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ＩＴリテラシーを習得するためのＩＴ活用力セミナー 

 

   IT リテラシーとは、現在入手・利用可能な IT を使いこなして、企業・業務の生産性向上やビジネスチャン

スの創出・拡大に結び付けるのに必要となる能力のことです。 IT リテラシーは、いわゆる IT 企業で働いて

いる方だけでなく、IT を活用する企業で働く方を含め、全てのビジネスパーソンが今後標準的に身に付け

ることを期待されています。 

 IT活用力 セミナーは、それらの IT リテラシーを習得することを目的として、当機構が IT に係る専門的

な知見とノウハウを有する民間機関等に委託して実施する職業訓練です。 

 

  IT活用力セミナーの内容は、習得する内容に合わせて以下の３つに大きく分類しています。 

訓練分類※ 訓練分類の説明 

A. IT理解 
世の中にどのような ITがあり、それぞれどのような機能・仕組

みを有しているか、どのような場面で活用されているかについて

の理解を目的にしています。 

B. ITスキル・活用 
企業・業務の課題解決に必要な ITを選定し、その ITを操作し

て目的にかなう情報を取得、分析し、解決策の構築を行い、課

題解決に繋げる能力の養成を目的にしています。 

C. IT倫理 
ITを安全に活用するための情報セキュリティやコンプライアン

スに関する知識の習得を目的にしています。 

※コース番号の最初のアルファベット 
 

また、現行の受講対象者の能力に合わせて受講できるよう、習得段階を 3 段階に分類していますので、

従業員の方の現状のレベルに応じた訓練を選択することが可能となっています。 
 

習得段階 習得段階毎の目標と主な受講対象者像 

ステップ１ 

（認知・基本操作） 
ITを用いて入力を中心とした業務を遂行するための能力を中心に習

得します。基本の学び直しを行いたい方にもおすすめです。 

ステップ２ 

（知識・応用操作） 
ITを用いて加工・表現を中心とした業務を遂行するための能力や知

識を中心に習得します。 

ステップ３ 

（高度活用） 
自ら ITを活用して業務遂行上の創意工夫を行うための能力を習得し

ます。（※「ITスキル・活用」分類のみ対象となります。） 
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分野 番号 コース名 習得段階 掲載頁

A01 第4次産業革命のインパクト ステップ２(知識)

A02 ＡＩ（人工知能）の現状 ステップ２(知識)

A03 ビッグデータの概要 ステップ２(知識)

A04 RPAによる業務の自動化 ステップ２(知識)

A05 IT化を推進するためのつながる業務への理解 ステップ１(認知)

A06 ビジネスプロセスモデルを活用した業務プロセス分析 ステップ２(知識)

A07 ムダを発見するための業務とデータの流れの見える化 ステップ２(知識)

A08 失敗しないためのシステム化に関する基礎知識 ステップ２(知識)

A09 社内ネットワーク管理に役立つＬＡＮの基礎 ステップ１(基本操作) ６頁

A10 ワイヤレス環境に必要となる無線ＬＡＮとセキュリティ ステップ２(応用操作)

A11 トラブル時に役立つ通信ネットワークの基本 ステップ２(応用操作)

B01 表計算ソフトの業務活用 ステップ１(基本操作) ６頁

B02 業務に役立つ表計算ソフトの関数の活用 ステップ２(応用操作) ７頁

B03 効率よく分析するためのデータ集計 ステップ２(応用操作) ８頁

B04 ピボットテーブルを活用したデータ分析 ステップ２(応用操作) ９頁

B05 品質管理に役立つグラフ活用 ステップ３(高度活用)

B06 表計算ソフトを活用した統計データ解析（１） ステップ３(高度活用)

B07 表計算ソフトを活用した統計データ解析（２） ステップ３(高度活用)

B08 表計算ソフトのマクロによる定型業務の自動化 ステップ３(高度活用)

B09 大量データ処理に活用するデータベース（基本編） ステップ１(基本操作) ９頁

B10 大量データ処理に活用するデータベース（応用編） ステップ２(応用操作) ９頁

B11 データベースソフトを活用した高度なデータ処理 ステップ３(高度活用)

B12 視覚効果を活用するプレゼンテーション技法 ステップ１(基本操作) １０頁

B13 相手に伝わるプレゼン資料作成 ステップ２(応用操作) １０頁

B14 ビジネス文書作成術 ステップ１(基本操作) １１頁

B15 正確に伝わる技術文書作成のポイント ステップ２(応用操作)

B16 ＨＴＭＬによるＷｅｂページ作成 ステップ１(基本操作)

B17 スタイルシートを活用したＷｅｂページデザイン ステップ２(応用操作)

B18 読まれるためのＷｅｂライティング ステップ２(応用操作) １２頁

B19 集客につなげるホームページ設計のポイント ステップ３(高度活用)

B20 SNSを活用した情報発信 ステップ１(基本操作) １２頁

B21 インターネットを活用した情報収集力の向上 ステップ１(基本操作) １２頁

C01 ネット炎上とＳＮＳの危険性 ステップ１(認知) １３頁

C02 ＩＴに関する法制度の理解 ステップ１(認知) １３頁

C03 ケーススタディから学ぶインシデント対応 ステップ２(知識) １３頁

C04 インシデントと情報セキュリティの必要性 ステップ１(認知) １３頁

C05 社内ネットワークの情報セキュリティ対策 ステップ２(知識) １３頁

C06 情報漏えいの原因と対策 ステップ２(知識) １４頁
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ＩＴ活用力セミナーコース一覧 

