【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５月生さん、OA 事務基礎科６月生さん、医療・調剤・医事コン
ピュータ科７月生さんの３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・簿記科 5 月生さん
★

２か月が経過しました

キャリアコンサルティングを受けての感想を！
自分が今までやってきた事を振り返る良い機会になりました。
わかりやすくアドバイスをしてもらえ心強いです。
自分が伝えるべきことを文章化し、整理することができました。
先生が信頼できるので、やる気と自信がつき前向きになれます。
先生にいろいろと話を聞いてもらえアドバイスを受けとても良かったです。
自分のやりたい職種・条件について絞りこんでいくことができまし客観的に自分を見つめ直すことで自
分の強みや弱みを知る事ができました。

★

これからの目標をお聞かせください。
最終月になりどんどんと就職活動を進めて行きたいです。
修了時には就職を決めたいです。
毎日勉強と就活でしたが、学校に通うことで張り合いが出て、ダレずに頑張って行けたらと思います。
いろいろと愚痴や相談を聞いて下さった人たちのお蔭で就職に繋げることが出来ました。ありがとうご
ざいました！

キャリコンを受けられ、色々と気付かれたこともあるでしょう！就職活動について不安なことは
先生にどんどん相談をして下さいね。

★OA 事務基礎科 6 月生さん 訓練には慣れて来られましたか？
 １か月が過ぎての感想を！
毎日復習をして、クラスメートで教え合いをしています。
先生の熱心なご指導と、目的を一緒にする仲間と過ごした１か月は充実したものでした。厳しい中
にも学ぶ楽しさを感じられ頑張ろう！と思えます。
知らない機能がたくさんありびっくりしました。パワーアップしたと思います！
パソコンに自信が持てるようになりました。
勉強をしたテキストが増え随分と知識が増えました。使いこなせることを目標に復習をしていきま
す。
良いクラスメートのお陰で、パソコンの事はもちろん仕事の事、プライベートな事など話て勉強さ
せてもらっています。
お互いが成長できた１か月です。
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何も進歩していないように思っていましたが、入力できる文字数が増えていることに気づき嬉しく
なりました。
何度も繰り返す時間があるので取りこぼすことなく不安もなく習得できています。
事務の方が親切でとてもありがたいです。

Excel、Word とパソコンの基本的なことを学ばれました。復習をしてしっかり身に付けて下さ
いね。
そろそろ生活リズムが整ってきたのではないでしょうか？暑い時期になりますが、就職活動もど
んどんして行きましょう！

医療・調剤事務・医事コンピュータ科７月生さん 訓練が始まりました！
★

訓練に向けての意気込みをお聞かせください。
クラスの皆さんと仲良くなれ、世代を超えて関わることで毎日元気をもらっています。
退職してから生活リズムが崩れていましたが、講座が始まったことにより整いました。休まず励みたい
です。
初めて触れる世界ですが、目標達成に向け頑張ります。
資格を取得し、再就職に活かしたいです。
知識を身に付け、資格を取り就職したいです。
これからの３ケ月間しっかり勉強をして就職に繋げたいです。
毎日休まずに勉学に励みます。
学ぶ機会がなかったのでこの訓練に参加でき嬉しかったです。しっかり学びます。
就職に結びつけるために取れる資格はすべて取得したい。
早期就職、資格取得を目指しクラスメートと先生と勉強に励みます。
７月生の皆さん、イークリックへようこそ！暑い時期になりますが、体調管理に気を配り毎日元
気に勉強に励みましょう！勉強と就職活動と１日があっという間かもしれないですね。

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

締切日

８月１９日（金）

８月 ９日（火）

８月 2６日（金）

８月１７日（水）

９月１６日（金）

９月 ７日（水）

９月２３日（金）

９月１２日（月）

★お申し込みは、受験料を添えてスクール窓口までお願い致します。

イークリックパソコンスクール
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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】
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。

【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）

【医療・調剤事務・医事コンピュータ科】・・・平成２８年

10 月 3 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：8 月 15 日（月）～9 月 2 日（金）

ガイダンス：9 月 9 日（金）

≪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

7月

医療・調剤事務・医事ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ科

（募 5/6
集 終

了） 6/1

6/8

7/1

9/30

8月

経理・財務事務科

（募 6/13
集 終

了） 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
「イギリスが EU を離脱することになりました。
」

さる６月２３日にイギリスで「EU から離脱するかどうか」の国民投票が行われ僅差ながら「EU 離
脱」の投票結果となりました。日本からはるか遠くの国イギリスがヨーロッパの枠組みから抜けるとい
うことなのですが、日本に対してそんなに影響はないのではないか・・・・と思いますよね？でも現実
はいわゆる為替は乱高下、特にイギリスの通貨であるポンドは大幅安になり、ポンドばかりかオースト
ラリアドルやニュージーランドドルも大幅安になりました。
実はオーストラリアやニュージーランドは英連邦の国、ともにイギリスのエリザベス女王を君主と仰
ぐ国なので今回の離脱の影響を為替の部分で受けたのでしょう。まさにイギリスの EU 離脱は世界的に
も大きな事件でした。
そしてわが日本にも大きな影響があります。ヨーロッパの国々は今 EU という一つの国のようなまと
まりになっていて、ほとんどの国は英語が公用語ではありませんがイギリスは英語を母国語としていま
す。つまり日本を含む世界の国々と EU との様々な交渉や玄関口としてイギリスは非常に大きな役割を
果たしていたのです。またイギリスにはシティと呼ばれる世界有数の金融街をもっていたことも EU と
世界との橋渡し役として非常に重要でした。そんなイギリスが抜けたのですから EU はさぞ痛いかと思
いきやどちらかといえばイギリスが貧乏くじをひいた感が否めません。
特にこれから社会で活躍が期待されるイギリスの若い世代にとっては活躍の場が狭
くなったことに大きな不安・不満を持っているようです。国民投票の結果なので簡単
に覆すことはできないでしょうが、イギリスにとっては大きな転換点となってしまっ
たようですね。
皆さんは先日の参議院選挙にはいきましたか？政治はなかなかな分かりにくいも
こともあるかもしれませんが、でも他人に自分たちのことを決められたくはないの
で、まずはいろんな投票には必ず出向き、投票することから政治への関心を高めてい
くことが大切であることを遠くイギリスの人々は教えてくれたのかもしれません。

◎◎ 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@ eclick.jp

ＨＰ：http://www.eclick.jp
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