
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集期間 令和 4年 7月 1日〚金〛～8月 1日〚月〛 

説 明 会 令和 4年 7月 22日〚金〛〚要予約〛時 間 11:00～12:00 電話番号 088-602-7673 

選考日時 令和 4年 8月 10日〚水〛９時３０分より順次 選考会場 アイズ情報 有限会社 佐古教室 

選考方法 面接及び筆記試験〚筆記用具持参〛  令和 4年 8月 18日〚木〛発送 

募集定員 １５名〚無料 駐車場 15台完備〛 

 主として、新型コロナウイルスの影響を受けてシフトが減少した方や休業を余儀なくされている方など、 
在職中で訓練時間に配慮が必要な方 ※求職中の方でもご応募いただけます 

訓練実施機関名 アイズ情報 有限会社 

訓練実施施設名 アイズ情報 有限会社 佐古教室 
〒770-0021 徳島市佐古一番町 5-22 アイズビル 4F 

訓練時間 月・水・金 9:00～11:50〚3h〛 火・木 9:00～12:50〚4h〛(9/8(木)、9/22(木)は 3時間授業です) 
※ 訓練終了後に 5分程度の清掃があります 

受 講 料 受講料無料 但し 教科書代 8,680円〚税込み〛 
※ 資格試験の受験希望者は別途受験料が必要 

申込方法 住居所を管轄するハローワークにてお申し込みください 

 アイズ情報 有限会社 佐古教室 
※ 持参する場合 9:30～17:00[月～金]〚土日祝日は休み〛 

郵送の場合は、締切日 令和 4年 8月 1日〚月〛必着 

 

 

 

 

 

 
 

※ 新型コロナウイルス対策 入口での消毒・換気・教室内ではマスク着用をお願いします。  

ハロートレーニング（求職者支援訓練） 

この訓練は厚生労働大臣認定の公的職業訓練です 

求職者支援訓練 実践コース 

訓練コース番号 5-04-36-002-03-0040 

Word＋Excel＋Scratch からの 

プログラミング言語 

（HTML+CSS）挑戦 

目標達成し、無事に卒業できてホッとして

ます。今後は教えていただいたことを忘れ

ないよう、復習もしながら、就職活動に励

みたいと思います。 

3 ヶ月間本当にお世話になりました。 

ありがとうございました。 修了生 B さん 

 

ありがとうございました。 

あっという間に過ぎた 3 カ月でした。 

素晴らしい先生に教えて頂き、楽しい学び

の時間を過ごす事ができ、幸せに思います。 

ありがとうございます。 修了生 A さん 

令和4年 9 月 1 日(木)～10 月 31 日(月)〚2 ヵ月〛 

※ 休校 土日祝日 

この、背景画像はアイズビル２Fです。 

訓練の説明会、面接選考時に使用します。 

※ 他会場での授業風景 

修了生さんより 



 

訓練カリキュラム 

訓練修了後に 

取得できる資格 

名称：日商 PC 検定 3 級（文書作成） 認定機関（日本商工会議所） 任意受験 
 

名称：日商 PC 検定 3 級（データ活用） 認定機関（日本商工会議所） 任意受験 

訓練目標 
パソコンのアプリケーション操作、Web ページ更新の技能を身につけ、企業において販売事務、商

品 PR 事務、一般事務の仕事に対応できる。 

科目 科目の内容 訓練時間 

学
科 

安全衛生 ＶＤＴ作業管理、健康管理 1 時間 

パソコン概論 ハードウェア、ソフトウェア、ネットワークの基本的知識 6 時間 

ビジネス文書知識 ビジネス文書の種類、構造、作成の留意点 6 時間 

表計算データ処理知識 データべース管理、電子商取引の基本的知識 6 時間 

実
技 

 

ビジネス文書作成実習 

Word の基本操作（文字英数字の入力、全角半角文字の確認、行間の設

定）、ビジネスの文書作成（社内と社外文書の違い、画像や図形の見栄

えのレイアウト）【使用ソフト：Microsoft Word2019】 

30 時間 

表計算データ処理実習 

Excel の基本操作（効率の良いデータ入力方法、数式の設定、セル書式の

設定）、表示形式の設定（日付、文字列、ユーザー定義）、グラフ作

成（業務データ目的に即したグラフの作成）、Excel 機能を活かした

書類作成（集計表、名簿）、データの集計(フィルター機能、ピボット

テーブル活用）【使用ソフト：Microsoft Excel2019】 

38 時間 

Web 素材演習 

Webコンテンツの種類、静止画（イラスト及びフォトデータ）活用例、

既存データの加工・編集、ファイルタイプの設定、Webコンテ

ンツ用のフォトデータ作成 

【使用ソフト：Microsoft Paint】、インスタグラム投稿 

5 時間 

ビジュアルプログラミング演習 
Scratch の基本操作、物語・ゲーム・アニメーションの作成 

【使用ソフト：Scratch 3.0】 
5 時間 

Web ページプログラミング演習 

HTML コーディング（構造、テキスト、リスト、テーブル、リンク、画

像、フォーム）、CSS コーディング（カラー、フォント、テキスト、ボ

ックス、背景）、ブラウザによる表示確認 

【使用ソフト：Windows Notepad】 

17 時間 

※ 訓練では、業務の基本である Word＋Excel はもちろん、触れることが少ないプログラミングの
入門編を学べます。新しいパソコン分野を学ぶ事で新しい自分やパソコンに出会う事が出来ます。 

※ 職業人講話（6h）内 3ｈは、今年で創業１１２年となる時計・宝石販売の商店において、実店舗に加
えYouTubeによる商品紹介を活用したネット販売（ＥＣサイト）にも取り組んでおられる店長様に
ご講話を頂きます。就職後に提案できる新しい販売方法が聞けます。 

 

アイズ情報 有限会社 佐古教室 担当：立
たつ

道
みち

・橋本 

tel 088-602-7673 fax 088-602-7674 

受付時間 9:30 -17:00[月-金]〚土日祝日は休み〛 

〒770-0021 徳島市佐古一番町 5-22 アイズビル 4F 

アイズ情報 有限会社 佐古教室 

市バス ◆西新町停留所〚 徒歩 2 分 〛 

◆佐古一番町停留所〚 徒歩 3 分 〛 

※ QRコードを読み込んで頂くと地図が表示されます。 

 

駐車場：申込、説明会、選考会の時はアイズビル 1F が駐車場となります。 

訓練期間中は近隣駐車場となります。 

 

aisWeb facebook instagram 

Ai  

日商 PC 検定は、商工会議所の検定試験です。詳しくは QRコードを読み込みください。 
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お問合せ・申込書提出 先 
 


