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独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
Japan Organization for Employment of the Elderly, Persons with Disabilities and Job Seekers

ITスキルアップセミナー
従業員の IT力を強化して生産性向上を目指す企業を応援します！
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受講者募集中！！

（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、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。　

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
岐阜支部 岐阜職業能力開発促進センター（ポリテクセンター岐阜）

当機構の保有個人情報保護方針、利用目的

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。

平成　　年　　月　　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。
□ ITスキルアップセミナーについては、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。 
□ お申込みは、本紙の必要事項をご記入の上、FAXまたはメール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。
□ 当センターにおいて、受講料納入の確認ができましたら、受講票を送付いたします。
□ 受講を取消す場合は、速やかに「受講取消届」をFAXまたはメールにてお送りください。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。

□ 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。

□ 受講者の変更が生じた場合は、速やかに「受講者変更届」をFAXまたはメールにてお送りください。
□ ＦＡＸまたはメールの送り間違いには十分ご注意ください。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構         
　　 岐阜支部  岐阜職業能力開発促進センター所長　殿

受講申込書

宛先：岐阜支部　岐阜事務所　生産性向上人材育成支援センター
FAX番号：058-266-5329  メールアドレス：gifuj-seisan@jeed.or.jp

申　　込　　内　　容

企 業 名

コース番号
K18-21-

K18-21-

K18-21-

K18-21-

K18-21-

K18-21-

K18-21-

K18-21-

コース名 訓練開始日 受講者氏名 ふりがな 性別 年齢

所 在 地

申込担当者 氏名 部署等 連絡先

T E L
F A X

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～
□  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

業 　 　 種
※該 当 に ✔
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〒500-8842　岐阜市金町 5-25  G-frontⅡ 7 階
TEL：058-265-5801  FAX：058-266-5329  E-mail：gifuj-seisan@jeed.or.jp
http://www3.jeed.or.jp/gifu/poly/biz/seisangifu.html

当センターホームページでは、各コースの詳細のほか、電子メールでの申込方法についてご案内しています。•所定の受講申込書に必要事項を記入し、申込みを行ってください。応募者多数の場合は先着順とさせていただきます。
•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（講師）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。
•申込者数が一定の人数に満たない場合は、コースを中止又は延期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。

日時

会場

内容

表計算ソフトを基本操作からレイアウトを工夫した表作成ができるよう習得する。
目的に応じたグラフの種類を選択し、効果的なグラフ作成ができるよう習得する。

【コース番号】 K18-21-B01-001 定員 15人 受講料 3,240円

表計算ソフトの業務活用
平成３１年１月１１日(金)、１８日（金）、２月１日（金）
いずれも13：00～17：00（12時間）
K-ＩＴシティー・コンソーシアム
（各務原市テクノプラザ１-１ 本館3階）
•表計算ソフト概要と基本操作
•ワークシートの活用
•グラフの作成

日時

会場

内容

日時

会場

内容

日時

会場

内容

日時

会場

内容

日時

会場

内容

日時

会場

内容

日時

会場

内容

日時

会場

内容

平成31年1月10日(木)、１６日（水）
いずれも9：30～16：00（12時間）
ユニテツクコンピュータアカデミー
（大垣市東町１-３）
•表計算ソフト概要と基本操作
•ワークシートの活用
•グラフの作成

日時

会場

内容

平成31年２月８日(金)、１５日(金)、２２日(金)
いずれも13：00～17：00（12時間）
K-ＩＴシティー・コンソーシアム
（各務原市テクノプラザ１-１ 本館3階）
•関数の応用
•関数の実務活用（ＩＦ、VLOOKUP、
　ＩＳＥＲＲＯＲ用、ROUNDUP、DATE、文字列操作等）

日時

会場

内容

平成３１年２月４日(月) 、１８日(月)
いずれも9：00～16：00（12時間）
株式会社ブイ・アール・テクノセンター
（各務原市テクノプラザ１-１ 101研修室）
•多角的データ分析
•ピボットグラフによるデータの見える化
•複数テーブルの分析

日時

会場

内容

平成31年１月２１日(月)、２８日（月）、２月４日（月）、18日（月）
いずれも9：00～12：00（12時間）
K-ＩＴシティー・コンソーシアム
（各務原市テクノプラザ１-１ 本館3階）
•ワープロソフト概要と基本操作
•ビジネス文書の作成

日時

会場

内容

平成３１年１月２２日(火)、２９日（火）
いずれも9：30～16：00（12時間）
ユニテツクコンピュータアカデミー
（大垣市東町１-３）
•ワープロソフト概要と基本操作
•ビジネス文書の作成

