
２０１０年６月度公認情報システム監査人（CISA） 

試験対策コース開催のご案内 

２０１０年３月２０日 

ISACA大阪支部 

ISACA名古屋支部 

 

このたび、ISACA名古屋支部と大阪支部は、首記試験対策コースを合同にて開催いたしますので、下記のと

おりご案内します。 

 
- 記 – 

 
1. 対象者 

２０１０年６月度公認情報システム監査人（CISA）試験を日本語で受験予定の方 

 

2. 試験対策コースの狙い 

国際本部作成の試験対策コース内容を基に､ドメインごとに解説を行います。 

当試験対策コースは、受験者各位への学習のための情報提供を主な目的としております。 

当試験対策コースに参加することにより、CISA 試験合格を保証するものではなく、また、各自の受験勉強に代

わるものではありませんのでご注意下さい。 

 

3. 募集人数 

受験予定者を会員・非会員にかかわらず先着順にて各会場４０名まで。 

継続教育プログラムを目的とした既合格者及び公認認定者の申し込みも可能ですが、定員を超えた場合は、

受験予定者を優先させていただきます。 

また、受講希望者が９名未満の会場については、開催しない場合があります。 

 

4. 開催日程 

大阪会場及び名古屋会場とも   ２０１０年 ５月１５日（土）、１６日（日） ２日間 

 

5. 受講費用 

ISACA 会員 ２８，０００円  非会員 ３３，０００円 

入金手続については、開催確定後、事務局から応募者に電子メールでお伝えします。 

入金期日後のキャンセルの場合は返金しません。また一部出席者及び欠席者も同額です。欠席者には資料

を後日送付します。 

 

6. 開催場所 

【大阪会場】  

５月１５日（土）、１６日（日） 

ハートンホテル南船場 富士の間 

大阪府大阪市中央区南船場2-12-22  

http://www.hearton.co.jp/minamisenba/map.php 

 

 



【名古屋会場】 

５月１５日（土）、１６日（日） 

監査法人トーマツ名古屋事務所、８階会議室 
     名古屋市中村区名駅三丁目１３番５号 

     ＪＲ名古屋駅前、名古屋ダイヤビルディング３号館 
          http://www.tohmatsu.co.jp/office/nagoya_map.html  

 

7. 申し込み方法: 

下記フォームにてそれぞれの会場の受付アドレスに電子メールで申し込みください。参加費用のお支払い手続

きにつきましては、開催が確定した後に、各支部からご案内します。 

 

【大阪会場にご参加の場合】 

（大阪支部受付アドレス） osk-office@isaca-osaka.org 

（メール件名） ２０１０年６月度公認情報システム監査人（CISA）試験対策コース大阪会場申し込み 

------------------------------------------------------------------------------------ 

私は、２０１０年６月度公認情報システム監査人（CISA）試験対策コースに申し込みます。 

（会場/開催日）大阪会場 ２０１０年５月１５日（土）、１６日（日） 

（氏 名）     ： 

（フリガナ）    ： 

（メールアドレス ）： 

（ISACA会員の場合 会員番号）： 

（受講目的）：ＣＩＳＡ受験のため  継続教育のため（受講証明書が必要・不要）  その他 

※該当しないものを削除してください 

（日中の連絡がとれる電話番号）： 

※電話は緊急の連絡のみに使用します。 

 

【名古屋会場にご参加の場合】 

（名古屋支部受付アドレス） a-itoh@isaca-nagoya.org 

（メール件名） ２０１０年６月度公認情報システム監査人（CISA）試験対策コース名古屋会場申し込み 

------------------------------------------------------------------------------------ 

