【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』では現在、OA 事務・簿記科１１月生さん、OA 事務基礎科１２月生さんが同じ目標を持
ち毎日勉強に就職活動に励んでおられます。
『ロボット教室』では、プライマリーコース、ベーシックコース、ミドルコース、アドプロコースのみんながロ
ボット作成やプログラミングに挑戦しています。

★OA 事務・簿記 科１１月生さん
★２ヶ月が過ぎましたがいかがですか？
税金や給与計算のことを学べ、今後役立つことばかりです 。
就職支援の授業を受けることで、一人で就職活動を行っていたら気づ
かないことやアドバイスがもらえとても良かったです。
社会人に必要な実践的な内容があり再確認ができた。
再就職をしてから役立つことをたくさん教えてもらえています。
たくさんの情報を入れた履歴書が出来、面接もリラックスをして受けられそうです。
楽しく、わかりやすく勉強ができ、スキルアップが出来ました。
履歴書を細かくチェックしていただけたので良かったです。

★さあ最終月ですね！
 何社か面接を受けに行きます！
 内定をもらえるよう就職活動します！
 パソコンの勉強をしつつ就職活動をします。
 来月から新しい職場で働けるよう就職活動をします。

とう と う最 終 月で す 。 就
職活 動 で相 談 や面 接 、 書
類の チ ェッ ク 等ど ん ど ん
先生 に アド バ イス を も ら
いましょう！

★ OA 事務基礎科１２月生さん
★勉強で工夫をされていることは？
➢

復習を心がけ、学んだことが定着するようにしています 。

➢

家に帰って復習をしています。

➢

タイピング練習はイメージトレーニングをしています！

➢

検定を受けることを意識しながら復習をしています。

➢

わからない事はその日のうちに解決するようにしています。

➢

テキストにポ イントを 書いて、後か らも勉強 できるようにし
ています。

➢

勉強することが楽しくなってきたので、毎日パソコンを触っています。

➢

居残り時間に復習などをして時間を有効に使っています。

➢

タイピングが早くできるように毎日練習をしています。
タイピングは、毎日少しの時間でも続けるとだんだんと早くなります。
これは何に対して言えることですね。まさに「継続は力なり」です。
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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
２０１７年度の募集は終了をしました。
イークリック で は、履 歴 書・職務 経歴書 の書き 方や 面接の受 け方な ど就職 支援 も充実し てい
ます。国 家資格 をもっ たキ ャリアコ ンサル タント が常 駐いたし ており ますの で、 いつでも 就職
相談を受 けるこ とが出 来ま す !!

パソ コン・ 簿記の 知 識や就職 するた めの『 就職 力』を身 に付

けて自信 を持っ て就職 活動 をしまし ょう !!

私達 と一緒に頑張りましょう!!

新聞折込より SNS

ひげきゃりコラム

最近２つのニュースを目にしました。
一つは日本 製紙の子 会社 が事業停止 というニ ュー スです。ど うやら新 聞紙 の原紙を製 造され
ていたよう ですが売 り上 げの急減に より事業 継続 が困難にな ったよう です 。確かに新 聞を購読
されている 家庭はど んど ん減少傾向 にあるよ うで すね。スマ ホなどが 常時 手元にある 状況では
情報収集に わざわざ 新聞 を購読する 必要もな いの かもしれま せん。そ れに ともなって 新聞折込
という広告 媒体もそ の効 果が薄れて いるよう です ね。そうい えば若干 折り 込み広告の 枚数も減
った様に感じるのは気のせいでしょうか・・・
もう１つのニュース・・というかトピックは「１円コロ ッケ」！！ある総菜販売店さんが自店
のツイッターアカウントに「 1000 リツイートしたらコロッケ 100 枚 1 円で売っちゃうもん
ね

3000 リツイート 300 枚 5000 リツイート 500 枚

みんなでリツイート」とツイート

されました。瞬く間に１０００リツイートは達成され、１００枚コロッケを 1 円で、（実際は
５個５円）販売されたとのこと。来店客さんも「こんなことしてお店大丈夫なの？？」と心配し
ていたので すが、お 店の 方によれば 、結果こ のメ ッセージは １０万人 以上 の方の目に 触れたの
で宣伝効果 としては 非常 に高いとの こと。ま たお 客さん もさ すがに１ 円コ ロッケのみ を買うの
ではなく、 その他の 商品 も併せ買い をしても らっ ているとの ことでな かな かよく考え られたマ
ーケティン グ手法だ と思 います。片 や紙媒体 が苦 境を迎え、 片やネッ トに よる草の根 マーケテ
ィングがどんどん増えてくる・・・
企業活動と 広告媒体 の関 係がよくわ かるエピ ソー ドだと思い ます 。こ のよ うな新しい 手法も
どんどん勉強していかないといけませんね。
近くのコロッケ屋さんも「１円コロッケ」やってくれないでしょうかねぇ ～

☆☆ 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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