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【IT に強くなりたい人へ】
大人の学び場を提供する『Edutainment Campus GINZA』から
1~3 月にかけて IT 系セミナーを続々開催
教育事業を運営するヒューマンアカデミー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：川上 輝之、以下「当
社」）は、2022 年 1 月 4 日（火）にリニューアルした『Edutainment Campus GINZA』のリニューアルオープン記
念として、社会人向けの IT 講座セミナーを 1 月～3 月にかけて開催します。
『Edutainment Campus GINZA』の特長である大型モニターを使用した臨場感あふれるセミナーとなっており、校
舎での直接参加のほか、全国の他校舎でもパブリックビューイング形式、さらにオンラインでも参加可能などハイフレックス
に開催いたします。
新時代の学びの情報発信基地として、皆さまに安心して、かつ楽しみながら体験いただけるよう配慮しております。
【本件のポイント】
●大人の学び場としてリニューアルオープンした、ヒューマンアカデミーの銀座校『Edutainment Campus GINZA』
からどなたでも参加可能な IT 系セミナーを開催。WEB デザイン、動画、プログラミング、CAD を中心に 1 月~3 月
にかけて実施
●校舎でもオンラインでも参加でき、プロの作業をリアルタイムで視聴できる疑似体験型のセミナー

■『Edutainment Campus GINZA』から、気軽に参加できる IT 系セミナーを続々開催！
ますますニーズの高まる IT 系講座から、WEB・動画クリエイター・CAD・プログラミングに関する「はじめての方が気軽に
疑似体験できる」セミナーです。銀座の校舎での参加はもちろんのこと、リアル配信で全国校舎からも参加できるパブリッ
クビューイング形式や、オンライン参加も可能なハイフレックス型で開催いたします。ぜひお気軽にご参加ください。
（※事前申込み必須となります）
■取材・本件に関するお問い合わせ■ ヒューマンアカデミー株式会社 広報担当 斉藤・村田
TEL：03-6846-7009 FAX：03-5389-8672 E-mail：ha_info@athuman.com

【開催スケジュール】
※参加無料（要予約） ※参加形式はセミナーにより異なります。 ※予告なく変更の場合がございますのでご了承ください。
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日本のほとんどの人がもはや必要不可欠となっているスマートフォン
アプリ。今では一人あたり平均 103 個のアプリを持っているという調
査結果が出ています。
そんなスマートフォンアプリの中でも最大のシェアの iPhone アプリを
作る為に何をすればいいのか、最初の一歩から学べます。
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ヒューマンアカデミーの iPhone アプリ開発講座にも登壇されている
藤井 悠太先生がライブコーディングでその場でアプリの作り方を説
明するスペシャルセミナーです。
1 月 26 日（水）

初学者のための
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Web 制作セミナー
～人気講師が教え

現在使用されている CMS（コンテンツマネジメントシステム）の中
で No.1 のシェアを誇る WordPress（ワードプレス）。 世界中
の Web サイトの内の 38%以上が WordPress で作られていると
言われています。※W3Techs 調べ