私は、２０１０年６月度公認情報システム監査人（CISA）試験対策コースに申し込みます。 

（会場/開催日）名古屋会場 ２０１０年５月１５日（土）、１６日（日） 

（氏 名）     ： 

（フリガナ）    ： 

（メールアドレス） ： 

（ISACA会員の場合 会員番号）： 

（受講目的）：ＣＩＳＡ受験のため  継続教育のため（受講証明書が必要・不要）  その他 

※該当しないものを削除してください 

（日中の連絡がとれる電話番号）： 

※電話は緊急の連絡のみに使用します。 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

8. 受付締切り 

両会場とも、４月１６日（金）１５：００まで受付けます。但し、定員になり次第締切ります。 

9. 使用教材： 

CISA 試験対策コース教材及び演習問題を当日配布いたします。 



また、ISACA 国際本部発行の「２０１０年版CISA レビューマニュアル」を参照図書として使用します。本コースを

受講される方は、国際本部のBookstore より購入してください。日本での購入取り次ぎはありませんのでご注意下

さい。（右をクリックするとBookstoreが表示されます CISA Exam References 。） 
 

�My Cartで購入内容確認をする際に会員入力画面が現れますので、ISACA会員の方は左の枠に会員情報を、会

員でない方は右側の枠に受験申込みをされた際の登録情報入力（または新規にNew Profileを作成）後、支払い手続き

および送付先の登録をしてください。 
教材名：Japanese: 2010年公認情報システム監査人（CISA）レビューマニュアル 
 

なお、CISA試験の受験申込みは、国際本部のHPにてオンラインで行うと割引が受けられます。 

また、申込み期限は 2010 年4 月7 日です。（FAX,または郵送は期限内の到着が条件）。 

詳しくは http://www.isaca-osaka.org/info/cisa/2010/cisa_jun10-japanese_boi.pdf 

をご参照ください。 

 

10. 試験対策コース内容   

講義の進捗状況により時刻は前後することがあります。 

また、講義内容の順序、割当時間、日程および担当講師は今後変更となる場合があります。 

 
【大阪会場】 

日時 講義内容 担当 

 8:45- 9:00 受付 大阪支部 

 9:00- 9:30 CISA試験及び模擬試験説明 大阪支部 

 9:30-11:30 模擬試験(100問) 大阪支部 

11:30-13:00 昼食  

13:00-14:00 ドメイン１ 情報システム監査のプロセス 細谷 

14:00-14:10 休憩  

14:10-15:10 ドメイン５ 情報資産の保護 杉本、竹本 

15:10-15:20 休憩  

15:20-16:20 ドメイン５ 情報資産の保護 杉本、竹本 

16:20-16:30 休憩  

16:30-17:40 ドメイン５ 情報資産の保護 杉本、竹本 

大阪会場 

5月15日(土) 

17:40-17:50 事務局連絡 大阪支部 

 9:00-10:30 ドメイン２ ITガバナンス 山地 

10:30-10:40 休憩  

10:40-11:50 ドメイン３ システムとインフラのライフサイクル管理 伊藤(裕) 

11:50-12:50 昼食  

12:50-13:10 ドメイン３ システムとインフラのライフサイクル管理 伊藤(裕) 

13:10-13:20 休憩  

13:20-14:50 ドメイン４ ITサービスの提供と支援 伊藤(昭) 

14:50-15:00 休憩  

15:00-16:30 ドメイン６ 災害復旧と業務継続 山地 

会場 

5月16日（日）

16:30-16:40 事務局連絡 大阪支部 

�ISACA 名古屋支部 伊藤 裕、伊藤 昭博 
�ISACA 大阪支部   杉本、細谷、山地、竹本 
 
 



 
【名古屋会場】 

日時 講義内容 担当 

 8:45- 9:00 受付 名古屋支部 

 9:00- 9:30 CISA試験及び模擬試験説明 名古屋支部 

 9:30-11:30 模擬試験(100問) 名古屋支部 

11:30-13:00 昼食  

13:00-14:30 ドメイン３ システムとインフラのライフサイクル管

理 

伊藤(裕) 

14:30-14:40 休憩  

14:40-16:10 ドメイン４ ITサービスの提供と支援 伊藤(昭) 

16:10-16:20 休憩  

16:20-17:50 ドメイン６ 災害復旧と業務継続 山地 

名古屋会場 

5月15日(土) 

 

17:50-18:00 事務局連絡 名古屋支部 

 9:00-10:00 ドメイン1 情報システム監査のプロセス 細谷 

10:00-10:10 休憩  

10:10-11:40 ドメイン２ ITガバナンス 細谷 

11:40-12:40 昼食  

12:40-13:40 ドメイン５ 情報資産の保護 杉本、竹本 

13:40-13:50 休憩  

13:50-14:50 ドメイン５ 情報資産の保護 杉本、竹本 

14:50-15:00 休憩  

15:00-16:10 ドメイン５ 情報資産の保護 杉本、竹本 

5月16日（日）

16:10-16:20 事務局連絡 名古屋支部 

�ISACA 名古屋支部 伊藤 裕、伊藤 昭博 
�ISACA 大阪支部   杉本、細谷、山地、竹本 


