個別指導パソコン講座

学習の流れ①

201704 版

お客様のお使いのパソコン、ソフトウェアのバージョンに合わせて、テキストをご用意させて頂きますので、講師にご相談ください。
その他の学習内容をご希望の場合、担当講師に直接、ご相談ください。

はじめての方

プライベートで楽しみたい方向けの講座

パソコン入門講座

デジタルカメラ講座

はがき作成講座

電源の入れ方、マウスの使い

写真の取り込み、画像編集、

筆ぐるめ、筆王、筆まめ等の

方、文字入力の基本、ウィンド

写真の仕分け、アルバム作成、

ソフトウェアで年賀状、暑中見

ウ操作等の基礎を学習します。

チラシ作成を学習できます。

舞いの作成方法を学習できます

講座 No.A-1

講座 No.B-1

テキスト代 1,296 円

テキスト代 2,160 円

スマホ、iPad 入門講座

文字入力に慣れよう！講座

スマートフォンや iPad（タブ

ひらがな、カタカナ、漢字、

レット端末）の使い方を基礎か

数字、英字や文章入力に慣れる

ら学習できます。

ための演習を行います。

講座 No.B-３

講座 No.A-２

講座 No.B-２

テキスト代 1,080 円

その他の学習可能講座
・フェイスブック入門講座
・ブログ作成講座
・ツイッター入門講座
・ホームページ作成講座等、ご相談ください

テキスト代は、機種により異なります

テキスト代 840 円

インターネット入門講座

初心者向けのワード、エクセル講座

生活に役立つ情報や知りたい

ワード講座（入門編）

ワード講座（チャレンジ編）

情報の検索方法、便利なサービ

はじめて Word（ワード）を学

誕生日カード、連絡網、名刺、

スの使い方を学習します。

習する方向け講座です。文書作

ちらし作成、文書作成の基本、

成方法を学習できます。

活用方法を学習できます。

講座 No.A-３

テキスト代 1,296 円

電子メールの使い方講座

講座 No.C-1

テキスト代 1,404 円

講座 No.C-２

テキスト代 1,404 円

メールの作成、送信、受信、返

エクセル講座（入門編）

エクセル講座（チャレンジ編）

信方法、アドレス帳の使い方に

はじめて Excel（エクセル）を

出席簿、住所録、収支管理表な

ついて学習します。

学習する方向けの講座です。表

どの表作成の基本、活用方法を

作成の基本を学習できます。

学習できます。

講座 No.C-３

講座 No.C-４

講座 No.A-４

テキスト代 2,376 円
４

テキスト代 1,404 円

テキスト代 1,404 円
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学習の流れ②

お客様のお使いのパソコン、ソフトウェアのバージョンに合わせて、テキストをご用意させて頂きますので、講師にご相談ください。
その他の学習内容をご希望の場合、担当講師に直接、ご相談ください。

プライベートでより活用したい方向けの講座
ホームページ制作講座

ツイッター入門講座

スマホアプリを楽しもう！

会社もしくはプライベートの

日頃の出来事や広めたい情報

スマホをより活用するための

ホームページ作成方法を学習

をつぶやいて、情報を発信する

おすすめアプリをお客様スマホ

できます。

ことができます。

にインストールして楽しみます。

講座 No.D-１

テキスト代 2,700 円
４

テキスト代 1,706 円

講座 No.D-２
４

テキスト代 1,490 円

講座 No.D-３
４

ブログ作成講座

LINE（ライン）入門講座

アフィリエイト入門講座

日頃の出来事を文章と写真を

スマホで友人とメール感覚で

インターネット上にブログを

入れて情報発信するための方

やり取りできるトークの使い

公開して副収入を得るための

法を学習できます。

方、電話等を学習できます。

方法を学ぶことができます。

テキスト代 1,106 円

講座 No.D-４

テキスト代 1,598 円

講座 No.D-５
４

４

テキスト代 1,706 円

講座 No.D-６
４

Word（ワード）
、Excel（エクセル）基礎、応用
講座
ワード基礎講座

ワード応用講座

ワードビジネス活用講座

基本的な文書作成、表やイラス

写真入りの見栄えの良い文書

ビジネスで活用するための

ト、写真、図形入りの文書の作

作成、長文作成、Excel の表を

様々なワードの使い方を学習

成の基本を学習できます。

挿入する方法を学習できます。

することができます。

講座 No.E-１

講座 No.E-２

テキスト代 2,160 円
４

テキスト代 2,160 円

講座 No.E-３

テキスト代 2,808 円
４

４

エクセル基礎講座

エクセル応用講座

エクセルビジネス活用講座

表作成、数式や基本的な関数の

応用的な関数、複合グラフ、デ

ビジネスで活用するための

挿入方法、グラフ、データベー

ータベース、ピボットテーブル

様々な関数の使い方を学習す

スの基本を学習できます。

の活用方法を学習できます。

ることができます。

講座 No.E-５

講座 No.E-６

テキスト代 2,160 円

講座 No.E-４
４

テキスト代 2,160 円
４

テキスト代 2,484 円
４
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学習の流れ③

お客様のお使いのパソコン、ソフトウェアのバージョンに合わせて、テキストをご用意させて頂きますので、講師にご相談ください。
その他の学習内容をご希望の場合、担当講師に直接、ご相談ください。

