
お問合せ先
鹿児島県立姶良高等技術専門校
住所 姶良市西餠田１１２０ 電話 ０９９５－６５－２２４７

応募手続

応募資格

雇用保険受給資格者は、基本手当等が支給されます。
上記以外の方は、一定の条件により「職業訓練受講給付金」
または、「新型コロナウイルス関連離職者等職業訓練助成金」
が支給されます。 助成金については、裏面を参照。

訓練会場

株式会社エム・エム・シー
※ 場所・交通機関は、裏面の地図参照。

訓練期間

5か月 令和4年5月25日 (水)～
令和4年10月24日 (月)

募集定員

受講料

無料

新規高卒･短大卒･大卒未就職、及び、概ね５５歳未満の方で、
公共職業安定所に求職申し込みを行っている方
詳細は、裏面の応募資格を参照

選考

・雇用保険受給者は、雇用保険受給資格者証をご提示ください。
・応募者は入校願書に必要事項を記入し、写真を添付のうえ、
公共職業安定所窓口に直接ご本人が提出してください。
(写真：縦4㎝×横3㎝、6か月以内に撮影したもの)

令和4年5月9日 (月)
午前9時30分開始
(受付：午前9時から午前9時20分)

選考日時

鹿児島県立姶良高等技術専門校
※ 場所・交通機関は、裏面の地図参照。

選考会場

手当等

筆記試験（国語・社会・数学） 面接
※ 筆記用具（鉛筆・消しゴム）をご持参ください。
※ 案内は、あらためて行いませんので、ご承知おきください。
※ ５５歳未満の方が優先されます。

マスク着⽤のご協⼒をお願いします。

※ 但し、テキスト代 (12,000円)、
職業訓練生総合保険料 (4,300円)、
及び各種資格取得受験料 (任意受験)は
自己負担となります。

24名 ※ 最少実施人数：12名
応募者が最少実施人数を下回った場合、
訓練が中止になることがあります。

訓練時間：9時30分～16時30分 (土、日、祝日は原則休講)
※職場実習期間は職場実習先訓練時間に準ずる

① 4/1 (金) ② 4/8(金) ③ 4/15(金) ④ 4/22(金)
※ 4回すべて16：30から30分程度を予定しております。

訓練受講を検討中の方に、説明会を実施いたします。
訓練施設の見学も可能です。 訓練内容等 何でも 質問にお答えします。

株式会社エム・エム・シー TEL：099-224-9111 事前電話予約必須

説明会のご案内

Webサイト、広告物制作など、ITを用いて
訴求効果の高い情報発信ができる人材

※訓練⽬標、⽬標とする資格など、詳細は裏⾯をご覧ください。

仕上がり像

IT広告デザイン科①
(職場実習付･新卒者含む) 座学 4か月/実習 1か月

募集期間
令和4年4月1日(金)
～令和4年4月25日(月)

文書作成
表計算

プレゼン
伝える技術

Webサイト
制作技術

画像編集
イラスト作成

デザイン
制作演習

デザイン技術習得で就職へ！

鹿児島県が民間教育訓練機関に委託して
実施する、再就職のための公共職業訓練です。

★ 受講者の個人情報については、公共職業訓練に係る業務に使用し、
訓練受託機関・施設へも提供します。

★ 訓練修了後は、就職先等の報告が義務付けられます。また、修了者の就職状況を
把握するため、就職先，公共職業安定所などに確認を行うことがあります。

★ 提出された書類は、返却しません。

5月開講 無料 ジョブ・カード対象 公共職業訓練
訓練コース番号

5-04-46-133-0２-0088



 

訓練科名 IT広告デザイン科①  （職場実習付・新卒者含む） 

訓練期間 令和4年 5月25日～ 令和4年10月24日     （座学４か月＋職場実習１か月） 

訓練目標 

パソコンの基本操作、インターネットの基礎知識がある方を対象とした訓練で、IT技術者として

業務遂行時に必須となるオフィスソフトの活用技術から、ITを活用した広告物・Webサイト制作

に必要となる知識、技術を幅広く習得する。 

更に、ケーススタディ形式の実務を想定した課題に取り組む演習の場で 

・「魅せる」資料や自社Webサイトのメンテナンス等を求められるあらゆる職場 

・商品となる広告物、Webサイトの構築を求められる広告デザイン関連の職場 

どちらを目指すかも含め、自己理解、仕事理解を深めながら各々に必要な専門技術を習得する。 
 
職場実習では、Webサイト構築・運用管理、広告物制作補助、デザイナー補助、ITを活用した事

務、営業支援などを実践しながら体得する。 
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科  目 内         容 時間 
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入校式・修了式 入校式・修了式  

