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トトモニの概要 1/3

代表取締役
社長

教育事業部 建築事業部

名称 株式会社トトモニ

代表者 高木信行

所在地 東京都世田谷区玉
川田園調布

社員数 １５名

設立 ２００９年

資本金 ３０００万円

名称 トトモニ
一級建築士事務所

社員数 ７名名称 トトモニ 新宿校

社員数 ８名(パート含
む）

設立 ２０１１年

本社
機能

（１）組織
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私たちは
「私たちを必要とする人 ト、トモニ在る」

という理念の下
人材育成の使命に励んでいます
教育・訓練内容は
その人の職業人としての軸となる
専門性を提供します。

• ２０１０年１０月より職業訓練事業を開始し、現在12年目。

• 求職者支援訓練、企業向け研修＆セミナー、社員研修コン
サルティング、職業紹介を行っています。

トトモニの概要 2/3
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トトモニの概要 3/3
（３）沿革・実績

年 主なイベント

2011 11月 教育事業部 基金訓練実施校として訓練を実施

2012 10月 求職者支援訓練実施校として訓練を実施

2013 12月 教室分割により、４教室に拡張

2016

2月 「一億総活躍集会」（安倍元首相が参加）に職業訓練校受講者として、当該受講
者が参加

厚生労働省様 訓練校として本校ご見学
12月 日弁連貧困問題対策本部様 訓練校 ヒアリング

2017
3月 厚生労働省様 求職者支援制度紹介ビデオ「円楽とシロのハロートレーニング」
に出演
6月 厚生労働省様 ジョブ・カード ヒアリング

2018
10月 訓練実施 １００ コース突破！
10月 （独）高齢・障害・求職者雇用支援機構様 職業能力開発講習 ご見学

2019
１月 修了者1,200人突破！
４月 生産性向上支援訓練実施校として訓練を実施
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ビジネスパソコン
基礎科の概要

★ 訓練の目的

• どんな職種にも共通する「文書の作成」
「集計・計算・分析」「報告・発表」等の仕
事をOAソフトのより踏み込んだ機能や操作
で処理することが出来る。

★ 特徴

• Microsoft Office Specialist上級レベル
（エキスパート）に対応したカリキュラム。

• ソフトは、Microsoft Office365＆2019
の最新版を使用します。
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ビジネスパソコン基礎科の実績
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★ 受講を希望される方は

スマホしか持っていない 20代、30代

仕事にブランクのある 40代

パソコンが当たり前でなかった年代層 50
代、60代以上

が多いです。

過去１年間に実施した訓練の就職状況

（雇用保険適用就職率の適用日が直近のも
のから順に３つの平均値）は３６％です。
※グラフは、2021/3/25～2021/6/24、2021/4/20～2021/8/3、2021/5/17～2021/8/16の３コースにより作成

10代

4%

20代

19%

30代

19%

40代

15%

50代

27%

60代以上

16%



Level１

パソコンに触れた

ことがない

Level２

パソコンで入力を

したことがある

Level３

会社で最低限パソ

コンの作業ができ

る

Level４

パソコンができる

（初級）人

Level５

パソコンができる

（中級）人

Level６

パソコンができる

（上級）人

MOSレベル

MOSエキスパート
レベル

対象となる受講者 入校時パソコンレベル

レベル２、レベル３、場合によっては
レベル４（エクセルだけはできないなど）

ブランク期間が長い場合は
レベル５に当たるMOS
（マイクロソフトオフィススペシャリスト）を
持っていても対象です。

現在のスキルから３段階上げる
ことが目標です。
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就職支援の状況
★ キャリアコンサルティング実施方針

• オリエンテーションでジョブ・カードの説明を行い、初回のキャリアコンサルティングまでに、できる限り記入をしてきて
もらいます。

• ジョブ・カードは、初回キャリアコンサルティングで自己理解を深めるために利用しています。キャリアコンサルティング
を受けて、気付いたことなどを追記してもらっています。