る最新
WordPress 活用
術～
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今回は、株式会社 mgn の代表であり、 ヒューマンアカデミーの
WordPress 講座の監修もご担当いただいている 大串 肇氏をお
招きして、WordPress の最新機能の紹介や、その使い方につい
て詳しく丁寧に解説頂きます！
建築業界では、あらゆる設計シミュレーションが可能で、よりよい建
物づくりにつながる”BIM”（＝ビルディング インフォメーション モデ
リング）という仕組みの導入が進められています。
今回は BIM について解説する、初心者のための入門セミナーで
す！
BIM の中心となる REVIT（オートディスク社の 3DCAD ソフト）
のデモンストレーションも行いながら、これから始めるためには何を覚
えて、何をしなければならないかを、わかりやすくご説明します！
動画制作をはじめようと思ったときに素材が「ない」ということありませ
んか？そんなときに「ありもの素材」でできる動画制作方法をレクチ
ャーします！
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今回リニューアルした銀座校の Web サイト用の静止画素材を活
用して PR ムービーを作成します。
PR ムービーの制作を通して動画制作の疑似体験をして頂く制作
体験セミナーです。
写真素材＋スマホ（iPhone）で撮影した内容で銀座校の PR
ムービーを作ります。
スマートフォンのような身近な機材でも撮影・編集技術を習得すれ
ば立派な PR 動画が制作できることを、実際の制作場面を見て頂
くことで疑似体験して頂きます。
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Web デザイナーのお仕事内容から実際のコーディングまで、Web
サイト制作のポイントを実際のコーディング作業の実演を交えて解
説します。 Web デザインやコーディングの知識がなくても大丈夫！
HTML/CSS 講座など Web デザイン系講座を担当している千貫
りこ先生が初心者にも分かりやすく解説します。
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動画制作の方法、主に After Effects について実際の制作物を
通して学習します。プロの演出表現等を見て頂くことで動画制作の
イメージをつかんで頂くセミナーです。
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このほかにも開催を予定しております。取材のご依頼は下記までお問い合わせください。
■取材・本件に関するお問い合わせ■ ヒューマンアカデミー株式会社 広報担当 斉藤・村田
TEL：03-6846-7009 FAX：03-5389-8672 E-mail：ha_info@athuman.com
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【参考情報】
■Edutainment Campus GINZA（https://haa.athuman.com/school_info/ginza/renewal/）
ヒューマンアカデミーの教育 DX を象徴するフラグシップとして、2022 年 1 月 4 日にリニューアルオープンしました。東銀
座駅より徒歩 2 分・銀座駅から徒歩 5 分で 仕事帰りやお買い物帰りにも立ち寄りやすい校舎です。
社会人向けの教育講座を展開しており、web デザイン・CAD/BIM・プログラミング・AI・動画などの IT 系講座を中
心に、日本語教師、心理カウンセラーまで 様々な講座をオンライン・オフライン、どちらも組み合わせたハイフレックスで受
講可能。その時々の必要に応じた学び方を実現し、ご自宅や職場とは違う 「サードプレイス」として自身の成長をデザイ
ンしていくことができます。

■ヒューマンアカデミーについて（https://manabu.athuman.com/）
1985 年の創設以来、159 万人以上※の修了生・卒業生を輩出するヒューマン
アカデミーは、「学びは、面白い。」を創造する Edutainment Company として、未
就学児童から中高生・大学生・社会人・シニア層とあらゆるライフステージにあわせて、
学びと成長を支援する「リカレント教育」、「STEAM 教育」を推進しています。
IT 分野、語学・留学、保育、資格・就転職、趣味・教養、ココロとカラダコンディショ
ニング、なりたい人を応援する専門教育など大きく８つのカテゴリで、時代や社会の変化にあわせながら 800 以上の講
座を編成し、多様なニーズに対する学びの提供を行っています。

※延べ人数 1997 年 10 月~2021 年 3 月時点

■ヒューマングループについて（https://www.athuman.com/）
ヒューマングループは、教育事業を中核に、人材、介護、保育、美容、スポーツ、IT と
多岐にわたる事業を展開しています。1985 年の創業以来「為世為人（いせいいじ
ん）」を経営理念に掲げ、教育を中心とする各事業を通じて、労働力不足、高齢化社
会、待機児童問題など、時代とともに変化するさまざまな社会課題の解決に取り組み、
独自のビジネスモデルを展開してきました。
人と社会に向き合い続けてきたヒューマングループは、いま世界全体で達成すべき目標として掲げられた SDGs（持続
可能な開発目標）にも積極的に取り組んでいきます。SDGs への貢献を通じて、
「為世為人」の実現を加速させ、より良い社会づくりに貢献していきます。

ヒューマンアカデミー株式会社概要
●代表者：代表取締役 川上 輝之 ●所在地：東京都新宿区西新宿 7-5-25 西新宿プライムスクエア 1 階
●設立：2010 年 4 月 ●資本金：1,000 万円 ●URL：https://manabu.athuman.com/

■取材・本件に関するお問い合わせ■ ヒューマンアカデミー株式会社 担当 斉藤、村田
TEL：03-6846-7009 FAX：03-5389-8672 E-mail：ha_info@athuman.com
■ヒューマングループに関するお問い合わせ■ ヒューマングループ 広報担当 原、若林
E-mail：kouhou@athuman.com

