
月曜２限（補講可） ・ 随時（利用者日程表に記入し職員と調整）開催日

ビジネスマナー（初級）プログラム名

面接・採用選考対応、入社前準備、初出社、周りの方への
接し方、初歩の報連相の重要性を理解し社会人生活を学ぶ

ねらい

始めて社会に出る方が、出社先で会話・ふるまいに困らな
いスキルを身につける

着地点

・テキストのレジュメにそって職員による読上げを聞き、
重要な部分の反復読み合わせで理解を深める

・実際のシーンを想像しながら、やっていいこと、慎むべ
きことを理解する

・解りにくい内容は参考資料を見ながら理解をすすめてゆ
く

演習内容

個人 ・ ペア ・ グループワーク形態



ビジネスマナー（中級）プログラム名

勤務先で起こり得るシーンを想定し、その場に則した会話
や行動から、円滑な人間関係やTPOを学ぶ

ねらい

社会人としての自覚と、自信をもって社会に出られるスキ
ルを身につける

着地点

・オリジナルテキストに設定した質問について考える
・模範解答を読み合わせ、シーンの状況や会話の内容を
理解する

・参考資料から勤務先の決り事や事業展開を理解する演習内容

個人 ・ ペア ・ グループワーク形態

金曜2限（補講可） ・ 随時（利用者日程表に記入し職員と調整）開催日



ジョブパスプログラム名

自らの職業観や就労観を築きながら学ぶ
ねらい

将来、職業人として適応するための知識を身につける
着地点

・ビジネスの常識・基礎的なコミュニケーション
・情報の利用と活用
・仕事の実践とビジネスツールの活用
・上記の講義を聞いた後、演習問題を解く
・演習問題の正誤確認と振り返り

演習内容

個人 ・ ペア ・ グループワーク形態

木曜４限（補講可） ・ 随時（利用者日程表に記入し職員と調整）開催日



キャリアデザイン Ⅰ～Ⅲプログラム名

キャリアの考え方を知ることで、就職後の自分のキャリア
を考えるきっかけを学ぶ

ねらい

・キャリアについての理論を理解する
・自己PRに生かす、自己分析を行う

着地点

・テキストⅠ～Ⅲを使用し進める
・グループワーク形式で進める
・発言力とともに、他者の意見をよく聞き、理解し、
否定せず、受け止める力を養うトレーニングを行う演習内容

個人 ・ ペア ・ グループワーク形態

金曜３限（補講可） ・ 随時（利用者日程表に記入し職員と調整）開催日



電話応対プログラム名

電話の対応事例を通して、電話への抵抗を無くす
ねらい

電話での言葉づかいに慣れ、就業先での取次ぎが出来る
着地点

・毎回最初に、基本フレーズを声を出して話すことで、
基本的な言い方に慣れる

・あらかじめ想定した配役にそって、毎回異なる場面設定
での受け答えを個々に考える

・個々に考えた、状況に応じた受け答えを発表し、状況に
相応しいかを確認し合う

・

演習内容

火曜４限（補講可） ・ 随時（利用者日程表に記入し職員と調整）開催日

個人 ・ ペア ・ グループワーク形態



接遇講座プログラム名

職場での他者との良好な人間関係を築くために必要な対人
関係のスキルを獲得する

ねらい

いきいきとした話し方、明るく親しみやすい接し方、
丁寧な所作、相手が笑顔になる対応などを身につける

着地点

・接遇検定2級・3級のテキストを使用
・様々な職場を想定し、対人関係スキルを学ぶ
・サービススタッフの資質、専門知識、一般知識、
対人技能、実務技能などを順に学んでゆく演習内容

