
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     プレゼンテ－ション（使用ソフト・パワ－ポイント）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　こんな資格が取得できます(任意受験）

　コンピュータサービス技能評価試験　　２級ワープロ技士/ ３級表計算技士　（中央職業能力開発協会主催）

(事前にハローワークでの職業相談や受講手続きが必要となりますのでなるべくお早目にご相談ください。）

訓 練 時 間

自 己 負 担 額

訓練修了後に
取得できる資格

訓  練  目  標
（仕上がり像）

訓 練 定 員

選 考 日

選 考 時 間

選 考 方 法

持 ち 物

選 考 結 果通 知日

選 考 会 場

駐 車 場

最 寄 り 駅
バ ス 停

コンピュータサービス技能評価試験（2級ワープロ技士、3級表計算技士）　認定機関（中央職業能力開発協会）
すべて任意受験

　 　　　　　職業能力開発講習/３ケ月コ－ス　（訓練日数　52日）

この訓練は厚生労働大臣認定の公的職業訓練です
   ハロートレーニング（求職者支援訓練）　基礎コース     　　    訓練番号　５－０４ー３８－００１ー００ー００１９

　       　　　　　ビジネスパソコン基礎科（託児）
　　　　　  　     　　　　　　　　　　　         希望者は託児サ－ビス支援付き (無料)

　　　　　  　     　　　　　　　　　   　　　 ワープロ（使用ソフト・ワード） /表計算（使用ソフト・エクセル）

　訓練期間/令和4年9月12日（月）～令和4年12月9日（金）　　　訓練時間/9：30～16：00　　

募 集 期 間

令和4年7月25日（月）～令和4年8月26日（金）

午前9時30分～午後4時00分（原則月～金）

教科書代5280円（税込）［受講料は無料］　任意受験による受験料は別途自己負担となります。

筆記用具
＊　みんなと楽しくスキルアップできた有意義な３ヶ月でした。

　 塚岡さおり（ビジネスパソコン基礎科・H25.11.15～H26.2.14・修了)

令和4年9月2日（金）　郵送

一般事務の仕事に従事するため、ワード・エクセル・パワーポイント・一般常識の知識を身につけた上で一般事務等の実務で想定しうる業務内容
に対応できるようになる。

18名（少人数でも開講します）※応募状況によっては、定員を増員することがあります。

コンピュータサービス技能評価試験合格率９０％以上
（試験会場認定教室のため当教室にて使い慣れたパソコンで試験が受けられます。）

令和4年9月1日（木）

＊　自身の努力となにより先生方の指導のおかげで
見違えるほど上達しました。

０からのスタートでしたが安心して学ぶことができました。
　　森下莉絵（ビジネスパソコン基礎科・H27.1.22～4.21・修了）

午前１０：００開始

面接・簡単な筆記試験

訓 練 対 象 者

特定求職者　　　　※詳しくは所轄のハローワークにお問い合わせください。

ローマ字がわかる方

過去に実施した求職者支援訓練の実績

※新型コロナウイルス感染症防止対策（手洗いおよびマスク着用の周知、消毒液設置、消毒作業等）に取り組んでいます。

愛媛パソコン教室

選 考 会 場の 住所
〒790-0011松山市千舟町7丁目3-6
八代ビル2階
（ヴィラ・アンソレイエ千舟町201号室） ＊　パソコン操作だけでなく、

社会常識も学ばさせていただきました。
　　新田洋平

（ビジネスパソコン基礎科（託児）・H31.1.15～4.12・修了）

なし

*松山市駅より徒歩で１０分
*路線バス　千舟町七にて下車すぐ

受講生募集
定員１８名



訓練時間

20時間

38時間

12時間

12時間

安全衛生 2時間

コンピュータ基礎 4時間

ビジネス文書作成基礎実習 48時間

ビジネス文書作成応用実習 18時間

表計算デ－タ処理基礎実習 60時間

表計算デ－タ処理応用実習 34時間

プレゼンテ－ション実習 30時間

6時間

職業能力開発講習 学科時間 実技時間 その他

訓練実施機関名 家庭教師紹介センター

〒790-0011

松山市千舟町6丁目1-3　チフネビル301号

訓練実施施設名 愛媛パソコン教室

〒790-0011

愛媛県松山市千舟町7丁目3-6 八代ビル2階

（ヴィラ・アンソレイエ千舟町201号室）　駐車場無し

お問合せ担当者

最寄り駅
（バス停）

職業訓練受講給付金

託児サ－ビスの
利用対象者

託児サ－ビスの内容
託児サ－ビス機関により実費負担(給食、オムツ等)の場合あり。詳細は別紙にてお知ら
せいたします。

☆お気軽にお問合せください☆

中野・加藤

*路線バス　千舟町七にて下車すぐ
*松山市駅より徒歩で１０分

地図添付

訓練実施施設
住所

お問合せ先
電話番号

０８９-９９３-８７６４

お問合せ先
ＦＡＸ番号

０８９-９３３-１８９０

特定求職者の方が、ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練を受講し、一定
の支給要件を満たす場合、職業訓練受講給付金（職業訓練受講手当[10万円]と通所手
当と寄宿手当)が支給されます。※詳しくは所轄のハローワークにお尋ねください。

