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科目 科目の内容 訓練時間

入校式、オリエンテーション、修了式 入校式・オリエンテーション (5H)、修了式 (3H)

学

科

就職支援 就職活動の進め方、伝わる応募書類の作り方、企業の特徴に合わせた面接手法、企業情報収集のポイント 18時間

安全衛生 安全衛生の必要性、労働災害と対策、労働環境、VDT作業と安全衛生 6時間

情報セキュリティ知識 企業での業務に必要となるウイルス対策と情報セキュリティの基礎知識、個人情報漏洩の防止策 6時間

マーケティング概論 商品の販路やサービスを広げるために必要なマーケティングの基礎知識、消費者ニーズの把握、販売戦略、売上アップの手法 12時間

Webサイト運営基礎知識 Webサイト表示の仕組み、Webサイトの企画、制作、公開、運用の流れ 6時間

SNS運用知識 SNS（Facebook、Twitter、Instagram）を使った情報発信のポイント、アカウント運営の注意事項 24時間

インターネット広告概論 インターネットを利用した広告の種類と活用事例、特定電子メール法、景品表示法、薬機法など広告表現をおこなう際の関連法
規の注意事項 6時間

動画プロモーション概論 動画を活用した商品・サービスの伝え方、スマートフォン・デジタルカメラ等身近な機材で実践できる動画撮影・動画編集のポ
イント 12時間

実　

技

ビジネス文書作成 Word を使用した、送付状・案内状などのビジネス文書作成 (使用するソフト：Microsoft 365） 18時間

ユーザーサポート演習 対面・電話・メールでの顧客対応の方法、適切なクレーム対応演習 24時間

データ入力・レポート作成演習 表計算処理、関数を使ったデータ資料の作成、Excel を使った販売データ管理と顧客管理 (使用するソフト：Microsoft 365） 48時間

企画書制作 商品・サービスの企画立案、PowerPoint を使用した企画書制作 (使用するソフト：Microsoft 365） 30時間

リモートワーク演習 リモートワークに必要となるチャットツール、ビデオ会議ツール、クラウドサービスの利用方法、操作の実践 6時間

広告デザイン実践 デザインソフト（Photoshop）を使用した広告・販促物のデザイン、写真の加工・編集 (使用するソフト：Adobe Creative 
Cloud 2022） 66時間

ネットショップ運営基礎演習 ネットショップ運営の流れ、販売戦略・店舗運営の企画立案 30時間

ネットショップ企画演習 ネットショップの売上アップや集客を実現するための販促企画演習 12時間

商品撮影実践 デジタル一眼レフカメラを使った商品撮影の方法、目的とターゲットに合わせた商品撮影 36時間

広報・PR演習 広報・PRの役割と目的、商品やサービスの魅力を伝える記事の企画と作成 30時間

インターネット広告運用 インターネット広告の作成、入稿作業、データの管理と集計方法、データを基にした効果測定 24時間

Webサイト管理・編集実践 通販サイトやWebサイトを編集する上で必要となるHTML・CSS の知識、Webサイトの編集 48時間

マーケティングデータ分析 Webサイトの利用状況を確認するアクセス解析ツール（Google Analytics）の使用方法、レポート作成 12時間

総合演習 サービスや商品の PR・販路拡大をおこなうための企画、プレゼンテーション資料の作成、意見交換 60時間

職場見学、職場体験、職業人講話 【職業人講話】講話テーマ「自社で実践している販促・営業・顧客対応の手法」「情報発信の重要性と活かせるスキル」（6H× 2日） 12時間

訓練時間総合計　612時間 学科　90時間 実技　444時間 企業実習　66時間 職場見学等　12時間

備考

・訓練開始時刻前に朝礼を 5分程度おこないます。
・訓練の一環として当番制で日直をお願いし、清掃をおこないます。
・修了後に取得できる資格（任意受験）については、各自が受験した試験に合格することで取得できます。
・託児サービスは申し込みが多数の場合、利用できない場合があります。
・託児施設への子どもの送迎については受講者各自でおこなってください。（送迎用の駐車スペースはあります）
・新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、一部内容が変更になることがあります。

