
障がいのある方のための就労支援ＩＴ講習 ・訓練

　大阪府在住の障がいのある方で、 就労を希望されている方が対象です。

（現在お仕事をされていない方が対象です。）

受講料
無料　

受 講 者 募 集受 講 者 募 集受 講 者 募 集
大阪府

令和元年度

　２０１9年　

大阪府ＩＴステーションは大阪府が運営し、
障がいのある方の就労を支援する講習、

訓練を行っている施設です。
障がい者の雇用 ・就労支援拠点

大阪府ＩＴステーション　
http://www.itsapoot.jp

パソコンのファイルや

フォルダーなどを理解する

基礎知識とパソコンの基本

操作を個人指導で学びます。

スタート講習 （個人指導）

パソコンの入力練習、 Word、 Excel の

基礎を学ぶ基本講習とWord、 Excel の

応用、 PowerPointの基礎と応用、 Web

更新作業基礎などを学ぶ実践講習があり、

自分のペースで自習形式の講習で学びます。

在宅就労を希望する方を対象に

ｅラーニング方式でデータ入力 ・

編集、音声起稿業務、ホームページ

(ウェブデザイン) 制 作 な ど の

訓練を在宅で行います。

在宅就労支援訓練基本講習 ・ 実践講習

施設 ・設備リニューアルオープン !

施設 ・設備リニューアルオープン !

社会福祉法人大阪障害者自立支援協会が大阪府の本事業を受託しています。

障がいがあっても大丈夫　
ＩＴ技能を身につけて就労をめざしましょう！
障がいがあっても大丈夫　
ＩＴ技能を身につけて就労をめざしましょう！
障がいがあっても大丈夫　
ＩＴ技能を身につけて就労をめざしましょう！

令和元年 (2019)11月　移転開設令和元年 (2019)11月　移転開設令和元年 (2019)11月　移転開設



    ■ご予約 ・ お問い合わせ

　　　　ＴＥＬ０６－６７７６－１２２２ ＦＡＸ０６－６７７６－１ ２81
　　　　E-mail :shien＠itsapoot.jp  http://www.itsapoot.jp
　　　　　　※受付時間 月～金 （祝日、 休館日を除く） 午前９時３０分～午後４時３０分
　　　　　　※メールの場合は、 必ずお名前と連絡先の電話番号を明記してください。
　　　　　　※在宅就労をめざす訓練を希望される方もお問い合わせください。

　　　　大阪府ＩＴステーション　

受講を希望される方は、 就労相談をお受けください。
就労相談は、 事前に電話 ・ＦＡＸ・ メールでのご予約をお願いします。

講　　習　・　訓　　練　　内　　容
 

 

基　本　講　習
キーボード操作 (タイピング入力／Word基礎・Excel基礎）

パソコン検定対策講習 (期間限定講習)
　日本語ワープロ・表計算・文書デザイン・ＰＣスピード認定

（受講にはIT講習の習得状況確認が必要）

ス タ ー ト　講　習（個人指導)
パソコンの基礎知識・基本操作（キーボードやマウス等）

就職対策講習
（ＩＴ講習と同時期に受講できます）

模 擬 面 接

応募書類等
作成･添削

就職ガイダンス

 　　○ スタート講習 （個人指導）

　　パソコンのファイルやフォルダーな
どを理解する基礎知識とパソコンの
基本操作を個人指導で学びます。

  　　　○ 基本講習・実践講習
　　　　事前に講習を予約してスケジュール管
　　理の習慣と主体的に習得する力を養うた
　　め自習形式の講習で学びます。
　　　・ 肢体不自由者等対象講習
　　　・ 精神障がい者対象講習
　　　  ◆基本講習
　       ・ パソコンの入力練習
　       ・ Windows、 Word、 Excel の基礎
　　　  ◆実践講習
　       ・ Word の応用
　       ・ Excel の応用　　
　　　　　　・ PowerPoint （基礎 ・ 応用）　　
　　　　　　・ Web 更新作業基礎
　　　　　　  ※1　講習は 1 回 2 時間です。　　
　　　　　　　※2　受講者には、 精神保健福祉士が必要に応じ面談します。　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　・ 視覚障がい者対象講習
　　　　　　 文書入力、 パソコン管理、 メール利用、 インターネットの利用、 Wordの　
　　　　　利用、 Excel の利用、 社内文書 ・ 社内メールへの対応などの講習を行って
　　　　　います。
　　　　　 　※視覚障がいのある方の講習は、 音声読み上げソフトを使用して行います。
　　　・ 聴覚障がい者対象講習
　　　　　　パソコンの基礎操作、Word、 Excel、 PowerPointなどの基礎と応用、Web
　　　　 更新作業基礎などの講習を行っています。
　　　　　　※手話のできる講師が講習を行います。
　　　・ 視覚障がい、 知的障がいのある方の講習は、 受講者の習得状況を確認しながら、　
       講義形式で行います。

　　　　 ○ 在宅就労支援訓練　

　　　　在宅就労を希望する方を対象にｅラーニング方式でデータ入力 ・ 編集、 音声起稿業務、 ホームページ ( ウェブデザイン )
　　制作などの訓練を在宅で行います。 （ネット環境等は自己負担になります） 訓練要件等がありますのでご相談ください。

 　　　 ○ パソコン検定対策講習   ( 期間限定講習 )

　　　　資格取得をめざす検定対策講習で、過去の試験問題での練習や検定試験の要点等をアドバイスする等、検定試験合格を
　　めざす講習です。 （受講には IT 講習の習得状況確認が必要）
　　　・ 資格取得をめざす講習 （検定対策講習）
　　　　◆日本語ワープロ検定２級 ・ ３級　　◆情報処理技能検定　表計算２級 ・ ３級　　◆文書デザイン検定２級 ・ ３級
　　　　◆パソコンスピード認定 （日本語）　
      上記は、 すべて日本情報処理検定協会の検定試験です。

パソコン使用
認知機能

トレーニング
(JCORES)

ＳＳＴ
(ソーシャル・スキル

・トレーニング)

メタ認知
トレーニング

　在宅就労
　　　支援訓練

障がいにより在宅
就労を希望する方
を対象にした訓練
（ｅラーニング方式）

ホームページ
(ウェブデザイン）
制作在宅訓練

音声起稿業務
(テープ起こし)
在宅訓練

データ
入力・編集
在宅訓練

実践講習
(Word応用)

実践講習
(Excel応用)

実践講習
（PowerPoint

基礎・応用)

実践講習
(Web更新
作業基礎)

Ｉ　　
Ｔ　　
講　　
習

　　　　　　移転先　〒543-0002　大阪市天王寺区上汐 4-4-1

　　　　・大阪メトロ「谷町九丁目」駅　南約 600ｍ

　　　　・大阪メトロ「四天王寺前夕陽ヶ丘」駅　北約 600ｍ

　　　　・近鉄線「大阪上本町」駅　南西約 800ｍ

令和元年 11 月

夕陽丘高等職業技術専門校

 １ ・ ２ Ｆへ移転します。
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