
・４月１６日（木），５月１４日（木）,５月２８日（木）いずれも１０時～（１時間程度） 会場 株式会社プライムワークス 

※上記以外でも，訓練内容の詳細について知りたい，訓練会場を見学したい，という方は 

個別に対応させていただきますので、お気軽に株式会社プライムワークスまで 

電話にてお問い合わせください。問い合わせ先 Tel：099-472-5020  URL：www1.odn.ne.jp/~aaa13850 
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科  目 内         容 時間 

 

 

学 

 

 

 

 

科 

 

パソコン基礎知識 

職業能力基礎知識 

 

安全衛生基礎知識 

ネットワーク基礎知識 

 

就職支援 

･パソコンの仕組みと基本構成、各装置の役割、ハードウェアの連携理解 

・職業人に必要なビジネススキルを身につける （職業意識見直し、適性理解、コミュニケーションスキルとチームワーク理解、仕事に

おける諸問題解決技法、ビジネス・時事問題や社会・経済動向の理解） 

･VDT 症候群の予防知識、安全衛生環境理解 （メンタルヘルス理解と対策、作業・健康管理の基礎知識） 

･インターネット、メールの活用法 （インターネット、電子メールの実践的活用法、アプリの基礎知識ネットのマナーと規制、セキュリティ

対策知識、ネットの技術動向） 

・就職活動の準備の仕方と進め方 （就職に向けた自己の分析と理解、他者の活動との比較、今後の方針検討《グループワークに

よる相互活動》、求人情報検索法、求人票の見方、応募書類《履歴書・職務経歴書・添え状》、記入法、雇用情勢の理解とマッ

チング方法、採用につながる面接の受け方と留意点、キャリアプランシート・ジョブカード作成《個人面談支援》） 
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パソコン基本操作 

 

ビジネス文書作成活用 

 

 

表計算データ処理活用 

 

 

タブレット活用 

 

ビジネスマナー活用 

 

リテールマーケティング実務 

 

プレゼンテーション活用 

 

 

検定対策 

・Windows 基本操作 【Windows10】  

（アプリケーションの起動・終了、タイピング、マウス・キーボード操作、OS 機器の活用、ファイル操作と管理）  

･ビジネス文書作成の要点理解と実務的文書作成 【Word2013】 

（文字入力、書式設定、表作成、文書の編集と校正、印刷形式設定、文書の保存、図形・写真の利用と装飾、文書の検索・置

換、PDF ファイルの操作）  

･表計算ソフト理解と実務的管理表作成法 【Excel2013】 

（データ入力、書式設定、表作成、数式の入力、データの印刷設定、複数シートの操作、グラフ作成、データベース機能利用、各

種関数の利用、データの編集と校正）  

･タブレットの基本操作、クラウドサービス活用法 【Android4.2 InternetExplorer Outlook】 

（クラウド活用のデータ管理・共有の実務 Wi-Fi基礎、SNS 活用事例）  

・職業人に求められるビジネスマナーの習得 （会社の仕組みと人間関系・心構え、敬語と言葉遣いの理解、来客対応、名刺交換、

電話・クレーム対応、訪問の方法 ≪各ロールプレイング実施≫） 

･小売業・流通業の基礎知識、マーケティング、販売・接客技術 （小売業の役割、商品別流通経路知識、商品計画と構成、商

品・在庫管理、顧客心理と接客・販売技術、効果的ディスプレイ方法、商品・販売関連法律、マーケティングの各種技法、販売・

経営管理、利益計算 《演習課題実施》、接客マナー《ロールプレイング実施》） 

･プレゼンテーション作成技法 【PowerPoint2013】  

（書式設定、構成変更、表・グラフ挿入、特殊効果、図形・グラフィック挿入、印刷設定、プレゼンテーションの目的と流れの理解…

情報収集・情報整理・配布資料作成・発表方法、プレゼンテーション実施と実務での利用方法）  

・ＣＳ検定、販売士検定、ビジネス実務マナー検定の対策 
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                                           総訓練時間 340時間（学科 76時間，実技 264時間） 