表計算ソフトを基本操作からレイアウトを工夫した表作成ができるよう習得する。
目的に応じたグラフの種類を選択し、効果的なグラフ作成ができるよう習得する。

【コース番号】 K18-21-B01-002 定員 15人 受講料 3,240円

表計算ソフトの業務活用

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

【コース番号】 K18-21-B04-003 定員 15人 受講料 3,240円

ピボットテーブルを活用したデータ分析

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。

【コース番号】 K18-21-B02-004 定員 15人 受講料 3,240円

業務に役立つ表計算ソフトの関数の活用

ワープロソフトの基本操作及び実務に役立つ操作方法を習得し、効果的な文書作成に
ついて習得する。
実用的なビジネスメール、ビジネス文書（報告書、議事録等）が作成について習得する。

【コース番号】 K18-21-B14-005 定員 15人 受講料 3,240円

　ビジネス文書作成術

ワープロソフトの基本操作及び実務に役立つ操作方法を習得し、効果的な文書作成に
ついて習得する。
実用的なビジネスメール、ビジネス文書（報告書、議事録等）が作成について習得する。

【コース番号】 K18-21-B14-006 定員 15人 受講料 3,240円

ビジネス文書作成術

平成３１年２月２５日（月）、２６日（火）
いずれも9：00～16：00（12時間）
株式会社ブイ・アール・テクノセンター
（各務原市テクノプラザ１-１ 101研修室）
•データベースの概要
•データベースの設計
•抽出処理（クエリ）

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
なデータベースの構築方法を習得する。

【コース番号】 K18-21-B09-007 定員 15人 受講料 3,240円

平成３１年３月４日（月）、１１日（月）
いずれも9：00～16：00（12時間）
株式会社ブイ・アール・テクノセンター
（各務原市テクノプラザ１-１ 101研修室）
•フォームの活用
•クエリの活用
•リレーションシップと参照整合性

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。

【コース番号】 K18-21-B10-008 定員 15人 受講料 3,240円

大量データ処理を活用するデータベース（基本編） 大量データ処理を活用するデータベース（応用編）

平成３１年２月１日(金) 、５日(火)
いずれも9：30～16：30（12時間）
インフォファームPC SQUARE
（岐阜市城東通3-5）
•プレゼンテーションツールの活用
•図表などのオブジェクト活用
•プレゼンテーション技法

視覚効果を活用したプレゼンテーション資料の作成について習得する。プレゼンテー
ションソフトを活用し、効果的なプレゼンテーション（発表）ができるよう習得する。

【コース番号】 K18-21-B12-009 定員 15人 受講料 3,240円

視覚効果を活用するプレゼンテーション技法

Power Point

ホームページデザイン

リスク管理Word

Excel

Access

平成３１年３月１８日(月) 、２５日(月)
いずれも9：00～16：00（12時間）
株式会社ブイ・アール・テクノセンター
（各務原市テクノプラザ１-１ 101研修室）
•目的に合わせたスライド作成
•資料提案時のポイント
•ワークシートを用いてアウトラインを組み立てる

スライドデザインの重要性を理解し、効果的な資料の作成に必要なプレゼンテーショ
ン操作ができ、 目的に応じたプレゼンテーションの組み立てについて習得する。

【コース番号】 K18-21-B13-010 定員 15人 受講料 3,240円

相手に伝わるプレゼン資料作成

平成31年２月４日(月)、５日（火）、６日（水）、７日（木）
いずれも13：00～16：00（12時間）
パソコンスクールテルン
（瑞穂市別府722-6）
•ＨＴＭＬの概要
•Webページの作成
•Webページの公開

ホームページの仕組みとＨＴＭＬによるＷｅｂページの記述方法を習得する。

【コース番号】 K18-21-B16-011 定員 15人 受講料 3,240円

ＨＴＭＬによるＷｅｂページ作成

平成31年2月4日（月）
13：30～16：30（3時間）
インフォファームPC SQUARE
 （岐阜市城東通3-5）
•脅威とインシデント
•ウイルス、マルウェア
•個人情報保護と企業でのセキュリティ対策

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習得する。

【コース番号】 K18-21-C04-013 定員 15人 受講料 2,160円

インシデントと情報セキュリティの必要性

平成３１年２月８日(金)、１２日（火）、１３日（水）、14日（木）
いずれも13：00～16：00（12時間）
パソコンスクールテルン
（瑞穂市別府722-6）
•基本レイアウト
•スタイルシート

ページスタイルのデザインについて理解し、Ｗｅｂページのデザインを意識したＣＳＳ
の記述方法を習得する。

【コース番号】 K18-21-B17-012 定員 15人 受講料 3,240円

スタイルシートを活用したＷｅｂページデザイン

　IoT、ビッグデータ、AIをはじめとする情報技術の革新が進む中、IT業界だけでなく、
あらゆる産業・業種においても、IT技術を活用した事業展開が求められています。

　ポリテクセンター岐阜では、従業員にIT技術を身に付けてもらうためのセミナーを実施します。
従業員のIT力を強化して生産性向上を目指してみませんか。

申込みに
当たっての
注意事項

従業員の IT力を強化して生産性アップ！

ITスキルアップセミナーのご案内


