
 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 訓練の目的 求職中の方が新たな職業に必要な知識・技能を習得することにより早期再就職を促進するための訓練です。 

■ 受講対象者 公共職業安定所に求職申し込みをし、公共職業安定所長の受講指示、受講推薦又は支援指示を受けられた方。 

■ 定 員 ２０名 

■ 訓 練 期 間 平成２９年１０月２４日（火）～ 平成３０年 ２月２３日（金）４か月 

【職場実習】平成３０年 １月２４日（水）～ 平成３０年 ２月２１日（水）１か月 

※ 毎週月曜日～金曜日（祝日、訓練休、年末年始を除く） ９：００～１６：００ 

※ 職場実習は宮崎市近隣企業で行います。 

■ 訓 練 内 容 事務部門や営業・販売部門など幅広い職種においてコンピュータを扱う業務に従事できるコース内容となっ

ています。（詳細は裏面カリキュラムのとおりです） 

■ 費 用 等 ①訓練受講料は無料です。 

②教材費約９,８００円、資格取得に伴う受験料及び職業訓練生総合保険料（全員加入３,６００円）は自己負

担となります。 

③雇用保険受給資格者等で公共職業安定所長の受講指示を受けられた方は、訓練期間中に訓練手当が支給さ

れます。 

④雇用保険受給資格のない方でも、一定の要件を満たせば『職業訓練受講給付金』の制度があります。 

詳細は最寄りの公共職業安定所へご相談ください。 

■ 応 募 選 考 ①応募方法  入校希望者は、最寄りの公共職業安定所にご相談いただき、「入校願」を提出してください。 

②募集期間  平成２９年 ８月 ２日（水）～ 平成２９年 ９月１９日（火） 

③選 考 日  平成２９年 ９月２８日（木） ９：３０～９：５０受付 

 【適性検査及び面接】１０：００～１３：００ 

※応募者が多数の場合は、時間延長となる場合があります。 

※筆記用具（鉛筆２本）をご持参ください。 

※遅刻・欠席された場合は辞退されたものとみなします。 

④選考場所  宮崎高等技術専門校（下記地図参照） 

 

≪訓練場所≫ 

職業訓練法人 宮崎職業訓練協会 

 宮崎高等技術専門校 
〒880-0912 宮崎市大字赤江飛江田 868-16 

TEL 0985-52-5583 FAX 0985-53-4950 

URL http://www.mvs.ac.jp 

≪お問合せ先≫ 

ハローワーク宮崎 0985-23-2245 

ハローワーク高鍋 0983-23-0848 

≪実施主体≫ 

県立産業技術専門校 
〒881-0003 西都市大字右松 362-1 

TEL 0983-42-6509 FAX 0983-42-6511 

宮崎県受託事業 ハロートレーニング 公共職業訓練生 募集のご案内 

 

無料駐車場がありますので､車で通えます!! 

     職場実習 



委託訓練カリキュラム              法人名：職業訓練法人 宮崎職業訓練協会 宮崎高等技術専門校 

訓練科名 ＩＴスキルアップ実践科 訓練期間 平成２９年１０月２４日（火）～ 平成３０年２月２３日（金）４か月 

＜職場実習＞ 
平成３０年 １月２４日（水）～ 平成３０年２月２１日（水）１か月 

訓練目標 ＩＴ社会に対応する為に欠かすことのできないコンピュータの基礎技術および関連知識を習得する。特に多く
の職種において必要とされる文書作成ソフト・表計算ソフト・プレゼンテーションソフトなどの知識・技能、
またインターネットやホームページ作成に関する知識・技能を習得する。標準的なビジネスソフトであるワー
ド・エクセル・パワーポイントについては実務レベルでの使用が可能となるよう実務資料作成演習なども含め
た実践的な訓練を行い、併せてワード・エクセルの資格取得を目指す。グループワークを積極的に取り入れ、
問題解決技法やビジネスマナー、コミュニケーションスキル及びプレゼンテーションスキルの向上を目指す。
様々な業種のＩＴスキルを活用する職種で即戦力となる人材を育成する。職場実習では、ＩＴスキルやビジネ
スソフトを実践的に活用し、業務の効率化や改善を図るとともに、日常業務における問題解決技法を習得する。 

