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講座
パンフレット

Lesson Pamphlet



生活・仕事・趣味に活かせる！

自分に合った楽しい講座を見つけてみよう！

普段の生活をもっと楽しく！
仕事を早く効率的に！
楽しい趣味がきっと見つかる！

パソコンってこんなこともできるんだ♪
スマホって慣れるとすごく便利！
いろんな講座を受講することで
その分、きっといろんな楽しい発見があります。

この講座ってどんな講座？
こんなことやってみたいけど、どの講座がいいんだろう？
気になる講座ややってみたいことがありましたら
お気軽にスタッフへお声がけくださいね！



講座パンフレット

パソコン基礎講座 パソコン応用講座

インターネット入門講座 インターネット応用講座

電子メール講座 illustrator Photoshop 講座

Word（文書作成）講座 Excel（表計算）講座

Word（文書作成）中級 講座

Word（文書作成）上級 講座

Excel（表計算）中級 講座

Excel（表計算）上級 講座

パソコン用語についてやキーボー
ド入力（カタカナ・漢字・記号の
入力方法）などを学べます。また
作成した資料を違う場所に保存し
てしまった時の移動やコピー、Ｕ
ＳＢの使い方なども学べます。

インターネットってそもそも何 ?
どんなことができるの？という方
にオススメ！インターネットの基
本的な検索の仕方やよく見るペー
ジを保存できるお気に入りの機能
などについても学べます。

パソコンでのメールの書き方や送
信・受信方法、連絡先への登録方
法、複数の人への同時に送信する
方法などを学べます。また写真や
資料を添付して送信したり、メー
ルの整理方法についても学べます。

Word の基本操作をはじめ、地図
作成や文字の装飾に便利な図形、
表作成、はがき作成などをまんべ
んなく学ぶことができます。また
知っておくと便利な機能もたくさ
ん学ぶことができます。

Word の操作がまだ不安…知って
おくと便利な機能を学びたい ! と
いう方にオススメ。文字の始まり
や終わりの位置をきれいに揃えた
り、縦書き文書や１ページ１文字
文書、Smart Art の使い方を学べ
ます。

新機能「アウトライン」で入力し
た文章の順番や位置を簡単に変更
したり、目次やヘッダー・フッタ
ー、表紙の作り方を学べます。
また宛名ラベルや文章の中から特
定の文字を検索する方法なども学
べます。

パソコンを自分好みに設定する方
法（壁紙など）、パソコンの空き
容量を確認する方法、ショートカ
ットキーの使い方などを学べます。
また保存後に資料の名前を変える
方法なども学べます。

ネット検索、画像検索と保存方法、
検索履歴の管理、ユーチューブ動
画の再生やチャンネル登録等につ
いて学べます。また他にも地図検
索や自宅を登録し、自宅から目的
地までの経路検索方法も学べます。

オリジナルのイラストを描いたり、
ホームページのロゴやチラシを作
れる illustrator と、写真の合成や
細かな編集ができるPhoroshop
を学ぶことができる講座です。

Excel の基本操作をはじめ、自動
で合計や平均を出す方法、グラフ
の作成方法、罫線の作成方法など
を学べます。他にも、Excel でイ
ラストや写真を組み合わせた案内
文の作り方なども学べます。

地名や商品名をリストから選べる
ようにできる入力規則や、商品番
号を入力すると商品名や単価が自
動で入る関数を学べます。また大
事な Excel 資料にパスワードをか
ける方法なども学べます。

文字が長くてセルに収まらない…
という時に便利な文字の自動縮小
や折り返し機能を学べます。また
日付の表示形式の変更方法や作成
した表を好きな順序で楽に並べ替
えれる「テーブル」について学べ
ます。

■ パソコン系
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■ 資格取得（ 当スクールにて受験取得可能！ ）

PowerPoint 講座 PowerPoint 応用講座

Access 講座

講習会などで、スクリーンに映し
出した資料が説明に合わせて動く
のを見たことはありませんか？実
はあればこのPowerPoint で作成
しているんです！その動く資料の
作成方法を学ぶことができます。

お客さん（顧客）データや商品デ
ータ、売上管理に便利なAccess。
顧客情報を生年月日から検索した
り、商品の売上を商品名から検索
したりと、大量のデータを管理で
きるAccess の使い方を学べます。

