【職業訓練校・ロボット教室：イークリックパソコンスクール校内報】

イークリックパソコンスクールでは、『職業訓練』・『ロボット教室』が行われています。
職業訓練では、ＯＡ事務・簿記科３月生さん、OA 事務・簿記科５月生さんの 2 つのコースが開催
されています。

★職業訓練

（受講生のみなさんに感想をお聞きしました）

OA 事務応用科２月生さん
★

３か月の訓練が修了しました。この３か月を振り返っての感想をお聞かせください。
「やる気があればできる」ことがわかりました。
たくさんの仲間に支えられ、先生の授業もわかりやすくて、達成感を味わいながら修了することができ
ました。頑張って訓練したことが無駄にならないよう、スキルをキープ
したいです。
教室の雰囲気が良く全員が互いに助け合う意識を持っていたので、次の
就職先でも職場全体が一致団結できるような雰囲気を作れるように頑張
ろうと思いました。
先生の教え方が上手で理解できました。質問もしやすくてよかったです。
パソコンに関しては、予想もしていなかった事が出来るようになりまし
た。先生には感謝の気持ちでいっぱいです。
キャリコンや模擬面接のアドバイスで、自信が持てるようになりました。
パソコン以外でも就職支援の授業やプレゼンなど、人前に出て話すのが苦手なので、良い経験が色々で
きました。
先生は何を聞いてもしっかり答えてくださり応援してくださるので、とても心強かったです。
イークリでの勉強とすばらしい方々との出会い。自分にとって一生忘れられないものになりました。皆
さんからいただいたエネルギーをこれからの人生に活かしたいと思っております。
初めは授業についていけるか不安でいっぱいでした。それを何とか乗り越えられたのは、まぎれもなく
クラスの人達の優しさ、温かさのおかげだと思います。また私のような生徒を優しくご指導して下さっ
た先生方、本当にありがとうございました。
３か月の訓練、お疲れ様でした。訓練で頑張ったリズムが途切れないよう、就職活動に取り組ん
でいきましょう。

OA 事務・簿記科 3 月生さん
★

訓練が始まって２か月が経ちました。２か月間の感想と３か月目の目標をお聞かせ下さい。
パソコンが分かるようになって来たので、意欲を持ってあと１か月頑張ります。
あっという間の２か月でした。３か月目は就職先が決まればいいなと思っています。
６月の試験に向けて、今までの復習と残りの授業も頑張りたいです。
しっかり資格取得するために勉強し、就職活動も頑張ります。
２か月間一生懸命取り組めました。修了の頃には仕事を決めていたいです。
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★

キャリア・コンサルティングを受けての感想をお聞かせください。
今後の就職活動をしていく上で、まず何をすべきかアドバイスしてくださったので良かったです。
適切なアドバイスをくださり、新たに面接に行く時の励みにもなり、さら
に授業への集中力も高まりました。
迷っている事などに意見をもらえ、書類もチェックしてもらえるので、自
信が持てるようになりました。
これから自分がどのように動いていけばいいのか考えることができました。
久しぶりにしっかりと仕事について考える機会ができました。
客観的な立場から、相手の方が応募書類を見て思われる事等を教えてもら
い、参考になりました。
書きなれない書類の書き方を丁寧に教えてもらえ、とても有難かったです。
１対 1 のキャリコンです。気軽に何でも相談して下さい。
自信をもって就職活動できるよう、私たちと一緒に頑張りましょう。

OA 事務・簿記科 5 月生さん
★

いよいよ訓練が始まりました。意気込みをお聞かせください。
簿記は全くの初心者ですが、就職できるよう精一杯頑張ります。
出来ること、分かる事をこれからどんどん増やしていくことができればと思います。
同じ目的をもつ仲間がいるので、一緒に頑張ろうと情報交換しています。心強いです。
良い結果を残せるようにクラスの皆さんと力を合わせて頑張ります。
簿記や経理が分かるようになってスキルアップできればと思っています。
今まで苦手だったパソコンなどをしっかり習得し今後に生かしていきたいです。
６月に簿記３級の試験があるので、１か月最大限に頑張りたいと思います。
初心者なので皆さんについていけるようしっかり頑張りたいです。まずは簿記３級に向けてしっかり勉
強していきます。
訓練が始まった５月生の皆さん、ようこそイークリックへ。初めての資格や勉
強に挑戦して、就職の幅を広げていきましょう。３か月間悔いの残らないよう
に一緒にがんばっていきましょう。

イ ー ク リ ッ ク で 行 わ れ る 公 共 職 業 訓 練 の ご 案 内
先ず、ハローワークで職業相談を受けて頂いた上で、「公共職業訓練受講申込書」
を提出してください。その後、受講ガイダンスへの出席そして選考となります。