訓練導入講習 

（キャリア形成含む） 

訓練概要、初対面のコミュニケーションワーク、職業観、仕事の持つ意味、 
就職活動に必要なこと、キャリア形成の必要性、自己理解、職場見学、 
仕事理解、職業人講話、社会人のマナー、ビジネスメール、自己表現、 
他者理解、傾聴 等 33 

就職支援 
応募活動、就職活動に必要な書類（履歴書・職務経歴書）作成、面接指導、 
模擬面接 等 27 

デザイン基礎 
現場で必要な知識と考え方、ターゲット、コンセプト、レイアウト、 
写真と画像、配色、書体、各種ワーク 等 54 
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技 
 

 

Windows活用 パソコンの基礎知識、ファイル・フォルダ管理、専門用語の確認 等 6 
インターネット活用 インターネットの基礎知識、効果的な検索方法、ネットワークセキュリティ 6 

ビジネス実務 

ワープロソフト（Word）を使用したビジネス文書の作成・編集 等 15 
表計算ソフト（Excel）を使用した表データの作成・編集、関数活用 等 15 
仕事に対する心構え、メール活用、報告資料の作成、仕事の報告、安全衛生 等 18 

プレゼンテーション活用 
プレゼンテーションソフト（PowerPoint）の基本操作と活用技術 
効果的なプレゼンの方法、制作演習、発表 等 36 

Webサイト制作技術 
HTML5 と CSS3 を使用した Web サイトの制作・編集、JavaScript の導入 48 
オリジナルWebサイト制作演習 36 

CMS構築技術 コンテンツ管理システム（CMS）であるWordPressの構築・メンテナンス 18 
イラスト作成技術 イラスト作成ソフト（Inkscape）を使用したグラフィックの作成 36 
画像編集技術 画像編集ソフト（GIMP）を使用した画像処理 36 

デザイン制作総合演習 

イラスト作成ソフトと画像編集ソフトを使用したデザインコンペ演習、発表 48 
オリジナル名刺デザイン制作演習 12 
ポートフォリオ制作演習 24 

                        総訓練時間 570時間（学科 114時間，実技 354時間，職場実習 102時間） 

主要な機械設備 

 （参考） 

LAN、光インターネット常時接続、基本ソフトウェア、ワープロソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフト

、ブラウザ、イラスト作成ソフト、画像編集ソフト、プリンタ 他 

委託訓練カリキュラム 訓練実施者 株式会社 エム・エム・シー

民間の委託訓練校として22年続けてまいりました。
そのノウハウを生かし、ITサービス業の現場経験のあるスタッフが講師を担当致します。
過去の修了生から「テキストに載っていない事も含め実践で即活用できる事をたくさん
学べた」「職場実習先で興味のある仕事を経験できた事で、今後の方向性が明確に
なった」など、ありがたい評価を頂いております。この機会に訓練に参加してみませんか。

訓練実施機関から

・ 新規高卒･短大卒･大卒未就職、及び、概ね５５歳未満で、公共職業安定所に
求職申し込みを行っている方。

・ 公共職業安定所長の受講指示又は受講推薦を受けることのできる方。

応募資格

※受講指示を受けるには要件がありますので、職業相談・キャリアコンサルティングを受け、
訓練開始日までにジョブ・カード作成支援を受けてください。 詳しくは公共職業安定所でお尋ねください。

新型コロナウイルス関連離職者等職業訓練助成金
・ 支給対象者の条件は、相談窓口へお尋ねください。
・ その他、不明な点については、鹿児島県商工労働水産部雇用労政課公共訓練係

（電話：０９９－２８６－３０２１）へお問合せください。

訓練会場 株式会社エム・エム・シー
訓練実施機関 株式会社エム・エム・シー
鹿児島市中町3番11号 日専連ビル３F
TEL 099-224-9111

・ 市電 天文館通
いづろ通 徒歩３分

・ 駐車場なし（周辺に有料あり）
・ 駐輪場なし（周辺に有料あり）

選考会場 姶良高等技術専門校

姶良市西餠田１１２０
TEL ０９９５－６５－２２４７

・ 駐車場あり（無料）
・ 駐輪場あり（無料）
・ ＪＲ 帖佐駅 1.5㎞
・ 帖佐バス停 1.3㎞
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至 加治木至 鹿児島
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想定する就職先の職務
Webデザイン・広告デザイン・企画・広報等の補助、営業、事務
他ITを活用するあらゆる業種・職種

目標とする資格取得 ※任意受験

・ウェブデザイン技能検定3級
・Webクリエイター能力認定試験：スタンダード･エキスパート
・コンピュータサービス技能評価試験：ワープロ技士 表計算技士
・Microsoft Office Specialist（MOS）：Word、Excel、PowerPoint


