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主催：独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

ポリテクセンター長崎 生産性向上人材育成支援センター

ポリテク長崎

持参品 筆記用具

お問い
合わせ

コース
内容

１．データ集計
（検索、並び替え、抽出条件設定等）
２．データ集計に役立つ機能
（複数のワークシート集計、

ピボットテーブル機能等）

時 間 ９時３０分～１６時３０分（昼休憩６０分）

Excelの基礎操作ができ、データベースの基本を学びたい方

Ｉ Ｔ 用 力 セ ミ ナ ー の ご 案 内活

表計算ソフト（Excel）を活用して、
効率よく大量のデータを集計するため
の手法を習得します。データベース機
能を理解しておけば、さまざまな視点
からデータの集計・分析を早く簡単に
行うことができます。データ集計の基
礎を身につけて作業効率を上げたい方
におすすめです。

11月28日（土）
令和２年

【申込期限】 １１月１８日（水）

コース№ ⑪

対象者

【会場】有限会社佐世保情報アカデミー
佐世保駅前教室（佐世保市三浦町1-15ＮＳビル3階）

【講師】 有限会社佐世保情報アカデミー
インストラクター 藤山 沙耶香 氏

15年以上の講師経験を持ち、パソコンを

活用した「業務効率化」につながるノウハ
ウを分かりやすくお伝えします。一般的な
テキストにも載っていない効率の良い操作
方法も伝授します。

受講料

2,200円
（税込）

効率よく分析するための
データ集計

※使用ソフト：Windows10、Excel2016

【定員】１０名

佐世保会場

12月１日（火）

令和２年

【申込期限】 １１月１８日（水）

コース№ ⑩
長崎会場

【会場】 長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社
（長崎市淵町２－２５）駐車場あり

【講師】 長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社
草原 津代子 氏
大量のデータの集計に手を焼いてい
らっしゃいませんか？Excelにはデータ集

計のための便利な機能が沢山あります。
業務の効率化に役立つ集計・分析機能
を習得しましょう。

【定員】１５名



FAX 0957－35－4723 ※送り間違いにご注意ください

ポリテクセンター長崎 生産性センター業務課 行 受講申込書

効率よく分析するためのデータ集計

企業名
ＴＥＬ

ＦＡＸ

所在地 〒

会社規模
（該当に☑）

□A ～２９人 □Ｂ ～９９人 □Ｃ ～２９９人 □Ｄ ～４９９人 □Ｅ ～９９９人 □Ｆ １０００人～

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

申込担当者

部署等 氏名（ふりがな） セミナーを何で知りましたか？〈複数回答可〉
□当センターからのご案内・メール等
□当センターホームページ
□各商工会議所・商工会等の会報折込
□その他（ ）

ふりがな

受講者名 性別 年齢 就業状況（※６） 希望日

□男
□女

□ 正社員
□ 非正規雇用
□ その他（自営業等）

□ ＩＴ⑩ １２/ １ （長 崎）
□ ＩＴ⑪ １１/ ２８ （佐世保）

□男
□女

□ 正社員
□ 非正規雇用
□ その他（自営業等）

□ ＩＴ⑩ １２/ １ （長 崎）
□ ＩＴ⑪ １１/ ２８ （佐世保）

□男
□女

□ 正社員
□ 非正規雇用
□ その他（自営業等）

□ ＩＴ⑩ １２/ １ （長 崎）
□ ＩＴ⑪ １１/ ２８ （佐世保）

□男
□女

□ 正社員
□ 非正規雇用
□ その他（自営業等）

□ ＩＴ⑩ １２/ １ （長 崎）
□ ＩＴ⑪ １１/ ２８ （佐世保）

□男
□女

□ 正社員
□ 非正規雇用
□ その他（自営業等）

□ ＩＴ⑩ １２/ １ （長 崎）
□ ＩＴ⑪ １１/ ２８ （佐世保）

【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、フォローアップ事業に利用させていただきます。

受付日 確認日〈機
構
処
理
欄
〉

カリキュラム内容や実施日（平日・休日）等、個
別企業のニーズやご要望に対応しオーダー型
（受講者６名以上）のセミナーでの受講も可能
です。詳しくは当センターまでご相談ください。

生産性向上人材育成支援センター
TEL ０９５７－３５－４７２６

オーダー型セミナーのご紹介

※１ 実施機関（講師を担当する企業）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。
※２ 応募者多数の場合は先着順とさせていただきます。
※３ 応募締切時で応募者が６名を下回る場合はコースを中止又は延期させていただく場合があります。
※４ キャンセル・受講者変更がありましたら、お早めにご連絡ください。
※５ 受講料振込期日（キャンセル期日）を過ぎてからキャンセルのお申し出があった場合は、受講料を全額ご負担いただきます。
※６ 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。
※７ 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。

注意事項

ＦＡＸで
お申込み

当センターより
確認電話

受講料の
請求書送付

セミナー受講

申込書にご記入後
ＦＡＸで送信を
お願いします

申込内容について
当センターより

確認電話をいたします

請求書の指定期日まで
にお振込をお願いします

直接会場に
お越しください

※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。申込手続きの流れ

IT⑩長 崎【開催日１２/ １（キャンセル期日１１/２５） 】K０２０
IT⑪佐世保 【開催日１１/２８（キャンセル期日１１/２５ ）】K０２１