分野：表計算

分野：新技術動向

分野：業務のＩＴ化

分野：ネットワーク

Ｉ
Ｔ
ス
キ
ル
・
活
用

　
Ｉ
Ｔ
倫
理

Ｉ
Ｔ
理
解

分野：コンプライアンス

分野：情報セキュリティ

分野：データベース

分野：プレゼンテーション

分野：文書作成

分野：ホームページ

分野：情報発信・収集



掲載頁/コース番号 コース名 日程 受講料 実施場所

７頁 4/19(金)

B02-011 9:30～16:30 (計6時間)

１０頁 5/16（木）,21（火）

B12-039 9:00～16:00 (計12時間)

１１頁 7/11（木）,17（水）

B14-041 9:00～16:00 (計12時間)

７頁 8/27（火）,29（木）

B01-043 9:00～16:00 (計12時間)

６頁 9/20(金)

A10-012 9:30～16:30 (計6時間)

１１頁 11/22(金)

B13-013 9:30～16:30 (計6時間)

１２頁 12/4(水)

B20-045 9:00～16:00 (計6時間)

１２頁 1/24(金)

B18-014 9:30～16:30 (計6時間)

８頁 3/19(木)

B02-015 9:30～16:30 (計6時間)

掲載頁/コース番号 コース名 日程 受講料 実施場所

１１頁 4/12（金）,17（水）

B14-038 9:00～16:00 (計12時間)

１０頁 6/14（金）,18（火）

B12-040 9:00～16:00 (計12時間)

７頁 7/22（月）,24（水）

B01-042 9:00～16:00 (計12時間)

１２頁 9/20(金)

B20-044 9:00～16:00 (計6時間)

掲載頁/コース番号 コース名 日程 受講料 実施場所

９頁 4/8（月）,9（火）

B09-031 9:00～16:00 (計12時間)

１３頁 4/16(火)

C02-032 9:00～12:00 (計3時間)

９頁 4/22（月）,23（火）

B10-033 9:00～16:00 (計12時間)

１３頁 5/20(月)

C03-034 9:00～12:00 (計3時間)

１３頁 5/20(月)

C04-035 13:00～16:00 (計3時間)

１２頁 6/10(月)

B20-023 10:30～17:30 (計6時間)

１２頁 6/11(火)

B21-024 10:00～17:00 (計6時間)

１３頁 10/24(木)

C01-027 10:30～17:30 (計6時間)

１４頁 10/25(金)

C06-028 10:00～17:00 (計6時間)

６頁 11/12(火)

A09-036 9:00～12:00 (計3時間)

１３頁 11/12(火)

C05-037 13:00～16:00 (計3時間)

１０頁 11/13(水)

B12-030 10:30～17:30 (計6時間)

開催地区別コース一覧

盛岡地区開催コース

業務に役立つ表計算ソフトの関数の活用 2,000円 トラパンツ岩手オフィス(盛岡市)

表計算ソフトの業務活用 3,000円 ノーティ盛岡本宮校(盛岡市)

業務に役立つ表計算ソフトの関数の活用 2,000円 トラパンツ岩手オフィス(盛岡市)

視覚効果を活用するプレゼンテーション技法 3,000円 ノーティ盛岡本宮校(盛岡市)

ビジネス文書作成術 3,000円 ノーティ盛岡本宮校(盛岡市)

表計算ソフトの業務活用 3,000円 ノーティ花巻星が丘校(花巻市)

SNSを活用した情報発信 2,000円 ノーティ花巻星が丘校(花巻市)

花巻地区開催コース

ビジネス文書作成術 3,000円 ノーティ花巻星が丘校(花巻市)

視覚効果を活用するプレゼンテーション技法 3,000円 ノーティ花巻星が丘校(花巻市)

ＩＴに関する法制度の理解 2,000円 水沢職業訓練協会(奥州市)

大量データ処理に活用するデータベース（応
用編）

3,000円 水沢職業訓練協会(奥州市)

奥州市水沢地区開催コース

大量データ処理に活用するデータベース（基
本編）

3,000円 水沢職業訓練協会(奥州市)

ケーススタディから学ぶインシデント対応 2,000円 水沢職業訓練協会(奥州市)

インシデントと情報セキュリティの必要性 2,000円 水沢職業訓練協会(奥州市)

SNSを活用した情報発信 2,000円 奥州市まちなか交流館(奥州市)

社内ネットワークの情報セキュリティ対策 2,000円 水沢職業訓練協会(奥州市)

インターネットを活用した情報収集力の向上 2,000円 奥州市まちなか交流館(奥州市)

ネット炎上とＳＮＳの危険性 2,000円 奥州市まちなか交流館(奥州市)

情報漏えいの原因と対策 2,000円 奥州市まちなか交流館(奥州市)

社内ネットワーク管理に役立つＬＡＮの基礎 2,000円

ワイヤレス環境に必要となる無線ＬＡＮとセ
キュリティ

2,000円 トラパンツ岩手オフィス(盛岡市)

SNSを活用した情報発信 2,000円 ノーティ盛岡本宮校(盛岡市)

読まれるためのＷｅｂライティング 2,000円 トラパンツ岩手オフィス(盛岡市)

相手に伝わるプレゼン資料作成 2,000円 トラパンツ岩手オフィス(盛岡市)

