基礎的ITセミナーのご案内

＝＝ ２０１９年１月～３月開講コース ＝＝
『

』
対象者

事業主からの指示を受けた従業員

実施方法

オープンコース
（公開型により幅広い企業から受講者を募集します）

訓練時間

３時間、６時間、1２時間（コースにより異なります）

受講料

１人あたり、２，１６０円または３，２４０円（税込）
（コースにより異なります）

担当講師

民間教育訓練機関等に委託して実施します。

開催コース
（コース名）

６コース、１５回開催（コース概要は裏面に記載）

申込手順

表計算ソフトの業務活用

３回開催

業務に役立つ表計算ソフトの関数の活用

３回開催

相手に伝わるプレゼン資料作成

３回開催

インシデントと情報セキュリティの必要性

２回開催

第４次産業革命のインパクト

２回開催

IT化を推進するためのつながる業務への理解

２回開催

受講料
振 込

申込書送付

申込受付

受講可否連絡

（FAXまたはメール）

（先着順）

（開催３週間前頃）

セミナー
受
講

注意事項
※１ 個人での受講はできません。企業（事業主）からの指示による申込みに限ります。
※２ 本訓練を実施する機関（企業）の関係会社（親会社、子会社、関連会社等）の方は受講できません。
※３ 応募締切時点の応募者が最少催行人数を下回る場合は、コースを中止又は延期させていただくことがありますので、
あらかじめご了承ください。
※４ コース開始日７日前（土日・祝日を含む。）を過ぎてからのキャンセルは受講料を全額ご負担いただきます。
※５ 申込状況によっては、1社あたりの受講人数を制限させていただく場合がございますので、ご了承ください。

詳細は、東京支部のHPに掲載しています。

URL:http://www.jeed.or.jp/location/shibu/tokyo/seisansei/IT.html
主催 ： 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
東京支部 生産性向上人材育成支援センター
お問い合わせ／TEL:03-5638-2791

