
＿雪目 ∴∴∴∴∴一∴一、　　　　●「 

☆IT； た 練 �話力 めに必 です。 ��セミ 、要な �ナー ′’i �� � �● �IT技′′ 舌用力 �∴ J II �進 習 ��展 得 �に す �ヽ �！ 応する1 職業訓 　臨蕎高志轟壷 

全21コースご �闇蓋しました！ 

定員：15名

菓音音音音SSSに霊長驚喜臆臆臆臆臆 �書聖照明壁i �i　　　訓練内容　　　l �l日時l申込期限 �圏 �臆臆音韻園田言 

効率よく分析する �⑫ �表計算ソフトを活用する際、効率よく大 �7月6日（月） 　9：30－16：30 �2，000円 �㈱フォーエバー 

“ ● ● ● �ためのデータ集計 ��量のT－タを集計するための手法を習得 �【申込期限】 ��鹿児島市中央町22－16 

回 �する。 �6月25日（木）まで ��アエールプラザ2膳 

表計算ソフトの業務 �葛西困り �業務で活用するために必要となる表計 �7月8日（水） 　9：30－16：30 �2．000円 �㈱コルデーヌ 

活用 ��算ソフトの基本操作（ワークシート及 �【申込期限】 ��鹿児島市中町47 
〃…国お �びセル操作等）を習得する。 �6月29日（月）まで ��コルデーヌビル 

Al（人工知能）の 現状 �⑫ �Ai（人工知能）の概要を理解したうえ、 �7月21日（火） �2，000円 �㈱日本能率協会 
ビジネスの現場におけるAiの具体的な 活用場面等について理解する。 �9：30－12；30 【申込期限】 7月10日（金）まで ��　　覆審 コンサルティング ポリテクセンタ－鹿児島 

RPAによる業務の 自動化 �⑲ �RPA（RoboticProceSSAutomation）の概要を 理解し、RPAを活用することで業務を自動化 し、業務効率を向上できることを理解する。 �7月21日（火） 13：30へ16：30 【申込期限】 7月10日（金）まで �2．000円 �㈱日本能率協会 コンサルティング ポリテクセンター鹿児島 

ムダを発見するための業務 とデータの流れの見える化 �⑲ �町で用いられている投法を用いて、業務プロセ スとデータの流れを図示し、業務の無駄を発 見し業務改善罵言用できることを理解する。 �9月9日（水） 9：30－－16：30 【申込期限】 8月31日（月）まで �2．000円 �Iけソニックライフ ソリューションズ鯛脚 ポリテクセンター鹿児島 

表計算ソフトのマクロに �鉦覆り �表計算ソフトを活用する際、業務効率 を向上させるために必要となる定型業 �9月10日㈱、1旧（鉛 　9：30・－16：30 �3．000円 �A－Cube㈱ 

よる定型業務の自動化 ��務の自動化を実現するためのマクロの �【申込期限】 ��鹿児島市山下町12－5 
回 �作成手法を習得する。 �9月1日（火）まで ��藤崎ビル201号室 

正確iこ伝わる技術 �く四四〇 �読み手に応じて正確に内容を伝えるた �9月14日（月） 　9°30－16°30 �2，000円 �A－Cube㈱ 

文書作成のポイント ��めの技術文書を作成する際の考え方や �【申込期限】 ��鹿児島市山下町12－5 
00憂i �留意すべき点を習得する。 �9月3日（木）まで ��療崎ビル201号室 

業務に役立つ表計算 �⑫ �表計算ソフトを活用するうえで、業務 �10月7日（水） 　9°30－－16°30 �2，000円 �㈱コルデーヌ 盲 ソフトの関数の活用 ��上使用される頻度の高い関数を中I封こ �【申込期限】 ��鹿児島市中町47 

〃喜田1 �活用方法を習得する。 �9月28日（月）まで ��コルデーヌビル 

● �効率よく分析する �⑫ �表計算ソフトを活用する際、効率よく �10月8日（木） 　9●30・－16●30 �2，000円 �㈱フォーエバー 
ためのデータ集計 ��大量のデータを集計するための手法 �【申込期限】 ��鹿児島市中央町22－16 

亘 ��圃 �を習得する。 �9月29日（火）まで ��アエールプフザ2階 

業務lこ役立つ表計算 �⑫ �表計算ソフトを活用するうえで、業務 �11月11日㈱、12日は） 　9°30－16●30 �3，000円 �㈱コルデーヌ P ソフトの関数の活用 ��上使用される頻度の高い関数を中I封こ �【申込期限】 ��鹿児島市中町47 

1回 �活用方法を習得する。 �10月50日（金）まで ��コルデーヌビル 

汀を する � � � �（認知・基本操作） 
Tツノ 

！い　　」　　　　17 

ための能力を申心晴習得。 
肝を や架 � �チッフ � �（知識・応用操作） l　ヽ● 鶉を車高ほ習得。 

廓曲綺麗話脚
自ら肝を霜崩して業務遂行上の創慧工実
を行う能力を習得。

※お申込は裏面「受講申込書」に必要事項をご記入後、FAXでお申込みください。



i臆8回∃開園臆臆臆園田　　　雅探　　　帽園旺謹聴拙確固1

日難艶l
音SSSSS音○容器まま掃臆臆臆臆臆 �寡当観明暗漢 �I　　　訓練内容　　　i �日時l申込期限 �園 �臆臆漢：…葛臆携 

● �業務Iこ役立つ表計算 �⑫ �表計算ソフトを活用するうえで、業務 �8月24日（月） 　930－16°30 �2．000円 �㈱フォーエバー 
ソフトの関数の活用 ��上使用される頻度の高い関数を中Iこ高こ 　　　伯 �【申込期限】 8月13日（木）まで ��（ポリテクカレッジ川内） 護摩川内市高城町2526 