水沢職業訓練協会(奥州市)

視覚効果を活用するプレゼンテーション技法 2,000円 奥州市まちなか交流館(奥州市)
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掲載頁/コース番号 コース名 日程 受講料 実施場所

６頁 8/7(水)

B01-001 9:00～16:00 (計6時間)

７頁 8/21(水)

B02-002 9:00～16:00 (計6時間)

８頁 8/30(金)

B03-003 9:00～16:00 (計6時間)

１１頁 9/9(月)

B14-004 9:00～16:00 (計6時間)

１０頁 9/30(月)

B13-005 9:00～16:00 (計6時間)

８頁 10/16(水)

B03-006 9:00～16:00 (計6時間)

７頁 11/1(金)

B02-007 9:00～16:00 (計6時間)

１０頁 12/16(月)

B13-008 9:00～16:00 (計6時間)

８頁 1/24(金) 
9:00～16:00 (計6時間) B02-009

９頁 2/5(水)

B03-010 9:00～16:00 (計6時間)

掲載頁/コース番号 コース名 日程 受講料 実施場所

８頁 9/10（火）,19（木）

B02-025 9:00～16:00 (計12時間)

９頁 9/12（木）,13（金）

B09-026 9:00～16:00 (計12時間)

９頁 11/6（水）,20（水）

B04-029 9:00～16:00 (計12時間)

掲載頁/コース番号 コース名 日程 受講料 実施場所

１１頁 7/12(金)

B14-016 9:00～16:00 (計6時間)

６頁 7/26(金)

B01-017 9:00～16:00 (計6時間)

７頁 9/13（金）,20（金）

B01-018 9:00～16:00 (計12時間)

※申込締切日は開講日の２週間前です。（開講日が土日・祝日の場合は直前の平日）
※申込者数が６人に満たない場合は、コースを中止させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

※受講料は税別です。

奥州市江刺地区開催コース

業務に役立つ表計算ソフトの関数の活用 2,000円 江刺職業訓練協会(奥州市)

業務に役立つ表計算ソフトの関数の活用 2,000円 江刺職業訓練協会(奥州市)

効率よく分析するためのデータ集計 2,000円 江刺職業訓練協会(奥州市)

効率よく分析するためのデータ集計 2,000円 江刺職業訓練協会(奥州市)

業務に役立つ表計算ソフトの関数の活用 2,000円 江刺職業訓練協会(奥州市)

相手に伝わるプレゼン資料作成 2,000円 江刺職業訓練協会(奥州市)

大量データ処理に活用するデータベース（基
本編）

3,000円 東磐職業訓練協会(一関市)

ピボットテーブルを活用したデータ分析 3,000円 東磐職業訓練協会(一関市)

効率よく分析するためのデータ集計 2,000円 江刺職業訓練協会(奥州市)

業務に役立つ表計算ソフトの関数の活用 3,000円 東磐職業訓練協会(一関市)

一関地区開催コース

ビジネス文書作成術 2,000円 釜石職業訓練協会(釜石市)

表計算ソフトの業務活用 2,000円 釜石職業訓練協会(釜石市)

釜石地区開催コース

表計算ソフトの業務活用 3,000円 釜石職業訓練協会(釜石市)

相手に伝わるプレゼン資料作成 2,000円 江刺職業訓練協会(奥州市)

ビジネス文書作成術 2,000円 江刺職業訓練協会(奥州市)

表計算ソフトの業務活用 2,000円 江刺職業訓練協会(奥州市)
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コース番号： 実施会場：

日 程 申込締切日

受 講 料 2,000円(税別) 定　員 １０名 時　間

コースのねらい

コースの内容 習得段階

コース番号： 実施会場：

日 程 申込締切日

受 講 料 2,000円(税別) 定　員 １０名 時　間

コースのねらい

コースの内容 習得段階

コース番号： 実施会場：

日 程 申込締切日

受 講 料 2,000円(税別) 定　員 １０名 時　間

コースのねらい

コースの内容 習得段階

コース番号： 実施会場：

日 程 申込締切日

受 講 料 2,000円(税別) 定　員 １０名 時　間

コースのねらい

コースの内容 習得段階

コース番号： 実施会場：

日 程 申込締切日

受 講 料 3,000円(税別) 定　員 １０名 時　間

コースのねらい

コースの内容 習得段階

A09-036 水沢職業訓練協会(奥州市)

社内ネットワーク管理に役立つＬＡＮの基礎

9:00～12:00 (計3時間)

ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）の概要とＬＡＮの技術について理解する。

11/12(火) 10/29(火)

9/20(金) 9/6(金)

１．ＬＡＮの基礎
２．ＬＡＮの技術
３．パソコンＬＡＮの設定

A10-012 トラパンツ岩手オフィス(盛岡市)

ワイヤレス環境に必要となる無線ＬＡＮとセキュリティ

ステップ１(基本操作)

B01-001 江刺職業訓練協会(奥州市)

表計算ソフトの業務活用

9:00～16:00 (計6時間)

業務で活用するために必要となる表計算ソフトの基本操作（ワークシート及びセル操作等）を習得
する。

9:30～16:30 (計6時間)

ワイヤレス環境を構築する上で使用される無線ＬＡＮ通信と無線ＬＡＮのセキュリティの種類と特
徴を理解する。

１．無線ＬＡＮの技術
２．無線ＬＡＮのセキュリティ
３．環境構築のポイント

ステップ２(応用操作)