プライベートでより活用したい方向けの講座
インターネットショッピング

アルバム作成講座

オークション入札、出品講座

インターネットでお買い物す

ワードを使って、写真を挿入し

欲しい商品をオークションで

るための方法を学習すること

たアルバムを作成することが

落札したり、出品する方法を学

ができます。

できます。

習することができます。

講座 No.F-１

テキスト代 1,296 円
４

講座 No.F-２

テキスト代 2,160 円
４

講座 No.F-３

テキスト代 1,598 円
４

自分史を作ろう！講座

名刺・ラベル作成講座

ロボットプログラミング講座

ワードを使って、自分の歴史を

ワードを使って、自分だけのオ

ロボットをプログラムで動か

文章、写真を挿入して、作成す

リジナルの名刺やラベルを作

すための仕組みを学習できま

ることができます。

成することができます。

す。小学 3 年～6 年生向け

テキスト代 2,160 円

講座 No.F-４

テキスト代 1,404 円

講座 No.F-５
４

４

ロボット教材費 21,600 円

講座 No.F-６
４

Excel（エクセル）、Powerpoint（パワーポイント）、Access（アクセス）基礎、応用講座
パワーポイント基礎講座

パワーポイント応用講座

パワーポイントビジネス活用

プレゼンテーション資料の作

写真や図、イラストを挿入して

スマートアートや図形を使用

成の基本、パワーポイントの基

見やすいプレゼン資料を作成

した図解の作成方法やパワポ

本操作を学習できます。

する応用方法を学習できます。

の活用方法を学習できます。

講座 No.G-２

講座 No.G-３

講座 No.G-１

テキスト代 2,160 円
４

テキスト代 2,160 円
４

テキスト代 2,484 円
４

エクセル VBA・マクロ講座

アクセス基礎講座

アクセス応用講座

エクセルの応用的な使い方と

データベースの基本的な作成

データベースをより活用する

して VBA やマクロの基本を学

方法（テーブル、クエリ、フォ

ための応用方法を学習できま

習することができます。

ーム、レポート）を学習します。

す。

講座 No.G-５

講座 No.G-６

講座 No.G-４

テキスト代 2,808 円
４

テキスト代 2,160 円
４

テキスト代 2,160 円
４
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学習の流れ④

お客様のお使いのパソコン、ソフトウェアのバージョンに合わせて、テキストをご用意させて頂きますので、講師にご相談ください。
その他の学習内容をご希望の場合、担当講師に直接、ご相談ください。

デザイン系のソフトウェアを学習したい方向けの講座
イラストレーター入門講座

イラストレーター基礎講座

準備中

イラストレーターの基本操作、

ペジェ曲線や図形の作成方法、

準備出来次第、ご案内致します

イラスト作成の基本を、例題を

印刷物の入稿方法を例題を参

作成しながら学習します。

考にしながら学習します。

講座 No.H-１

講座 No.H-２

テキスト代 2,030 円
４

テキスト代 2,376 円
４

講座 No.H-５

テキスト代
４

フォトショップ入門講座

フォトショップ基礎講座

準備中

フォトショップの基本操作、

フォトショップでの写真編集、

準備出来次第、ご案内致します

写真加工に基本を、例題を

加工方法のテクニックを学習

作成しながら学習します。

します。

テキスト代 2,030 円

講座 No.H-３

テキスト代 2,376 円

講座 No.H-４

テキスト代

講座 No.H-６

４

４

円

円

４

ホームページを作成したい方向けの講座
ワードプレス入門

講座

ワードプレス

HP 制作講座

Jimdo（ジンドゥー）入門講座

ブラウザを使用してホームペ

ワードプレスにてお客様のホ

無料で使用できる Jimdo にて

ージを作成できるワードプレ

ームページを講師と一緒に制

ホームページを作成すること

スの基礎を学習します。

作します。

ができます。

講座 No.J-１

テキスト代 1,706 円
４

講座 No.J-２

テキスト代 1,706 円
４

講座 No.J-５

テキスト代 1,922 円
４

ホームページビルダー基礎講座

ホームページビルダーHP 制作

YouTube 動画作成講座

ホームページビルダーの基本

ホームページビルダーを使用

ホームページビルダーを使用

操作を学習し、ホームページ制

してお客様のホームページを

してお客様のホームページを

作の基本を学習します。

講師と一緒に制作します。

講師と一緒に制作します。

テキスト代 2,700 円

講座 No.J-３
４

テキスト代 2,700 円

講座 No.J-４
４

テキスト代

講座 No.H-６
４

円