求職者支援訓練 12月開講実践コース（訓練コース番号：5-04-45-002-03-0124）

オフィスワークに活かせる
Webスキル養成科（託児）

募集期間

令和 4年
 9月8日 (木 )

  ～

11月 2日 (水 )

学校説明会＆初心者向け体験授業を開催します
「どんな企業に就職しているの？」「興味はあるけど、自分にできるか不安…」そんなあなた
の声にお答えする、学校説明会をおこないます。説明会終了後には Photoshop を使った広告
制作の方法が学べる体験授業も開催します。ぜひご参加ください！
学校説明会・体験授業への参加は、求職活動としてハローワークに認定されます。

体験授業は、ご用意できるパソコンの台数に限りがあります。事前のご予約をおすすめします。上記以外の日程についても、個別相談や学校見学を承りますのでお気
軽にご相談ください。

個別の見学・ご相談も承ります。
お電話でお問い合わせください。

0985-89-0200

Webサイトからも説明会の参加申し込みができます

https://www.inter-cross.com/mcds/

受付時間 9：00～ 18：00（土・日・祝を除く）　
担当：茂原（もはら）、後藤（ごとう）、上中園（かみなかぞの）

こんな仕事を
目指せます

訓練修了後に
取得できる資格

訓練実施場所・選考場所：株式会社インタークロス（宮崎キャリア・デザインスクール）
〒880-0879　宮崎県宮崎市宮崎駅東三丁目 7番地 1

IT化が進む今のオフィスワークに必要な専門知識と技術を学べます

Web更新
(HTML・CSS)

インタークロスの職業訓練｜宮崎キャリア・デザインスクール

未経験から学んで就職の選択肢を広げる

・販促企画スタッフ
・通販サイト運営スタッフ
・営業アシスタント事務

・ネットマーケティング検定
・Photoshop クリエイター能力認定試験 ( スタンダード／エキスパート )
※いずれも任意受験です。受験料は自己負担となります。

令和4年 10月 25日(火) 【説明会】14:00～14:45  【体験授業】15:00～15:50

令和4年 10月 14日(金) 【説明会】18:45～19:15  【体験授業】19:20～20:00

令和4年 9月 30日(金) 【説明会】14:00～14:45  【体験授業】15:00～15:50

令和4年 9月 22日(木) 【説明会】18:45～19:15  【体験授業】19:20～20:00

インタークロス　職業訓練 検索

Officeソフト
Excel／Word／PowerPoint

定員 13 名　※応募状況によっては、定員を増員することがあります。
訓練期間 令和 4年 12月 1日 ( 木 ) ～令和 5年 5月 31日 ( 水 )
訓練時間 9：00～ 15：50 訓練対象者の条件 キーボード操作ができる方

駐車場 無し（自己手配） 定期学割 宮崎交通バス

　　　　　　　　　　　テキスト代 12,573 円 ( 税込み )と企業実習の交通費が実費必要です。

資格受験費用 (任意受験 )、託児サービス内容のうち実費負担分が別途発生します。

受講者の負担する費用

営業・販売・事務の業務においてITを活用した販売促進や情報発信をおこなう方法を身につける。
顧客対応・広告デザイン・Webサイトの管理技術を学ぶことで、自社のネットショップ運営や
販促企画を担当し、企業の業務効率化や売上アップに貢献できる人材として就職を目指す。

訓練目標

フーデリー青葉店
スターバックス
宮崎青葉町店

日
向
学
院

宮崎県
北警察署

宮崎メモリードホール

宮崎中央
郵便局

オーパス宮崎店
ホームプラザナフコ

マックスバリュ
宮崎東店

JR宮崎駅

宮崎県
体育館

リッチモンド
ホテル宮崎駅前

株式会社インタークロス
宮崎キャリア・デザインスクール

マスク着用の周知徹底、入り口等に消毒液を設置、こまめな換気、可能な限り間隔を
空けた座席レイアウト、共用部分の定期的な消毒等に取り組んでいます。

新型コロナウイルス感染防止対策

■求職者支援訓練を受講できる方は、「ハローワークにおいて訓練が必要であると認められること」等の要件を満たす方であり、就職支援措置の実施
に当たるハローワーク職員の指導又は指示に従うとともに、自ら進んで、速やかに職業に就くように努めなければなりません。