自分オリジナルのテンプレートを
作成する方法や、Word や Excel
のデータを挿入する方法、音楽や
動画を挿入する方法などを学べま
す。またプレゼンを見てる人に飽
きさせない工夫も学べます。

MOS 資格取得対策講座 パソコン技能検定Ⅱ種（対象：小学生～）
Word や Excel、PowerPoint の
操作ができるということを証明で
きる世界共通のパソコン資格です。
当スクールが試験会場となってい
るので、対策講座受講後、そのま
まいつもの教室で受験可能です！

Word や Excel を使ったビジネス
文書作成能力を測定するパソコン
資格。当スクールが試験会場とな
っているので、教室で受験が可能
です！合格者には合格証書と合格
カードが発行されます。

Word・Excel・PowerPoint 課題集
動画を見ながらの学習時は、細かな手順やヒントが
出てきたから自分で作れていたけど、実際に家や職
場でヒントなしで資料を作れるか不安…。という方
におすすめ！これからどんな資料を作るのか、完成
イメージを見た後、自分で文字の大きさや種類など
を考え、自分でできる限り作っていくので、文字の
大きさや種類など、バランスのとれた資料の作り方
やWord の機能を身に付けることができます！

「ＭＯＳ」や「パソコン技能検定Ⅱ種」は、履歴書に記載することができるパソコンの資格試験です。
就職、転職活動中の生徒さんたちはもちろん、「Word や Excel を頑張ってきたという証明がほしい」
「頑張った！をかたちに残したい！」という生徒さんたちも多数受験・合格しております！いつもの
教室で、いつものレッスン感覚で試験を受けて、パソコン資格を取得してみませんか？

エンディングコンサルタント初級認定講座

お墓の供養・葬儀・エンディングノートの書き方…
知識を得て「資格」も取得できる！

自分の人生の最終章を豊かなものにするための準備（終活）について学ぶことができます。
これから自分は何をやりたいのか、誰と会いたいのか、どこに行きたいのかなどをエンディ
ングノートを書きながら整理し、自分らしい人生を過ごしていけるようにしてみませんか？

【 学習内容 】
・エンディングノートの書き方　・生前整理、遺品整理　・成年後見人制度　・お墓の改装
・最近のお葬式の傾向　・葬儀費用について　・お葬式トラブル回避について　・税金
・葬儀社選びのコツ　・お墓の継承問題　・新しい埋葬方法と供養方法　・お墓のリフォーム

←合格するともらえる！
「認定証」＆「認定カード」



■ スマホ・ｉＰｈｏｎｅ・ｉＰａｄ系

■ ホームページ・ＳＮＳ系

らくらくスマートフォン講座 はじめてのＬＩＮＥ講座
電話のかけ方や文字入力、メール
の送受信、電話帳登録、ネット検
索やカメラの使い方について学ぶ
ことができます。説明がとてもゆ
っくりなので、手元で操作しなが
らじっくり学べます。

ｉＰａｄ講座 ｉＰｈｏｎｅ講座
キーボードやマウスがなく画面を
直接触れるｉＰａｄ。画面の基本
操作やアプリ、文字入力、ビデオ
通話、カメラの使い方などを手元
に自分のｉＰａｄを置いて操作し
ながら学ぶことができます。

文字入力や電話の使い方といった
iPhone の基本操作はもちろん、
アプリの切り替え方や無線 LAN、
着信音設定、連絡先追加、メール
の送受信についてもゆっくりと学
ぶことができます。

ＬＩＮＥの使い方がいまいちわか
らない…。何となく使っている。
といった方におすすめ！各ボタン
の意味や使い方、友達追加やトー
ク画面など、実際に自分のスマホ
を操作しながら学習できます。

Jimdo ホームページ作成講座 facebook 講座
専門知識がなくても大丈夫！お好
きなデザインを選び、文字を入力
していくだけで、簡単にホームペ
ージを作成することができます。
またアプリをダウンロードすれば
スマホから編集などもできます。

友達を見つけたり、自分の近況を
報告したり、飲食店や企業の情報
を見たりできるフェイスブック。
この講座では、登録方法はもちろ
ん友達の探し方、申請方法、近況
や写真の投稿方法などを学べます。

