
人間力 実践力 IT 力
当校では求職者支援制度に伴うパソコンの教育を行い、実務に対応できる力を身に付ける訓練運営を心掛けておりま
す。特に力を入れている教育は人間力のスキルアップです。今までの人生を振り返って苦手だった事やトラウマになっ
ていることなど当校の訓練を通じて一つでも改善できればと考えております。

たった一つの改善が皆様の大きな自信に繋がります。
最近では現役社会人のキャリア形成訓練や経営コンサルティング業等も行いこれからも就職力・実務に対応できる即
戦力を身に付けるための人材教育の充実を目指して事業展開して参ります。

〒636-0002
奈良県北葛城郡王寺町王寺
2丁目 6-12 服部ビル 2F

※JR 王寺駅中央改札口を出て右 ( 南口）に進む。
　南口を降りてまっすぐ徒歩 30 秒。

0745-32-4455
メール     oji@pc-bgm.net
U R L      http://pc-bgm.net

F A X      0745-32-4451

奈良王寺校
ビジネススクール BGM

就職力
就職できる力を身に付ける！
3つの力で
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当校で学ぶことにより WEB デザイン会社のみならずネットショップを運営する会社や自社のホームページを更新でき
る事務員を求める会社等への就職が望めます。

WEBデザイン科

今後ますます成長を続けるであろうWEB業界。その中で活躍できる人材を目指します。

対象者

就職先

学習内容

パソコンの基本操作ができる方。（WEB に関して未経験・初心者受講可能なコース設定です。)

WEB デザイン会社、ネットショップ運営会社、企業のデザイン部門、WEB 担当部門等

WEB 業界が未経験の方でも、ホームページ制作用ソフトの基本から HTML・XHTML、CSS、WEB サイトの企画・デ
ザイン制作、画像のデザイン・加工制作、DTP のデザイン・加工制作、PHP プログラミング、ネットショップのデザイン・
企画制作、SEO 対策など無料で学び、最終的には各自が制作したオリジナルの WEB サイトや成果物を就活の際に提
示することで有利な就職活動を行ってもらえるまで指導致します。

取得可能な資格・検定

訓練期間

ウェブデザイン技能検定 3級 ( インターネットスキル認定普及協会）

6ヶ月間 ( 訓練日数：104 日／総訓練時間：615 時間）

講師紹介

WEB デザイン実践部分にあたる後半の授業を担当しています。WEB デザイナーの仕事に関
する雑談はもちろん、世間話なども交えながら、明るい雰囲気の楽しい授業を常に心がけ
ています。心配はいりません！生徒の皆さんの元気とやる気が僕のエネルギーです！元気
とやる気がある人には全力でバックアップしますので、WEB の道への第１歩をビジネスス
クール BGMで踏み出しましょう。

1ヶ月目1ヶ月目 2ヶ月目 3ヶ月目 4ヶ月目 5ヶ月目 6ヶ月目
訓練開始 訓練修了

デザインソフト
操作

デザインソフト
操作

WEB サイト
制作ソフト操作

（Photoshop）

（PHP）

（Dreamweaver）

お問合せフォーム
などの作成 オリジナルサイト制作

ネットショップ制作

WEB サイト
制作基礎

（HTML・CSS）基礎

実務

実践

（Illustrator）

一歩ずつ着実に STEP UP!!
一歩ずつ着実に STEP UP!!

初心者でも安心の授業スピード
初心者でも安心の授業スピード

デザイン オリジナルサイト作成 ネットショップ

Photoshop や Illustrator を使用し、
各ソフトの基本操作を学びます。ま
た、バナーや地図、名刺等の作成を
します。

Dreamweaver の基本操作、HTML や
CSS、PHP の基本を学びます。最終
的に、企画・デザイン・構築の全て
を各人オリジナルで制作します。

商品管理や販売方法、法律や手続き
等ネッショップ構築に必要な知識を
学びます。ショップサイトを制作し
ます。



施設案内

パソコンを使用した実務の訓練ですので、一人に一台
パソコンを完備しています。授業時間以外にも休み時
間や放課後にも利用できます。

一教室、15 名が定員となっています。現在二教室あり
ますが、6ヶ月間、同じ教室で同じパソコンを使用し
ていただける環境を整えています。

個人用ロッカーと靴箱を用意しています。 講義中、講師の操作画面を確認することができるモニ
ター ( 写真中央 ) を二人に一台完備しています。すぐ隣
で見ることができるので講義に集中しやすい環境です。

就職に必要な基礎知識はもちろん、実際に職に就いた
時のことを考えた指導を行っています。講師自身の経
験談を交えながら実務に沿った講義内容を展開します。

座学の様子です。皆さん集中して講義を受けておられ
ます。講師も分かりやすくすることを心がけながら、
日々講義を行っています。

個人用ロッカー及び靴箱個人用ロッカー及び靴箱 二人に一台の講義用モニター二人に一台の講義用モニター

教室教室

講義中の様子講義中の様子実務中心の指導実務中心の指導

教室教室



周辺案内

当校の最寄り駅「王寺駅」周辺のご案内です。
当校が入っているビルをはじめ、駅周辺の主なビルに入っている施設をご紹介します。
主に昼休みに受講生が利用する機会の多い施設 ( コンビニ、郵便局等 ) です。

ル・カーラ ( 王寺駅南側・当校より徒歩 1分 )

Seria(2F) 100 円均一 
セブンイレブン (2F） コンビニ
ミスタードーナツ (1F） 飲食店
Lucky(B1F） スーパー

りーべる王寺・西館 ( 王寺駅南側・当校より徒歩 5分 )

王寺駅前郵便局 (1F) 郵便・金融機関
南都銀行 [ 王寺支店 ](1F） 金融機関
三菱東京UFJ 銀行 [ 大和王寺支店 ](1F） 金融機関

服部ビル ( 当校所在地・徒歩 0分 )

ダイソー (1F) 100 円均一
スーパーヤオヒコ (B1F） スーパー

りーべる王寺・東館 ( 王寺駅北側・当校より徒歩 4分 )

西友 (1F) スーパー
パン・ド・ブール (1F） パン屋
南都銀行 ATM(B1F） ＡＴＭ
奈良中央信用金庫 ATM(B1F） ＡＴＭ
クレディセゾン ATM(B1F) ＡＴＭ
マクドナルド (B1F） 飲食店

B1F にはフードコートがありますので、その他約 10 店舗の飲食店が
あります。

各ビル内の施設

北口

南口

JR 王寺駅

近鉄　新王寺駅

りーべる王寺 ( 東館 )

近鉄　王寺駅

りーべる王寺
( 西館 )

ル・カーラ

当校 (2F)

ローソン

南都銀行

駅近で便利なハローワーク。
登校前に気軽に寄って求人検索などの
求職活動を行うことができます。

まっち☆ジョブ王寺
ハローワークのご案内

リーベル王寺東館 5F
8：30 ～ 17：00


