
 

 

  

パソコンが「出来た！」 
 キャリアコンサルタント（国家資格 2 級技能士）が 

常駐。家族とのこと、就職活動のこと、人生設計の

こと…。不安に思うことはなんでも相談可能です。

訓練期間中は全員が 3 回以上就職支援の機会が 

あります。 

「こんな立派な職務経歴書は初めて！」と 

企業に言われる実践的な履歴書・職務経歴書の 

作成を支援。業種や職種に応じた具体的な面接 

相談も出来ます。 

一人一人のスキルに合わせ個別の目標を設定。 
資格試験・実務使用を想定したオリジナル教材が

充実。分からない部分は各自練習時間に 

じっくり学べます。履歴書に書ける資格検定試験

が校内で受験可能です。  

転職を考えているけど、異業種に挑戦 
出来るかな？パソコンに自信がないな… 

そんな方が周囲に居たら  

PC カレッジの職業訓練/求職者訓練は再就職を全力サポート！ 

を紹介してください♪ 

子育てで随分仕事から離れていたな…。 
どんな働き方で、どんな準備が必要？ 

 

[受講・広報誌に関するお問い合わせは] 

グッドストーリー賞 石澤到流さん(5 年) ベストムーブ賞 岩井倖平さん(4 年) ユーモア賞 上田侑磨さん(5 年) ファンタジー賞 大箸遥花さん(4 年) 

グッドアイデア賞 大箸眞さん(5 年) ベストルーキー賞 上家桜さん(3 年) ユーザーフレンドリー賞 佐藤一輝さん(5 年) 

ベストネーミング賞 菊地椋音さん(6 年) グッドクエスチョン賞 工藤奏介さん(5 年) チャレンジ賞 工藤雅也さん(4 年) ビジュアル賞佐藤玲斗さん(5 年) 

ユースフル賞 高橋颯汰さん(5 年) パーフェクト賞 富沢舜太さん(6 年) ベストグラフィック賞 橋本聡介さん(4 年) 

ドラマチック賞村木洸太さん(5 年) キャラクター賞 村住輝さん(4 年) シンプル賞 横山然さん(5 年) 50 音順 

新様式の生活。デジタル活用で 
もっと便利に自分らしく！ 

相談が「出来た！」 

  

就職が「出来た！」 

  

職業訓練を修了者の声 

求職者支援訓練生募集 

 

■令和 3 年 1 月生 

募集期間 

令和 2 年 11 月 27 日㈮～ 

令和 2 年 12 月 25 日㈮ 

■令和 3 年 2 月生 

募集期間 

令和 2 年 12 月28 日㈪～ 

令和 3 年 1 月 25 日㈪ 

■令和 3 年 3 月生 

募集期間 

令和 3 年 2 月 10 日㈬～ 

令和 3 年 3 月 10 日㈬ 

詳細はＰＣカレッジへ電話 

またはホームページを 

ご覧ください 

 

小学生からのプログラミング 
盛り上がってます！ 

 
小学生からのプログラミング

教室では、毎回「オレのつくっ

たゲーム、やる人～！」 

「やる～！」「その音どうやっ

てつけるの？」と元気な声が

飛び交っています。 

取材に行った日は、本格的な

イラスト制作ができる「インク

スケープ」を使ってプログラム

の素材を作っていましたよ！

いつでも見学・無料体験が可

能です！お友達と遊びにきて

くださいね（＾＾） 

 

 

小学生からのプログラミングコース 

上家桜さん （3 年生） 

Q.プログラミングに通っていて、 

 楽しいところはどこですか？ 

A.プログラムを組んでいる時！ゲームで 

ニワトリが卵を発射させる仕組みを考えたり、 

車にぶつからないようにするプログラミングを 

考えたりしています。 

Q これからどんな作品をつくりたいですか？ 

A. 自分のつくったゲームをする人が 

  楽しいと思ってくれるのが嬉しいので、 

人に喜んでもらえるものをつくりたいです。 

小学生のプログラミング学習が必修となった令和 2 年度。当校主催 第 1 回小学生プログラミング大会 in 旭川 が行われました。 

小学 4 年生から６年生の応募があり、8 月 25 日には表彰式が開かれ、メダルと賞状の授与・作品発表が行われました。 

自分で制作したキャラクターを使ったゲームや、家族を想って作られた便利なプログラムなど小学生ならではの多彩なアイディアが見られる大会となりました。 

 

 

令和 2年 12月 1０日発行 

旭川市 4条通 17丁目道広ビル 5F 

「え～～～～～！！うそでしょ！何かの間違いでしょ！」から始まる、一日。

毎日乗る体重計を見て、朝から大騒ぎの寺崎です。 

 昨年、癌のなりかけ診断を受けて、卵巣摘出。早いもので一年が過ぎました。

同時に煙草をやめて一年。一年で 12 キロ近く増えて、『ガン完治宣言』です！

（笑 どこまで増える？）さて、今年も残り僅かになってきました。 

コロナ禍に振り回された一年でしたね。コロナ禍で生活様式が変わり、人との

距離感が変わり、顔の表情を目で読み取り、出かける事もドライブ主体で、人

混みは避けるようになりました。その代わり、 

今年のゴールデンウィークはたくさん本を 

読むことができました。また、人混みを避けた 

ドライブもたくさん楽しみました。誰もいないでしょ～と言うマイナーな場所

を求め、ドライブをしたり、ウォーキングをしたり。コロナ禍で夫がパチンコ

をやめたおかげで、休日の楽しみ方が大きく変化しました。 

 

