
地
域

種
別

訓練番号
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訓練
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訓練
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訓練概要
定
員

取得できる資格
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テキスト代
（税込） 実施施設

実施機関からの
メッセージ

石
岡
市

基
礎

5-04-08-001-00-0091

はじめてのビジネスパソコン
基礎科

R5.3.20 R5.7.19

職業能力開発講習、安全
衛生、パソコン操作、ワープ
ロソフト基本操作実習/応
用操作実習、表計算ソフト
基本操作実習/応用操作実
習、プレゼンテーション基礎
/応用実習、職業人講話、
就職支援

12

・MOS Word2019
・MOS Excel2019
・日本語ワープロ検定
  試験3級
  ※日本情報処理検定協会

6,600円
ユーアップ・

ソリューションズ
石岡教室

輝く未来を!!・・・
「貴方は将来のために

　　何に投資しますか？」

「自己投資」しませんか!!

北
茨
城
市

基
礎

5-04-08-001-00-0092

基本から学べる
ビジネスパソコン基礎科

R5.3.20 R5.5.19

職業能力開発講習、安全
衛生、パソコン操作、ワープ
ロソフト基本操作実習/応
用操作実習、表計算ソフト
基本操作実習/応用操作実
習、プレゼンテーション基礎
/応用実習、Web制作、職業
人講話、就職支援

15

・MOS Word2019
・MOS Excel2019
・日本語ワープロ検定
  試験3級
 ※日本情報処理検定協会

2,640円
ユーアップ
北茨城教室

輝く未来を!!・・・
「貴方は将来のために

　　何に投資しますか？」

「自己投資」しませんか!!

日
立
市

基
礎

5-04-08-001-00-0093

ビジネスパソコン基礎科
R5.3.20 R5.6.19

職業能力開発講習、安全
衛生、PC操作、ワープロソ
フト基本操作実習/応用操
作実習、表計算ソフト基本
操作実習/応用操作実習、
プレゼンテーション実習、職
業人講話、就職支援

14

コンピュータサービス
　技能 評価試験
　ワープロ部門・
　表計算部門3級
  ※中央職業能力開発協会

・MOS Word/Excel2019
・日商PC検定　文書作成、
  データ活用3級

7,040円
特定非営利活動

法人フェイス
アップひたち

基礎からしっかり学べます！
     ビジネスマナーも身に付きます！

パソコンスキルを身に付けて
           ”もっと、いい” 就職を目指しましょう！

ひ
た
ち
な
か
市

実
践

5-04-08-002-03-0094

基本から学べるビジネス
パソコン+Web実践科

R5.3.20 R5.7.19

多様な事務用ソフトの活
用、並びに様々な文書・書
類・帳票の作成、実務レベ
ルの会計知識の習得及び
Ｗｅｂページの更新に必要
な知識及び技能・技術を習
得し、ＯＡ事務員の仕事に
従事する。

12

・MOS Word2019
・MOS Excel2019
・日本語ワープロ検定
  試験3級
 ※日本情報処理検定協会

9,240円
ユーアップ
勝田教室

輝く未来を!!・・・
「貴方は将来のために

　　何に投資しますか？」

「自己投資」しませんか!!

水
戸
市

実
践

5-04-08-002-03-0095

ゼロからのパソコン事務科
R5.3.20 R5.6.19

ワープロ・表計算・デー
タベース・Ｗｅｂ制作ソフ
トの使用法及び文書類・
帳票類の作成やＷｅｂ
ホームページ更新に関
する知識及び技能・技術
を習得する。

15

・MOS Word2019
・MOS Excel2019
・MOS PowerPoint2019
・コンピュータサービス
　技能 評価試験
　ワープロ部門・
　表計算部門3級
  ※中央職業能力開発協会

12,320円
キャリアサーチ・

アカデミー
水戸校

初心者の方大歓迎！

笑顔が溢れる教室で

今すぐスキルアップ！

古
河
市

実
践

5-04-08-002-03-0096

基礎から学ぶＯＡ事務科
R5.3.20 R5.6.19

事務等の仕事に関する
ビジネスソフトウェアの
知識及び技能・技術を
習得する。

15 ・MOS Word2019
・MOS Excel2019

14,960円
瀬麗抜教育研究

アカデミー

        セレーヌアカデミーで
　           スキルアップ！
　　              ブラッシュアップ！！
　　　                キャリアアップ！！！

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 茨城支部作成

求職者支援訓練 （受講料無料！）

募集一覧 ３月開講コース
【募集期間】

1/20～3/1
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種
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実施機関からの
メッセージ

取
手
市

実
践

5-04-08-002-03-0097

実務で使えるパソコン科
R5.3.20 R5.7.19

文書作成ソフト、表計算
ソフト、プレゼンソフト、
データベースソフトの使
用方法及び文書類・帳
票類の作成に関する知
識・技能を習得する。

13
・MOS Word2019
・MOS Excel2019
・MOS PowerPoint2019

8,900円
成田国際航空

専門学校

◆PC・就職支援講師とも経験10年以上のベテラン
◆駐車場無料、無料スクールバス完備
◆広い敷地と広い教室でゆったり受講でき
   新型コロナ感染症対策に対応

高
萩
市

実
践

5-04-08-002-03-0098

初歩から学ぶビジネス
パソコン事務科

R5.3.20 R5.6.19

就職支援、安全衛生、ビジ
ネス文書・ビジネスメール
知識、PC基本操作、ワープ
ロ基礎・応用、ビジネス文
書、表計算基礎・応用、表
計算データ処理、プレゼン
操作、プレゼン資料作成

