
【お問い合わせ先】 TEL:0957-35-4726 FAX:0957-35-4723
https://www3.jeed.go.jp/nagasaki/poly/

主催：独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構長崎支部
ポリテクセンター長崎 生産性向上人材育成支援センター

共催：佐世保商工会議所

ポリテク長崎

生産性向上支援訓練
令和３年度

ＦＡＸでお申込み 当センターより確認電話 受講料の請求書送付 セミナー受講

申込書にご記入後
ＦＡＸで送信をお願いします

申込内容について当センターより
確認電話をいたします

請求書の指定期日までに
お振込をお願いします

１０分前に会場へ
お越しください

※個人での受講はできません。企業（事業主）からの指示による申込みに限ります。申込手続きの流れ

県北版

受講料：2,200円（税込）
時間帯：9時30分～16時30分

（昼休憩60分）
定 員：1０名のご案内

会
場
の
ご
案
内

有限会社佐世保情報アカデミー
（佐世保市三浦町1-15 NSビル3F）

新型コロナウイルス感染症防止対策について
※感染拡大の状況によっては中止させていただく場合がございます。

◆ 感染防止のため広い会場を確保しています。

◆ 机・椅子・ドアノブ等の消毒、消毒液の設置、間隔を開けた座席配置、

会場内の換気等を行います。

◆ 講師・運営スタッフは、検温、手指消毒、マスク着用等の感染予防策を

徹底いたします。

◆ 開催当日、受講者の皆様に対して、検温、体調チェックシートによる

体調確認を行います。

◆ 受講者の皆様には、手指消毒、マスク着用等の感染症予防対策をお願い

いたします。

IT業務改善

※受講にあたっては裏面の注意事項をご確認のうえ、お早めに申込みいただきますようお願いいたします。

ピボットテーブルを活用したデータ分析
コース

№ ⑦

【コース内容】
１．多角的データ分析 （ピボットテーブルとは）

２．ピボットテーブルによるデータの見える化 （ピボットグラフの種類と変更）

３．複数テーブルの分析 （リレーションシップとは）

開 催 日：令和３年１０月１５日（金）
開催場所：有限会社佐世保情報アカデミー

（佐世保市三浦町1-15 NSビル3F） 中級者

初心者～

面倒な数式や特別な関数を使うことなく、マウス操作だけで簡
単に大量のデータを集計・分析することができる表計算ソフト
（ピボットテーブル機能）を学習します。
データ集計業務に従事されている方におすすめのコースです。

締切

１０/５

相手に伝わるプレゼン資料作成
コース

№ ⑧

【コース内容】
１．目的に合わせたスライド作成
（視覚効果を意識したデザイン、良いデザインと悪いデザイン等）

２．資料提案時のポイント （ターゲットの明確化、内容の構成等）

開 催 日：令和３年１１月１日（月）
開催場所：有限会社佐世保情報アカデミー

（佐世保市三浦町1-15 NSビル3F） 中級者

初心者～

プレゼンテーションソフト（PowerPoint）の操作方法を理解し、
図・写真・グラフを使ったスライドの作成を学びます。
また、完成したスライドの見せ方や効果的なアニメーション設定、

配布資料の作成等が習得できます。

締切

１０/２０

表計算ソフトのマクロによる
定型業務の自動化（入門編）

コース

№ ⑨

【コース内容】
１．マクロの基本知識 （マクロの記録、VBAとは、演習）

２．基本文法 （プロシージャ、モジュール、変数の活用等）

３．制御文法 （条件分岐（If～Then～ElseIfステートメント））

開 催 日：令和３年１２月４日（土）
開催場所：有限会社佐世保情報アカデミー

（佐世保市三浦町1-15 NSビル3F） 中級者

表計算ソフト（Excel）のマクロ作成手法を習得します。同じ作
業を何度も繰り返す場合、マクロを作成しておけば作業効率が大
幅にアップします。
マクロ機能を初歩から学びたい方におすすめのコースです。

