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経営とITの橋渡しとなるワンランク上のDX人材へ!
スタディング ITストラテジスト講座 開講!

スマホで学べるオンライン資格講座「STUDYing (スタディング)」を提供するKIYOラーニング株式会社（東京都千
代田区、代表取締役社⾧:綾部貴淑）は、オンラインで学習できる『ITストラテジスト講座』を新たに開講しました。
情報処理技術者試験スキルレベル4（レベル1～４のうち最高位）の国家試験対策講座となります。新規開講を記念し、
受講料5,500円オフのキャンペーンを実施いたします。

◇スタディング ITストラテジスト講座 https://studying.jp/itstrategist/

2022年11月24日

KIYOラーニング株式会社
（東証グロース市場 7353）

ITストラテジスト試験とは、ITを高度に活用し、企業の経営課題を解
決に導く人材を示す国家試験です。ITストラテジストは「経営とITを結
びつける戦略家」とも言われています。企業のIT化やDX（デジタルトラ
ンスフォーメーション）が急ピッチで進む現代では、IT系の職種全般の
需要が高まっており、その中でも「IT」と「経営」の両面に精通してい
るITストラテジストは、高度IT人材として更に注目が集まっています。

スタディングでは、これまで情報処理技術者講座を開発してきたノウハウを活かし、仕事やプライベートで忙しい
方でも効率的な学習でITストラテジスト試験合格を目指せる、最適なカリキュラムを開発しました。

スタディング ITストラテジスト講座の特徴

①視覚的に学べる動画講義とテキスト
初めてITストラテジスト試験に挑戦される方でも、視覚的にITの専門用語の内容や関係性を理解しやすいように、

テキストや動画講義には、図解での説明を多く採用しました。文章で読んでも分かりにくい専門用語や複雑なロジッ
クも、「図表やイラストを駆使したスライド」を用いて五感を使って学習していただくことで、テレビの情報番組を
見るように分かりやすく楽しく学習できます。

ITストラテジスト試験では高度な知識と技能が問われます。特に午後Ⅱの論述試験では、受験者自身の経験を踏まえ
て回答することも求められることから実務経験のない方にとってはイメージが湧きにくく、対策に苦慮しているという
受験者の声が多く上がっています。合格率も約15％前後と低く、ITストラテジスト試験の難易度の高さが伺えます。

スタディングでは「図表」や「イラスト」を多用した動画講義により、専門書籍を精読するような学習よりも、よ
り短期間で容易に理解できることを目指しました。また、AI問題復習機能を搭載し個人別に最適なタイミングで復習
問題を出題することで効率的に苦手分野を対策できます。さらに論述対策では、採点者の視点、評価基準をまとめた
ワークシートである「採点基準シート」を用意。自己採点方式ながらも論述の書き方の矯正ノウハウが得られます。
これにより、忙しい社会人の方もオンラインでスマホを活用してスキマ時間ですべての試験対策が可能となります。



②合格点を目指す!最短効率カリキュラム!

講座開発にあたり、公開されている過去問を徹底的に分析しました。
ITストラテジスト講座の目的は、試験で満点を取ることではなく、合格点を取得し、且つ資格取得後に「使える知

識」として身につけることです。講座で扱う内容は、繰り返し出題されている論点を中心とし、カリキュラムの内容を
凝縮するとともに、図解によってイメージしやすく、効率的に学習できるようにいたしました。

また、当講座では、受験者の知識の定着度を上げるため、動画によるインプット後すぐに問題演習でアウトプットが
行えるようにしています。まずはインプットとして、「基本講座」でビデオ／音声講座を活用し、スキマ時間を使って
短時間で基礎知識を身につけることができます。基本講座を学んだ後すぐに一問一答形式の「スマート問題集」を解く
ことで基礎力の定着を確認することができます。続けて一定の単元毎に「セレクト過去問集」で実戦形式の訓練を行い
ます。実際の過去問を解くことで実戦力が養われます。

午前Ⅰ～午後Ⅱ試験まで、合格に必要な教材が全て揃っており、スタディングだけでITストラテジスト試験合格を目
指すことが可能です。

③未経験でも解答できる!論述解法アプローチを伝授!