◎訓練受講申込みまでの手続き
（まずはハローワークへ。※訓練が必要でないとハローワークが判断した場合は、訓練受講申込みはできません。）

※受講申込者が定員の半数に満たない場合、訓練が中止になることがあります。
※新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、訓練が延期又は中止になることがあります。

◎職業訓練受講給付金について
★職業訓練受講給付金受給には一定の要件があります。詳細については、ハローワークへお問い合わせください。

ハロートレーニング　～急がば学べ～

①求職申込み・制度説明 ②訓練コースの決定 ③訓練の受講申込み➡ ➡

選考日時： 令和 4年 11月 9日 ( 水 )
※時間は申込受付時に決定します。
選考方法：面接
持 ち 物 ：筆記用具
選考結果通知日：令和 4年 11月 16 日 ( 水 )

選
考
に
つ
い
て

訓練実施機関：株式会社インタークロス
訓練実施施設：宮崎キャリア・デザインスクール
〒880-0879　宮崎県宮崎市宮崎駅東三丁目7番地1
受付時間：9：00～18：00（土・日・祝を除く）

申込書提出先・選考場所

宮崎　　訓練

・放課後 1時間を補講希望の受講者の対応時間とし、個別に作品の添削をおこなっています。

・「一人ひとりにあわせたスキルアップ」が図れる環境を整備しています。

・専門誌を購入し受講者へ貸出しするなどして、受講者の費用負担を軽減しています。

・宮崎駅から徒歩 8分の場所にあり、延岡・日向・高鍋・都城・小林・日南からも受講者が通学しています。

商品写真撮影通販サイトの
運営・管理

ネット広告
マーケティング

広告制作
(Photoshop)



お店やサービスの宣伝に使用する広告
のデザイン、商品写真撮影、Webサイ
トの編集など、Webを使った仕事に必
要な専門技術を学ぶことができます。

ネット広告、検索エンジン対策、Web
解析の知識を学ぶだけでなく、販売促
進につながるアイデアを出し発表する
時間も設けています。

県内の企業に訪問し、11日間の実習を
おこないます。職場の雰囲気や実務の
流れを体験する、貴重な機会を得られ
ます。

1000名以上が業界未経験から就職。
学びを仕事に活かせます！

作
る

考
え
る

実
践
す
る

修了生との交流・情報交換
修了生による講話や交流の場を放課後に実
施しています。未経験から活躍している先
輩から直接話を聞くことで、業界や仕事内
容を理解する機会になっています。企業へ
の職場見学も随時開催しています。

勉強会・セミナー
放課後を利用し、スキルアップにつながる勉
強会や就職活動に役立つセミナーを開催して
います。
訓練時間以外にも学びの機会を得ることがで
きます。

応募書類の添削・面接の練習
履歴書・職務経歴書の添削や、面接の個別練
習をおこない、自信を持って企業へ応募でき
るようサポートします。
卒業生が実際に就職している企業の情報提供
もおこなっています。

受講生データ ※過去1年間に入校した受講生

19歳以下…1%

20 歳～24歳
34 %

25 歳～29歳
39%

30 歳～34歳
19%

35歳～
39歳
6%

40 代以上…1%

20 代 73 % 30 代25 %
年 齢 層

入校前に
経験した仕事

WebやITなど専門的な分野で仕事をした経験がある方は、ごくわずかです。Web関係の知識やスキルを身につ
けて、新しい仕事に挑戦してみたいという方が多数受講しています。今までのお仕事を通じてWeb関係のスキ
ルが必要だと感じて訓練を受講する方もいます。