■ 幸せな生き方コンシェルジュ

■ 趣味系（ 写真・動画 ）

写真・デジカメ講座 ムービー（動画）作成講座
携帯やデジカメで撮影した写真を
パソコンに取り込み、取り込んだ
写真をきれいに修正・編集する講
座です。（ 暗い写真を明るくした
り、不要部分をカットしたり、色
を鮮やかにすることができます ）

携帯やデジカメで撮影した写真、
現像し自宅で保管してある写真、
ビデオカメラで撮った動画を編集
し、あたかも１本の動画のように
再生させるムービー作成のための
講座です。

エンディングノートの書き方講座 エンディング手続き講座
私の基本情報、家族・親族、つな
がり、健康、財産、相続・遺言、
思い出の場所や写真、大切な人へ
のメッセージなどの書き方を実際
に専用のエンディングノートに記
載しながら学べます。

自分で行える手続き、家族が行う
手続き、そもそもどんな手続きが
必要となってくるの？いつかは必
ず必要となる手続き関連。いざと
なった時に慌てないよう、事前に
学んでおくことができます。



■ 趣味系（ 絵画・クラフト・その他 ）

■ わくわく旅気分講座

Ｗｏｒｄでペーパークラフト 水 彩 画 講 座
ワードの図形を組み合わせて絵や
キャラクターを制作し、立体的な
かわいらしいカレンダーを作る講
座です。楽しく作品づくりをしな
がらワードの操作を覚えていくこ
とができます。

Ｗｏｒｄ絵画講座 ラクフケアカラー講座
ワードの図形を組み合わせて絵を
描く絵画講座です。完成した作品
は、印刷してお持ち帰り可能！作
品はご家族や友達へプレゼントし
ても喜ばれます。また全国の愛好
者コンテストも行われています。

ライフケアから―とは、「すべて
の人の心を豊にする・生活の質
を高める色使い」のこと。色の
効果を学習することで、その人
らしく、楽しみや生きがいを感
じられる生活を送れます。

気軽に絵を始めたい方にオススメ
の、パソコンでクレヨン画や水彩
画、油絵を描く講座です。何度で
も描きなおすことができるので、
絵が苦手…という方でも大丈夫！
完成した絵は印刷してお持ち帰り
し、自宅で飾ることも可能です。

デコクラフト講座
布の風合いの紙で作るクラフト講座です。切る、丸
める、貼るの簡単３ステップで世界に１つだけの作
品をつくることができます。プレゼント用の場合は、
事前にお声がけいただければ無料でラッピングも可
能です♪

コロナでなかなか旅行にいけなくなってしまった今だからこそ！おすすめの講座です。
世界各地を８００日間かけて巡った一人の旅人（旅エイター）が実際に撮影した写真と動画をムー
ビーのようなかたちで見ていくことができる講座です。世界各地の絶景をナレーション付きで見て
いくので、「まるで自分が旅しているような気分」で見て楽しむことができます♪
（※見て楽しんでいただく講座なので、テキスト代はかかりません）

上記以外にもたくさんの動画があります♪



■ 学習系

JEFF＠KYOTO 旅行会話「英語」・「中国語」
京都外国語大学教授＆京都の親善
大使であるジェフ・バーグランド
氏が知られざる京都の観光名所や
素敵なお店を英語で紹介してくれ
ます。英語の勉強をしながら、京
都の魅力を再発見できます！

英語文法 WakuWakuBookWorld
英語の基本をはじめ、動詞や名詞、
時・天候を表す文など、英語の文
法の違いを細かく学んでいくこと
ができます。

英語を速く聴く「速聴」、速く読
む「速読」で、「聴く・読む・話
す」力を身に付けることができま
す。題材は、日本や世界の昔話な
ので、英文も理解しやすく、英語
の上達に効果的な講座です。

旅行に行った際、覚えておくと便
利＆役立つ必要最低限の「英語」
や「中国語」を使用するシーンご
とに学ぶことができます。また、
実際の発音の仕方なども聞きなが
ら学習できます。