9:00～16:00 (計6時間)

業務で活用するために必要となる表計算ソフトの基本操作（ワークシート及びセル操作等）を習得
する。

8/7(水) 7/24(水)

１．表計算ソフト概要と基本操作
２．ワークシートの活用
３．グラフの作成

ステップ１(基本操作)

１．表計算ソフト概要と基本操作
２．ワークシートの活用
３．グラフの作成

B01-017 釜石職業訓練協会(釜石市)

表計算ソフトの業務活用

ステップ１(基本操作)

7/26(金) 7/12(金)

１．表計算ソフト概要と基本操作
２．ワークシートの活用
３．グラフの作成

ステップ１(基本操作)

B01-018 釜石職業訓練協会(釜石市)

表計算ソフトの業務活用

9:00～16:00 (計12時間)

業務で活用するために必要となる表計算ソフトの基本操作（ワークシート及びセル操作等）を習得
する。

9/13（金）,20（金） 8/30(金)
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コース番号： 実施会場：

日 程 申込締切日

受 講 料 3,000円(税別) 定　員 １０名 時　間

コースのねらい

コースの内容 習得段階

コース番号： 実施会場：

日 程 申込締切日

受 講 料 3,000円(税別) 定　員 １０名 時　間

コースのねらい

コースの内容 習得段階

コース番号： 実施会場：

日 程 申込締切日

受 講 料 2,000円(税別) 定　員 １０名 時　間

コースのねらい

コースの内容 習得段階

コース番号： 実施会場：

日 程 申込締切日

受 講 料 2,000円(税別) 定　員 １０名 時　間

コースのねらい

コースの内容 習得段階

コース番号： 実施会場：

日 程 申込締切日

受 講 料 2,000円(税別) 定　員 １０名 時　間

コースのねらい

コースの内容 習得段階

B01-042 ノーティ花巻星が丘校(花巻市)

表計算ソフトの業務活用

9:00～16:00 (計12時間)

業務で活用するために必要となる表計算ソフトの基本操作（ワークシート及びセル操作等）を習得
する。

１．表計算ソフト概要と基本操作
２．ワークシートの活用
３．グラフの作成

ステップ１(基本操作)

7/22（月）,24（水） 7/8(月)

8/27（火）,29（木） 8/13(火)

１．表計算ソフト概要と基本操作
２．ワークシートの活用
３．グラフの作成

B02-011 トラパンツ岩手オフィス(盛岡市)

業務に役立つ表計算ソフトの関数の活用

ステップ１(基本操作)

4/19(金) 4/5(金)

B01-043 ノーティ盛岡本宮校(盛岡市)

表計算ソフトの業務活用

9:00～16:00 (計12時間)

業務で活用するために必要となる表計算ソフトの基本操作（ワークシート及びセル操作等）を習得
する。

B02-002 江刺職業訓練協会(奥州市)

業務に役立つ表計算ソフトの関数の活用

9:00～16:00 (計6時間)

表計算ソフトを活用するうえで、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。

ステップ２(応用操作)

8/21(水) 8/7(水)

9:30～16:30 (計6時間)

表計算ソフトを活用するうえで、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。

１．関数の応用
２．関数の実務活用１
３．関数の実務活用２

ステップ２(応用操作)

11/1(金) 10/18(金)

１．関数の応用
２．関数の実務活用１
３．関数の実務活用２

B02-007 江刺職業訓練協会(奥州市)

業務に役立つ表計算ソフトの関数の活用

9:00～16:00 (計6時間)

表計算ソフトを活用するうえで、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。

１．関数の応用
２．関数の実務活用１
３．関数の実務活用２

ステップ２(応用操作)
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コース番号： 実施会場：

日 程 申込締切日

受 講 料 2,000円(税別) 定　員 １０名 時　間

コースのねらい

コースの内容 習得段階

コース番号： 実施会場：

日 程 申込締切日

受 講 料 2,000円(税別) 定　員 １０名 時　間

コースのねらい

コースの内容 習得段階

コース番号： 実施会場：

日 程 申込締切日

受 講 料 3,000円(税別) 定　員 １０名 時　間

コースのねらい

コースの内容 習得段階

コース番号： 実施会場：

日 程 申込締切日

受 講 料 2,000円(税別) 定　員 １０名 時　間

コースのねらい

コースの内容 習得段階

コース番号： 実施会場：

日 程 申込締切日

受 講 料 2,000円(税別) 定　員 １０名 時　間

コースのねらい

コースの内容 習得段階

1/24(金) 1/10(金) 

B02-009 江刺職業訓練協会(奥州市)

業務に役立つ表計算ソフトの関数の活用

9:00～16:00 (計6時間)

表計算ソフトを活用するうえで、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。

１．関数の応用
２．関数の実務活用１
３．関数の実務活用２

B02-015 トラパンツ岩手オフィス(盛岡市)

業務に役立つ表計算ソフトの関数の活用

ステップ２(応用操作)

ステップ２(応用操作)

3/19(木) 3/5(木)

B02-025 東磐職業訓練協会(一関市)

業務に役立つ表計算ソフトの関数の活用

9:00～16:00 (計12時間)

表計算ソフトを活用するうえで、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。

ステップ２(応用操作)

9/10（火）,19（木） 8/27(火)

9:30～16:30 (計6時間)

表計算ソフトを活用するうえで、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。

１．関数の応用
２．関数の実務活用１
３．関数の実務活用２

8/30(金) 8/16(金)