小学校就学の始期に達するまでの児童の保護者であって職業訓練を受講することによっ
て、当該児童を保育することができない方、かつ、同居親族その他の者が当該児童を保
育することができない方。

訓練実施機関 住所 最寄駅（バス停）から選考会場及び訓練実施施設までの地図

訓 練 時 間 総 合 計 302時間 100時間 6時間 190時間 6時間

　ＴＥＬ　089-921-0108　　　　ＦＡＸ　089-921-0109

訓　　練　　概　　要

訓　練　内　容

科　　　目 科目の内容

ビジネスヒューマン コミュニケーション、職場のコミュニケーション

就職活動計画
キャリア・プランを踏まえた就職活動の進め方、求人動向、
応募書類、面接対策、求人情報等の収集

18時間

学
科

ＶＤＴ作業と安全衛生

コンピュ－タの基礎構成、各装置の働き

実
技

文書作成の基本・事前準備・文書要約練習・ビジネス文書等の作成練習（使用ソフト：Word）

図形や画像による文書の装飾・ＰＲ文書の作成（使用ソフト：Word）

表計算を使用しての表作成や関数を使用して計算・グラフ作成（使用ソフト：Excel）

職
業
能
力
開
発
講
習

ビジネステクニック

職業生活設計 訓練受講の動機、今後の目標と習得すべき能力、自己理解、仕事理解、職業生活設計

家計管理とライフプラン、社会保険と年金、ビジネスマナー、職業倫理、健康管理

パソコン操作

帳票作成（使用ソフト：Excel）

プレゼンテーションソフト（ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ）の基本操作・シナリオの組み立て方・発表（使用ソフト：PowerPoint）

そ
の
他

社会 入校式・オリエンテーション(2H)・修了式(2H)

職業人講話
「パソコンと仕事」「職場でのコミュニケーション」
「SNSの活用」「求められる人材」

ココ

申込先入口

求職者支援制度のご案内

厚生労働省ホームページ



H31.1.15～Ｈ31.4.12　 H31.1.15～Ｈ31.4.12　
　　ビジネスパソコン基礎科（託児） 　　　　ビジネスパソコン基礎科（託児）

愛媛パソコン教室
松山市千舟町7丁目3-6八代ビル2階

（ヴィラ・アンソレイエ千舟町201号）
ＴＥＬ：089-993-8764

　　　　ビジネスパソコン基礎科（託児）
　　　ビジネスパソコン基礎科（託児） 　　H31.1.15～Ｈ31.4.12　

H31.1.15～Ｈ31.4.12　

　　　　ビジネスパソコン基礎科（託児）
　　　　H31.1.15～Ｈ31.4.12

卒業生の声

お気軽にお問合せください！



♡嬉しい声もたくさん♡ ☆託児サ－ビスのご案内☆

託児サ－ビスの
利用対象者

小学校就学の始期に達するまでの児童の保護者であって職業
訓練を受講することによって、当該児童を保育することができな
い方、かつ、同居親族その他の者が当該児童を保育することが
できない方。

託児サ－ビスの
内容

託児サ－ビス機関により実費負担(給食、オムツ等)の場合あり。
詳細は別紙にてお知らせいたします。

教室の様子



 ハロートレーニング（求職者支援訓練）基礎コース 

        ビジネスパソコン基礎科(託児) 

求職者支援訓練 ビジネスパソコン基礎科（託児）では、育児中の方でも安心して訓練を受講いただく

ため、下記の託児施設と連携し、訓練中にお子様を託児施設に預けられるサービスをご用意しています。

ぜひご活用ください。 

（ビジネスパソコン基礎科（託児）は、託児サービスを利用されない方でも受講可能です。） 

 

託児サービスの概要について 
 

●特定求職者であり、小学校就学の始期に達するまでの児童の保護者であって職業訓練を受講することに

よって当該児童を保育することができない方、かつ、同居親族その他の者が当該児童を保育することがで

きない方が対象です。 

（ハローワーク窓口でご相談ください） 

 