実務
経験者
8%

20代～30代が中心ですが、学校全体では10代～50代まで幅広い年齢層の方が受講しています。

接客・販売・営業 41%

Web・IT 系の仕事…3%

その他 40％
医療・介護・保育・農業など事務16%

広告デザイン（Photoshop）
Photoshopは写真の加工やデザインをおこなう時に使われているソフトです。
イラストの制作に利用することもあります。通販サイトの運営や編集に関する
職種の募集で使用経験を求められることがあります。
未経験から応募する場合も、職業訓練で半年間学んだ経験があることで大きな
アピールポイントになります。

活かせる職種：広告制作、商品撮影スタッフ、画像編集スタッフ

ネットショップ運営・Webの知識
制作したWebサイトをより多くの人に見てもらうためのノウハウを学びま
す。ネット通販で売上を増やすために工夫すべきポイント、インターネット
広告のしくみやSNSの活用事例、Webサイトの集客数などを測定する「アク
セス解析ツール」の使い方などを身につけることで、幅広い業種・業界のビ
ジネスで活かすことができます。

活かせる職種：ネットショップ運営担当、ホームページ担当者、広告運用スタッフ

写真の修正や合成

→

通販サイト用イメージ画像

Office ソフト（Excel /Word/PowerPoint）
事務作業やデータ入力など、オフィスワークで必要となるソフトの便利な使い
方や効率的な作業の方法を学びます。
Excelの授業では売上の推移をまとめたレポートの作成、Wordの授業では商品
紹介文や案内状の作成、PowerPointの授業ではデザインの基本を学びながら
商品の企画書作成をおこないます。

活かせる職種：営業アシスタント事務、データ入力スタッフ、企画営業事務

プロとして活躍する講師から
実務で使える技術と知識を学べます

たくさんの修了生が
学んだ事を活かして
就職しています

「未経験の状態で入校し、ここで
初めてPhotoshopやWebを使った
販促について勉強しました。今は
ネット通販の運営をおこなう会社

で、LINEやSNSを使った商品情報の配信や管理を担当し
ています。訓練の授業で実践したことが毎日の業務でとて
も役に立っています。」

ネット通販運営／Kさん

「福岡から宮崎にUターンをして
きて、何か新しいことに挑戦して
みたいと思って受講を決めまし
た。授業は実践的な内容ばかり
で、仕事に直結するようなスキル

を幅広く学ぶことができました。入社してすぐに新人研修
があったんですが、半年間学んでいたおかげで同期よりも
スムーズに業務を覚えることができました。」

ネット広告担当／Aさん

／
就職支援の先生／茂原 千晴 (もはら ちはる)
大阪にて大手ホビーショップ系列の企業に勤務し、通販サイトの企
画・マーケティングを担当。宮崎に移住後、Web制作会社でクライ
アントのWebマーケティング業務をおこなう。
これまでの業務経験を活かし、就職を目指す受講生に企業の情報提
供や就職活動のサポートをおこなっている。

／

広告制作の先生／山内 愛子 (やまうち あいこ)
金融機関で広報・採用担当者を経験し、デザイナーにキャリアチェ
ンジ。県内の制作会社でデザイン制作やWebマーケティング業務を
おこなうほか、新人クリエイター向けのスキルアップ研修の講師も
担当する。2022年よりフリーランスとして活動中。

／

商品撮影の先生／稲葉 茂徳 (いなば しげのり)
フォトスタジオでフォトグラファーとしてキャリアを積み、2015年
にナイスライフフォトグラフを立ち上げる。
家族写真、結婚式の撮影、企業撮影、広告撮影や動画制作など幅広
く携わり、年間300程のプロジェクトを担当する。

／

／

就職活動を強力にバックアップします


	【04-0124】コース案内
	C教室_80_A3コース案内
	C教室_80_A3コース案内中面

	80A3託児案内_表
	80A3託児案内_表
	A3託児案内_裏_いろは保育園




