
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

募集募集募集募集

平成平成平成平成

    

※※※※

公共職業安定所公共職業安定所公共職業安定所公共職業安定所

をををを

就職就職就職就職

・・・・

・・・・

●西鉄新栄町

募集募集募集募集期間期間期間期間

平成平成平成平成 2222９９９９年年年年

～～～～平成平成平成平成 2222
    

※※※※授業授業授業授業はははは月曜月曜月曜月曜

土土土土曜曜曜曜・・・・日日日日

 

初級の方

ソフトの基本操作

ンピュータ

これらのスキルを

こと即戦力

公共職業安定所公共職業安定所公共職業安定所公共職業安定所

をををを受受受受けることができけることができけることができけることができ

就職就職就職就職をををを希望希望希望希望されるされるされるされる

資格取得目標資格取得目標資格取得目標資格取得目標

・・・・コンピュータサービスコンピュータサービスコンピュータサービスコンピュータサービス

ＣＳＣＳＣＳＣＳ検定検定検定検定ワープロワープロワープロワープロ

ＣＳＣＳＣＳＣＳ検定表計算検定表計算検定表計算検定表計算

・・・・CADCADCADCAD トレーストレーストレーストレース

サンビジネススクール大牟田校

〒836-0801

応募資格応募資格応募資格応募資格

TEL

スクール専用の駐車場はありませ

(駐車場に関してはお問合わせ下さい

受講期間受講期間受講期間受講期間

西鉄新栄町駅より徒歩 4

期間期間期間期間    

年年年年        ８８８８月月月月        １１１１

2222９９９９年年年年１１１１００００月月月月

月曜月曜月曜月曜～～～～金曜金曜金曜金曜    9999 時時時時

日日日日曜曜曜曜・・・・祝日祝日祝日祝日はははは休校休校休校休校

方を対象にパソコンの

基本操作を

ンピュータを使い写

これらのスキルを学

即戦力の人材として

（使用

＜訓練実施場所

公共職業安定所公共職業安定所公共職業安定所公共職業安定所((((ハローワークハローワークハローワークハローワーク

けることができけることができけることができけることができ、、、、訓練訓練訓練訓練

されるされるされるされる方方方方    

資格取得目標資格取得目標資格取得目標資格取得目標    

コンピュータサービスコンピュータサービスコンピュータサービスコンピュータサービス

ワープロワープロワープロワープロ部門部門部門部門

検定表計算検定表計算検定表計算検定表計算部門部門部門部門    ３３３３

トレーストレーストレーストレース技能審査技能審査技能審査技能審査

平成平成平成平成

サンビジネススクール大牟田校

801 大牟田市柿園町

応募資格応募資格応募資格応募資格    

TEL 09

クール専用の駐車場はありませ

駐車場に関してはお問合わせ下さい

受講期間受講期間受講期間受講期間    

4 分  ●西鉄バス「

８８８８月開始月開始月開始月開始

平成２９

１１１１日日日日（（（（火火火火））））    

月月月月３３３３１１１１日日日日（（（（

時時時時３３３３0000 分分分分からからからから

休校休校休校休校    8/148/148/148/14

パソコンの

しっかり学

し取るトレース

学ぶことにより

として、多岐

使用ソフト OS

訓練実施場所

ハローワークハローワークハローワークハローワーク))))からからからから

訓練訓練訓練訓練をををを受受受受けてけてけてけて

    

コンピュータサービスコンピュータサービスコンピュータサービスコンピュータサービス技能評価試験技能評価試験技能評価試験技能評価試験

部門部門部門部門    ３３３３級級級級    

３３３３級級級級    

技能審査技能審査技能審査技能審査((((建築部門建築部門建築部門建築部門

平成平成平成平成 2222９９９９年年年年

サンビジネススクール大牟田校

大牟田市柿園町

0944-53

クール専用の駐車場はありませんが、

駐車場に関してはお問合わせ下さい) 

●西鉄バス「東新町

月開始月開始月開始月開始コースコースコースコース

２９年度

    

