訓練生募集 定員 20 名

受講料無料

この訓練は専門知識を身につけ、訓練後に
の訓練は専門知識を身につけ、訓練後に就職
訓練後に就職をする方のみが
就職をする方のみが対象です
をする方のみが対象です

２月開講

英語ビジネス科【４ヶ月】
ヶ月】

現代の国際ビジネス現場で必要となる英語を使ったコミュニケーション技術
や英文書作成技術、実践的なパソコン操作（Word
や英文書作成技術、実践的なパソコン操作（Word、
Word、Excel、
Excel、PowerPoint）
PowerPoint）
の技術を習得します。毎週の単語テスト
毎週の単語テストと
の単語テストと、英語でのスピーチや
英語でのスピーチやプレゼンテー
スピーチやプレゼンテー
ション、ディベート
ション、ディベートによって、
、ディベートによって、英語の思考力
によって、英語の思考力と
英語の思考力と語彙力を
語彙力を養い、ＴＯＥＩＣスコ
養い、ＴＯＥＩＣスコ
ア６００～８００を目指します。
ア６００～８００を目指します。また、訓練期間中にキャリアプランニングと
共に、社会人常識を再認識し早期の再就職を目指します。
共に、社会人常識を再認識し早期の再就職を目指します。

募集期間

応募資格

平成２９
２９年
１２月
平成
２９年１２
月１日（金
日（金）
～平成２９
２９年
１２月
日（水
～平成２９
年１２
月２７日（
水）

入校選考日時・入校選考会場

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就職を希望
される方

受講期間・受講費用
受講期間・受講費用

１７日
日時：平成 30 年１月１７
日 （水）

平成３０
平成３０年
３０年２月１日(木）～平成３０
～平成３０年
３０年５月３１日
３１日(木）

午前９
午前９時２０分開始
２０分開始 （９時００分から受付）
００分から受付）

※土・日・祝日は休講

会場：福岡県吉塚合同庁舎８
会場：福岡県吉塚合同庁舎８F（裏面地図参照）
（裏面地図参照）
福岡市博多区吉塚本町
福岡市博多区吉塚本町１３－５０
博多区吉塚本町１３－５０
※公共交通機関をご利用
※公共交通機関をご利用ください。（
ご利用ください。（自家用車来場厳禁
ください。（自家用車来場厳禁）
自家用車来場厳禁）

合格発表日

※受講料は無料
無料です。
無料
※テキスト代１7，930 円（税込）
、資格取得受験料（TOEIC・
CS 技能評価試験）は自己負担となります。

お問合せ先
福岡県立福岡高等技術専門校

平成 30 年１月２５日（木）

訓練実施場所
九州外語専門学校
〒８１０-００７４

福岡市中央区大手門１－５－２

TEL ： ０９２-７２１-５０２０
地下鉄空港線大濠公園駅（５番出口）より徒歩５分
西鉄バス 大手門バス停より徒歩２分

〒８１３－００４４ 福岡市東区千早４丁目２４－１
ＴＥＬ:（０９２）６８１－０２６１

訓練生募集案内
１．募集科、募集定員、募集資格、訓練概要等
募
集
科
募 集 定 員
受 講 期 間
受講総時間
受 講 時 間
訓 練実施場所
訓 練 内 容
就 職 先 の職 務
資格取得目標
受 講 費 用

英語ビジネス科（２月開始コース）
２０名 （※最少実施可能人数 １０名）
平成３０年２月 １日（木） ～ 平成３０年５月３１日（木） ※土・日・祝日は休講
４７１時間（４ヶ月）
午前１０時００分 ～ 午後４時５０分
福岡市中央区大手門１丁目５－２ 九州外語専門学校
様々な職業分野での国際化に呼応して、仕事に役立つビジネス英語のスキルと英語コミュニケーション能力を養成する。英語の基
礎力である「読む、書く、聞く、話す」の 4 技能をたちあげ、ビジネス英語のスキルとしては、電話対応、メールの読み書き、英文ビジ
ネス文書、プレゼンテーション技法等を習得する。さらに国際取引業務の基本的な知識と実務を学んで、仕事の可能性を広める。
観光業界（接客サービス業、海外添乗、通訳ガイド、事務職） 教育事業（塾講師、児童英語講師、事務職）
一般企業（ビジネス翻訳・通訳、貿易業務、事務職）
TOEIC スコア ６００～８００ CS 検定評価試験表計算部門３級もしくは２級／ワープロ３級もしくは２級