 

変わる生活様式をうまく利用して、日々過ごせたら

いいですよね。そこで、寺崎ご提案！ 人混み回避の

ために、ネットスーパーを利用してみませんか？イ

オンのネットスーパー！朝頼んだたら夕方には着

く！こんなに便利なものを躊躇しないで、利用でき

るようになれたら、コロナ禍に巻き込まれるリスク

が減りますよね。 

また、遠隔診療に対応できるように、『Ｚｏｏｍ』を

もっと使ってみましょう！『Ｚｏｏｍ茶話会』を開催

予定です！環境の変化の中で、その変化に柔軟に変

化に乗っかってみる。できる、出来ないではなくて、

やってみる人生を送りたいですね！1 度限りのこの

人生、『難しい』と諦めるのではなく、「勉強する事が

まだまだある！」と楽しんでいきたいですよね！ 

さぁ、寺崎もまたダイエットしよう！ 

 

マネージャーコラム 



 

 
 
 

 

  

今年度は「LIVE 講座（生講座）」を月に 1 回、マネージャーの寺崎が開催しています。LINE・リモート・セキュリティなど 

「今話題になっているデジタルのこと」を実際の操作や体験をしながら学ぶ講座です。寺崎のパワフルなトークと 

ともに、他の受講生と和気あいあい楽しみながら学んでいます。これまでの講座内容は、テキストでも学ぶことが出来ます。 

もう一度勉強したい時・参加できなかった内容を学びたい時はオススメのテキストを紹介します！ 

パソコンやスマホの学ぶ幅が広がりますよ♪ 

講師と 1 対 1、90 分授業で学ぶマンツーマンコ
ース。Photoshop や illustrator の操作・検定
対策から日常の「こんな時どうしたらいいの？」ま
で、知りたい内容を自分ペースで勉強します。 

年賀状とカレンダーの 
準備は OK? 

 

今話題のデジタルトピックスを知ろう！ 

今年も年賀状とカレンダーの作成・購入が可能です！ 

ご希望の方は講師にお声がけください♪ 

 

今年も印刷購入可能！ 

����� 
����� 

スマホやデジカメの写真でも作れます

 

マンツーマンコース 
知りたいことを詳しく！ 

Q. MOS 通い放題コースに通い始めたきっかけは？ 
A. MOS の資格を取り、苦手なパソコンを使いこなせるようになれば、 

自分の自信に繋がると思ったため。 
Q. 教室にはどんな時間を使って通っていますか？ 
A. 放課後、学校が休みの日 
Q. 教室に通ってよかったことはありますか？ 
A. 様々な年代層の方と同じ場で学び、交流する機会があること。 

学んでいくにつれて知識が増えて、自信になってきたこと。 

コロナ自粛からお家時間の拡大。「家に居るのも暇だな」 

「手続きや買い物が出来なくて不便」と過ごしていた方も多いのではないでしょうか。 

次の自粛に備え、快適に過ごすためにパソコンで出来ることを増やしてみませんか？ 

どのコースに通学している方でも、お友達・ご家族を紹介いただきご入会していただいた際には 3,000 円分の商品券を
贈呈いたします。また、紹介をされた方は PC カレッジ内割引券をプレゼント！ 

パソコンやスマホに興味のある方が周囲にいる方はこの広報誌をご持参の上お気軽に教室へ誘ってくださいね♪ 
見学は要予約・いつでも無料で可能です。（キャンペーン期間１月 31 日まで） 

新年お友達紹介キャンペーン！ 

大沼杏沙さん（高校 2 年生）インタビュー 

 

パソコン・スマホ教材 
大幅増量しました！ 

コロナによる急な休講や 

オトクな情報をお届けする 

PC カレッジ LINE アカウント 

お友達登録がまだの方は 

コチラ！ 

登録方法がわからない方は 
講師にご相談ください 

今年度は教材の種類が大幅増加しました！ 

スマートフォンに買い替えた人がゼロから設定方法を

学べる教材から応用編まで幅広く揃っています！ 

学習ビデオと連動している教材なので、基本操作から

活用術まで自分のペースで詳しく学べますよ♪ 

150 種類以上のラインナップ 

●スマホの基本操作●LINE の登録方法 

●アプリをスマホに入れる●Google アカウント 

●地図を検索する●プライバシー設定   …その他 

PowerPoint とは、写真や文章を組み合わせ、紙芝居のようにまとめることが 

出来るものです。紙に印刷したり、映像を再生して楽しむ方法もあります。 

お孫さんやペットの成長・旅行の思い出を残すのにピッタリです。 

「写真がいっぱいになってきたな」「思い出をたくさんまとめたい！」と思ったら 

是非チャレンジしてみてはいかがでしょうか★ 

やってみよう☆ 
PowerPoint 

月謝コース 佐藤幹雄さんが登山の思い出をまとめた PowerPoint 作品です 

 
LINE 活用法の 

テキストも 

あります！ 

MOS 
通い放題コース 
学生頑張ってます！ 

5月

•LINE講座

6月

•スマホで
カメラ講座

7月

•自分のメール
アドレスを
作ろう！

8月

•セキュリティ
講座

９月

•食べマルシェ
オンライン
講座

10月

•チャレンジ！
リモート講座

11月

•カレンダー
作成準備講座

12 月の LIVE 講座→写真の整理整頓講座 
1 月の LIVE 講座→ZOOM をお家でやってみよう！ 