（（（（火火火火））））（（（（３３３３ヶヶヶヶ

からからからから 16161616 時時時時 10101010

8/148/148/148/14・・・・15151515 日日日日    おおおお盆休盆休盆休盆休

パソコンの基礎知識及

学び、プラスワンとして

トレース技能も

ぶことにより企業にアピールができ

多岐にわたる職種

OS：Windows

訓練実施場所＞ 

からからからから受講受講受講受講あっせんあっせんあっせんあっせん

けてけてけてけて関連関連関連関連職種職種職種職種へへへへ

技能評価試験技能評価試験技能評価試験技能評価試験（ＣＳ（ＣＳ（ＣＳ（ＣＳ検定検定検定検定

建築部門建築部門建築部門建築部門))))初級初級初級初級    

年年年年    ５５５５月月月月２５２５２５２５

サンビジネススクール大牟田校

大牟田市柿園町 1-1-3 柿園ビ

53-0913    

が、近隣に有料の駐車場
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コースコースコースコース    

年度 訓練生募集

 

ヶヶヶヶ月月月月））））    

10101010 分分分分迄迄迄迄    

盆休盆休盆休盆休みみみみ    

基礎知識及び Word・

プラスワンとして

も習得します

にアピールができ

職種への就職

Windows10 ソフト

あっせんあっせんあっせんあっせん

へへへへのののの

検定検定検定検定））））    

２５２５２５２５日日日日（（（（木木木木

サンビジネススクール大牟田校

柿園ビル 2 階

    担当：田代

駐車場があります

5 分 

    定員定員定員定員

訓練生募集

・Excel・インターネット

プラスワンとして既に製作された

します。 

にアピールができ、事務職

就職を目的とします

ソフト：MS-Office

木木木木）～）～）～）～平成平成平成平成

入校入校入校入校選考日時選考日時選考日時選考日時

日時日時日時日時    平成平成平成平成

午前午前午前午前

    

会場会場会場会場    福岡県立大牟田高等技術専門校福岡県立大牟田高等技術専門校福岡県立大牟田高等技術専門校福岡県立大牟田高等技術専門校
（（（（大牟田市大牟田市大牟田市大牟田市

※※※※公共交通機関公共交通機関公共交通機関公共交通機関

サンビジネススクール大牟田校 

階 

担当：田代 

合格発表日合格発表日合格発表日合格発表日

平成平成平成平成 2222

おおおお問問問問いいいい

福岡県立福岡県立福岡県立福岡県立

〒〒〒〒837837837837

TELTELTELTEL

入校時入校時入校時入校時ににににテキストテキストテキストテキスト

（（（（資格資格資格資格取得取得取得取得

    

受講費用受講費用受講費用受講費用

があります 

定員定員定員定員２２２２００００名名名名

訓練生募集

インターネット

された図面を

事務職はもちろんの

とします。 

Office２０１０

平成平成平成平成 2222９９９９年年年年

選考日時選考日時選考日時選考日時・・・・

平成平成平成平成 2222９９９９年年年年        ７７７７月月月月

午前午前午前午前 9999 時時時時３０３０３０３０分開始分開始分開始分開始

福岡県立大牟田高等技術専門校福岡県立大牟田高等技術専門校福岡県立大牟田高等技術専門校福岡県立大牟田高等技術専門校
大牟田市大牟田市大牟田市大牟田市大字大字大字大字歴木歴木歴木歴木

公共交通機関公共交通機関公共交通機関公共交通機関をごをごをごをご

合格発表日合格発表日合格発表日合格発表日    

2222９９９９年年年年        ７７７７月月月月２２２２

いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先

福岡県立福岡県立福岡県立福岡県立大牟田大牟田大牟田大牟田高等技術専門校高等技術専門校高等技術専門校高等技術専門校

837837837837----0924092409240924    

TELTELTELTEL    0944094409440944----54545454

テキストテキストテキストテキスト代代代代としてとしてとしてとして

取得取得取得取得受験料受験料受験料受験料はははは別途別途別途別途

受講費用受講費用受講費用受講費用    受講料無料受講料無料受講料無料受講料無料

名名名名    

訓練生募集 

インターネット等

を、コ

はもちろんの

２０１０） 

年年年年    ６６６６月月月月３３３３

・・・・選考会場選考会場選考会場選考会場

月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（木木木木

分開始分開始分開始分開始（（（（9999 時時時時

福岡県立大牟田高等技術専門校福岡県立大牟田高等技術専門校福岡県立大牟田高等技術専門校福岡県立大牟田高等技術専門校
歴木歴木歴木歴木 475475475475 番地番地番地番地

