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令和
３年

9:30-15:05

～ 火訓練期間
土・日・祝日、学校指定日時間 休日

令和３年 令和３年
訓練募集期間

～木   6月24日 7 月27 日 火

9月9日　      3月8 日

※休日・時間帯については変更になる場合があります
授業終了後掃除・ホームルームあり

令和
４年木

申込方法

※応募状況によっては、訓練を中止することがあります。また、新型コロナウイルス
　感染症等への対応のため、訓練の中止や、実施場所、訓練期間、授業方法（例えば
　オンライン授業）等に関する内容の変更を行う場合があります。
※募集期限までに申込者が定員に満たない場合、募集期間を延長することがあります
　が、延長後に申込まれた場合は受験票を郵送しませんので、本人が確認できる身分
　証明書（免許証等）を持って、選考試験日時に必ず選考会場へお越しください。

入校願
最寄りの公共職業安定所
令和3年8月18日(水) 9:30～  (受付  9:00～)
山口県立東部高等産業技術学校
※山口県立東部高等産業技術学校では、受験者用の駐車場がご用意
できませんので、公共交通機関でお越しください。
筆記試験、面接
令和3年8月26日（木） 本人あて郵送

提出書類
提 出 先
選 考 日
選考会場

選考方法
合否通知

対 象 者

①公共職業安定所に求職申し込みをされている方
②公共職業安定所長の受講指示、受講推薦または支援指示が受けられる方

訓練内容
・Webの知識と技術を習得し、業界で活躍できる人材の育成
・社会人、企業人としての考え方や求められる知識とマナーの習得
・ＯＡ機器（ワープロソフト・表計算ソフト）の知識や操作技術の習得 
■OS：Windows10
■アプリケーションソフト：Office2019

費　用
ただし、テキスト代 29,777円程度必要
検定受験料は別途25,500円程度必要

受講料無料

Y I C キャリアデザイン専門学校
〒745-0073
周南市代々木通二丁目 33 番地
※JR 徳山駅より徒歩 5分
※近隣に有料駐車場有
　(１ヶ月 3,000 円補助有 )※駐輪場有（50cc までの原付の
　駐車可能/無料）

☎ 0834-22-9111

訓練場所

取得目標資格

・Webデザイナー検定　ベーシック　・Webクリエイター能力認定試験　スタンダード
・Word文書処理技能認定試験2級（サーティファイ）
・Excel表計算処理技能認定試験2級（サーティファイ）

【訓練期間中および訓練修了後受験可能】
（周南市瀬戸見町15番1号）

【年末年始休み】12月29日（水）～1月4日（火）

（CG-ARTS協会）
（サーティファイ）　

次の①と②のいずれにも該当される方

■お問い合わせ先は、最寄りの公共職業安定所または

山口県立東部高等産業技術学校
〒745-0827
山口県周南市瀬戸見町 15 番 1号 
☎ 0834-28-2233　fax 0834-28-4617

募集定員
20名

6 か月
コース
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ター

Ｗeb業界で要求される知識・技能を確実に身に付けます！
また、Ｗeb制作の授業と同時進行でワード・エクセル・色彩等を学び、
販売・事務・営業職 などへの就職も目指すことができます。
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募集期間

選考日

時　間

2

6

18

46

37

210

114

112

679Ｈ

ＪＲ山陽本線　徳山駅下車　（徒歩５分）

防長交通　徳山駅バス停降車　（徒歩５分）

＜試験会場＞　

訓練実施期間 令和３年９月９日（木）～令和４年３月８日（火） 定　員 　　２０名

訓　　練　　生　　募　　集　　票

コース名 Ｗｅｂ・一般事務科
令和３年６月２４日（木）～令和３年７月２７日（火）

令和３年８月１８日（水）

訓練目標
・Ｗｅｂの知識・技術を習得し、業界で活躍できる人材の育成
・社会人、企業人としての物の考え方や求められる常識・マナーの習得
・ＯＡ機器（ワープロソフト・表計算ソフト）の知識や操作技術の習得