• キャリアコンサルティング2回目以降は、その方の状況・課題にあわせて支援方法が異なります。

• キャリアコンサルティングは、予約制で何度でも受けることができます。修了後も無料で相談できます。

★ 2回目以降の具体的な取組み

・自己理解を深める

→ジョブ・カードや履歴書、職務経歴書の作成、それに伴う職務の棚卸し。仕事の中で譲れない部分、キャリアアンカーに
ついて理解を深める。強み・自己PRを書き出し、書けない方は一緒に考える。志望動機のアドバイス、添削など。

・仕事理解を深める

→厚生労働省日本版O-netを活用し、就きたい仕事について理解を深める。実際にその職についている人に話を聞く。希望
の仕事に就くために、今自分に必要なパソコンスキル以外のスキルはあるか検討する。応募企業のホームページを見て、企業
研究を深める。

・情報収集

→インターネットを使って求人検索を行う。視野を広げるために、その方にお勧めの求人情報の提供を行う。

・面接練習
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Level １パソコンに触れたことがない
（パソコン入門者 パソコンが怖い人 パソコン超苦手）

パソコンの起動（Windowsの起動）ができない。

マウス操作ができない。

スタートメニューの表示・確認ができない。

スリープ、シャットダウンができない。

アプリ・ソフトの起動ができない。

本コースをお勧めします。
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Level ２パソコンで入力をしたことがある
（パソコン初心者 インターネットの検索はしたことがある人）

ローマ字入力・かな入力の切り替えができる。

キーボードで英字が入力できる。

キーボードでひらがなが入力できる。

キーボードで漢字が入力できる。

キーボードでカタカナが入力できる。

インターネットの閲覧ができる。（Yahoo、googleなど）

○受講をお勧めします。ブラインドタッチは
できなくても大丈夫です。
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Level ３会社で最低限パソコン作業ができる
（転職となるとこのレベルのパソコンスキルでは武器にならない。）

ファイル・フォルダの管理（作成、移動、コピー、削除）ができる。

Word、Excel、PowerPointのソフトを起動、終了することができ
る。

メールの起動、終了、送受信ができる。

○パソコンを自信を持って使えるようになるの
で受講をお勧めします
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Level ４パソコンができる（初級）人
（会社でパソコンを使えると言えるレベル）

Wordで文書作成ができる。（そろえる、フォント装飾、罫線など）

Excelでデータ入力ができる。SUM関数など初歩的な関数は使える。

PowerPointを使って資料を作成したことがある。

×コース卒業時のレベルです。すでにこの程度のス
キルをお持ちの方は、本コースを受ける必要はない
と思われます。
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受講環境（教室・設備・機器等）

★ OSは、Windows10

ソフトウェアは、
MicrosoftOffice365&2019

Word、Excel、PowerPointです。
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新型コロナウィルス感染症拡大

防止のための取組

★当校は、新型コロナウィルス感染症防
止対策として、

・非接触型体温計の設置

・マスク着用の周知徹底

・黙食の周知徹底

・消毒液の設置

・こまめな換気

・座席間にパーテーション設置

・共有部分の定期的な消毒を

行なっています。
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受講者からのよくある質問

Q1.ついていけるでしょうか？

A1.ついていけます。ついていけない方は以下のいずれかにあてはまることが多いで
す。

 日本語での授業に支障がある。→過去、就職できている外国籍の方は日本語能力試
験N１を取得されていることが多いです。

 よく休む。よく遅刻、早退する。

 わからないことを黙っていて、質問しない。

 授業中スマホをいじったり、関係ないサイトを閲覧したり、居眠りをしていたり、
その他授業に集中していない状態。
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初歩からできる
ビジネスパソコン基礎科

実施機関名 株式会社個別教育研究所

実施施設名 とぴあITスクール新宿校
新宿区西新宿7-8-13 栗原ビル4F/7F



訓練科の概要

★ 訓練科の概要紹介

〔訓練の目的〕

コンピュータの基礎知識を習得し、ビジネス資料作成からプレゼンテーションまで、幅広い
一般業務を行うスキルを習得します。また、職業能力開発講習により、社会人としての基
本的なスキルを身に付けます。

〔訓練の内容・カリキュラム構成等〕

Word、Excel等の訓練では、オリジナルのテキストを使用しています。パソコンを触った経
験のない受講者でも問題なく理解でき、かつ就職後の実務を意識した内容となっています。