論述試験である午後Ⅱ試験では、受験者自身の経験を
踏まえて論述することが求められます。そのため、該当
の実務経験のない方は「経験がないから書けない…」と
お悩みの方も多くいらっしゃいます。

そこで、スタディングの午後Ⅱ試験対策では、未経験
でも書けるアプローチ方法と事前準備方法、さらに採点
者の視点を踏まえた解法ノウハウを動画で実践的にお伝
えします。

さらに、スタディングの午後Ⅱ試験対策では、「採点
基準シート」が付属します。採点基準シートは、採点者
の視点を踏まえた画期的な学習ツールです。採点者の
「答案を見る目」が身につけば、自己採点であったとし
てもご自分の答案を客観的に評価し、改善すべき書き方
が分かるようになります。



コース名 コースに含まれるもの

ITストラテジスト
午前Ⅰ試験免除コース
【2023年合格目標】

●短期合格セミナー 1回
●午前Ⅱ試験対策
・基本講座（ビデオ・音声）／WEBテキスト 計27回* 合計約11時間*
・スマート問題集 計27回* 合計約135問*
・セレクト過去問集 計 8回* 合計約60問*
●午後Ⅰ試験対策
・午後Ⅰ試験解法講座（ビデオ・音声） 計7回* 合計約5時間*
・セレクト過去問集 計 3回* 合計大問3問*
・ロジックマップ 計9回* ※解法講座6回、セレクト過去問題集3回に付属
●午後Ⅱ試験対策
・午後Ⅱ試験解法講座（ビデオ・音声） 計5回* 合計約4時間*
・採点基準シート 計3回* ※解法講座3回に付属

ITストラテジスト
合格コース

【2023年合格目標】

●短期合格セミナー 1回
●午前Ⅰ試験対策
・合格戦略講座（ビデオ/音声） 計 1回 合計約10分
・実力診断テスト 計 1回 合計30問
・基本講座（ビデオ・音声）／WEBテキスト 計76回 合計約28時間
・スマート問題集 計76回 合計603問
・セレクト過去問集 計24回 合計484問
●午前Ⅱ試験対策
・基本講座（ビデオ・音声）／WEBテキスト 計27回* 合計約11時間*
・スマート問題集 計27回* 合計約135問*
・セレクト過去問集 計 8回* 合計約60問*
●午後Ⅰ試験対策
・午後Ⅰ試験解法講座（ビデオ・音声） 計 7回* 合計約5時間*
・セレクト過去問集 計 3回* 合計大問3問*
・ロジックマップ 計 9回* ※解法講座6回、セレクト過去問題集3回に付属
●午後Ⅱ試験対策
・午後Ⅱ試験解法講座（ビデオ・音声） 計 5回* 合計約4時間*
・採点基準シート 計 3回* ※解法講座3回に付属

スタディング ITストラテジスト講座 主任講師
渋屋 隆一講師 プロフィール
ITストラテジスト、ネットワークスペシャリスト、情報セキュリティ（旧制度試験）、中小企業診断士など。
大学卒業後、システムインテグレーター（SIer）2社にて、ITインフラエンジニアとして、製造業・サービス業など大
規模システムの企画・構築・プロジェクトマネジメントに従事。管理職となったことから、ITエンジニアの教育・
キャリアパス構築に人事とともに関わる。その後、中小企業診断士の取得をきっかけに商品企画・マーケティングに
携わる。2015年に独立し、IT活用・マーケティングを中心とした経営支援や、企業研修を行っている。
講座開発では（単に知るだけでなく）「使えるようになる講座」をモットーに、「図解」と「関係性」を駆使した講
座開発に取り組んでいる。「スタディング ITストラテジスト講座」では、多くの受験生が困難と感じる経営領域の知
識を、効率的に学習できるようカリキュラムを開発。不足が叫ばれるIT人材（DX人材）のなかでも、特に「ビジネス
とITの橋渡し」ができる人を増やすべく、講座開発と講義に熱を込めている。