をごをごをごをご利用利用利用利用くださいくださいくださいください

２２２２１１１１日日日日（（（（金金金金））））

先先先先    

高等技術専門校高等技術専門校高等技術専門校高等技術専門校

    大牟田大牟田大牟田大牟田市市市市大字大字大字大字

54545454----0000320320320320    

としてとしてとしてとして１１１１0000,,,,００００００００００００

別途別途別途別途自己自己自己自己負担負担負担負担

受講料無料受講料無料受講料無料受講料無料

    

３３３３００００日日日日（（（（金金金金

選考会場選考会場選考会場選考会場    

木木木木））））    

時時時時からからからから受付受付受付受付））））

福岡県立大牟田高等技術専門校福岡県立大牟田高等技術専門校福岡県立大牟田高等技術専門校福岡県立大牟田高等技術専門校    
番地番地番地番地））））裏面裏面裏面裏面にににに地図地図地図地図

くださいくださいくださいください    

））））    

高等技術専門校高等技術専門校高等技術専門校高等技術専門校    

大字大字大字大字歴木歴木歴木歴木 475475475475

００００００００００００円円円円がががが必要必要必要必要

負担負担負担負担となりますとなりますとなりますとなります

受講料無料受講料無料受講料無料受講料無料    

金金金金））））    

））））    

地図地図地図地図ありありありあり    

475475475475 番地番地番地番地    

必要必要必要必要ですですですです    

となりますとなりますとなりますとなります））））    



訓練生募集案内訓練生募集案内訓練生募集案内訓練生募集案内    
１．募集科、募集定員、応募資格、訓練概要等  

募 集募 集募 集募 集 科科科科    ＯＡトレース科 

募 集 定募 集 定募 集 定募 集 定 員員員員    20 名  （※最少実施可能人数 10 名） 

受 講 期受 講 期受 講 期受 講 期 間間間間    平成 29 年 8 月 1（火）～平成 29 年 10 月 31 日（火） 

受 講 総 時受 講 総 時受 講 総 時受 講 総 時 間間間間    354 時間（3 ヶ月） 

受 講 時受 講 時受 講 時受 講 時 間間間間    午前 9 時 30 分 ～ 午後 4 時 10 分 

訓練実施場訓練実施場訓練実施場訓練実施場所所所所    サンビジネススクール大牟田校 大牟田市柿園町 1-1-3 柿園ビル 2 階 

訓 練 内訓 練 内訓 練 内訓 練 内 容容容容    Ｗｉｎｄｏｗｓ・Word・Excel・インターネット・ＣＡＤトレース （使用ｿﾌﾄ OS：Windows10 ｿﾌﾄ：MS-Office2010） 

就職先の職務就職先の職務就職先の職務就職先の職務    一般事務、営業事務、建築業界事務、データ入力、OA オペレーター、営業職、その他多岐にわたる職種 

資格取得目標資格取得目標資格取得目標資格取得目標    コンピュータサービス技能評価試験（ＣＳ検定）ワープロ部門 3 級、表計算部門 3 級 CAD トレース技能審査(建築部門)初級 

受 講 費受 講 費受 講 費受 講 費 用用用用    受講費用は無料です。テキスト代として 10，000 円が必要です。（資格取得受験料は別途自己負担となります） 

 ※応募者が最少実施可能人数を下回った場合、訓練が中止になることがあります。あらかじめ御了承ください。 

教 科 の 科 目 時間 教 科 の 細 目 

普通学科 

1 オリエンテーション 6H オリエンテーション 

2  安全衛生 3H ＶＤＴ作業・労働衛生上の指針 

3  就職支援 24H 
キャリアガイダンス、自己分析、履歴書・職務経歴書の書き方、ビジネスマナー、 

ジョブカード、面接対策、就職相談 

計 33Ｈ  

専門学科 

1 コンピュータ概論 6H コンピュータの仕組みと動作、OS の種類、周辺機器の扱い方 

   