木曜２限（補講可） ・ 随時（利用者日程表に記入し職員と調整）開催日

個人 ・ ペア ・ グループワーク形態



タイピングセミナープログラム名

初心者から上級者まで、自己流の癖を直す、苦手感の克服、
「もっと早く」への挑戦等、夫々の目標設定で幅広く学ぶ

ねらい

正確なキー入力やスピードアップにより、指に覚えさせ、
画面を見ないでのタッチタイピングをマスターする

着地点

・ホームポジションを意識した基礎的なタッチタイピング
・タイピングサイトを使い、課題の順に沿ってテンキー
から長文まで繰り返し練習する

・タイピング練習ゲームでさらなるスピードアップ
・腕試しとして、月に一度のレベルチェック

演習内容

個人 ・ ペア ・ グループワーク形態

曜 限（補講可） ・ 随時（利用者日程表に記入し職員と調整）開催日

学習日 平成 31 年 3 月 15 日 

氏  名  様 

タイピングセミナー㉝ 
                                                                                  

練習してもなかなか上達しないスランプなあなたに。  

練習してもスコアがなかなか上がらずにイライラ・・・そんなときってありますよね。  

そんな人のためのタイピング練習です。  

応援しています。頑張ってください。  

制限時間はないので、自分のペースで頑張ってください。  

練習した分だけ速くなります。 理想の自分を想像して頑張りましょう。 焦らず頑張りましょう。  

頭ではなく、指におぼえさせる感覚で。 画面を見たまま、首を動かさないようにしましょう。  

 

指の運動 脳を活性化する指の運動です。タイピングの練習をする前にやってみましょう。 

★指を１本ずつ曲げ伸ばし１本１本ゆっくり確実に行うと効果的。                                 

                          ★親指を中に入れギューッと握り締め、指が反るほど思い切り手を 

パーに開きます。 

                          ★両手指を組んで手首をぐるぐる回します。                                                                                                                                                               

やってみよう（テンキーの指はマスターしましたか？） 

 「テンキー」は指が光りませんので、下のホームポジション図で指の確認を 

してからタイピングを始めましょう。 

 「スタディ」や「ビジネス」はディスプレイに、適切な指が色で表示されます。    

指示された通りの指でキーを打つように心がけながら練習しましょう。 

  一見遠回りに見えますが、それが一番近道です！ 

                         ★注意★テンキーを使うときは、「NumLock」が  

                                          かかっていないか確認  

 

 

 

 

 

 

 

              

＜練習問題＞ 

e-typing                                       

★「テンキー」右回り 

★「スタディ」難読漢字 1                               

★「ライフ」花の名前 

★「方言」大阪府 

★「ビジネス」マナーの基本 

★「スポーツ」スポーツ名言 

   ★「今月のタイピング」ラーメン長文 

My- typing                 寿司打（すしだ）                 

★きょうのタイピング            ★「練習」 お手軽 ￥３０００コース 

★「魔法の言葉」１０回            ※難易度は、適宜変えてみてください。 

シートに記録をつけましょう。          

★キーボー度                      

  結果画面の画像を、デスクトップの塚越さんのフォルダー「９」に「名前をつけて保存しましょう。」 

       



Microsoft Office 入門編プログラム名

初めてOffice2016を使う方を対象に、基本的な操作方法
を解りやすく解説し、Officeに慣れる

ねらい

ビジネスに欠かせないOfficeの主要ソフト（Word、
Excel、PowerPoint）の基本的な操作を身につける

着地点

・初心者のためのMicrosoft Word2016
・初心者のためのMicrosoft Excel2016
・初心者のためのMicrosoft PowerPoint2016
を使用し、最初はWindows10の基礎知識を学び、その後、
Word2016のテキスト１章から順に学んでゆく

演習内容

個人 ・ ペア ・ グループワーク形態

曜 限（補講可） ・ 随時（利用者日程表に記入し職員と調整）開催日



Microsoft Office 基礎・応用編プログラム名

Officeの基本操作が出来る方を対象に、主要ソフトの実務
的な機能などを学ぶ

ねらい

実務でよく使用する機能（コマンド）を使いこなせるよう
にする

着地点

・Microsoft Word2016 基礎・応用
・Microsoft Excel2016 基礎・応用
・Microsoft PowerPoint2016 基礎・応用
希望により、Word・Excel・PowerPointのどれからで
も始められ、基礎→応用へと進み、作業効率向上へ向け学
習を進める