10/16(水) 10/2(水)

１．関数の応用
２．関数の実務活用１
３．関数の実務活用２

B03-003 江刺職業訓練協会(奥州市)

効率よく分析するためのデータ集計

B03-006 江刺職業訓練協会(奥州市)

効率よく分析するためのデータ集計

9:00～16:00 (計6時間)

表計算ソフトを活用する際、効率よく大量のデータを集計するための手法を習得する。

9:00～16:00 (計6時間)

表計算ソフトを活用する際、効率よく大量のデータを集計するための手法を習得する。

１．データ集計
２．データ集計に役立つ機能

ステップ２(応用操作)

１．データ集計
２．データ集計に役立つ機能

ステップ２(応用操作)
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コース番号： 実施会場：

日 程 申込締切日

受 講 料 2,000円(税別) 定　員 １０名 時　間

コースのねらい

コースの内容 習得段階

コース番号： 実施会場：

日 程 申込締切日

受 講 料 3,000円(税別) 定　員 １０名 時　間

コースのねらい

コースの内容 習得段階

コース番号： 実施会場：

日 程 申込締切日

受 講 料 3,000円(税別) 定　員 １０名 時　間

コースのねらい

コースの内容 習得段階

コース番号： 実施会場：

日 程 申込締切日

受 講 料 3,000円(税別) 定　員 １０名 時　間

コースのねらい

コースの内容 習得段階

コース番号： 実施会場：

日 程 申込締切日

受 講 料 3,000円(税別) 定　員 １０名 時　間

コースのねらい

コースの内容 習得段階

B03-010 江刺職業訓練協会(奥州市)

効率よく分析するためのデータ集計

ステップ２(応用操作)

2/5(水) 1/22(水)

B04-029 東磐職業訓練協会(一関市)

ピボットテーブルを活用したデータ分析

9:00～16:00 (計12時間)

表計算ソフトのピボットテーブル機能を活用し、効率よく大量のデータを集計し、様々な視点から
見た多角的なデータの分析を行うための手法を習得する。

11/6（水）,20（水） 10/23(水)

9:00～16:00 (計6時間)

表計算ソフトを活用する際、効率よく大量のデータを集計するための手法を習得する。

１．データ集計
２．データ集計に役立つ機能

9/12（木）,13（金） 8/29(木)

4/8（月）,9（火） 3/25(月)

１．多角的データ分析
２．ピボットグラフによるデータの見える化
３．複数テーブルの分析

B09-026 東磐職業訓練協会(一関市)

大量データ処理に活用するデータベース（基本編）

ステップ２(応用操作)

B09-031 水沢職業訓練協会(奥州市)

大量データ処理に活用するデータベース（基本編）

9:00～16:00 (計12時間)

大量のデータを処理するために必要となる情報のデータベース化を理解し、基本的なデータベース
を構築方法を習得する。

9:00～16:00 (計12時間)

大量のデータを処理するために必要となる情報のデータベース化を理解し、基本的なデータベース
を構築方法を習得する。

１．データベースの概要
２．データベースの設計
３．抽出処理（クエリ）

ステップ１(基本操作)

9:00～16:00 (計12時間)

データベース機能を応用し、目的にあったデータを抽出し、有効に活用する方法を習得する。

１．フォームの活用
２．クエリの活用
３．リレーションシップと参照整合性

ステップ２(応用操作)

１．データベースの概要
２．データベースの設計
３．抽出処理（クエリ）

B10-033 水沢職業訓練協会(奥州市)

大量データ処理に活用するデータベース（応用編）

ステップ１(基本操作)

4/22（月）,23（火） 4/8(月)
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コース番号： 実施会場：

日 程 申込締切日

受 講 料 2,000円(税別) 定　員 １０名 時　間

コースのねらい

コースの内容 習得段階

コース番号： 実施会場：

日 程 申込締切日

受 講 料 3,000円(税別) 定　員 １０名 時　間

コースのねらい

コースの内容 習得段階

コース番号： 実施会場：

日 程 申込締切日

受 講 料 3,000円(税別) 定　員 １０名 時　間

コースのねらい

コースの内容 習得段階

コース番号： 実施会場：

日 程 申込締切日

受 講 料 2,000円(税別) 定　員 １０名 時　間

コースのねらい

コースの内容 習得段階

コース番号： 実施会場：

日 程 申込締切日

受 講 料 2,000円(税別) 定　員 １０名 時　間

コースのねらい

コースの内容 習得段階

１．プレゼンテーションツールの活用
２．プレゼンテーション技法

B12-039 ノーティ盛岡本宮校(盛岡市)

視覚効果を活用するプレゼンテーション技法

ステップ１(基本操作)

B12-030 奥州市まちなか交流館(奥州市)

視覚効果を活用するプレゼンテーション技法

10:30～17:30 (計6時間)

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。

11/13(水) 10/30(水)

9:00～16:00 (計12時間)

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。

１．プレゼンテーションツールの活用
２．プレゼンテーション技法

ステップ１(基本操作)

5/16（木）,21（火） 4/26(金)

6/14（金）,18（火） 5/31(金)

１．プレゼンテーションツールの活用
２．プレゼンテーション技法

B13-005 江刺職業訓練協会(奥州市)

相手に伝わるプレゼン資料作成

ステップ１(基本操作)

9/30(月) 9/13(金)