【医療・調剤事務・医事コンピュータ科】・・・平成２８年

７月１日開始

医療事務においては診療報酬・保険請求業務を中心に医療保険の概要からレセプトの作成、調剤
事務の概要を習得します。医事コンピュータにおいては操作方法を学び、実際の業務に沿ったスキ
ルを習得します。医科医療事務検定試験 2 級、医科医療コンピュータ検定試験 1 級合格程度の知
識および技能を習得します。またパソコン基礎・Word・Excel・接遇・マナー・医療環境問題へ
の対応力といった医療従事者としての基本スキルを習得します。

申込期間：５月６日（金）～６月１日（水）
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ガイダンス：6 月 8 日（水）
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【職業訓練校・ロボット教室：イークリックパソコンスクール校内報】
【経理・財務事務科】３カ月コース・・・平成２８年

8 月１日開始

初心者の方を対象に、簿記の基礎から日本商工会議所簿記検定２級合格程度の知識および技
能、社会保険・源泉所得税・年末調整の仕組みを習得します。またパソコン基礎・Word・
Excel・PowerPoint の基本的な操作方法について習得するとともに、ビジネスマナー、環
境課題対応力といったビジネス基本スキルについても習得します。

申込期間：6 月 13 日（月）～６月 29 日（水）

ガイダンス：7 月 6 日（水）

【OA 事務・簿記科】３カ月コース・・・平成２８年

９月１日開始

パソコン・経理初心者を対象にビジネス基本ソフトである Word・Excel・PowerPoint
の操作方法を習得するとともに Microsoft Office Specialist（MOS） 試験合格程度の知識
および技能を習得します。また簿記の知識も習得し日商簿記３級合格程度の知識および技能
を習得します。合わせてビジネスマナー、環境課題対応力といったビジネス基本スキルを習
得します。

申込期間：7 月 11 日（月）～7 月 28 日（木）

ガイダンス：8 月 4 日（木）

≪公共職業訓練年間予定≫
月

訓練名

申込開始

申込締切

ガイダンス

訓練開始

訓練終了

5月

OA 事務・簿記科

（募

集3/14
終 了）

3/29

4/6

5/2

7/29

6月

OA 事務基礎科

（募

集4/11
終 了）

4/25

5/6

6/1

8/31

7月

医療・調剤事務・医事ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ科

5/6

6/1

6/8

7/1

9/30

8月

経理・財務事務科

6/13

6/29

7/6

8/1

10/31

9月

OA 事務・簿記科

7/11

7/28

8/4

9/1

11/30

10 月

医療・調剤事務・医事ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ科

8/15

9/2

9/9

10/3

12/28

11 月

OA 事務初級科

9/12

9/28

10/5

11/1

12/28

12 月

OA 事務・簿記科

10/11

11/2

11/9

12/1

2/28

1月

医療・調剤事務・医事ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ科

11/14

11/30

12/7

1/4

3/31

2月

OA 事務基礎科

12/5

12/22

1/5

2/1

4/28
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ひげきゃりコラム
「再就職手当 （日経新聞話題です。）」
政府は失業保険受給者に対して２０１７年１月より早期に就職を実現した人に支給する再
就職手当の額を増額すると発表しました。いままでは給付期間を３分の２残して再就職した場
合は手当の残存部分の６割の支給であったものが７割に増額されます。例えば失業保険が４０
００円で給付日数が２７０日の人が５０日目で再就職した場合、１７年以降は再就職手当とし
て６３万８４００円を一括でもらえることになり、現行より約９万円増える・・・というもの
です。当然ながら残給付額満額は支給されません。
ここで２通りの考え方を持たれる方がおられます。７割に増額されたと
しても「就職すると３割カットになる」という考え方と「就職しても７割
もらえる」という考え方です。
就労相談させていただいてもよく「給付日数がまだあるので今は就職活動を控えます」いう
方もおられますが、これは本当にもったいないと思います。
「３割カットになる」という方は
おそらく損すると思うのかもしれませんが、全く逆です。どう考えてもお給料外に７割もらう
方が得なのは当たり前です。
採用側もその辺はよく知っていて、給付満額もらっておられる方（給付期間
終了後の就職活動）は基本就労に消極的、再就職手当をもらおうと思っておら
れる方（給付日数を相当程度残されてる方）は「手当と給料を W にもらう」
という経済観念の持ち主であり、就労にも積極的姿勢をもっておられると判断
します。ぜひそのあたりも勘案いただき就職活動を実施していきましょう。

Microsoft office Specialist2013 検定試験実施のお知らせ
試験日

締切日

6 月１0 日（金）

6月

6 月２4 日（金）

6 月１5 日（水）

７月 ８日（金）

６月２９日（水）

７月２２日（金）

７月１２日（火）

1 日（水）

◎◎ お問合せ・ご質問などお気軽にどうぞ！ ◎◎
イークリックパソコンスクール

イークリックロボパーク

滋賀県東近江市山路町７２１

滋賀県東近江市山路町７２１

電話 ０７４８－４２－８０６４ ＦＡＸ ０７４８－４２－８０８４

電話 ０７４８－４２－８０６４ ＦＡＸ ０７４８－４２－８０８４

E-mail：eclick@mbh.nifty.com

E-mail：robo@ecli

ＨＰ：http://www.eclick.jp
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