計 6Ｈ  

実  技 

1  Windows 12H マウス、キーボードの操作、ファイルの管理 

2  Word基礎～活用 87H 文書入力、書式設定、表作成、図形、段組み等、応用操作、検定対策 

3  Excel基礎～活用 96H 
データ入力、数式と基本操作、基本グラフ、データベース機能、応用関数、 

応用グラフの作成と編集、検定対策 

4  インターネット活用 18H 検索サイトの活用、セキュリティ対策、電子メールの活用 

5  ＣＡＤトレース 102H 
建築汎用ＣＡＤ、JWW の概要と基本操作、建築 CAD トレースの基本知識、各種図面の作成 

実践課題作成演習・CAD トレース初級対策 

計 315Ｈ  

         総訓練時間 354H  

   

    応応応応    募募募募    資資資資    格格格格    

公共職業安定所(ハローワーク)から受講あっせんを受けることができ、訓練を受けて関連職種への就職を希望される方。 

 

        募募募募     集集集集     期期期期     間間間間    

平成２９年 ５ 月２５ 日（木） ～ 平成２９年 ６ 月３０ 日（金） 

 

        応応応応    募募募募    方方方方    法法法法    

１）住所管轄ハローワーク窓口で、就職のための職業相談を受けてください。 

２）雇用保険受給資格者の方は、雇用保険受給資格者証をご提示ください。 

３）応募する方は入校願書に必要事項を記入し、写真(上半身、脱帽、正面向き、縦 4cm×横 3cm、応募 6 ヶ月以内に撮影したもの)を貼付の上 

ハローワーク窓口に直接本人が提出してください。大牟田高等技術専門校では受けつけておりません。 

４）応募の受付は、土曜・日曜・祝日を除き、午前８時３０分から午後５時１５分までです。 

  ※個人情報の取り扱いについて、応募書類にて知り得た個人情報は訓練実施以外の目的には利用しません。 

 

        入 校 選入 校 選入 校 選入 校 選 考考考考    

入校選考は、平成平成平成平成２２２２９９９９年年年年７７７７月月月月１１１１３３３３日（日（日（日（木木木木）午前９時）午前９時）午前９時）午前９時３０３０３０３０分開始（午前９時分開始（午前９時分開始（午前９時分開始（午前９時から受付）から受付）から受付）から受付）、福岡県立福岡県立福岡県立福岡県立大牟田高等技術専門校大牟田高等技術専門校大牟田高等技術専門校大牟田高等技術専門校（下図参照）にて行います。 

筆記用具（ＨＢ鉛筆・消しゴム）、スリッパ、靴入れ袋を御持参ください。（駐車場がありませんので、公共交通機関を利用してください。） 

※受験票は送付しません。選考試験日に必ず来校してください。遅刻した場合は、受験できない場合がありますのでご注意ください。 

 

            入校選考内容入校選考内容入校選考内容入校選考内容                                                                                                                                                                                                                                    <<<<入校選考会場入校選考会場入校選考会場入校選考会場>>>>                            

１）学科試験（国語・数学）を３０分間 マークシート方式      

２）面接 

 

２．合格発表２．合格発表２．合格発表２．合格発表    

１）合格発表は、平成２９年７月２１日（金）です。 

２）選考結果については本人宛通知します。また、福岡県職業訓練ホームページ 

   （http://www.fukuoka-kunren.net/）に合格者の受験番号を掲示します。 

   ※電話では合否についてお答えできません。 

 

３．その他３．その他３．その他３．その他 

詳しくは、ハローワーク又は福岡県立大牟田高等技術専門校（TEL：0944-54-0320）へお問い合わせください。 

また訓練内容についてはサンビジネススクール大牟田校（TEL：0944-53-0913）へお問い合わせください。                

 

 