B12-040 ノーティ花巻星が丘校(花巻市)

視覚効果を活用するプレゼンテーション技法

9:00～16:00 (計12時間)

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。

B13-008 江刺職業訓練協会(奥州市)

相手に伝わるプレゼン資料作成

9:00～16:00 (計6時間)

プレゼンテーションソフトを活用し、相手に伝えたい内容をよりわかりやすく伝えるためのスライ
ド作成のポイントを習得する。

12/16(月) 12/2(月)

9:00～16:00 (計6時間)

プレゼンテーションソフトを活用し、相手に伝えたい内容をよりわかりやすく伝えるためのスライ
ド作成のポイントを習得する。

１．目的に合わせたスライド作成
２．資料提案時のポイント

ステップ２(応用操作)

１．目的に合わせたスライド作成
２．資料提案時のポイント

ステップ２(応用操作)
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コース番号： 実施会場：

日 程 申込締切日

受 講 料 2,000円(税別) 定　員 １０名 時　間

コースのねらい

コースの内容 習得段階

コース番号： 実施会場：

日 程 申込締切日

受 講 料 2,000円(税別) 定　員 １０名 時　間

コースのねらい

コースの内容 習得段階

コース番号： 実施会場：

日 程 申込締切日

受 講 料 2,000円(税別) 定　員 １０名 時　間

コースのねらい

コースの内容 習得段階

コース番号： 実施会場：

日 程 申込締切日

受 講 料 3,000円(税別) 定　員 １０名 時　間

コースのねらい

コースの内容 習得段階

コース番号： 実施会場：

日 程 申込締切日

受 講 料 3,000円(税別) 定　員 １０名 時　間

コースのねらい

コースの内容 習得段階

11/22(金) 11/8(金)

9/9(月) 8/26(月)

B13-013 トラパンツ岩手オフィス(盛岡市)

相手に伝わるプレゼン資料作成

B14-004 江刺職業訓練協会(奥州市)

ビジネス文書作成術

9:00～16:00 (計6時間)

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。

9:30～16:30 (計6時間)

プレゼンテーションソフトを活用し、相手に伝えたい内容をよりわかりやすく伝えるためのスライ
ド作成のポイントを習得する。

１．目的に合わせたスライド作成
２．資料提案時のポイント

ステップ２(応用操作)

9:00～16:00 (計6時間)

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。

１．ワープロソフト概要と基本操作
２．ビジネス文書の作成

ステップ１(基本操作)

１．ワープロソフト概要と基本操作
２．ビジネス文書の作成

B14-016 釜石職業訓練協会(釜石市)

ビジネス文書作成術

ステップ１(基本操作)

7/12(金) 6/28(金)

１．ワープロソフト概要と基本操作
２．ビジネス文書の作成

B14-041 ノーティ盛岡本宮校(盛岡市)

ビジネス文書作成術

ステップ１(基本操作)

B14-038 ノーティ花巻星が丘校(花巻市)

ビジネス文書作成術

9:00～16:00 (計12時間)

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。

4/12（金）,17（水） 3/29(金)

9:00～16:00 (計12時間)

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。

１．ワープロソフト概要と基本操作
２．ビジネス文書の作成

ステップ１(基本操作)

7/11（木）,17（水） 6/27(木)
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コース番号： 実施会場：

日 程 申込締切日

受 講 料 2,000円(税別) 定　員 １０名 時　間

コースのねらい

コースの内容 習得段階

コース番号： 実施会場：

日 程 申込締切日

受 講 料 2,000円(税別) 定　員 １０名 時　間

コースのねらい

コースの内容 習得段階

コース番号： 実施会場：

日 程 申込締切日

受 講 料 2,000円(税別) 定　員 １０名 時　間

コースのねらい

コースの内容 習得段階

コース番号： 実施会場：

日 程 申込締切日

受 講 料 2,000円(税別) 定　員 １０名 時　間

コースのねらい

コースの内容 習得段階

コース番号： 実施会場：

日 程 申込締切日

受 講 料 2,000円(税別) 定　員 １０名 時　間

コースのねらい

コースの内容 習得段階

1/24(金) 1/10(金)

１．Webライティングとは
２．Webライティングにおける文章構成

B20-023 奥州市まちなか交流館(奥州市)

SNSを活用した情報発信

ステップ２(応用操作)

6/10(月) 5/27(月)

B18-014 トラパンツ岩手オフィス(盛岡市)

読まれるためのＷｅｂライティング

9:30～16:30 (計6時間)

ホームページに掲載する文章を作成するために必要となるWebライティング手法について習得す
る。

B20-044 ノーティ花巻星が丘校(花巻市)

SNSを活用した情報発信

9:00～16:00 (計6時間)

SNS（ソーシャル・ネットワーク・サービス）を活用して情報発信をするために必要となる利用法
のポイントを習得する。

9/20(金) 9/6(金)

10:30～17:30 (計6時間)

SNS（ソーシャル・ネットワーク・サービス）を活用して情報発信をするために必要となる利用法
のポイントを習得する。

１．SNSとは
２．アカウントの登録
３．情報発信

ステップ１(基本操作)

１．SNSとは
２．アカウントの登録
３．情報発信

B20-045 ノーティ盛岡本宮校(盛岡市)

SNSを活用した情報発信

ステップ１(基本操作)

B21-024 奥州市まちなか交流館(奥州市)

インターネットを活用した情報収集力の向上

9:00～16:00 (計6時間)