演習内容

個人 ・ ペア ・ グループワーク形態

曜 限（補講可） ・ 随時（利用者日程表に記入し職員と調整）開催日



Microsoft Office Specialist（MOS）プログラム名

WordやExcelなど仕事で欠かせないスキルを証明する
MOSの合格に必要な基礎力を養成し試験対策として学ぶ

ねらい

試験に合格することで、キャリアアップや就活に役立てる
着地点

・Microsoft Office Specialist Word2016、
Excel2016、PowerPoint2016の対策テキスト・問題
集を使い、進捗状況を確認しながら学習を進め、模擬試験
に挑戦し、正答率をあげてゆく

※MOSはOfficeソフトの利用スキルが証明できる国家資格です

演習内容

個人 ・ ペア ・ グループワーク形態

曜 限（補講可） ・ 随時（利用者日程表に記入し職員と調整）開催日



入力模擬（出荷伝票）プログラム名

・入力用シート（Excel）を立ち上げる
・一作業50枚の伝票を都道府県別に仕分ける
・都道府県別に仕分けた伝票から、個数・送料・金額を
それぞれ合計し、出荷伝票（シート）に入力する演習内容

曜 限（補講可） ・ 随時（利用者日程表に記入し職員と調整）開催日

個人 ・ ペア ・ グループワーク形態

実務に類似した作業を行うことで、就業を想定したトレー
ニングを行う

ねらい

正しい答えを導き出す為に、正確な計算・決まり事への
注意深い理解が出来る

着地点



入力模擬（洋菓子の在庫管理と発注）プログラム名

実務に類似した作業を行うことで、就業を想定したトレー
ニングを行う

ねらい

伝票の正しい読取り、定型の表への正しい入力が出来る
着地点

・入力用シート（Excel）を立ち上げる
・伝票を見ながら、伝票番号・商品コード・商品名・売価
をシートに入力する

・在庫目安の数になるよう、店舗在庫数・倉庫在庫数を
確認し、注文必要数を割り出す

・ケース単位の入数を勘案しながら注文数をシートに入力

・

演習内容

曜 限（補講可） ・ 随時（利用者日程表に記入し職員と調整）開催日

個人 ・ ペア ・ グループワーク形態

【　洋菓子在庫管理＆発注表　作業手順　】

洋菓子を店頭販売している商店が、品切れをおこさないように適正な数の商品を仕入れるための表を作成します。

★伝票に記載されているデータをもとに、発注するケースの数を計算して入力してください。

①　「伝票番号」「商品コード」「商品名」「売価」・・・伝票に記載されているデータを見ながら入力します。

※「伝票番号」は半角で入力してください。

※「売価」の欄は円マーク（￥）は自動で入力されますので、数値だけ入力してください。

②　「注文数（ケース）」・・・店舗在庫数　と　倉庫在庫数　をたします。「在庫目安」　の数を参考にして、たりない分を注文します。

※ただし、注文する場合はケース単位で注文します。商品ごとに1ケースに入っている個数が違うので

1ケース入数　を確認しながら注文するケースの数を考えます。

※過剰な入荷をしないように気をつけましょう。

①
②

①



入力模擬（配送伝票）プログラム名

曜 限（補講可） ・ 随時（利用者日程表に記入し職員と調整）開催日

個人 ・ ペア ・ グループワーク形態

実務に類似した作業を行うことで、就業を想定したトレー
ニングを行う

ねらい

正しい答えを導き出す為に、正確な計算・決まり事への
注意深い理解が出来る

着地点

・入力用シート（Excel）を立ち上げる
・商品単価・送料・請求金額をシートに入力する
・伝票記載の個数からサイズを調べる
・市町村名から都道府県を入力する
・サイズと都道府県から送料を入力する
・単価×個数×消費税＋送料を計算し請求金額欄に入力