仕上がり像 ワード・エクセル・パワーポイント等のビジネスソフトの高度な活用及び連携活用技術を習得し、企業内の様々

な業務に即したＩＴスキルの活用ができる人材となる。特にＩＴスキルを必須とする事務部門や営業・販売部
門などにおいてコンピュータを扱う業務に従事できる人材となる。 
更にインターネットやホームページの知識・活用技術を習得することにより、業務改善の為に有効な利用の方
法を提案する能力を併せ持ち、業務の効率化や情報化に貢献できる。 
また企業内でホームページの作成や管理者としても活躍でき、即戦力となる人材になる。 

取得可能な
資格 

◆ コンピュータサービス技能評価試験 ワープロ技士／表計算技士（各３級・２級） 

◆ Microsoft Office Specialist Word・Excel・PowerPoint 

訓

練

の

内

容 

科  目  の  内  容 合計 学科 実技 

オリエンテーション ・訓練概要説明 ・提出書類説明 ・注意事項 ・訓練修了後の説明 

（入校式、修了式を除く） 
7 7  

コンピュータ基礎知識 ・ハードウェア ・ソフトウェア ・OSの種類と機能  ・基本用語  ・VDT安全衛生 6 6  

Windows基礎・応用 ・Windowsの基礎知識  ・Windowsの基本操作  ・コントロールパネルの設定と変更 

・アクセサリの利用 

6 3 3 

Word基礎・応用 ・Wordの基本操作  ・文書の編集機能と書式設定機能  ・ビジネス文書の種類と形式 
・印刷機能  ・表作成  ・図形描画 
・表､図形､写真を含んだビジネス文書作成演習  ・資格取得説明 

48 15 33 

ファイル管理 ・フォルダ構造の理解  ・ファイル形式  ・ファイルフォルダの操作 6 3 3 

Excel基礎・応用 ・Excelの基本操作  ・データの入力と編集  ・計算式と関数の入力  ・表作成 
・グラフ作成機能   ・ブックの印刷   ・ブックの利用と管理   ・データベース機能 
・ピボットテーブルの利用   ・複数ワークシートの連携、集計  ・条件付き書式 
・データの保護    ・マクロ機能   ・資格取得説明 

90 30 60 

インターネット活用 ・ネットワークの基礎知識  ・Webブラウザの閲覧  ・Webブラウザの機能 
・情報検索  ・電子メールの基礎知識  ・電子メールの送受信 
・添付ファイル操作  ・リスクとセキュリティ 

18 6 12 

ホームページ作成 ・ホームページ作成の基礎知識  ・Webサイトとページ作成及び編集 
・リンク設定  ・Webサイトの管理  ・ウェブアートデザイナーの操作 
・ウェブアニメーターの操作  ・ホームページ作成演習 

48 15 33 

プレゼンテーション技法 ・プレゼンテーションの概要と発表技術  ・PowerPointの基本操作  ・スライド作成と
編集  ・オブジェクトの操作  ・デザイン編集   ・アニメーション効果の設定 
・プレゼンテーションの印刷   ・プレゼンテーションの実行 

18 6 12 

総合演習 ・WordやExcelを活用した実務資料、実務帳票作成演習  ・Excelを活用した集計作業、
分析作業のグループ演習    ・WordやExcelを活用したデータ処理及び差込印刷 
・PowerPointを活用したプレゼンテーション作成、及びプレゼンテーション実行まで
のグループ演習   ・各アプリケーションソフトの連携演習（OLE） 

48 15 33 

就職支援・ビジネスマナー ・キャリア形成の必要性及び重要性について  ・自己理解  ・ジョブ・カード作成支援 
・職業理解  ・労働市場情勢について  ・履歴書や職務経歴書の作成指導 
・ビジネスマナーの習得    ・コミュニケーションスキル及びプレゼンテーション
スキルの習得   ・模擬面接実施  ・キャリアコンサルティング 

48 48  

職場実習準備講習 ・職場実習概要説明 
・職場実習でのビジネスマナー及びコミュニケーションについて  ・職場理解 

12 12  

職場実習 ・ビジネスソフトを用いたパソコンの実践的な活用や社内業務体験 
・業務体験に基づく問題提議と解決に向けた目標設定のためのスクーリング 

120  120 

１日の訓練時間 9 時00分 ～ 16時00分 
訓練時間 6時間 
休憩時間 60分 

総訓練時間 475 時間 
（日数 80 日間） 

学科 166 時間 
実技 309 時間 

（職場実習 120時間含む） 


