【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、経理・
財務事務科８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
★

3 ケ月間の感想は？

3 ケ月を振り返ってどんなことを感じられましたか？
勉強が苦手で避けてきましたが、自分にチャンスが巡って来たと取り組みました。クラスのみんなに支
えてもらい、教えてもらい頑張れました。
毎日が新しい事の連続で目まぐるしく過ぎて行きました。人生の中で一番頑張った気がします。
自分から行動することが大切だと感じました。
知識が増えていくことがとても楽しく感じられました。
お互い教え合いをすることで、気付けなかったとこに気づきました。
学生時代から考えても自分が一番伸びた 3 か月でした。

★

訓練に通ってどんな変化がありましたか？
目標としていた資格をすべて取得でき、自信を持って「できます」とアピールできるようになりました。
前向きに考えられるようになった。
１つの目標に向かって頑張れることの大切さややり遂げた時の達成感を味わい、自信が持てました。
必要なスキルを身に付けられたので就職活動の自信につながりました。
朝のスピーチのお陰で人前で話すことに慣れました。
知らないことを知っていく楽しさを覚え、新しい仕事でも知って行けば楽しくなるかもしれないと思え
るようになった。
何度も繰り返して勉強をする大切さがわかりました。

あっという間の３ケ月間でしたね。毎日の積み重ねが今日の自信につながっています。
新しい職場、新しい環境でも、学ぶ楽しさを感じて頂いたみなさんなら自信を持って乗り越えられます！

★OA 事務基礎科 6 月生さん 最終月ですね！
★

キャリアコンサルティングを受けてどうでしたか？
自分ではわからない長所を引き出してもらえ、感動しました。のんびり構
えていた私に「喝」を入れて頂きました。
アドバイスをいただいた点に気をつけて面接に挑みます！
親身になって相談に乗って下さり、アドバイスも頂けるので良い時間でし
た。
仕事を一人前に任せて頂くためにあらゆる方面からご指導を頂きました。
今までの自分を振り返ることができてよかったです。
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履歴書などの確認やアドバイスを頂け良かったです。
面接から遠ざかっていたのですが、色々とアドバイスを頂き気付かなかったことにも気付け良かっ
たです。
先生の何気ない一言「途切れることなく仕事を続けて来られたのですね。」にハッと気付かされ、
これをアピールしていこうと思いました。

修了までの目標を！
自信がもてるようになったので行動に移していきます。
就職活動をがんばります。
気を抜かず、勉強と就職活動をがんばります。
復習を重ね、計画的に就職活動をして行きます。
あっという間に日は過ぎてしまいます。計画的に就職活動をして行きましょう！
キャリコンの先生はいつでも応援しています。そしていつでも相談に乗りますよ！

医療・調剤事務・医事コンピュータ科７月生さん 慣れてきましたか？
★

1 か月が過ぎた感想は？
授業のスピードが速い！と思っていましたが追いついてきました。わからない
ことはクラスメートや先生に質問をしてすっきりしています。
クラスや授業に慣れてきました。
授業の内容を自分なりにまとめて行こうと思います。
段々難しくなってきましたが、やりがいがあります！
違う環境におられた方と同じ目標を以って勉強ができ楽しく過ごしています。
しっかりと身に付けて仕事に活かしたいです。
医療事務の知識がどんどんついてきて、出来ることが多くなり嬉しく感じています。
楽しい仲間もでき、同じ目標に向け仲間と一緒に頑張っていきたい。
先生やクラスメートに質問をして頑張っています。

スクールにもクラスメートの方たちにも慣れてこられた頃ですね。生活リズムを崩すことのない
よう元気に通って下さいね。

経理・財務事務科８月生さん

訓練が始まりましたね！

苦手な簿記が最初の２日でとても分かりやすくこれから２級と就職を目指して頑張ります！
暑い日が続きますが、勉強と就職活動を頑張ります。
この 3 ケ月でしっかり知識を身に付けて就職します。
学生の時に挫折をした簿記で２級を取得し就職を決めたいです。
復習をしっかりして、就職を決める！
がんばるぞ～！

勉強でいっぱいいっぱいにならないよう、上手に息抜きもしていきましょう！
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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。

【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）

【OA 事務初級科】２ケ月コース・・・平成 2８年１１月１日開始
パソコン・一般事務初心者を対象にビジネス基本ソフトの中で特に Word・Excel 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、ビジネスマナー、環境課題対応力といった就労に必要な基
本スキルを習得します。

申込期間：9 月１2 日（月）～9 月 28 日（水）

ガイダンス：１０月５日（水）

【OA 事務・簿記科】３ケ月コース・・・平成 2８年１２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：10 月１1 日（火）～11 月 2 日（水）

ガイダンス：１１月９日（水）

≪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

6/13
（募 集
終 了）

6/29

7/6

8/1

10/31

7/11

7/28

8/4

9/1

11/30

8月

経理・財務事務科

9月

OA 事務・簿記科

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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（募 集 終 了）
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ひげきゃりコラム
「働き方改革」担当大臣？？
先般内閣改造があり「第３次安倍第２次改造内閣」が発足しました。
その目玉大臣として「働き方改革」担当大臣として加藤勝信氏が就任されました。
「働く」とい
うことに関しての担当としては厚生労働省があるのですが、それとは別に担当大臣をおいたとい
うことはこの内閣の大きな方向性が含まれているように思います。安倍総理の改造内閣の紹介コ
メントに「最大のチャレンジは、
「働き方改革」であります。長時間労働を是正します。同一労働
同一賃金を実現し、
「非正規」という言葉をこの国から一掃します。最低賃金の引上げ、高齢者へ
の就労機会の提供など、課題は山積しています。」
とあります。
「課題は山積」ということは積極的に施策を打つというよりも現状での課題をいかに
解決していくかということかもしれません。最大の課題は労働人口の減少に対する対応でしょう。
少子高齢化、人口減少、団塊の世代の退職等労働力は大きく低下していきます。
これから女性は言うまでもなく、高齢者にも積極的に労働市場に参入していただくとことで量
の確保を図るとともに、今後は可能な限りの労働の効率化を行い労働力の質の向上を目指さない
といけないでしょう。そして更なる OA 化から AI の活用等もはや人間でなくてもできる仕事は
AI やロボットにやってもらって人間は人間にしかできない仕事をより効率的に行っていく時代に
なっていくと思います。
長崎のハウステンボスには「ロボットホテル」なるものがあるとのこ
と。これからはロボットや AI に任せる部分は任せ、我々人間でしかでき
ない仕事を効率よくそして働き甲斐をもって取り組めるような社会にし
ていきたいものです。加藤大臣！！期待しておりますよ！！

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

締切日

★お申し込みは、受験料を添えてスク

９月１６日（金）

９月 ７日（水）

９月２３日（金）

９月１２日（月）

10 月７日（金）

9 月２８日（水）

10 月２１日（金）

10 月１２日（水）

ール窓口までお願い致します。

◎◎ 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
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 ０

E-mail：eclick@mbh.nifty.com

７４８－４２－８０８４

ＨＰ：http://www.eclick.jp

E-mail：robo@ eclick.jp
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