演習内容

【　配送伝票　作業手順　】 Ⓐ

★伝票に記載されているデータを所定の欄に入力してください。

★数字やハイフン（ - ）は、半角で入力してください。

★「商品単価」「送料」「請求金額」のカンマ（ ，）は自動で入力されるので、数値のみ入力してください。

①　送料一覧を参照し、伝票に記載してある個数からサイズを調べます。

②　市町村名を見て所在する都道府県名を入力します。わからない場合は調べます。

③　「送料一覧表」から①で調べたサイズと②で調べた都道府県名が一致する欄を見て送料を調べ、「送料」欄に入力します。

④　商品単価×個数×消費税（1.08）＋送料　を計算し、請求金額欄に入力します。
　　　※商品には消費税をかけますが、送料は税込みのため消費税をかけません。



文章入力プログラム名

単純な文章入力から複雑な文書まで、実務に就いたときに
困らないスキルを身につける

ねらい

外部に発信する文書、ビジネス上の定型文書を作ることが
できる

着地点

演習スタート時は「ベタ打ち」により正確な入力に専念、
次に回覧物やご案内といった簡単なビジネス文章の作成
が出来るよう演習する
次に表や地図の入った文書や、返信の必要な文書といった
レイアウトの複雑な文章に取り組む

演習内容

曜 限（補講可） ・ 随時（利用者日程表に記入し職員と調整）開催日

個人 ・ ペア ・ グループワーク形態



時事問題プログラム名

直近で起きた国内外のニュースを簡潔にまとめたテキスト
を読み込み、世の中のトレンドを感じ、内容を理解する

ねらい

自分を取り巻く社会の動きを知るとともに、就職試験の際
の筆記試験・面接で回答に困らない知識を得る

着地点

・毎月更新される最新の知識獲得編を読み込み、解らない
事柄や単語をPCを使って調べ、知識を増やしてゆく

・三択方式の問題に取り組み、自己採点する
・採点の結果、不正解の問題について正解を探し、知識を
増やしてゆく

演習内容

個人 ・ ペア ・ グループワーク形態

曜 限（補講可） ・ 随時（利用者日程表に記入し職員と調整）開催日



略語問題プログラム名

新聞やTVニュースに登場する略語の正式名称や意味を理
解し、ニュースの内容の理解を深める

ねらい

・略語を聞いただけで何のニュースかが想像できる
・就職試験の定番となっている略語問題で困らない

着地点

・略語と英語で記載されている問題に、日本語の正解を見
つけ当てはめてゆく

・回答にある解説を読み、略語の正式名称や意味を再確
認し理解を深める演習内容

個人 ・ ペア ・ グループワーク形態

曜 限（補講可） ・ 随時（利用者日程表に記入し職員と調整）開催日



一般常識問題プログラム名

社会人として知っておきたい事柄や単語を学ぶことで、
知識やコミュニケーション力の向上を図る

ねらい

・会話中の事柄や単語を素早く理解し会話についてゆく
・就職試験の定番となっている一般常識問題で困らない

着地点

・四択方式の問題に取り組み、自己採点する
・回答にある解説を読み、問題の意味を再確認し理解を
深める

演習内容

個人 ・ ペア ・ グループワーク形態

曜 限（補講可） ・ 随時（利用者日程表に記入し職員と調整）開催日



就活ペン字プログラム名

手書きで作成する履歴書、役所などに提出する申請書など
手書きの場面で困らないようにする

ねらい

名前や住所はもとより、メモ書きや伝言など、手書き文字
をきれいな文体・読みやすい文字で書くことが出来る