SNS（ソーシャル・ネットワーク・サービス）を活用して情報発信をするために必要となる利用法
のポイントを習得する。

１．SNSとは
２．アカウントの登録
３．情報発信

ステップ１(基本操作)

12/4(水) 11/20(水)

6/11(火) 5/28(火)

１．インターネットによる情報収集
２．ビジネスデータの情報源

ステップ１(基本操作)

10:00～17:00 (計6時間)

ITを活用することで必要な情報を効率よく探索する方法を理解する。また、どのようなところにビ
ジネスに関する情報があるかを理解する。
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コース番号： 実施会場：

日 程 申込締切日

受 講 料 2,000円(税別) 定　員 １０名 時　間

コースのねらい

コースの内容 習得段階

コース番号： 実施会場：

日 程 申込締切日

受 講 料 2,000円(税別) 定　員 １０名 時　間

コースのねらい

コースの内容 習得段階

コース番号： 実施会場：

日 程 申込締切日

受 講 料 2,000円(税別) 定　員 １０名 時　間

コースのねらい

コースの内容 習得段階

コース番号： 実施会場：

日 程 申込締切日

受 講 料 2,000円(税別) 定　員 １０名 時　間

コースのねらい

コースの内容 習得段階

コース番号： 実施会場：

日 程 申込締切日

受 講 料 2,000円(税別) 定　員 １０名 時　間

コースのねらい

コースの内容 習得段階

10:30～17:30 (計6時間)

ネット炎上が企業及び従業員に与える損害や被害に関する事例をとおしてＳＮＳの利用方法に潜む
危険性を理解する。

C01-027 奥州市まちなか交流館(奥州市)

ネット炎上とＳＮＳの危険性

10/24(木) 10/10(木)

5/20(月) 5/7(火)

C04-035

１．ネット炎上と企業のダメージ
２．ＳＮＳの危険性

ステップ１(認知)

9:00～12:00 (計3時間)

ITを活用し業務を行う際に様々なインシデントが発生した際の適切な対応について事例を通して理
解する。

水沢職業訓練協会(奥州市)

ケーススタディから学ぶインシデント対応

ステップ１(認知)

C02-032 水沢職業訓練協会(奥州市)

ＩＴに関する法制度の理解

9:00～12:00 (計3時間)

ＩＴを活用し業務を行う際に留意すべき法制度について理解する。

１．個人情報保護
２．電子データに関する知的財産権
３．不正アクセス行為の禁止等に関する法律

C03-034

4/16(火) 4/2(火)

水沢職業訓練協会(奥州市)

インシデントと情報セキュリティの必要性

１．インシデント発生時の対応
２．インシデント発生事例に基づくケーススタディ

ステップ２(知識)

5/20(月) 5/7(火)

13:00～16:00 (計3時間)

社内の情報セキュリティを維持するために、セキュリティポリシーの必要性及びセキュリティ対策
の手法を理解する。

１．セキュリティポリシーとは
２．セキュリティ対策手法

ステップ２(知識)

１．脅威とインシデント
２．利用者のセキュリティ対策

C05-037 水沢職業訓練協会(奥州市)

社内ネットワークの情報セキュリティ対策

ステップ１(認知)

13:00～16:00 (計3時間)

11/12(火) 10/29(火)

実際のインシデント事例を参考に情報セキュリティ対策の考え方を理解する。
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コース番号： 実施会場：

日 程 申込締切日

受 講 料 2,000円(税別) 定　員 １０名 時　間

コースのねらい

コースの内容 習得段階

14

C06-028 奥州市まちなか交流館(奥州市)

情報漏えいの原因と対策

10/25(金) 10/11(金)

10:00～17:00 (計6時間)

情報漏えいが発生する原因と漏えいを防止するために必要となる対策を理解する。

１．情報漏えいの原因
２．情報漏えいの対策

ステップ２(知識)



ＩＴ活用力セミナーのご案内

○オーダーメイド方式ＩＴセミナーのポイント

①訓練時間は３時間から設定できます！
訓練時間は３～18時間の範囲内で、ご要望にあわせて設定できます。

②ご希望の訓練会場・日程の設定が可能です。
お客様の会議室等で受講ができ、夜間や土日の訓練や、一日あたりの訓練時間が短時
間の設定も可能です。

③６人の少人数にも対応可能です。
お客様のニーズに応じて６人の少人数の定員も設定可能です。
※講師の都合により訓練時間・日程に制約がある場合があります。

④受講しやすい受講料…受講料は2,000円(税別)から！
訓練時間・訓練分野に応じて、1人あたり2,000円、3,000円、4,000円、5,000円(税
別)です。
※予算に限りがありますので、ご希望に添えない場合があります。

○ご利用までの流れ
•まずは、ポリテクセンター岩手へご相談ください。
•その後、打ち合わせに向けた日程調整等を行います。

•相談は企業訪問等により行います。
（打ち合わせ事項の例）
・人材育成に関するヒアリング
・課題や方策の整理
・カリキュラムモデル等の提示

•お客様の抱える課題やニーズに応じた訓練コースをご提案します。
※訓練コースの設定には一定の条件があります。

•訓練実施については、専門的なノウハウを有する民間機関等に委託して行います。

•期限内に受講申込書を提出し、受講料をお支払いの上、訓練を受講してください。
※期限内に受講料の支払いがない場合は訓練を受講することができません。

ご連絡

訓練コースの

コーディネート

受講申込

訓練の受講

プラン作成に

向けた相談

ＩＴ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
や情報セキュリティ等のITリテラシーを習得するための職業訓練です。
IT初心者（中高年層の学び直しを含む｡）を対象にした基本操作レベルから、中堅層（応用操作が可