＜ITストラテジスト講座 開講記念キャンペーン概要＞
2022年11月24日（木）～12月31日（土）
受講料5,500円OFF!
午前Ⅰ試験免除コース 通常価格￥38,500 → 特別価格￥33,000
合格コース 通常価格￥49,500 → 特別価格￥44,000
詳細はキャンペーンページをご確認下さい。
URL:https://studying.jp/campaign/itstrategist20221124.html

ITストラテジスト講座の開講を記念して、多くの方にご利用いただけるよう11月24日（木）から「開講記念キャン
ペーン」を実施いたします。キャンペーン期間中にご購入いただくと、5,500円引きでご受講いただけます。

上記、午前Ⅰ試験免除コースおよび合格コースは、2022年11月～2023年3月の期間に順次リリース予定です。
*上記は2022年11月時点での詳細となります。実際の講座数や講義時間については、変更される場合があります。



STUDYing(スタディング) 全31講座ラインナップ

資格ジャンル 資格名 講座URL

ビジネス・経営

中小企業診断士 https://studying.jp/shindanshi/
技術士 https://studying.jp/engineer/
販売士 https://studying.jp/hanbaishi/
危険物取扱者 https://studying.jp/kikenbutsu/
メンタルヘルス・マネジメント®検定試験 https://studying.jp/mental/

法律

司法試験・予備試験 https://studying.jp/shihou/
司法書士 https://studying.jp/shoshi/
行政書士 https://studying.jp/gyousei/
社会保険労務士 https://studying.jp/sharoushi/
弁理士 https://studying.jp/benrishi/
ビジネス実務法務検定試験® https://studying.jp/bijihou/
知的財産管理技能検定® https://studying.jp/chizai/
個人情報保護士 https://studying.jp/johohogo/

会計・金融

税理士 https://studying.jp/zeirishi/
簿記 https://studying.jp/boki/
FP https://studying.jp/fp/
外務員（証券外務員） https://studying.jp/gaimuin/
貸金業務取扱主任者 https://studying.jp/kashikin/

不動産

宅建士（宅地建物取引士） https://studying.jp/takken/
建築士 https://studying.jp/kenchikushi/
マンション管理士／管理業務主任者 https://studying.jp/mankan/
賃貸不動産経営管理士 https://studying.jp/chintaikanrishi/

IT

ITパスポート https://studying.jp/itpassport/
基本情報技術者 https://studying.jp/kihonjoho/
応用情報技術者 https://studying.jp/oyojoho/
ITストラテジスト https://studying.jp/itstrategist/

医療
看護師国家試験 https://studying.jp/kangoshi/
登録販売者 https://studying.jp/touroku/

公務員 公務員 https://studying.jp/komuin/
語学 TOEICR TEST 対策 https://studying.jp/toeic/

ビジネススキル コンサルタント養成講座 https://studying.jp/consul/

KIYOラーニングは2008年１月より「学びを革新し、だれもが持っ
ている無限の能力を引き出す」というミッションのもと、すきま時間
を活用し資格取得を目指せる音声講座として「通勤講座（現:スタ
ディング） 」をスタートしました。2010年に法人「KIYOラーニン
グ株式会社」を設立し、スマホで効率的に学べる学習システムを開発、
動画コンテンツを充実させ、資格ラインナップの拡充、品質の向上を
図ってきました。さらに、2017年には、法人向け社員教育クラウド
サービス「AirCourse（エアコース）」も展開するなど社会人や企業
教育を革新するプラットフォーマーとしてサービス展開を推進してい
ます。

◆KIYOラーニング株式会社とは



【会社概要】

会社名 KIYOラーニング株式会社

代表 代表取締役社⾧ 綾部 貴淑

資本金 7億9958万円（資本剰余金7億8958万円）

上場日 2020年7月15日 東京証券取引所 グロース市場(7353)
設立 2010年1月4日

所在地 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-10-1 永田町山王森ビル4F

社員数 63名

URL https://www.kiyo-learning.com/

事業内容 教育コンテンツおよび教育サービスの企画、制作、販売、運営

スタディングは、短期間で合格した人々の学習法を徹底的に研究し、
10年以上も改善を重ねてきた究極の"オンライン専門"講座です。

世界一「学びやすく、わかりやすく、続けやすい」
学習手段を提供していきます。

https://studying.jp/