<Excelの課題例><Wordの課題例>

Word 114H Excel 130H PowerPoint 35H 職業人講話 10H
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訓練科の実績
★ 訓練実績

20代男性 → 飲食店従業員から一般企業の営業職として就職

30代女性 → 介護職から事務職として就職

30代男性 → 一般企業の事務職として就職

40代女性 → 印刷会社の営業事務（営業職のサポート事務）として就職

50代女性 → 一般企業の事務職として就職

60代女性 → テレフォンオペレーターとして就職

★ 受講者・修了者の声（訓練終了時のアンケートより抜粋）

・Word、Excel、PowerPointの基本的な操作を身に付けることが出来て、パソコンに対する
不安が無くなりました。（20代男性）

・履歴書・職務経歴書の書き方の指導が大変役に立ちました。（30代男性）

・キャリアコンサルテンングで、経歴のどこをどのようにアピールするか客観的に効果的な
方法を学べました。（40代女性）
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就職支援の状況

★ キャリアコンサルティング実施方針

受講者のスキル・人柄に合わせ、理解⇔行動を繰り返すキャリアコンサルティングを実施。

キャリアコンサルティング担当者を原則固定し、入校から就職までの支援体制が一貫して二人三脚で
進める様にする。

★ 就職支援のながれ

訓練初期：訓練参加の動機を共有し、修了までの間、モチベーションの低下などにより動機がブレない様に留意する。

訓練中期以降：具体的な就職活動を題材として扱い、その中で変わる本人の希望や目標の変化などには特に注意をし
てフォローする。

★ 具体的な取組み（受講者への求人情報の提供等）

各種指導：ジョブ・カードの作成支援、職務経歴書・履歴書等の作成指導、面接指導（マナー、模擬面接、適性検査等）

情報提供：希望条件の求人情報を提供、ハローワーク主催セミナー等の情報の提供、民間転職イベント情報の提供

職業紹介：企業説明会、職業紹介事業（有料職業紹介事業許可番号 29-ユ-300098）
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新型コロナウィルス感染症拡大防止のための取組

★施設面での取組

・ 施設の各所に手指の消毒液を設置しています。

・ 定期的に共用部分の消毒を行っています。

・ サーキュレーター、扇風機等を用いて常時換気を行っています。

・ 施設入口に非接触型体温計を設置しています。

・ 各種啓蒙ポスター等を掲示し、感染予防を呼びかけています。

★行動面での取組

・ 職員はもとより、受講者の方々全員にもマスクの着用を徹底しています。

・ 同様に、通所時に検温を実施しています。
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よくある質問

★受講者がパソコンを持っていなくても受講できる？

パソコンを持っていない方でも問題ありません。訓練中にパソコンを購入したくなった場合は、講師にご相談いただけれ
ばアドバイスできます。

★ほとんどパソコンを使ったことがありません。授業についていけるか心配。

全員が理解したことを確認してから次のレッスンへ進みますので心配はいりません。

★宿題はでる？

自宅で行う必要のある課題はでません。

しかしながら、訓練内容をしっかり身につけるためには、自宅や質疑応答時間で復習することをお勧めします。

★受講者の年齢はどの年代が多い？

30代、40代の方が多い傾向が見られますが、実際には10代から60代までの幅広い年齢層の方が受講しています。

★職業能力開発講習は、社会人経験があるなら不要では？

社会人経験がある方でも、身に着けたビジネスマナー、ルールなどが、特定の企業内・業種内だけのマナー、ルールで
ある可能性があります。そうでない場合でも、おさらいという意味で必要であると考えております。
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最後に（その他）

求職者支援訓練に係る問い合わせ先
訓練開始前の問い合わせ先 ： 関東本部 （担当：永口） TEL 03-3590-9590

訓練開始後の問い合わせ先 ： 新宿校 （担当：岩崎、関） TEL 03-6457-6140

訓練内容とのミスマッチを避けるため、受講を検討中の方には極力弊社施設

見学会（説明会）への参加をお勧めしております。

講師経験・就職支援経験のある担当者が、参加者からこれまでのキャリア・今

後の希望職種・希望の訓練内容などを聞き取った上で、訓練内容とのマッチン

グを確認しています。
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