鹿児島県公共職業訓練受講生募集 鹿児島県立鹿屋高等技術専門校 

就職に活かせる  

パソコン･ビジネス科 K① 
検定試験 ･コンピューターサービス技能評価試験3級 

＜任意受験＞･Microsoft Office Specialist試験、 

      ･リテールマーケティング(販売士)検定 3級 

･ビジネス実務マナー検定3級 

 

 

検定受験料 

（裏面参照） 

主要な機械設備  

･パソコン一式（インターネット設備を含む） 

･タブレット・ワープロソフト、メールソフト 

･表計算ソフト、プレゼンテーションソフト 

・教示用装置（マイク・プロジェクターシステムを含む） 

 

＜受講料無料＞ 

＜必要経費＞ 

受講期間中の受講料は無料です。 但し，テキスト代金

等および職業訓練生総合保険（任意加入）等は自己負

担となります。    （裏面参照） 

募集期間：令和 2年４月１日（水）～令和 2年６月４日（木） 
       ※上記，期間内に事前説明会および無料体験実施! 

  

 

訓練会場 株式会社プライムワークス 
       志布志市志布志町志布志 3丁目 16-8 Tel:099-472-5020 

募集定員 24名  

訓練期間 令和２年６月 19日（金）～９月 18日（金） 

        ※原則，土，日，祝日休講（盆休み 8/13～8/16）                                              

訓練時間 午前９時３０分～午後４時３０分【※パソコン時間外使用可】 

 

パソコンができる方…どこまでできたらいいの？ 

再就職に向けてスキルアップ! 

最少定員が 10 名以下の場合，訓練を中止する場合があります。 

  

・教室入口に除菌用スプレーを準備しております。ご自由にご利用ください。 

・教室内におきましては、机やドアノブなど、人の触れる機会が多い場所は、消毒用スプレーにて除菌作業をしております。 

・教室での授業は、可能な限り、隣の方と十分な間隔を空けて受けていただけるようにいたします。 

・窓や扉を定期的に開けて、空気の入れ替えを行います。 

・マスクについては各自、ご準備くださいますようお願いいたします。 

 無料体験実施! 
事前にプライムワークスーへ 

お問い合わせください 

 

事前説明会の

御案内 

 

…裏面に続きます 

 



【訓練目標】 

ビジネスに必要な効率的かつ実践的なワード・エクセル・パワーポイント

等のパソコン操作能力と知識を習得し、ビジネスマナー活用、リテール

マーケティング実務を通し、職業人に欠かせないビジネススキル、プレ

ゼンテーション・コミュニケーション等のヒューマンスキルを習得・向上

し、企業に求められる人材に必要な能力を身につける。 

【仕上がり像】 

パソコン・周辺機器及び各種ソフトを効率よく、実践的に操作することが

でき、プレゼンテーション技法やビジネスマナー、コミュニケーションスキ

ル、ビジネススキル、リテールマーケティング等の知識やスキルを積極

的に活用し、企業に貢献できる人材を目指す。 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

●必要経費 ・テキスト代金１３，６４０円， 職業訓練生総合保険〈任意〉３，０００円 

 

 

・コンピュータサービス技能評価試験 3級（ワープロ・表計算） 受験料各 5,350円（税込） 

・Microsoft Office Specialist試験 (Word・Excel部門)  受験料各 10,780円（税込） 

・リテールマーケティング(販売士)検定 3級 4,200円 （税込） 

・ビジネス実務マナー検定 3級 2,800円 （税込） 

※上記以外での検定につきましてはプライムワークスへご相談ください。 

 

 

 

 

【応募資格】 雇用保険の受給資格者または雇用保険の受給資格がなくても，ハローワークに求職申し込みをして公共職業

安定所長の職業訓練受講推薦等が受けられる方。 

※ただし，選考については，雇用保険受給者資格の方で受講指示を受けることができる方を優先します。 

【応募方法】 応募者は入校願書に必要事項を記入し，写真の添付のうえ管轄のハローワーク窓口に直接ご本人が提出してく

ださい。（※写真：縦4cm×横 3cm，６か月以内に撮影したもの） 

その他の詳細はハローワークでご確認ください。 

 

