受講料はおひとり様

2,160～3,240円（税込）

平成３１年

2月・3月 開講 従業員向け

ＩT基礎研修
（基礎的ＩＴセミナー）

定員15名(ＩＴ初心者対象）

社内ネットワーク管理に役立つ
ＬＡＮの基礎

№1

秋田会場

日時 : 平成31年3月18日（月） 13時～17時
会場 : 秋田コア ビジネスカレッジ

№2

横手会場

日時 : 平成31年3月26日（火）
会場 : しすてむ工房

13時～17時

スタイルシートを活用した
Webページデザイン

№3

秋田会場

日時 : 平成31年2月21日（木）、22日（金）、26日（火）、
27日（水） 各日 9時～12時
会場 : トラパンツコンテンツスクール竿燈大通り校

№4

横手会場

日時 : 平成31年2月13日（水）、14日（木）
各日 9時～16時
会場 : しすてむ工房

読まれるためのWebライティング

№5

秋田会場

日時 : 平成31年2月13日（水）、１４日（木）
各日 9時～12時
会場 : トラパンツコンテンツスクール竿燈大通り校

インターネットを活用した
情報収集力の向上

№6

秋田会場

日時 : 平成31年2月19日（火） 9時～12時
会場 : トラパンツコンテンツスクール竿燈大通り校

インシデントと情報セキュリティの
必要性

№7

能代会場

日時 : 平成31年3月20日（水） 13時～16時
会場 : 専門学校能代文化学院

申込方法
裏表紙の受講申込書に必要事項をご記入の上、当センター宛てFAXでお送りください。

各コースの詳細を内面に記載しています。また、さらに詳しい内容に関しては、
当機構ホームページにて公開しています。下記ＵＲＬでご確認ください。
ＵＲＬ： http://www3.jeed.or.jp/akita/poly/biz/itseminar.html ポリテク秋田 基礎ＩＴ

主催：独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
ポリテクセンター秋田 生産性向上支援訓練担当

TEL：018-873-8036
ＦＡＸ：018-873-2531

社内ネットワーク管理に役立つＬＡＮの基礎

ＩｏＴ・クラウドなど
ネットワークの
基本はここから！

●ネットワークの基礎であるローカルエリアネットワーク
（ＬＡＮ）の概要と技術について学びます。
基本項目 ： ＬＡＮの基礎、ＬＡＮの技術、ＬＡＮの設定

№1

受講料：2,160円（税込）
申込期限 2月26日 (火)

秋田会場

日時 ： 平成31年3月18日（月）
13時～17時 （４時間）
会場 ： 秋田コア ビジネスカレッジ （駐車場７台分有）
（秋田市中通５丁目４－１２）

№2

横手会場

申込期限 3月8日 (金)

日時 ： 平成31年3月26日（火）
13時～17時 （４時間）
会場 ： しすてむ工房 （駐車場有）
（横手市外目字大谷地１４－１）

スタイルシートを活用したWebページデザイン

マスターできれば
自分で修正も
可能です！

●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（言語）の記述方法を学びます。
※CSS言語とは、Webページにデザインを施し、見栄えを整えるための言語です。

基本項目 ： 基本レイアウト、スタイルシートの活用

№3

秋田会場

受講料：3,240円（税込）
申込期限 2月1日 (金)

日時 ： 平成31年2月21日（木）、22日（金）、26日（火）、27日（水）
各日 9時～12時 （合計 １２時間）
会場 ： トラパンツコンテンツスクール竿燈大通り校（駐車場無）
（秋田市大町２丁目６－４６ ブライトマンション竿燈大通り１階）

№4

横手会場

日時 ： 平成31年2月13日（水）、14日（木）
各日 9時～16時 （合計 １２時間）
会場 ： しすてむ工房 （駐車場有）
（横手市外目字大谷地１４－１）

申込期限 1月25日 (金)

読まれるためのWebライティング

読まれている
Webページには
秘密があります！

●ホームページに掲載する文章を作成するために必要と
なるWebライティング手法について学びます。

基本項目：Webﾗｲﾃｨﾝｸﾞとは、 Webﾗｲﾃｨﾝｸﾞにおける文章構成

№5

秋田会場

受講料：2,160円（税込）
申込期限 1月25日 (金)

日時 ： 平成31年2月13日（水）、14日（木）
各日9時～12時 （合計６時間）
会場 ： トラパンツコンテンツスクール竿燈大通り校（駐車場無）
（秋田市大町２丁目６－４６ ブライトマンション竿燈大通り１階）

インターネットを活用した情報収集力の向上
●ITを活用することで必要な情報を効率よく探索する方法を
理解する。また、どのようなところにビジネスに関する情報
があるかを理解する。

情報は
「量」より「質」が
重要です！

受講料：2,160円（税込）

基本項目：ｲﾝﾀｰﾈｯﾄによる情報収集、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｰﾀの情報源

№6

秋田会場

申込期限 1月29日 (火)

日時 ： 平成31年2月19日（火）
9時～12時 （３時間）
会場 ： トラパンツコンテンツスクール竿燈大通り校（駐車場無）
（秋田市大町２丁目６－４６ ブライトマンション竿燈大通り１階）

インシデントと情報セキュリティの必要性

問題が起こる
前に知っておくと
役立ちます！

●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
考え方を学びます。
基本項目：脅威とインシデント、利用者とセキュリティ対策

№7

能代会場

日時 ： 平成31年3月20日（水）
13時～16時 （３時間）
会場 ： 専門学校能代文化学院 （駐車場有）
（能代市東町８－２０）

受講料：2,160円（税込）
申込期限 3月1日 (金)

FAX

０１８-８７３-２５３１

※送り間違いにご注意ください

ポリテクセンター秋田 生産性向上支援訓練担当 行受講申込書

ＩＴ基礎研修受講申込書
会社名

TEL
FAX

所在地

〒

企業規模（該当箇所に○）

業種（該当箇所に○）
申込担当者

受講者名

Ｂ～99人

こよう たろう

雇用 太郎

ふりがな

受講希望コース（複数の申込可） №
性別 ： 男 ・女

ふりがな

受講者名

ふりがな

№ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7

年代 ： 20代以下 30代 40代 50代 60代以上

受講希望コース（複数の申込可）

№ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7

年代 ： 20代以下 30代 40代 50代 60代以上

受講希望コース（複数の申込可）
性別 ： 男 ・女

№ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7

年代 ： 20代以下 30代 40代 50代 60代以上

受講希望コース（複数の申込可）

性別 ： 男 ・女

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7

年代 ： 20代以下 30代 40代 50代 60代以上

受講希望コース（複数の申込可）

性別 ： 男 ・女

受講者名

Ｅ～999人 Ｆ1000人～

連絡先

性別 ： 男 ・女

受講者名

Ｄ～499人

部署等

ふりがな

ふりがな

Ｃ～299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

氏名

＜記入例＞

受講者名

Ａ～29人

№ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7

年代 ： 20代以下 30代 40代 50代 60代以上

注意事項

【当機構の保有個人情報保護方針、利用目的】

※１ 事業主からの指示によらない個人受講はできません。

（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

※２ 本訓練の実施機関（訓練実施を担当する企業）の関係会

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

社（親会社、子会社、関連会社等）の方は受講できません。

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

※３ 応募者多数の場合は先着順とさせていただきます。

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

※４ 応募者数が一定の人数に満たない場合は、コースを中止

用させていただきます。

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。

（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、本訓練に関する各種連絡、本訓練終了後
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。