中学レベルの社会・理科・英語・数学・国語などをもう一度学び直すことができます。自分の好きな科目を
選び、お好きな部分だけ学び直すことも可能です！

■ 「大人の学び直し」 ができる大人塾系



■ 自分史作成

大切な思い出をカタチに
あなただけの特別な一冊・動画
一緒に作ってみませんか？

自分史と聞くと、堅いイメージを持たれる方が多いかと思
いますが、自分のこれまでの歴史や思い出をつづる自分史
だけでなく、自分の趣味や出来事を写真と文章で整理した
り、動画（DVD）として残す方も増えているんです♪

家族や友人、ペット
との思いでをまとめる

趣味で作ってきた作品の
写真を整理する（写真集） 日記や手記をまとめる

登山やサークルなど自分の趣味の
思い出や活動内容をまとめる

新聞の切り抜きやおたより、
子供さんの保育園・学校での制作
物を画像に変換してまとめる

自分史作成講座（ムービー編） 自分史作成講座（アルバム作成編）
写真をパソコンで編集し、音楽や
文字をつけてムービー（動画）に
する講座です。撮りためた写真を
アルバムにしまっておくだけでな
く、ＤＶＤにしていつでも見れる
かたちにできます。

まるで本見たい！パソコンに取り
込んだ写真と文章を組み合わせ、
大切な思い出を１冊の本のように
して残すことができます！表紙デ
ザインも多数ご用意しています。

自分らしい自分史



■ 脳トレ講座（ レッスン開始後 10 分会やるだけでも脳が活性化！ ）

■ 「知識を身に付けながら」 脳トレができる！
四字熟語や歴史上の人物など、自分の興味のある分野の知識を身に付けながら、脳トレができます。

■ 「計算」 「速読＆速聴」 「ネタを考える」 で楽しく脳トレができる！
いろんな計算問題を解く、速度を徐々に早めながら読書をするする、笑いのネタを考えるといった内容で
楽しく脳トレができます。



■ ゲーム感覚で楽しく脳トレ
レッスン最初１０分間脳トレをしてからパソコンのレッスンに入ると、記憶力が鍛えられ、パソコンの操作
が覚えやすくなった！というお声もあります♪

脳トレ講座はこんな方にもおすすめです！
最近 物忘れ が気になる…

「認知機能検査」をクリアし、車の運転を長く続けたい！

「あの人誰だっけ？」「今日何曜日？何日？」「漢字が書けなくなってきた…」など
認知症を予防するには、脳を活性化することが大切だと言われています。物忘れだけ
でなく、車の運転を長く続けたいという方にもオススメなのが【脳トレ講座】です。
また、各脳トレ講座をクリアした方には、がんばりの証として「認定証」を差し上げ
ています！興味のある方は、ぜひこの「認定証」をたくさん集めてみてくださいね♪

■ 脳トレ講座をやっている生徒さんたちの声

認定証がいただけるのを励みに…

頭の健康にいいと聞いていましたが、１年前
に比べて頭がとてもすっきりしているように
思います。また級を終了すれば認定証を渡し
てくださるのもとてもうれしいです。これが
気に入っているので、
今後も続けていこう
と思います。

（ 68 歳 男性 ）

パソコン操作も楽になりました！

パソコンでゲームをやったこともなかったので最初は
とても不安でした。でも、ゲームをしているうちに、
マウスを動かすのもじょうずになってきた気がします。
級があがるにつれて、どんどん難しくなって
いきますが、少しずつコツがわかってきて、
級があがるのが楽しくなってきました。パソ
コン学習の前にやると、すんなり頭に入るよ
うになりました。

（ 71 歳 女性 ）

図形のかたち、数字や色の組み合わせ、
写真などを瞬間的に記憶し、記憶したも
のと同じものを選んで当てていくゲーム
です。

はじめに表示される画像と、次に表示さ
れる画像の違いを判断したり、複数の画
像から１つだけ違う画像を選んで当てる
間違い探しのようなゲームです。

図形や数字、色や模様の順番を記憶し、
記憶したものを左にあったものから順に
当てていくゲームです。

画面に表示された色や数字などを記憶し
て、？になった部分が何だったかを当て
るゲームです。

画面に順に表示された数字や図形、記号
などを順番通りに記憶し、●番目に表示
されたものが何だったかを当てるゲーム
です。

図形と図形の間を通過していったイラス
トが何かを当てるゲームです。