（2018.12）

表計算ソフトの業務活用

（内容） 表計算ソフト概要と基本操作、ワークシートの活用、グラフ作成

（コース番号：００７） ３月１５日（金） ９時３０分～１６時３０分（６時間）

申込締切 ３月８日（金）

会

定員

場 ： ＩＳＡキャリアカレッジ 新宿エルタワー校 （新宿区西新宿１－６－１ 新宿エルタワー６階）

１５人

実施機関 ： 株式会社アイエスエイ

受講料

（コース番号：００６） ２月８日（金）、２月１５日（金） ９時３０分～１６時３０分（６時間×２日コース）

受付終了

会

定員

場 ： とぴあパソコン教室 新宿校 （新宿区新宿５－１７－１１ 白鳳ビル７階）

２，１６０円（税込）

１５人

実施機関 ： 株式会社個別教育研究所

受講料

（コース番号：００５） ２月１３日（水） ９時３０分～１６時１５分（６時間）

受付終了

会

定員

場 ： 株式会社スカイ・プロジェクト 上野教室 （台東区東上野３－１５－５ 曽我ビル２階）

実施機関 ： 株式会社スカイ・プロジェクト

３，２４０円（税込）

１５人

受講料

業務に役立つ表計算ソフトの関数の活用

２，１６０円（税込）

（内容） 関数の応用、関数の実務活用１、関数の実務活用２

（コース番号：００９） ３月８日（金） ９時３０分～１６時３０分（６時間）

申込締切 ３月１日（金）

会

定員

場 ： 大原情報ビジネス専門学校 資格の大原池袋校 （豊島区東池袋1-２０-1７ 池袋校３階）

１５人

実施機関 ： 学校法人大原学園

受講料

（コース番号：０１０） ３月２０日（水） ９時３０分～１６時３０分（６時間）

申込締切 ３月１３日（水）

会

定員

場 ： ＩＳＡキャリアカレッジ 新宿エルタワー校（新宿区西新宿１－６－１ 新宿エルタワー６階）

２，１６０円（税込）

１５人

実施機関 ： 株式会社アイエスエイ

受講料

（コース番号：００８） ２月１９日（火） ９時３０分～１６時１５分（６時間）

申込締切 ２月１４日（木）

会

定員

場 ： 株式会社スカイ・プロジェクト 上野教室 （台東区東上野３－１５－５ 曽我ビル２階）

実施機関 ： 株式会社スカイ・プロジェクト

２，１６０円（税込）

１５人

受講料

相手に伝わるプレゼン資料作成

２，１６０円（税込）

（内容） 目的に合わせたスライド作成、資料提案時のポイント

（コース番号：０１１） ３月７日（木） ９時３０分～１６時３０分（６時間）

申込締切 ２月２８日（木）

会

定員

場 ： Winスクール 北千住校 （足立区千住２-２６ エクセル３３ビル５階）

１５人

実施機関 ： ピーシーアシスト株式会社

受講料

（コース番号：０１２） ２月２１日（木） ９時３０分～１６時３０分（６時間）

申込締切 ２月１４日（木）

会

定員

場 ： 大原情報ビジネス専門学校 資格の大原池袋校 （豊島区東池袋1-２０-1７ 池袋校３階）

２，１６０円（税込）

１５人

実施機関 ： 学校法人大原学園

受講料

（コース番号：０１３） ２月２６日（火） ９時３０分～１６時３０分（６時間）

申込締切 ２月１９日（火）

会

定員

場 ： 株式会社ウィル 町田オフィス （町田市森野１-３３-１１ 町田森野ビル４階）

実施機関 ： 株式会社ウィル

２，１６０円（税込）

１５人

受講料

インシデントと情報セキュリティの必要性

２，１６０円（税込）

（内容） 脅威とインシデント、利用者のセキュリティ対策

（コース番号：０１５） ３月１５日（金） １３時３０分～１６時３０分（３時間）

申込締切 ３月８日（金）

会

定員

場 ： ヒートウェーブＩＴアカデミー （新宿区歌舞伎町２-４６-５ ＫＭ新宿ビル７階）

３０人

実施機関 ： ヒートウェーブ株式会社

受講料

（コース番号：０１４） ３月１８日（月） １３時３０分～１６時３０分（３時間）

申込締切 ３月１１日（月）

会

定員

場 ： 株式会社ウチダ人材開発センタ （墨田区横網１－６－１ 国際ﾌｧｯｼｮﾝｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ７階）

実施機関 ： 株式会社ウチダ人材開発センタ
第４次産業革命のインパクト

２，１６０円（税込）

３０人

受講料

２，１６０円（税込）

（内容） 新技術の概要、新技術の導入事例

（コース番号：００１） ２月１４日（木） １３時３０分～１６時３０分（３時間）

受付終了

会

定員

場 ： 株式会社ウチダ人材開発センタ （墨田区横網１－６－１ 国際ﾌｧｯｼｮﾝｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ７階）

３０人

実施機関 ： 株式会社ウチダ人材開発センタ

受講料

（コース番号：００２） ３月６日（水） １４時００分～１７時００分（３時間）

申込締切 ２月２７日（水）

会

定員

場 ： 一般社団法人日本経営協会

（渋谷区千駄ヶ谷３-１１-８）

実施機関 ： 一般社団法人日本経営協会
IT化を推進するためのつながる業務への理解

受講料

２，１６０円（税込）

３０人
２，１６０円（税込）

（内容） つながる業務の重要性、情報とデータの関係

（コース番号：００３） ３月１４日（木） ９時３０分～１６時３０分（６時間）

申込締切 ３月７日（木）

会

定員

場 ： （独）高齢・障害・求職者雇用支援機構東京支部

実施機関 ： 株式会社パワートレイン

（墨田区江東橋2-19-12
墨田公共職業安定所５階）

受講料

３０人
３，２４０円（税込）

（コース番号：００４） ３月２０日（水） ９時３０分～１６時３０分（６時間）

申込締切 ３月１３日（水）

会

定員

場 ： 三鷹商工会館 １０１会議室

実施機関 ： 株式会社日本コンサルタントグループ

（三鷹市下連雀３-３７-１５）

受講料

３０人
３，２４０円（税込）