着地点

・演習シートを使い、なぞる、手本を見ながらまねて書く
などを、種々のパターンで繰り返し演習する

演習内容

曜 限（補講可） ・ 随時（利用者日程表に記入し職員と調整）開催日

個人 ・ ペア ・ グループワーク形態



国語の問題プログラム名

学校で学んできた内容の復習をすることで、一般教養を深
めてゆく

ねらい

間違った問題の正解を確認し、各シート毎の全問正解を
目指す

着地点

・下記参照
演習内容

・文法
・形容詞
・品詞
・名詞
・助詞

・ことわざ
・四文字熟語
・慣用句

曜 限（補講可） ・ 随時（利用者日程表に記入し職員と調整）開催日

個人 ・ ペア ・ グループワーク形態



漢字の問題プログラム名

・読み（小学校高学年～中学校～高校）

・書き（小学校高学年～中学校～高校）

・漢字検定チャレンジコース
※ご希望者にはテキストをご提供致します。

常用漢字のうち、小・中・高で学習した漢字の復習をする
ことで、一般教養を深めてゆく

ねらい

間違った問題の正解を確認し、各シート毎の全問正解を
目指す

着地点

・下記参照
演習内容

曜 限（補講可） ・ 随時（利用者日程表に記入し職員と調整）開催日

個人 ・ ペア ・ グループワーク形態



数的理解（算数の問題）プログラム名

・算数クイズ（文章問題／三択）
・三数（３つの数字の四則演算）
・虫食い算（ （）内の数字を計算）
・四則逆算（虫食い算の逆算版）
・符号入れ（四則演算符号を入れる）
・漢数字の計算
・40・50・100マス計算
・暗唱算（九九の応用）
・ひっ算
・大きな数の計算

学校で学んできた内容の復習をすることで、一般教養を深
めてゆく

ねらい

間違った問題の正解を確認し、各シート毎の全問正解を
目指す

着地点

・下記参照
演習内容

曜 限（補講可） ・ 随時（利用者日程表に記入し職員と調整）開催日

個人 ・ ペア ・ グループワーク形態



電卓練習プログラム名

電卓の使い方を知り、スピードや正確性を養う
繰り返し練習で確実性を身につける

ねらい

・電卓での計算が抵抗なく出来るようになる
・正確な計算が出来るようになる

着地点

・電卓計算用課題のプリントを提供
・採点し、間違えた問題の再計算を行い確実性をあげて
ゆく

演習内容

曜 限（補講可） ・ 随時（利用者日程表に記入し職員と調整）開催日

個人 ・ ペア ・ グループワーク形態



電卓計算（見取り算）プログラム名

表計算ソフトの普及で計算業務が簡易化しつつも、あらゆ
る場面で必要となる電卓計算を確実に行えるようにする

ねらい

電卓の基礎的な使い方から、電卓の持つ機能をフル活用さ
せる使い方をマスターする

着地点

・公益財団法人・全国商業高等学校協会の主催する
「珠算・電卓実務検定試験」を使い、一定時間での正解
率向上をはかる

演習内容

曜 限（補講可） ・ 随時（利用者日程表に記入し職員と調整）開催日

個人 ・ ペア ・ グループワーク形態



事務系企業模擬（社用車管理）プログラム名

実務に類似した作業を行うことで、就業を想定したトレー
ニングを行う

ねらい

正しい答えを導き出す為に、月次データの正確な計算・
決まり事への注意深い理解が出来る

着地点

・管理表を見ながら燃料の種類毎の単価を計算する
・メーターの距離数から走行距離を計算する
・使用した日付を見ながら稼働日数を計算する
・支払い方法を確認しながら立替え者毎の金額を計算する演習内容

