形式前提で掲載させていただいてお
りますが、今後変更の可能性があります。

IBM Z 講座（基礎技術・プログラミング）
https://www.i-learning.jp/service/it/zseries.html
▼「SMP/E for z/OS ワークショップ」9 月 28 日〜30 日＠茅場町
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=ES262
▼「z/OS ServerPac の導入とカストマイズ」7 月 6 日〜9 日＠茅場町
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=ES416
▼「パラレル・シスプレックス概説」7 月 16 日＠茅場町
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=MV106
▼「z/OS カタログ・マネージメント」9 月 3 日〜4 日＠茅場町
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=SS813
▼「z/OS DFSMS インプリメンテーション」9 月 16 日〜18 日＠茅場町
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=SS843
▼「z/OS 構成と機能」7 月 7 日午後〜10 日＠茅場町
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=ES205
▼「z/OS ベーシック」6 月 17 日〜18 日＠オンライン
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=ES054
▼「TSO（ISPF） オペレーション入門」6 月 19 日＠オンライン
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=ES474
▼「z/OS JCL 基礎演習」6 月 22 日〜24 日＠オンライン
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=ES103
▼「z/OS ユーティリティー基礎演習」6 月 25 日〜26 日＠オンライン、7 月 28 日〜29 日＠茅場町
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=ES073
▼「z/OS システム・オペレーション基礎演習」6 月 29 日〜30 日＠オンライン
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=ES273
▼「COBOL プログラミング演習」6 月 15 日〜19 日＠オンライン
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=DA514
▼「PL/I プログラミング演習」6 月 15 日〜19 日＠オンライン
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=DA524
▼「アセンブラー言語入門 〜z アーキテクチャー機械命令とアセンブラーの基礎〜」8 月 24 日〜26 日＠

茅場町
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=DA043
▼「アセンブラー言語演習 〜実機演習で学ぶプログラム保守とダンプ解析〜」9 月 14 日〜17 日＠茅場
町
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=DA052
＜e-ラーニング＞
▼「JCL の基礎」
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=61Z05
▼「パラレル・シスプレックス概説」
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=61Z06
▼「パラレル・シスプレックスの計画と導入」
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=61Z07

Db2 講座
https://www.i-learning.jp/service/it/db.html
大阪、オンラインクラスも続々登場
▼「Db2 ファミリー概説」7 月 9 日〜10 日＠オンライン
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=CE03B
▼「SQL 言語演習 - z/OS 編」7 月 21 日〜22 日＠茅場町、8 月 24 日〜25 日＠大阪
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=CV12B
▼「D2b for z/OS 適用業務プログラミング演習」5 月 18 日〜20 日＠茅場町
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=CV72B
▼より良い索引に！「D2b for z/OS 適用業務設計」8 月 27 日〜28 日＠茅場町
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=CV16B
▼「Db2 for z/OS アプリケーション・パフォーマンス」8 月 24 日〜26 日＠茅場町
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=CV96B
▼構築しながら必須機能を学ぶ「D2b for z/OS 構成と機能-前編」5 月 26 日〜28 日＠オンライン、7 月
13 日〜15 日、8 月 13 日〜15 日＠茅場町、9 月 9 日〜11 日＠大阪
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=CV83B
▼「D2b for z/OS 構成と機能-後編」6 月 5 日＠オンライン、9 月 4 日＠茅場町
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=CV87B
▼「Db2 for z/OS システム管理」7 月 16 日〜17 日＠茅場町
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=CV85B
▼「Db2 for z/OS システム・パフォーマンス」9 月 23 日〜25 日＠茅場町

https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=CV95B
▼「リレーショナル・データベース設計」8 月 3 日〜5 日＠茅場町
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=CF18B
＜e-ラーニング＞
▼「Db2 ファミリー概説」
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=61D10
▼「Db2 for z/OS 適用業務設計」
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=61D05
▼「D2b for z/OS 回復と再始動」
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=61D06
▼「Db2 for z/OS システム・パフォーマンス」
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=61D07
▼「Db2 for z/OS システム管理」
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=61D08
▼「Db2 for z/OS アプリケーション・パフォーマンス」
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=61D09
▼「リレーショナル・データベース設計」
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=61D03
▼「Db2 for z/OS 構成と機能-後編」
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=61D11

IMS 講座
https://www.i-learning.jp/service/it/db.html
サテライトも開設
▼「IMS 概説」7 月 21 日〜22 日、9 月 7 日〜8 日＠茅場町
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=CM10B
▼「IMS トランザクション・マネージャーの基礎」8 月 11 日〜12 日＠茅場町
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=CM11B
▼「IMS 全機能 DB システムの構成と機能」6 月 3 日〜5 日＠オンライン&サテライト札幌広島福岡
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=CM22B
▼「IMS FP システムの基礎」5 月 28 日〜29 日＠茅場町&サテライト札幌広島
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=CM41B
▼「IMS FP システムの構成と機能」6 月 9 日〜11 日＠オンライン&サテライト札幌大阪広島福岡

https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=CM42B

MQ 講座
https://www.i-learning.jp/service/it/ibm_misc.html
＜e-ラーニング＞
▼「IBM MQ 概説」
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=61W07
▼「WebSphere MQ V7 システム管理 - z/OS 編」
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=61W08

CICS 講座
https://www.i-learning.jp/service/it/ibm_misc.html
＜e-ラーニング＞
▼「CICS 概説」
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=61W21
▼「CICS トランザクション・サーバーの構成と資源定義」
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=61W22

Tivoli 講座
https://www.i-learning.jp/service/it/ibm_misc.html
▼「IBM Tivoli NetView for z/OS 6.1 の基礎」7 月 3 日＠茅場町
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=TZ20B
▼「IBM Tivoli NetView for z/OS 6.1?動化技法」8 月 12〜13 日＠茅場町
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=TZ21B
▼「IBM Tivoli NetView for z/OS 6.1REXX」8 月 14 日＠茅場町
https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=TZ22B

