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土
浦

基
礎

5-05-08-001-00-0001

はじめてのパソコン・
簿記基礎科（短時間）

R5.4.20 R5.8.18

職業能力の基礎となるコミュニ
ケーション力やビジネスマ
ナー、文書ソフト・表計算ソフト
の使用法及びビジネス文書等
の作成に関する知識・技能、
簿記の基礎知識を身につけ
る。【短時間】

14 日商簿記　３級 ¥10,000
ＮＥＸＴＧＥＡＲ
土浦駅前教室

自分が変わる。
世界は変わる。

社会人としての基礎スキルが
まるごと学べるコースです。

あなたの新たな挑戦への一歩を
全力でサポートします！

水
戸

基
礎

5-05-08-001-00-0002

はじめてのビジネス
パソコン基礎科

R5.4.20 R5.7.19

職業能力の基礎となるコミュニ
ケーション力やビジネスマナー
を身につけ、事務用ソフトウェ
アを用いて基本的なビジネス
文書・帳票等の作成に関する
知識・技術を習得する。

15
ＣＳ技能評価試験ワープロ
部門３級／表計算部門３級
ＭＯＳ　Ｗｏｒｄ／Ｅｘｃｅｌ／Ｐ
ｏｗｅｒＰｏｉｎｔ２０１９

¥9,020
キャリアサーチ・
アカデミー水戸校

水戸駅から徒歩10分！
超初心者の方から学べる

ビジネスとパソコンの基本スキル

龍
ヶ
崎

実
践

5-05-08-002-03-0003

目指せOA事務！
基礎から学べる

パソコン事務実践科

R5.4.20 R5.7.19

基本から実践までのパソコン
スキル、Ｗｏｒｄ・ＥｘｃｅｌはＭＯＳ
対応のテキストを使用し、事務
分野で活躍できるスキルを身
につける。

15
ＭＯＳ　Ｅｘｃｅｌ２０１９
ＭＯＳ　Ｗｏｒｄ２０１９
ＣＳ技術評価試験　ワープ
ロ部門／表計算部門　３級

¥8,260 まなびの森
まずはPCが楽しいと思える事が大切！

実務で必要なスキルを基礎から学びつつ、
就職に有利な資格取得も目指しましょう。

水
戸

実
践

5-05-08-002-03-0004

仕事に役立つＰＣ・
簿記実践科

R5.4.20 R5.7.19

職場で活用できる簿記の知識
とパソコンスキルを身に付け、
実務を想定した練習問題の積
み重ねで、就職への意欲と自
信を高める。

12

ＣＳ技能評価試験　ワープ
ロ部門２級
ＣＳ技能評価試験　表計算
部門３級
日商簿記３級

¥6,000
クリエート

パソコン教室

PCスキルと簿記は多くの企業から評価される
働く人の「必須の基礎知識」

しっかり学んで実務で活かしましょう

水
戸

実
践

5-05-08-002-03-0005

基本から学べるビジネス
パソコン+Wｅｂ実践科

R5.4.20 R5.8.18

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、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。

15
ＭＯＳ　Ｗｏｒｄ２０１９
ＭＯＳ　Ｅｘｃｅｌ２０１９
日本語ワープロ検定試験３
級

¥9,240
ユーアップ
水戸教室

輝く未来を・・・約束!!

「自己投資」しませんか？

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 4月開講コース
【募集期間】

2/20～3/31
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水
戸

実
践

5-05-08-002-06-0006

はじめての農業科
R5.4.20 R5.9.19

農業に関して経験や知識が
まったくゼロであっても、基本
的な知識・技術を習得できるよ
う、米、野菜、農産加工の各分
野について幅広く学ぶことがで
きるよう、実習を主とする訓練
を行う。訓練をとおし、各人に
合った経営形態を選択できる
よう、大規模栽培農場と多品
目栽培農場にて生産技術を学
ぶ。

15
日本農業技術検定３級
土壌医検定３級
農業簿記３級

¥5,940
日本農業
実践学園

「自分に合う農業」がわかるようになれば大丈夫！
農業を一生の仕事にしよう！

水
戸

実
践

5-05-08-002-10-0007

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）

R5.4.20 R5.7.19

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クリエイター能
力認定試験　スタンダード
Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐクリエイター能
力認定試験　スタンダード

￥23,760
（ソフト代）

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。

＜ソフト代　通信費＞
●Adobe Creative Cloudｺﾝﾌﾟﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝ（学割）（Windows版・Mac版）
23,760円 1年間 税込み（1,980円/月額 ※年間契約をする必要が
あり、契約期間中に解約を行う場合は、解約手数料が発生しま
す）
●MS Office(Word,Excel,PowerPoint 2016以降)ソフト：実費
●通信費：実費

水
戸

実
践

5-05-08-002-11-0008

未経験からはじめる
Webデザイン実践科

（eラーニング）

R5.4.20 R5.7.19

Ｗｅｂサイトのイラスト作成、
フォトデータ加工、ＨＴＭＬ／Ｃ
ＳＳコーディング、動的サイト制
作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 Ｗｅｂクリエイター能力認定
スタンダード

￥23,760
（ソフト代）

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。

＜ソフト代　通信費＞
●Adobe Creative Cloudｺﾝﾌﾟﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝ（学割）（Windows版・Mac版）
23,760円 1年間 税込み（1,980円/月額 ※年間契約をする必要が
あり、契約期間中に解約を行う場合は、解約手数料が発生しま
す）
●WordPress：無料
●通信費：実費

鹿
嶋

実
践

5-05-08-002-11-0009

ゼロから始めて広報・
事務もできる

WEBデザイナー養成科
（ｅラーニング）

R5.4.20 R5.6.19

ＩＣＴ基礎、表計算ソフト操作実
習、表計算データ処理実習、Ｐ
ｏｗｅｒＰｏｉｎｔソフト操作実習、イ
ラスト画像の制作・編集、ＨＴ
ＭＬ／ＣＳＳコーディング、ＷＥ
Ｂオーサリングソフトによるサ
イト制作、ＷＥＢサイト制作実
習、職業人講話

15 Ｗｅｂクリエイター能力認定
スタンダード ¥10,571

キャリアスクール
ピュアメイト

企業社員研修やWEB制作を行っておりますので、実践に即したカ
リキュラムで学んでいただけます。
ｅラーニング＋オンライン対面授業で一人ひとりをしっかりサポー
ト！
講座開始前にZOOMやeラーニングの使い方をご説明致しますの
で、ご安心下さい。

＜ソフト代　通信費＞
●MS Office(Excel,PowerPoint365/ 2019以降)ソフト
     ：実費
●通信費：実費

水
戸

実
践

5-05-08-002-18-0010

建築ＣＡＤ科
R5.4.20 R5.7.19

建築の仕事に関する設計の基
礎知識、ＣＡＤシステムを用い
た知識及び技能・技術を習得
する。

15 建築ＣＡＤ検定試験３級 ¥7,000 日建学院水戸校
新しいスキルを増やしてみませんか！

仕事選びの幅が広がります。