回 �活用方法を習得する。 ���iヨ：i 

業務に役立つ表計算 �1西国か �表計算ソフトを活用するうえで、業務 �9月11日（金） 　9：30－16：30 �2，000円 �㈲スカイピーシー 

● ● ● I �ソフトの関数の活用 ��上使用される頻度の高い関数を中Iいに �【申込期限】 ��鹿屋市寿7丁目1－17 

回 �活用方法を習得する。 �9月2日（水）まで 

業務は役立つ表計算 �⑫ �表計算ソフトを活用するうえで、業務 �10月13日（火） 　9°30－16°30 �2．000円 �㈱プライムワークス 

ソフトの関数の活用 ��上使用される頻度の高い関数を中高、に �【申込期限】 10月2日（金）まで ��志布志市志布志町志布志 
圃 �活用方法を習得する。 ���3－16－8 

ビジネス文書 �Q国D O国， �実用的なビジネス文書を作成するため �10月21日（水） 　9：30－16：30 �2，000円 �㈲コレハ 

作成術 ��のポイントを習得する。 �【申込期限】 10月12日（月）まで ��枕崎奇岩戸田22番地 豊留建設ビル201号 

業務Iこ役立つ表計算 �⑫ �表計算ソフトを活用するうえで、業務 �11月6日（金） 　9：30－16：30 �2．000円 �㈲パリティビット 

ソフトの関数の活用 ��上使用される頻度の晶い関数を中lいに �【申込期限】 ��奄美市名韻事町3番25号 
回 �活用方法を習得する。 �10月27日（火）まで ��須都ビル2階 

効率よく分析する ためのデータ集計 �⑫ �表計算ソフトを活用する際、効率よく �11月26日（木） �2．000円 �鹿児島憫サービス㈱ 
大量のデータを集計するための手法を �　9：30・－16：30 【申込期限】 ��霧島布団分敷板172－1 KISパソコンスクール 

回 �習得する。 �11月16日（月）まで ��国分教室 

※Ai、RPAについては、2コースを続けて受講できるよう同日（午前・午後に分け）開催としております。
iT技術の現状（トレンド）を学ぶコースとして効果的にご活用ください。

D 　㊤m ODD　DDODDm U両日二日iDoDbDOb �お問い合わせ　」 �D D �山間案臆　　　　撃雰文／館方面ニ � �dyし，iQ　tロココ ODD　ロコ：：口 端目上Ⅷ目蓋 常田田園 

ポリテクゼブラー鹿児島 鹿児島市東部元町14－3 ��∴∴　　　　　∴ 　　　　　　P 

TEL099°254－3774 FAXO99－254°3758 �� 

E－mail ��一フ点はフ●：●即時ヾ詳 　言●リンガーハット　∴∴ 
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■富丁活肋セミナーとは7　　　　」

IT新技術の理解、表計算・文書作成等のITスキ

ル、情報セキュリティなどのIT理解・活用力に関

するカリキュラムにより、企業がIT技術の進展

に対応するために必要な知識・スキルを習得す

る職業訓練です。地域のニーズを踏まえて訓練

コースを設定し、専門的知見を有する民間機関

等に委託して実施するほか、個別企業等のオー

ダーに応じて実施します。

訓練会場
民間機関篭のPC教室、企糞の自社会議室など

訓練時間数
3時間～18時間

受講料（1人あたり・税別）

2，000円～5，000円※訓練内容潮目練時間により変動

訓練分類ごとの3っの目的

～IT理解しi

世の中にどのような
iTがあり、どのような

機能・仕組みを香し、
どのような場面で活
用されているかにつ
いて理解します。

瞳寡韓繭0滴関

企業・業務の課題解決
に香織な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・表現し、課題解決
につなげるスキルを習

得します。

…、各丁倫理、〉

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
ンスの知織を習得し
ます。

主な訓練分野・コース 

看 ��曲 �国書措鑓 �� � � � � � � �・第4次産藁葺命のインパクト 

書 �請菅田精逓軸 ���田 �邁論駁】車電 ��！霜田 �田圃 ��謹曝露藍語 ��・駅PAによる業務の酷勧化 

1 �市塙却巨 ��j医電 �藍を �� � � � �楽驚喜臆臆 ��・ム夢を発見するための業務とデータの流れの見える化なと 

「効率よく分析するためのデ回夕集計 

吐 �∴一子　∴　∴ �� � � � � ��� �・HTMLIcよるWebへン作成 eデータベースソフトを活用した高度憩デi一夕処理な芭 

eネット炎上とSNSの危険性 　　　　　　　！‾ 
：∴∴三言 ���読 � �　　重義 態運凝議＿ ��茎葉 �饗蒸 ��：∴ ∴ 

罷義襲襲姦　‾＿－ ��� � � �・社内ネットワークの情報甘辛ユリティ対策な珪 

汀を用いて入 するための能 �（認知・基本操作） 力を中心とした業務を遂行 力を車高評言習得。 
く五四日D（知識・応用操作） 

汀を用いて加重e義視を中心とした能力 
や難議を申溝は営繕。 

軽重垂西田鯨磨海尉
自ら肝葱漕崩して業務遂行上の創憲豊実
を待う能力を習得。

護案園田誓 �業単位で従業員lこ訓練を受けさせたい」とし �た場合tこlよ！〃　　】 

企業がT技術の進展に対応するために必要な知識・スキルを習得するため、支援メニュー（カリキュラム内

容）の中からを選択して取組みます。

※企業単位で訓練を実施したい場合は、事前に生産性向上人材育成支援センターにご相談ください。
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