●託児サービスをご利用になる場合、原則として託児施設へのお子様の送り迎えが必要です。 

 

●託児サービスの内容や利用条件等は、託児施設によって異なります。 

 

●申込者多数または受入可能な託児施設が確保できない場合は、託児サービスを利用できない場合があり

ますので、あらかじめご了承ください。 

 

●託児サービス利用料は無料ですが、食事･軽食代、おむつ代等は実費の場合もあります。 

 

●万が一に備えて、傷害保険・賠償責任保険に加入しています。 

協力託児施設（空き状況によりますが、利用する施設を選択できます。） 
●詳しくは、裏面をご参照ください。 

 

託児サービスをご希望の方は、訓練実施施設まで 

お問い合わせください。 

愛媛パソコン教室（訓練実施施設） 

〒７９０-００１１ 松山市千舟町７丁目３―６ 

（℡ ０８９－９９３－８７６４ 担当：加藤） 



託児施設名 対象月齢

住所・電話番号 ・年齢

託児施設一覧

自己負担額 その他

さかのうえ保育園　小坂園
★保育時間：8：00～18：00

０歳６ケ月
～6歳

給食　　　430円／食
　　　　 6480円／月
おやつ　　110円／回
　　　　 1620円／月
（税込）

・飲み物（お茶）は無料です
・お弁当は持参できます
※他、準備物があります
おむつ、ミルクは準備物に含まれます

〒790-0963
松山市小坂2丁目1番地３２号
℡089-961-4445

ゆめの森こども園
★保育時間：7：00～18：00

１歳～６歳
給食　　　650円／月
（税込）

・おやつ・飲み物は無料です
※他、準備物があります
おむつは準備物に含まれます〒790-0031

松山市雄郡1丁目9-35
℡089-945-7507

アユーラキッズルーム
あむぱむ空港通り
★保育時間：8：00～18：00

0歳６ヶ月
～2歳

ミルク　　10８円／回
紙おむつ　10８円／枚
（税込）

・給食、おやつ、飲み物は無料です
・ミルク、紙おむつは持参できます
※他、準備物があります〒791-8036

松山市高岡町127―7
℡089-974-5618

マザークリス託児所
★保育時間：8：00～18：00

1歳6ケ月
～６歳

給食
１～２歳　340円／食
３～４歳　390円／食
５歳～　　420円／食
おやつ
１～２歳　110円／食
３～４歳　130円／食
５歳～　　150円／食

・水筒（お茶）は持参してください
・お弁当は持参できます
・食品アレルギーのあるお子様はお弁
当、おやつを持参してください
※他、準備物があります

〒790-0003
松山市三番町5丁目3―8
フレッシュリーブス302号
℡089-935-8515

竹原保育園
★保育時間：７：３0～18：３0

0歳6ヶ月
～2歳

・給食、おやつ、飲み物は無料です
※他、準備物があります
おむつは準備物に含まれます〒790-0053

松山市竹原3丁目18番12
℡089-968-1121

総合スポーツ保育園
アゼリアキッズ　つばき園
★保育時間：8：00～18：00

0歳6ヶ月
～6歳

給食　　　360円／食
おやつ　1000円／月
（税込）

・飲み物（お茶）は無料です
・お弁当は持参できます
※他、準備物があります
　おむつ、ミルクは準備物に含まれます

〒790-0934
松山市居相1丁目1番地10号
089-958-1661

総合スポーツ保育園
アゼリアキッズ　どいだ園
★保育時間：8：00～18：00

0歳6ヶ月
～6歳

給食　　　360円／食
おやつ　1000円／月
（税込）

・飲み物（お茶）は無料です
・お弁当は持参できます
※他、準備物があります
　おむつ、ミルクは準備物に含まれます

〒790-0056
松山市土居田町８48番地7
089-947-2320

　また、上記の自己負担額以外にも別途必要な場合があります。

※訓練の受講に係る時間、自宅から託児施設への距離･交通手段等の事情に照らし、合理的と認められる時間
となります。

　具体的には訓練実施施設にご相談ください。

※上記以外の地方自治体に認可されている他の託児施設についても、
ご利用可能な場合がありますので、ご相談ください。

総合スポーツ保育園
アゼリアキッズ　いしい園
★保育時間：8：00～18：00

0歳6ヶ月
～6歳

給食　　　360円／食
おやつ　1000円／月
（税込）

・飲み物（お茶）は無料です
・お弁当は持参できます
※他、準備物があります
　おむつ、ミルクは準備物に含まれます

〒790-0931
松山市西石井1丁目1-25
089-957-5843

※詳細は訓練実施施設へご確認ください。年齢やその時々の状況により、異なる場合があります。