能な者）を対象にした高度活用レベルまでの訓練コースを、専門的な知見やノウハウを有する民間機
関等に委託して実施します。

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

TEL:０１９８－２３－５６４８ FAX:０１９８－２４－４０４０
E-mail:iwate-poly03@jeed.or.jp http://www3.jeed.or.jp/iwate/poly

オーダーメイド方式

お問い合わせ
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お電話をいただいた際に、申込状況をお知らせいたします。

申込締切：原則として、開講日の２週間前までの受付となります。

※定員に達している場合は、キャンセル待ちも可能です。

※申込締切日を過ぎても受付可能な場合もありますので、お問合わせください。

l  電話で申込状況確認後、「受講申込書」に必要事項をご記入のうえ、ＦＡＸまたは郵送、窓口にてお申し込みください。

l  「受講申込書」が届いたら開講日の２週間前までに「受講票」及び「請求書」等を発送いたします。

※「受講取消届」と「受講者変更届」も同封してあります。

l  開講日の１週間前までに、請求書記載の銀行口座へ受講料をお振込みください。

※振込手数料はご負担願います。

※受講料は消費税を含んでいます。

６      ＩＴセミナーのご受講 
l  受講票、筆記用具、その他コースで指定されたものを持参して実施会場へ開始時間までに行ってください。 

※訓練で使用する持参品等については、「受講票」で確認してください。 

l  受講者を変更する場合には、開講日の３日前（土日・祝日にあたる場合はその前日）までに、「受講者変更届」に必要事項
をご記入のうえ、ＦＡＸにてお手続きください。

※電話での受講者変更は受け付けておりません。

※訓練終了後、すべての受講者及び事業主の方に対して、コース内容に関する満足度等に関するアンケート調査へのご協
力をお願いしています。

受講取消（キャンセル）・受講者変更について

l 受講取消（キャンセル）する場合には、開講日の２週間前（土日・祝日にあたる場合はその前日）までに、「受講取消届」に
必要事項をご記入のうえ、ＦＡＸにてお手続きください。

※電話での受講取消（キャンセル）は受け付けておりません。

l 開講日の２週間前（土日・祝日にあたる場合はその前日）までのキャンセルの場合は、受講料を返金させていただきます
が、それ以降のキャンセルの場合は、受講料をご負担いただくこととなります。

※受講料を振り込んだ際に生じた金融機関への振込手数料は返金いたしませんので、ご了承ください。

２      受講申込

３      受講票・請求書の発送

４      受講票・請求書のご確認

l  同封した「受講票」及び「請求書」の記載事項に間違いがないか確認をお願いします。間違いがあれば再発行をしますの
で当センターへ連絡をお願いします。

５      受講料のご入金

受講手続きの流れ

１      電話による申込状況の確認・予約
l  TEL：0198-23-5648（予約時間：9:00～17:00）

16 
 



機構処理欄
受付Ｎｏ：
受 付 日：

※お申込みの前に、下記の事項をご確認ください。
□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。
□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。
□事業取組団体、事業取組団体が再委託した実施機関、これらの関係会社（親会社、子会社、関連会社等）の方は受講できません。
□お申込みは、本紙の必要事項をご記入の上、FAXにてお送りください。
□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。

□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。
□ＦＡＸの送り間違いには十分ご注意ください。

　　年　　　月　　　日

次の訓練について、訓練内容と受講要件を確認の上、受講を申込みます。

TEL

FAX

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

氏名 部署等 連絡先

訓練開始日 性別 年齢
就業状況

※該当に✔

例 7/31 男 26
☑　正社員
□　非正規雇用
□　その他(自営業等)

1
□　正社員
□　非正規雇用
□　その他(自営業等)

2
□　正社員
□　非正規雇用
□　その他(自営業等)

3
□　正社員
□　非正規雇用
□　その他(自営業等)

4
□　正社員
□　非正規雇用
□　その他(自営業等)

5
□　正社員
□　非正規雇用
□　その他(自営業等)

6
□　正社員
□　非正規雇用
□　その他(自営業等)

7
□　正社員
□　非正規雇用
□　その他(自営業等)

8
□　正社員
□　非正規雇用
□　その他(自営業等)

9
□　正社員
□　非正規雇用
□　その他(自営業等)

10
□　正社員
□　非正規雇用
□　その他(自営業等)

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、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。

※就業状況について：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。

（例）B02-001 （例）業務に役立つ表計算ソフトの関数の活用 花巻　太郎 はなまき　たろう

申込担当者

コース番号 コース名 受講者氏名 ふりがな

業　　種
※該当に✔

　　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

所　在　地

会社規模
※該当に✔

　　A　1～29人 　　B　30～99人 　　C　100～299人

　　D　300～499人 　　E　500～999人 　　F　1000人～

　　　　岩手支部岩手職業能力開発促進センター所長　殿

申　　込　　内　　容

企　業　名

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

ＩＴ活用力セミナー受講申込書

□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。

□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。

宛先：岩手職業能力開発促進センター　　FAX番号：０１９８－２４－４０４０

□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

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
岩手支部　岩手職業能力開発促進センター