10

・コンピュータサービス
　技能 評価試験
　ワープロ部門・
　表計算部門3級
  ※中央職業能力開発協会

8,800円 株式会社友和

*最新のWord2019、Excel2019、PowerPoint2019ソフトで
基礎からじっくり学び、応用力が身につきます。
* 受講生に寄り添って！がモットー。
毎日楽しく真剣に学び、パソコン操作に自信がつきます。
* 元受講生の講師と元公共職業安定所勤務の講師が、
やさしく丁寧に教えます。
* 広々とした無料駐車場、きれいな教室、最新のソフト
（2019）が自慢の施設です。
* 基礎からじっくり・しっかり学び、応用力のあるパソコン
操作が身につきます。

土
浦
市

実
践

5-04-08-002-03-0099

簿記ビジネス科（短時間）
R5.3.20 R5.8.18

簿記の基礎知識、専門
的知識及び原価計算を
習得する。貸借対照表、
損益計算書の作成方法
を学ぶ。（短時間）

14 ・日商簿記2級
・日商簿記3級

13,000円
ＮＥＸＴＧＥＡＲ
土浦駅前教室

自分が変わる。
世界は変わる。

日商簿記２級・３級の知識を
習得するコースです。

スキルを増やして
早期就職を目指しましょう！

牛
久
市

実
践

5-04-08-002-03-0100

基礎から学ぶパソコン
事務科（短時間）

R5.3.20 R5.7.19

ワープロ・表計算・プレゼン
テーション・Ｗｅｂ制作ソフト
の使用法、文書類・帳票類
の作成、Ｗｅｂページ更新に
関する知識・技術、ZOOM
によるテレワーク環境の操
作を習得する。

14 ・MOS Word2019
・MOS Excel2019
・MOS PowerPoint2019

11,660円
アットホーム

牛久校

●3時間授業・・・通いやすい
●駅直結ビルの1Ｆ 銀行、スーパーなどあり
●OFFICE・ZOOM・Web更新も身につく
●ZOOM活用・・・テレワーク環境で授業
●PC・就職指導はベテラン講師
          　　　　　          （国家資格保持）

つ
く
ば
市

実
践

5-04-08-002-05-0101

介護初任者・会計科
（短時間）

R5.3.20 R5.6.19

介護職員初任者研修修
了者となるための基本
的な知識と技術を習得
するとともに簿記・会計
の基礎を学ぶ。【短時
間・職場見学等推進】

14
・介護職員初任者
　研修修了
・日商簿記3級

6,000円
日建学院
つくば校

介護職員初任者研修修了および日商簿記３級の資
格を取得することができます。
異なる分野の資格を取得することで就職活動にお
ける選択肢を増やしましょう。

古
河
市

実
践

5-04-08-002-05-0102

介護職員初任者養成科
（短期間・短時間）

R5.3.20 R5.5.19

訪問介護や施設介護にお
ける入浴・排泄・食事等の
身体の世話、食事・洗濯・
炊事等の日常生活の自立
支援に関する知識及び技
能・技術を習得する。[短期
間・短時間、職場見学等推
進]

10 ・介護職員初任者
  研修修了

7,700円
瀬麗抜教育研究

アカデミー

        セレーヌアカデミーで
　           スキルアップ！
　　              ブラッシュアップ！！
　　　                キャリアアップ！！！

水
戸
市

実
践

5-04-08-002-10-0103

未経験からはじめる
グラフィックデザイン・

PC実践科（eラーニング）

R5.3.20 R5.6.19

デザイン手法・データ制
作・文書類・帳票類の作
成に関する知識及び技
能・技術を習得する。
【ｅラーニングコース・オ
ンライン対応コース】

15
・Illustrator/Photoshop
　クリエイター能力認定
　試験　エキスパート
   ※株式会社サーティファイ

・通信費実費
・Adobe(学割)
　ソフト代実費
・MS Office
  ソフト代実費 

キャリアサーチ・
アカデミー

水戸校

・ｅラーニングだから繰り返し学習できる！
・自分のペースで！好きな時間に自宅で学習！
・日本全国、お住まいの地域を問わず  ご応募できます。
＜ご利用いただくパソコンの環境等＞
・Word,Excel,PowerPoint 2016以降、Adobe Creative Cloud
  ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝ　(学割)(Windows版・Mac版）　   1,980円/月
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水
戸
市

実
践

5-04-08-002-10-0104

広報デザイン・ＰＣ実践科
R5.3.20 R5.6.30

広告広報業務、DTPデ
ザイナとして必要とされ
るデザイン系ソフトおよ
びオフィス系ソフトの知
識および技能・技術を習
得する。

15

・MOS Word 2019
・MOS Excel2019
・Illustrator/Photoshop
  クリエイター能力認定
  試験 スタンダード
   ※株式会社サーティファイ

10,120円
株式会社文化

メディアワークス

修了生3000名以上！長年の指導実績ときめ細かな
サポートで再就職をバックアップ！！
Excel/Word、デザインソフトやDTPデザインを習得
します。
専門スキルを身につけ就職活動をより有利に、幅
広くチャレンジできます。


