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DX�材として活�できる事�担当者�成科 （ eラーニング）
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�時��可�です。電����050-8884-5051 
もしくはワークキャリア�式LINE(裏⾯)へ 

お問い�わせください。

中間�査、�了�査

「⾃�に�った”事�の仕事”と”働き�”の�び�」「事�の仕事内�と⾒つけ�」 
「事�担当者としてのキャリア」 (株)ワークキャリア 各2時間

労�の仕事とは、労働基��、��保�⼿�き、 ��三��と���理、
���算、���の⼿�き、労働�件�知書と �⽤��書、�業�則の作成、

�利�⽣、���理

Google Workspaceとネット�索、タイピング�率�、ファイル・����更と
ファイル�受�、��とプリントアウト

�理の仕事とは、年末��・���書、��金と�業が�う�金、決算書�、現金�理・

��処理/ ���理、��書・領�書、���算、賞��算、��と仕�、財���

ＤＸとは、ＤＸの�め�、�した�署や担当者

Excelをもちいた�則�算、�作成、�活⽤、��、マクロ、労働時間⾃動���の作成、
Googleスプレッドシートの使い�、GAS

労�����理・電�署�・電���ツール、���プロジェクト�理ツール、スケジュール

�理ツール、 受付��・問い�わせ��ツール、�理����理ツール、���理ツール 

サイト制作の必�性、サーバー��とドメイン�得、ノーコードサイト制作 
（WordPress、ペライチ、wix、STUDIO）

サイト�⽤の必�性、Googleアナリティクスの活⽤、ソーシャルメディア�⽤ （Twitter、
Instagram、LINE）、ブログ�⽤（SEO、アフィリエイト）

�内��ツール(情��理・オフィス)、コミュニケーションツール、��の�体的な�策立�

��⼿�きと�問��

仕���、キャッシュフロー作成

タスク�理の基�、⼯��算の基�

⾃�に�ったキャリアの�え�、⾯��策指�、履歴書・���歴書の書き�

事�の仕事とは、事�業�の基�、書��理・郵便（発�・仕�け）、�品�理・発�

��の���理、�理��の�則、���⽣の事例
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来�者の受付処理、��の��と��、業���ぎ

株式��ワークキャリア ジョブトレ

5-05-12-002-03-0050 ��コース

令和5年5⽉19⽇~令和5年6⽉26⽇ オンライン⾯�

令和5年6⽉30⽇ 9時00�~18時00� 
パソコンのスペックおよび
����が�かるもの

令和5年7⽉6⽇  郵�またはメール
050-8884-5051もしくはワークキャリア �式

LINE(裏⾯)へお問�せください。 

eラーニング�びオンライン

7⽉18⽇開�
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【�⽤保�受���者の�】

【�⽤保�受���者��の�】

中⼩~ベンチャー�業において、⼀�事�から�理、労�がこなせ、
ITツールを⽤いた業�の�率�や DX�を��できる事�担当者になる。 

〒299-1861 
千葉��津�金�3870�地 

受�料 �料 / テキスト代 なし / パソコン・モバイルルーター等の貸� なし / ��� �� 
officeソフト 利⽤料 1,284円×2か⽉＝2,568円 ※未保有者のみ 

ジョブトレ 平� 正浩

050-8884-5051

ハローワークで申��、

ジョブトレ�に申�書をご郵�ください。

令和5年7⽉18⽇~令和5年9⽉15⽇(2ヵ⽉) 

166時間(���時間) 

パソコン

（Webカメラ、マイク）
Zoom 等

CPUがデュアルコア2Ghz �上(Core i3 やRyzen 3 等) 
メモリが8GB �上あること

 W i n d o w s │ 1 0 � 上 、M a c O S │ 1 0 . 1 5 � 上 

オンラインによるビデオ��を��なく⾏える�度が必�です (⽬
�としては、上りと下りの双�で�測�が1.5Mbps �上)。 

��カリキュラムについて、１�間�度の期間を�する�量で内�に��性が

�められるものを「ユニット」として��し、各「ユニット」の受��了ごとに

��テストを��します。１�間に１度、オンラインによる�⾯指�を⾏います。

�コースでは事�の仕事を「⼀�事

�」「労�」「�理」という 3 ジャン

ルに��し��をし、さらに IT ツー ル

使⽤�⼒をつけることと Web ツー ルの

活⽤�⼒をつけ�業の中で業� �率�

や DX �もこなせる��範囲の �い事

�担当者になることを⽬指しており、

それぞれの�⼒を��と��を�して

�んでいきます。�コースには現�で活�するプロが作成した動��材 / � �

��な�師との��の�⾯指� ( オンライン )/ コミュニケーションツール を⽤

いた⽇々の疑問�消の�� / の⽤�がございます。 

�業��がなく業界知識も�ない�でも��

して受�頂ける��がありますので、コース

�了�すぐにご活�頂くためのスキルと�地

を、�しみながら�につけて頂けます。

�コースでは�回、�につけたスキルをどのよ

うに活かし�業に�び付けていくか等を知る良

い��である�業���の時間を�けていま

す。すでに�⼀�で活�する先�たちの��に

�れながら、みなさんもご⾃�の理想とする

キャリアを思い描いてみましょう。 

ワークキャリアには現�のプロとして業界で活�中の事�、�書、�

理、 労�、ディレクター等、�種��な�師陣が在籍しています。 

 ハローワークの�援指⽰を受けて受�する�で、 ⼀�の�件
を�たす場�は、�業���付金が��されます。

・�業��受�⼿当…⽉�10万円

専⾨�による�団授業(オンライン)やキャリアコンサルタントによ る

個�⾯�(オンライン)の他、希�者には履歴書の�削や⾯�指� など

も個別に⾏っております。また、ジョブ・カード(�業�⼒��シー

ト)の作成�援も��しております。 

事�  

ITツール活⽤・業��率� 

⼀�事� 労� �理

 ��受�開�⽇において、�⽤保�の受���のある�

�は受�中の�で、ハローワークの受�指⽰を受けて受�される�は、 
��期間中、�⽤保�の失業�付 

（基�⼿当、受�⼿当�び��⼿当）が��されます。

※�しくは����のハローワークまでお問い�わせ下さい。 

ワークキャリア
�式LINE

インターネットに��可�なパソコンをお持ちの�、⾃宅あるいは作業��においてインターネット

����を⽤�できる�、キーボード操作・ファイル操作ができる�、�児・��中の�、

��可�な範囲に������がない�、在�中の�（�⽤保��保�者の�は���）等、

��の受�に当たり�に配慮を必�とする�

 

※受�申�者が�員の半�に�たない場�は 
��を中⽌することがあります。

PRポイント

�コースの�徴

ワークキャリアならではの

�師陣と�業���  

���援について  

eラーニングコースに�る留�事項

オンラインによる⾯�、個�指�、
キャリアコンサルティングに�る留�事項

�業��受��付金について