曜 限（補講可） ・ 随時（利用者日程表に記入し職員と調整）開催日

個人 ・ ペア ・ グループワーク形態



個人 ・ ペア ・ グループワーク形態

倉庫作業プログラム名

実作業同等の素材で、検品・ピッキング・仕分けをするこ
とで、注意力・判断力、作業の段取り力を学ぶ

ねらい

倉庫内作業・軽作業系の就業で、職場でのスムーズな
指示理解の向上を目指す

着地点

・荷卸し状態を想定した商品群の中から、納品伝票にある
商品を探し、整理しながら会社毎に仕分ける

・整理した商品の中から配送先別にピッキングする
・出荷伝票をチェックし、出荷を完了させる
・在庫数を確認し、再発注の数を求める

演習内容

曜 限（補講可） ・ 随時（利用者日程表に記入し職員と調整）開催日



秘書検定プログラム名

職場での個々人や組織の役割りと序列の初歩を学ぶ
ねらい

・会社における常識と社会性を理解する
・各級に目標設定し、検定に合格する

着地点

・「秘書検定」テキストを使用し、問題演習を行う
・問題にある状況を吟味し、理解するためのポイントを
解説する

演習内容

火曜２限（補講可） ・ 随時（利用者日程表に記入し職員と調整）開催日

個人 ・ ペア ・ グループワーク形態



各種検定コースプログラム名

合格に必要な基礎力を学び、試験対策準備を行う
ねらい

各種検定に合格することで、キャリアアップや就活に役立
てる

着地点

・各テキストにて自主学習

種類・内容は下記演習内容

・日本漢字能力検定
・ニュース検定
・登録販売者検定
・医療事務系検定
・カラーコーディネーター
・危険物取扱者検定
・秘書検定
・TOEIC
・日商簿記
・サービス接遇検定
・実用数学技能検定

曜 限（補講可） ・ 随時（利用者日程表に記入し職員と調整）開催日

個人 ・ ペア ・ グループワーク形態



就活講座プログラム名

就職への応募にあたり、履歴書・職務経歴書の書き方、感
じの良い受け答え・面接力を学ぶ

ねらい

・自分らしい履歴書・職務経歴書の作成
・自己分析を行い、短所を長所に変えアピール出来る

着地点

・応募先毎に異なる応募書類を、適切に作成できるよう
職員がアドバイスしながら完成させる

・チャレジョブで蓄積した「聞かれやすい質問」を使用し
実際の面接を想定した質疑応答を行う

・建物への入場、受付でのやり取り、受付電話の話し方、
面接室への入室、着席までのふるまい等の練習を行う

演習内容

曜 限（補講可） ・ 随時（利用者日程表に記入し職員と調整）開催日

個人 ・ ペア ・ グループワーク形態



キャリアカウンセリングプログラム名

キャリアについて定期的に相談をお受けし、進度に合わせ
ワークキャリア・ライフキャリアについて考える

ねらい

自己分析のもと希望職種の見極め、職場に求める条件の絞
り込みから、就活のベースを築く

着地点

スタート時はもちろん、プログラムにそってトレーニング
出来るようになっても、「これで良いのか」といった気持
ちを感じるものです。不安のためこみは前に進む気持ちに
ブレーキをかけてしまいますので、落ち着いた環境でゆっ
たりとカウンセリングすることで主体的な考えを構築して
ゆきます