締切

１１/２４

表計算ソフトのマクロによる
定型業務の自動化（実践編）

コース

№ ⑩

【コース内容】
１．マクロの基本知識 （基本操作の確認、マクロの記録とボタン作成）

２．基本文法 （イベントプロシージャ、Functionプロシージャ）

３．制御文法 （繰り返し処理（For～Nextステートメント））

開 催 日：令和４年１月２２日（土）
開催場所：有限会社佐世保情報アカデミー

（佐世保市三浦町1-15 NSビル3F） 上級者

中級者～

マクロの基本（VBA）を理解し、マクロを使った定型業務の自
動化を習得します。
Excelの応用操作及び関数を扱える方、ステップアップを目指

す方が対象です。

締切

１/１２

全コース共通

共催：佐世保商工会議所



FAX 0957－35－4723 ※送り間違いにご注意ください

ポリテクセンター長崎 生産性センター業務課 行 受講申込書

企業名
ＴＥＬ

ＦＡＸ

所在地
〒

会社規模
（該当に☑）

□A ～２９人 □Ｂ ～９９人 □Ｃ ～２９９人 □Ｄ ～４９９人 □Ｅ ～９９９人 □Ｆ １０００人～

業種
（該当に☑）

□０１建設業 □０２製造業 □０３運輸業 □０４卸売・小売業 □０５サービス業 □０６その他

申込担当者
部署等 氏名（ふりがな） セミナーを何で知りましたか？〈複数回答可〉

□当センターからのご案内・メール・訪問・HP等
□各商工会議所・商工会等の会報折込
□その他（ ）

ふりがな

受講者名 性別 年齢 就業状況（※６） 希望コース

□男
□女

□ 正社員
□ 非正規雇用
□ その他（自営業等）

□⑦【10/15開催】データ分析 024
□⑧【11/ 1開催】プレゼン資料作成 025
□⑨【12/ 4開催】マクロ（入門編） 026
□⑩【 1/22開催】マクロ（実践編） 027

□男
□女

□ 正社員
□ 非正規雇用
□ その他（自営業等）

□⑦【10/15開催】データ分析 024
□⑧【11/ 1開催】プレゼン資料作成 025
□⑨【12/ 4開催】マクロ（入門編） 026
□⑩【 1/22開催】マクロ（実践編） 027

□男
□女

□ 正社員
□ 非正規雇用
□ その他（自営業等）

□⑦【10/15開催】データ分析 024
□⑧【11/ 1開催】プレゼン資料作成 025
□⑨【12/ 4開催】マクロ（入門編） 026
□⑩【 1/22開催】マクロ（実践編） 027

□男
□女

□ 正社員
□ 非正規雇用
□ その他（自営業等）

□⑦【10/15開催】データ分析 024
□⑧【11/ 1開催】プレゼン資料作成 025
□⑨【12/ 4開催】マクロ（入門編） 026
□⑩【 1/22開催】マクロ（実践編） 027

□男
□女

□ 正社員
□ 非正規雇用
□ その他（自営業等）

□⑦【10/15開催】データ分析 024
□⑧【11/ 1開催】プレゼン資料作成 025
□⑨【12/ 4開催】マクロ（入門編） 026
□⑩【 1/22開催】マクロ（実践編） 027

□男
□女

□ 正社員
□ 非正規雇用
□ その他（自営業等）

□⑦【10/15開催】データ分析 024
□⑧【11/ 1開催】プレゼン資料作成 025
□⑨【12/ 4開催】マクロ（入門編） 026
□⑩【 1/22開催】マクロ（実践編） 027

【当機構の保有個人情報保護方針、利用目的】
（１） 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」（平成15

年法律第59号）を遵守し、保有個人情報を適切に管理し、個人の権利利益を保護いたします。当機構では、必要な個人
情報を、利用目的の範囲内で利用させていただきます。

（２） ご記入いただいた個人情報は、訓練の実施に関する事務処理（訓練実施機関への提供、本訓練に関する各種連絡、本
訓練終了後のアンケート送付等）及び業務統計、フォローアップ事業に利用させていただきます。

受付日 確認日

※１ 実施機関（講師を担当する企業）の関係会社（親会社、子会社、関連会社等）の方は受講できません。
※２ 応募者多数の場合は先着順とさせていただきます。
※３ 応募締切時で応募者が６名を下回る場合はコースを延期または中止させていただく場合があります。
※４ キャンセル・受講者変更がありましたら、お早めにご連絡ください。

※５ キャンセル期日（請求書に記載）を過ぎてからキャンセルのお申し出があった場合は、受講料を全額ご負担
いただきます。

※６ 受講者の方の就業状況を選択してください。なお、非正規雇用とは、パート、アルバイト、契約社員などが該
当しますが、様々な呼称があるため、貴社の判断で差し支えありません。

※７ 訓練実施状況の確認等のため、訓練中に写真撮影を行う場合がありますので、あらかじめご了承ください。

注意事項 ６名様以上で
オーダーコースも承ります！

■ 豊富なカリキュラム（全116種類）の中から御社に

最適なコースをカスタマイズいたします。

■ 講師を派遣しますので自社会議室で受講できます。

■ 受講料は１人2,200円～6,600円（税込）。

■ 土日祝日も対応可能です。

□ お問い合わせ先

生産性向上人材育成支援センター

TEL 0957-35-4726