選考試験 令和 2年６月１２日（金） 
受付時間 午前 8時 30分～ 案内・説明 午前 8時 50分～ 

選考内容 国語，数学，面接 

筆記試験 午前９時～（50分） 面接 午前 10時～ 

筆記用具（鉛筆，消しゴム）をご持参ください。 

試験会場 鹿児島県立鹿屋高等技術専門校 

筆記試験 午前９時～（50分） 面接 午前 10時～ 

選考当日，諸般の都合により受験できない場合は，速やかに当校までご連絡ください。 

また，受講申し込み後，試験についての案内は，あらためて行いませんのでご注意ください。 

 

【お問い合わせ先】 鹿児島県立鹿屋高等技術専門校 Tel：0994-44-8674 

          鹿屋公共職業安定所 Tel:0994-42-4135 大隅公共職業安定所 099-482-1265 

◆受講者の個人情報については，公共職業訓練に係る業務に使用し，訓練受託機関・施設へも提供します。 

◆訓練修了後は，就職先等の報告が義務付けられます。また，修了者の就職状況を把握するため，就職先，ハローワークなどに確認を行うことがあります。 

◆提出された入校願書は返却できませんのでご了承ください。 

★検定受験〈任意〉 

使用パソコン： Windows 10   

・訓練で使用ソフト（種類とバージョン） 

Word2013  Excel2013 PowerPoint2013 Android4.2，InternetExplorer Outlook 

tel:0994-42-4135


～就職に活かせる パソコン･ビジネス科Ｋ①の受講をお薦めする理由～ 
 

◆『就職に活かせる パソコン・ビジネス科Ｋ①』の訓練を受講することによって、求職活

動における職種選択の幅を広げることができます。これまで経験された分野と異なる職種へ

の就職を希望される方は、是非ともご応募ください。また従来の職種へ、パソコンその他の

職業能力を総合的にスキルアップして戻りたいという方にも最適な訓練となっております。

求人票の応募条件に記載されている一般的パソコンスキルの項目は、この訓練内容で全て充

たすことができます。 

 
◆リテールマーケティング（販売士）検定試験は、販売技術、接客技術、在庫管理やマーケ

ティング、労務・経営管理など、幅広く、実践的な専門知識を身につけることができる「流

通・小売分野で唯一の公的資格」と言われています。流通業(小売業・卸売業)はもちろん、

流通業以外の業種に従事する方、就職活動を控えた学生など様々な職業の方が受験していま

す。3 級では、ビジネスに欠かせないスキルや知識も多く盛り込まれており、身につけた知

識は、業種を問わず多方面で活かすことができ、仕事や就転職にも役立てることができます。 

 

◆就職活動に必要な各種書類の書き方や面接時の技法を、専門の資格を持ったスタッフが就

職支援としてサポートします。履歴書・職務経歴書の作成から、就職関連情報の提供、面接

にも関係するビジネスマナーまで、具体的な実例を踏まえ実践的にご案内します。プライム

ワークスは高い就職率実績を持っています。当施設の訓練受講によって、就職活動をより効

果的・効率的に行い、確実に再就職に近づくことができます。 

 

◆『就職に活かせる パソコン・ビジネス科Ｋ①』の訓練は、職業能力開発促進法に基づい

た公共職業訓練です。このような本格的な公的訓練の受講履歴があることは、能力評価だけ

ではなく自己啓発意識を持った人材として、企業からも高い評価を受けます。下記の資格取

得も含めて、訓練受講そのものが職業人生の大きな資産となります。費用負担の面からも、

他にはない有利なキャリアアップの機会ですので、是非ご応募ください。 

 

