
文書作成？

●会場：有限会社ノーティ 盛岡本宮校
盛岡市本宮7-12-37 TEL019-681-6397

● 対象者：事業主からの指示を受けた在職者の方
● 定員：各コース 10名（最少催行人数6名）
● 受講料：各コース 3,300円（税込・テキスト代込）
● 時間：各コース開催日の 9:00～16:00（6時間×2日間＝12時間）
● 申込方法：裏面の受講申込書に必要事項をご記入の上、FAXでお送りください。

お問い合わせ／TEL 0198-23-5648 E-mail:iwate-poly03@jeed.or.jp

主催：独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構岩手支部
ポリテクセンター岩手 生産性向上人材育成支援センター

【盛岡地区】ＩＴ活用力セミナーのご案内

各コースの開催日や詳細は
内面をご覧ください。

（Microsoft Word ）

（Microsoft PowerPoint）

プレゼンテーション？

ＩＴ活用力セミナーとは、全てのビジネスパーソンが今後標準的に身につけること
を期待されるＩＴの活用や、情報セキュリテイ等のＩＴリテラシーを、習得するため
の職業訓練です。中小企業や製造現場等で働く在職者の方（正社員・パート等）や、
自営業者の方を対象としています。（注）事業主の受講指示を受けた方に限ります。

短期間・低費用でＩＴ活用力を習得できます。
従業員さん・スタッフさんの研修に最適です。



FAX ０１９８－２４－４０４０ ※送り間違いにご注意ください

ポリテクセンター岩手 IT活用力セミナー担当 行 受講申込書

お申し込みコースに☑してください。※複数コースのお申し込みもできます。
各コース定員10名ですので、お早めにお申し込みください。
□ B14-020 ビジネス文書作成術 4月20日（月）・22日（水） 締切4月 6日（月）
□ B12-021 プレゼンテーション技法 5月12日（火）・14日（木） 締切4月28日（火）
□ B22-022 ホームページの立ち上げ 5月21日（木）・28日（木） 締切5月 7日（木）
□ B02-023 表計算ソフトの関数の活用 6月 3日（水）・ 5日（金） 締切5月20日（水）

会社名 TEL

FAX

所在地 〒

企業規模（該当箇所に○） Ａ～29人 Ｂ～99人 Ｃ～299人 Ｄ～499人 Ｅ～999人 Ｆ1000人～

業種（該当箇所に○） 01建設業 02製造業 03運輸業 04卸売・小売業 05サービス業 06その他

申込担当者 氏名 部署等 連絡先

受講者名 ふりがな 性別 男 ・ 女

年齢 歳

就業状況（※）
（該当に✔）

□ 正社員
□ 非正規雇用
□ その他(自営業等)

受講者名 ふりがな 性別 男 ・ 女

年齢 歳

就業状況（※）
（該当に✔）

□ 正社員
□ 非正規雇用
□ その他(自営業等)

受講者名 ふりがな 性別 男 ・ 女

年齢 歳

就業状況（※）
（該当に✔）

□ 正社員
□ 非正規雇用
□ その他(自営業等)

注意事項

【当機構の保有個人情報保護方針、利用目的】
（１） 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は「独立行政法人等の保有する個
人情報の保護に関する法律」（平成15年法律第59号）を遵守し、保有個人情報を適切に

管理し、個人の権利利益を保護いたします。当機構では、必要な個人情報を、利用目的
の範囲内で利用させていただきます。

（２） ご記入いただいた個人情報は、訓練の実施に関する事務処理（訓練実施機関への
提供、本訓練に関する各種連絡、本訓練終了後のアンケート送付等）及び業務統計に利
用させていただきます。

※１ 個人での受講はできません。企業（事業主）からの指示による申込みに限ります。
※２ 実施機関（訓練実施を担当する企業）の関係会社（親会社、子会社、関連会社等）の方は受講できません。
※３ 本申込書が当センターに到着後、申込担当者様に受講料支払い手続き等についてご連絡いたします。
※４ 受講申込をキャンセルする場合は、当センターに連絡の上、速やかに「受講取消届」をFAXにてお送りください。訓練開始日の２週間前までに届出が

ない場合、キャンセル料として受講料の全額をお支払い頂きますので、ご注意ください。
※５ 最少催行人数を設定している訓練コースにあっては、受講申込者数が最少催行人数に達しない場合、訓練が中止又は延期されますので、あらかじ