仕上がり像
Ｗｅｂデザイナー、Ｗｅｂクリエイター、グラフィックデザイナー、グラフィックオペレーターとして要求される知識・技能を確
実に身に付け、業界で活躍できる人材となる。また、Ｗｅｂ制作の授業と同時進行でビジネス系ソフトの操作技術習得カ
リキュラムを展開することにより、販売系・事務系・営業系など幅広い職種に対応できる人材になることを目指す。

対応職務 Ｗｅｂデザイナー・Ｗｅｂクリエイター・グラフィックデザイナー・グラフィックオペレーター・販売職・事務職等

主な就職先 印刷会社、出版社、一般企業のＷｅｂ部門、一般企業の事務職部門　など

訓
　
練
　
の
　
内
　
容

科　　　目 科　目　の　内　容

職
業
意
識
の
涵
養
・

基
礎
能
力
の
養
成
等

入校式 （2時間）

オリエンテーション

（2時間）

実
技

Ｗｅｂ制作

訓練受講に際しての注意事項、学校生活について説明

コミュニケーション
【チームワークの重要性・自己表現力の養成】
アイスブレイキング、アサーション、意思疎通、協調性、情報共有

ビジネスマナー
【接遇マナーの理解】
基本的な挨拶用語と敬語、接遇マナーにおける社会人としての心構え、ホスピタリティ、
報告・連絡・相談、電話応対、来客応対

所　在　地 　〒745-0073　山口県周南市代々木通二丁目３３番地

【Ｗｅｂソフトの基本操作習得】
HTMLとコーディング技術、CSS、ウェブページデザイン、基本タグ、画像・テーブル･
フォーム･サイトへの保存、テンプレート、サイト全体のチェック、スクリプトの基礎、オリ
ジナルホームページの企画～制作
Ｗｅｂデザイナー検定試験対策
Ｗｅｂクリエイター能力検定試験対策

文書作成実習
【ワープロソフト（Word2019)の基礎・実務活用】
ワードソフトの基礎・応用、ビジネス文書作成等の技術習得、現場で役立つ実務的機能
操作、Word文書処理技能認定試験試験対策、検定実施

職
業
能
力
開
発

学
科

色彩
色彩についての基礎、色彩演習
パーソナルカラー、就職活動における色の好印象

就職実務

【就職活動の理解とキャリア形成プロセスの実践】
就職活動の進め方、自己理解、仕事理解、労働市場についての情報提供、履歴書・職
務経歴書等の応募書類作成指導、面接指導、面接対策ロールプレイング、ジョブ・カー
ドを活用したキャリアコンサルティングの実施、就職面談

修了式

表計算実習
【表計算ソフト（Excel2019)の基礎・実務活用】
エクセルソフトの基礎・応用、表やグラフ作成等の技術習得、現場で役立つ実務的機能
操作、Excel表計算処理技能認定試験試験対策、検定実施

素材制作実習

【Adobe社のIllustrator/Photshopの基本操作習得】
デジタル画像の修正、調整、加工
Illustrator/Photshopを使ったデザインの制作
デジタルフォトレタッチ、WebSITEデザインパーツロゴマーク・フライヤーの制作

　　山口県立東部高等産業技術学校　

（周南市瀬戸見町15番1号）

備
　
考

【訓練時間帯】　 ９：３０ ～ １５：０５（授業後ＨＲ、掃除あり）

【教科書代等】　

学
科

134

【関連資格】

【取得目標資格】
・Ｗｅｂデザイナー検定　ベーシック（ＣＧ－ＡＲＴＳ協会）
・Ｗｅｂクリエイター能力認定試験　スタンダード（サーティファイ）
・Word文書処理技能認定試験2級（サーティファイ）
・Excel表計算処理技能認定試験2級（サーティファイ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※訓練期間中、訓練修了後受験可

２９，７７７円程度（教科書代、資料代）

２５，５００円程度（資格試験の検定料）

 【駐　車　場】  近隣にあり（有料）※1か月\3,000円補助有

計

訓練実施施設名 学校法人ＹＩＣ学院　ＹＩＣキャリアデザイン専門学校

　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　（０８３４）２２－９１１１　　　　　　　　ＦＡＸ　（０８３４）２２－９２２２

＜訓練実施施設までの交通手段＞ （案内図）
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