～応募にあたってよくあるご質問（Ｑ＆Ａ）～ 

Ｑ１・パソコンはある程度使えます。訓練を受講する必要があるでしょうか 

 受講生の中には、学生時代にパソコンの資格を保有している方や、会社で使用経験の

 ある方も多くいらっしゃいます。現在の新しいオフィスソフトに対応する目的や、特

 定の職種の限られた処理ではなく、汎用性のある実践的な使い方にレベルアップする

 ために受講されています。また『就職に活かせる パソコン・ビジネス科Ｋ①』の訓

 練は、販売管理知識や、タブレットやクラウドを活用した業務管理、ビジネスマナー、

 コミュニケーションスキルなど幅広い職種での就職が可能なカリキュラム内容になっ

 ています。パソコン操作以外にも、現在必要とされる職業能力を総合的に向上させる

 ための訓練とお考え下さい。 

 

Ｑ２・パソコン操作は初心者ですが、受講しても大丈夫でしょうか 

 パソコン操作の初歩から基礎編、応用編と進み、実務で活用できるレベルまで段階的

 にカリキュラム内容が組まれています。各段階で分かり易い教材を使用し、細かく説

 明を行います。初心者の方でも訓練修了時には、実践的なパソコン操作が可能な状態

 までスキルアップ出来ますので、安心して受講してください。また高齢の方であって

 も、積極的に再就職に向けて訓練に応募されています。 



Ｑ３・資格取得について教えて下さい 

 『就職に活かせる パソコン・ビジネス科Ｋ①』の訓練内容は、募集案内に記載の各

 種試験に対応しています。 

 各試験の実施要項や受験対策・勉強法等も詳しくご案内しますので、資格取得を目指

 される方は積極的にご応募ください。またＣＳ試験（コンピュータサービス技能試験）

 のワープロ部門・表計算部門３級は、訓練期間中に当施設内にて受験できますので、

 パソコン関連の資格取得に効果的です。なお資格取得は希望者の任意受験ですので、

 訓練内容の活用法はご自由に判断していただけます。 

 

Ｑ４・応募にあたって、選考試験が不安です 

 ・選考試験は，筆記試験と面接です。 

 ・筆記試験…科目は国語と数学です。内容は漢字の読み書きや加減剰余といった基本

  的な問題や中学校卒業程度の学力を必要とする難易度となっています。 

 ・面接…約１０分程度です。訓練及び再就職に関する考えや熱意が問われます。 

 選考試験会場は「鹿児島県立鹿屋高等技術専門校」です。カーナビの利用や、事前の

 会場確認で時間の余裕を持つことをお勧めします。 

 

Ｑ５・訓練の途中で就職が決まった場合はどうなりますか 

 訓練期間中に就職が決まり、修了日前に就業開始になる受講生もいらっしゃいます。

 その場合、出席日数により就職退校もしくは繰上修了の手続きとなります。応募段階

 で未就職状態でしたら、就職活動を意識しつつ訓練でのスキルアップをお勧めします。 

 

Ｑ６・人付き合いが苦手で周りの受講生と上手くやっていけるか心配です 

 職業訓練は、様々な年齢や職業経験をもった方と過ごす貴重な体験となります。パソ

 コン等のスキルと同様に、対人関係のコミュニケーションスキルも重要な職業能力で

 す。それは日々訓練を受講され、仲間と過ごす中で自然と身に付く部分も多いと思い

 ます。先ずは少し苦手な部分も「やってみよう」という気持ちで今回の訓練を利用し

 て、変化を期待していただけたらと思います。 

 

Ｑ７・訓練施設（プライムワークス）はどんなところですか 

 志布志アピアと鉄道公園近くの、丸い建物の２階が訓練施設です。明るくて広々とし

 た教室内のレイアウトで機器を整えていますので、ストレスなく受講していただけま

 す。駐車場も完備しております。施設見学・訓練案内を行っておりますので、お気軽

 にお問い合わせ下さい。 

 

株式会社プライムワークス ＴＥＬ：０９９－４７２－５０２０ 

 

      

＜ 駐車場 ＞ 

 

＜ 教室 ＞ 

 