演習内容

※完全予約制です
※月に一回は必ず受けるようにしましょう
※予約票は本棚の上にあります

土曜1・2限 ・ 随時（利用者日程表に記入し職員と調整）開催日

個人 ・ ペア ・ グループワーク形態



職種研究プログラム名

・様々な業界の現状と将来性を知る
・様々な会社の業務内容や職種の特徴を知り、目指す会社の内容を理解する

ねらい

・求人を探す/絞り込む際の知識を身につける
・業務内容/職種を理解したうえで応募するかの判断ができる

着地点

・業界の現状と将来性、業界/商品のライフサイクルを
学ぶ

・職種の内容を学び、自身のスキルと照らし志望理由を
明確にする

・具体的な業種を取り上げ、目指す会社の理解を深める

演習内容

曜 限（補講可） ・ 随時（利用者日程表に記入し職員と調整）開催日

個人 ・ ペア ・ グループワーク形態



事務作業プログラム名

どんな会社でも必ずあると思われる作業を選び出し、体験
することで就労時に困らないようにする

ねらい

補助や助言が無くても一人でやり遂げることができるスキ
ルを身につける

着地点

・手作業でやるものは、完成品の品質がバラつかないよう
注意しながらすすめる

・PCによる資料作りは、一読で理解できる内容・レイア
ウト改修・構成を考えながらすすめる

演習内容

曜 限（補講可） ・ 随時（利用者日程表に記入し職員と調整）開催日

個人 ・ ペア ・ グループワーク形態

＜手作業系＞
◆ファイル
バラバラになっている書類を整理分類し、イン
デックスを考えて付け、
ファイルの表紙の名前を考え記入

◆郵送物の折り
100部程度のA4の郵便物を封筒に入る大きさ
に折る

◆封筒への封入
折られた郵便物を封筒に封入し、糊付けする

◆ラベル作り
住所録を作成し、ラベルを作り、封筒に貼る

◆コピー取り
コピー機に慣れる、グループ、ソート、片面、両
面、拡大縮小、本のコピー

◆袋とじ
契約書に使われる袋とじを作成

◆図面折り
A3、A2の紙をA4に折る

＜資料作成系＞
◆ラベル作り
住所録を作成し、ラベルを作り、封筒に貼る

◆スキャナー操作＆資料への貼り付け
紙媒体の資料をスキャンし、パワーポイントの資
料に貼り付ける

◆マニュアル作り
パワーポイントで、画面コピーを使ってマニュアル
を作る

◆資料作成～集計表作り
たくさんの伝票を入力し、集計表を作り、タイト
ルを付ける

◆議事録作成
議事内容を確認しWordで議事録を作る



イラストレータープログラム名

ポスターやチラシを作る際に一般的に用いられるイラスト
レーターを使いこなすことで、デザインスキルの幅を広げるねらい

基本的な作品の製作に困らない知識を身につけ、与えられ
た課題を作成できる

着地点

・トレーニングブックに沿って、コマンド操作を習得する

・職員の出した課題を実際に作成し、出来栄えを評価する
演習内容

曜 限（補講可） ・ 随時（利用者日程表に記入し職員と調整）開催日

個人 ・ ペア ・ グループワーク形態



フォトショッププログラム名

写真データを加工する際に一般的に用いられるフォトショッ
プを使いこなすことで、デザインスキルの幅を広げるねらい

基本的な操作方法や知識を身につけ、与えられた課題を作
成できる

着地点

・トレーニングブックに沿って、コマンド操作を習得する

・職員の出した課題を実際に作成し、出来栄えを評価する
演習内容

曜 限（補講可） ・ 随時（利用者日程表に記入し職員と調整）開催日

個人 ・ ペア ・ グループワーク形態



HTML＆CSSプログラム名

WEBサイトを作る際に一般的に用いられるHTML・CSS
を使いこなすことで、ＩＴスキルの幅を広げる

ねらい

基本的な入力に困らない知識を身につけ、与えられた課題
を作成できる

着地点

・トレーニングブックに沿って、コマンド操作を習得する

・職員の出した課題を実際に作成し、出来栄えを評価する

・ホームページの製作を行う

演習内容

曜 限（補講可） ・ 随時（利用者日程表に記入し職員と調整）開催日

個人 ・ ペア ・ グループワーク形態



四コマ漫画プログラム名

4コマという限られた制約のなかで、如何にして他人に内
容が伝わるかを考え、表現する力を養う

ねらい

世の中で話題になっていること等を、4コマの中に的確な
絵と共に表現し、見た人が理解できるものが作れる

着地点

・職員の提示したテーマを自分なりに噛み砕き、4コマそ
れぞれに描く内容を検討し、的確な絵を書き、セリフを入
れ込んで作品を作り上げる

・新聞やネット記事などからテーマとなる話題を見つけ4
コマに表現する

・

演習内容

曜 限（補講可） ・ 随時（利用者日程表に記入し職員と調整）開催日

個人 ・ ペア ・ グループワーク形態



レザークラフトプログラム名

手先を使った作業体験をすることで、就業を想定したト
レーニングを行う

ねらい

第三者が見ても販売可能な出来栄えを目指す
着地点

・作成するものの出来上がりを想定し、パーツ単位の簡略
図面を作成する

・図面を見ながら工具等で加工する

・組み立てて完成品にする

演習内容

曜 限（補講可） ・ 随時（利用者日程表に記入し職員と調整）開催日

個人 ・ ペア ・ グループワーク形態



ペーパークラフトプログラム名

手先を使った作業体験をすることで、就業を想定したト
レーニングを行う

ねらい

第三者が見ても販売可能な出来栄えを目指す
着地点

・ペーパークラフトの素材をダウンロードする

・厚紙に印刷し工具等で加工する

・組み立てて完成品にする

演習内容

曜 限（補講可） ・ 随時（利用者日程表に記入し職員と調整）開催日

個人 ・ ペア ・ グループワーク形態