受講料は無料です。ただし、テキスト代１７，９３０円（税込）、資格取得受験料（級によって異なる）は自己負担となります。
※応募者が最少実施可能人数
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。あらかじめご了承下さい。
※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。あらかじめご了承下さい。
教 科 の 科 目
訓練時間
教 科 の 内 容
オリエンテーション
６H オリエンテーション
普通
就職支援１～４
５０H タイムマネジメント・セルフコーチング・キャリアコンサルティング等
学科
合 計
５６H
基礎英語・英文誌読解
３０H 英語の成り立ち・語彙・文法・文型
ＴＯＥＩＣ対策
８６H ＴＯＥＩＣリスニング・リーディング・文法
ビジネス英語
２８H ビジネスシーンを想定した際の語彙、基礎的な英語表現やマナー等の習得
On the job コミュニケーション
１０H ミーティングの運営の仕方・電話対応・クレーム処理の方法等を学ぶ
プレゼンテーション理論
１０H 効果的なプレゼンテーションの為に必要な英文構成と表現法
専門
ディスカッション理論
１０H ディスカッションの目的と構成及び適切な表現法
学科
ビジネスライティング理論
１４H 英文レター・ビジネスＥメール・英文契約書・海外取引文書等の書き方の習得
ハードウェア/セキュリティ
４H ＰＣの仕組・ハードウェアの役割・ウィルス対策等
貿易実務
２２H 貿易取引の全体像の理解・信用状の基礎知識・インコタームズの基礎知識
メディア英語
２８H 英字新聞等多様なメディアの生きた英語に触れ、実践的な英語読解能力を養う
合 計
２４２H
On the job コミュニケーション
２０H 英語表現を実際の場面をシミュレーションしながらロールプレイ等を交えて身に付ける
ディスカッション
１６H ディスカッション理論に基づき、トピックを設定し実際にディスカッションを行う
プレゼン演習（英語）
１６H 英語でのプレゼンテーション作成および発表
ビジネスライティング
１４H
状況に応じて簡潔に趣旨の伝わるメールを書く練習
実技
Windows の基礎・インターネット
４H Windows の基本操作・フォルダ作成・Web の検索等
Word 基礎･応用・検定対策
３６H ＣＳ技能評価試験ワープロ対策２級・３級等
Excel 基礎･応用・検定対策
３７H ＣＳ技能評価試験エクセル対策２級・３級等
パワーポイント
２２H パワーポイント基本操作・オリジナルプレゼン作成と発表
TOEIC 模試テスト
８H TOEIC 形式の実施
合 計
１７３H
４７１Ｈ
総 訓 練 時 間

○応募資格
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就職を希望される方。
○募集期間
平成２９年１２月１日（金） ～ 平成２９年１２月２７日（水）
○応募方法
（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） 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
付のうえ、ハローワーク窓口に本人が提出してください。
（４） 応募受付は、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。
※ご提出いただいた願書（写真含む）、その他応募書類はご返却できませんので予めご了承ください。
※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。
○入校選考
入校選考は、平成３０年１月１７日（水）午前９時２０分開始（午前９時００分から受付）、福岡県吉塚合同庁舎８F福岡市博多区吉塚本町１３－５０(右下図
参照)にて行います。
筆記用具（鉛筆、消しゴム
鉛筆、消しゴム）を持参してください。
※受験票は送付しません。選考試験日に必ずお越しください。
鉛筆、消しゴム
遅刻した場合は、受験できない場合がありますので注意してください。
○入校選考内容
（１） 学科試験(国語・数学・英語) (２) 面接

２．合格発表
（１） 合格発表は、平成３０年１月２５日（木）に行います。
（２） 選考結果については本人宛郵送で通知します。福岡高等技術専門校玄関横の
掲示板及び福岡県の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
詳しくは、ハローワーク又は福岡高等技術専門校（TEL：０９２－６８１-０２６１）へお問合せください。
訓練内容の詳細については九州外語専門学校 （TEL：０９２－７２１－５０２０)へお問合せください。

＜選考会場＞