めご了承ください。
※６ 訓練実施状況の確認等のため、訓練中に写真撮影を行う場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※７ 受講者を変更又は追加したい場合は、当センターに連絡の上、指示に従って手続を行ってください。

※受講者の方の就業状況を選択してください。なお、非正規雇用とは、パート、アルバイト、契約社員などが該当しますが、様々な呼称があるため、貴社の
判断で差し支えありません。

研修会場のご案内

有限会社ノーティ 盛岡本宮校
盛岡市本宮７－１２－３７

・無料駐車場あり
・イオンモール盛岡南バス停 徒歩５分



2020年 4月20日(月)・22日(水)の2日間
● 対象者：業務でワープロソフト(Word)を活用したい ● 申込締切：2020年 4月 6日（月）

● コースの内容
１．ワープロソフト概要と基本操作（1日目）
まずは基本が大事です。 Word の基本操作をいちから学びます。

２．ビジネス文書の作成（2日目）
案内状・報告書・チラシ等の各種ビジネス文書の作成を通じて、
文書作成のポイントを学びます。

● コースのねらい
実用的なビジネス文書を作成
するためのポイントを習得する。

● 講師 有限会社ノーティ
主任講師 菅原 のぞみ 氏

ビジネス文書作成術
【コース番号B14-020】（Microsoft Word）

受講料
（6h×2日間=12h）

3,300円
（税込・テキスト代込）

2日間で共感のプレゼンテーションをマスターしよう！

視覚効果を活用する

プレゼンテーション技法
2020年 5月12日(火)・14日(木)の2日間
● 対象者：業務でプレゼンテーションソフトを活用したい方● 申込締切：2020年 4月28日(火)

【コース番号B12-021】（Microsoft PowerPoint）

受講料
（6h×2日間=12h）

3,300円
（税込・テキスト代込）

● コースの内容
１．プレゼンテーションツールの活用（1日目）

まずは、基本が大事です。プレゼンテーションソフト
（ PowerPoint）の基本操作を、いちから学びます。

２．プレゼンテーション技法（2日目）
プレゼンテーションの流れ、目的、「共感のプレゼン
テーション」とは？・・・を演習を通じて、考え、学
びます。

● コースのねらい
プレゼンテーションソフトを活用し、プレゼ
ン資料の作成方法及びプレゼンテーション技
法を習得する。

● 講師 有限会社ノーティ
主任講師 菅原 のぞみ 氏

オネットマーケットプラン株式会社
代表取締役 小野 節子 氏

2日間でWordを活用しての文書作成をマスターしよう！



2020年5月21日(木)・28日(木)の2日間
● 対象者：これからホームページを立ち上げたい思っている方

これからの業務で活用したいと思っている方 ● 申込締切：2020年 5月 7日(木)

ホームページを立ち上げたいけど・・・よくわからない？
作成支援ツールを使って 2日間でやってみよう！

●コースの内容
１．ホームページ作成支援ツールの基本
２．ページのカスタマイズと機能の追加
３．ホームページの公開

● コースのねらい
ホームページの新規立ち上げに関する基礎知識を
理解し、ホームページ作成支援ツール活用した
ホームページの作成方法を習得する。

● 講師 SOFTDOING株式会社
代表取締役 柴田 祥悦 氏

受講料
（6h×2日間=12h）

3,300円
（税込・テキスト代込）

支援ツールを活用した
ホームページの立ち上げ
（Wix.com ウィックス）

【コース番号B22-022】

2日間で業務に役立つExcelの関数をマスターしよう！

業務に役立つ
表計算ソフトの関数の活用
2020年 6月3日(水)・5日(金)の2日間
●対象者：業務で表計算ソフト(Excel)の関数を活用したい方 ●申込締切：2020年 5月20日(水)

受講料
（6h×2日間=12h）

3,300円
（税込・テキスト代込）

【コース番号B02-023】（Microsoft Excel）

● コースの内容
１．関数の応用
・様々な関数 ・関数の活用法 ・関数のネスト

２．関数の実務活用１
・論理関数 ・検索関数 ・情報関数 ・統計関数

３．関数の実務活用２
・算術関数 ・日付、時刻関数 ・文字列操作関数

● コースのねらい
表計算ソフト（Excel2016）を活用するうえで
業務上使用される頻度の高い関数を中心に活用
方法を習得する。

● 講師
有限会社ノーティ

主任講師 菅原 のぞみ 氏
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