
かぶ しき がい しゃ

？ どんなソフトウェアを作っているの？

ソフトウェアが作られて、使用されるまでの流れと、どんな人たちが 
関わっているのか見ていこう！ 

公教育ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部

さん池内　崇

学校運営に関わるさまざまな業務をトータルに支援する
「School Engine」というパッケージソフトを作っています。京都市の
高校をはじめ全国約3,500校以上の公立学校で使用されています。
このパッケージソフトが学校の先生方の事務的な仕事を効率化する
ことで、より質の高い教育を行えるようにサポートしているんですよ。

株式会社システムディ
本社／京都市中京区烏丸通三条上る場之町603　TEL.075-256-7777   https://www.systemd.co.jp/
創業／1984年8月（昭和59年）　従業員数／254名（2022年2月現在）

私たちの仕事
わたし し ごと

学校や企業には、計算をしたり、書類を作ったりと大事な情報を管理す
る仕事もたくさんあります。そうした仕事を効率よく行い、必要な機能
がひとまとめになっている「パッケージソフト」を開発し、販売していま
す。業種や業務ごとに特化し、さまざまな教育機関・スポーツ施設・公
共団体・民間企業などに提供しています。

ここに
注目！！

ソフトウェアはどのように開発されているの？次の時代に必要とされるソフトウェアを開発して
学校や自治体、企業の業務をサポートしています。

出欠・成績
情報の管理

給食費など
預かり金の管理

スケジュールや
行事の管理

で行えることを一部紹介！！

専務取締役

さん堂山　遼

先生間の
情報共有

児童・生徒
情報の管理

提供

リリース

受注

ユーザーサポート営業

最初に、世の中が必要と
する新しいソフトウェア
を社内で作成し、製品発
表（リリース）します。

カスタマイズ開発

ソフトウェア開発

小さいころから教師になるのが夢で、「教育」について学んでいく
うちに先生方が事務的な仕事に大きな負担を感じていることを
知りました。そこで教師になるのでなく、先生方を助ける仕事が
したいと思うようになり、いろんな出会いがあって今この仕事を
しています。みなさんもひとつひとつの
出会いを大切にしてください。

当社は創業以来、さまざまな仕事現場で使われる便利なシステム
を作り続けてきました。これからも色々なパッケージソフトを作
り、日本の情報社会をより豊かで創造的なものにしていきます。

お客さまのご要望の実現
に向けて、社内で打ち合
わせし、でき上がったシ
ステムを提供します。

営業は、お客さまが仕事
で困っていることや『こう
なったらいいな』のご要
望をお聞きします。

他にも「大学の授業や成績管理」や「ス
ポーツ教室・スイミング等のレッスン予
約」、「遊園地のチケットシステム」、さら
に「市役所や企業、銀行等の重要書類
の作成」で使用されています。

自社開発したパッケージソフト
を提供し、サポートを続けていく
中で、会社の中に新製品のアイ
デアが集まってきます。このサイ
クルを通してシステムの品質がど
んどん向上していきます。

システムづくりだけど
人との繋がりが大切なんだね

こんなところでも
使われています！

いろいろな場所で
使われて
いるんだね !

ソフトウェア
開発・販売
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やす   い ま    り    あ
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