
  

2 画面講座 

資格対策講座 

スマートフォン講座 

プライベートレッスン・出張サポート講座 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■完全個別学習 

■あんしんの月謝制 

■自分のペースで学べる 

1 2 画面講座の特徴 

ひとりの席に、2 つの画面があります 

右側の画面 

先生画面 

 

受講内容を 

見本画面と音声で 

サポートします 

左側の画面 

操作画面 

 

お手本を見ながら 

自分のペースで 

学べます 

基礎から身につく 
見やすい・わかりやすい、先生画

面の映像教材と、カラーの図が入

ったテキストで、パソコンの画面

に慣れていない初心者でも、安心

して学べます 

 

自分のペースで 
映像教材だから、繰り返し復習が

できます 

近くにインストラクターがいる

ので、わからないところがあって

もすぐに聞くことができます 

豊富な講座 
たくさんの講座の中から、あなた

だけのオリジナルコースを、ご提

案いたします 

やりたい事がありましたら遠慮

なくご相談ください！ 

■どちらのコースでも、体調のすぐれない場合・急用の場合は、 

ご予約の変更ができます 

電話・LINE・メールなどで、お気軽にご連絡ください 

■オンライン講座をご希望の方は、「都度予約」のみお申込みいただけます 

定 期 予 約 
曜日と時間を決めて 

お通い頂けます 

都 度 予 約 
ひと月に決められた時間枠の中で、 

自由にご予約いただけます 
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2 都合のいい時間を選んで通える 



 

 

 

 

■パソコン入門講座 

パソコンの電源の入れ方から、マウス操作 

・文字入力などパソコンの基本を学べます 

■インターネット講座 

インターネットを使った情報検索・地図検索、 

ネットショッピングや YouTube の見方など 

■ワード講座初級 

文字に色を付けたり、大きさを変えたり、 

配置を整えたり、基本的な文書の作成を学べます 

■メール講座 

メールの送受信・添付ファイル・CC と BCC、 

署名の機能等、メールの使い方全般を学べます 

■ワード講座中級 

文書に図形・写真・表などを入れたりすることで、 

よりわかりやすい文書の作成を学べます 

■デジタルカメラ講座 

写真の撮り方・パソコンへの取り込み方・ 

写真整理、写真加工・写真を使った文書作成を学べます 

■ワード講座応用 

レイアウト・デザイン・スタイル等、ワードを 

より便利に活用するための機能を学べます 

■ブログ講座 

インターネットを使った情報発信のツール、 

ブログの作成とその使い方を学べます 

■エクセル講座初級 

エクセルを使った表作成・基本となる 

計算など、表計算の基礎の部分を学べます 

■動画編集講座 

写真や動画を組み合わせ、音楽や効果を 

加えた、動画の作り方を学べます 

■エクセル講座中級 

便利な関数の使い方、グラフの作成のしかたや 

データの管理などを学べます 

■パソコン知識講座 

ファイルとフォルダの管理・整理、パソコンの 

セキュリティについてなどを学べます 

■エクセル講座応用 

関数の応用やマクロの使い方、 

ピボットテーブルの使い方などを学べます 

■シェイプアート講座 

ワードを使ったお絵かきを学べます 

図形の組み合わせなので、絵心がなくても OK 

■パワーポイント講座 

プレゼンテーション資料作成のための 

ソフトの使い方の基礎を学べます 

■MOS 資格対策講座 

ワード・エクセル・パワーポイント・アクセスを 

使えるという証明の資格取得を目指す講座です 

■iPad・iPhone 講座 

話題の Apple 社製の iPad・iPhone の 

使い方を初歩から一通りの基本を学べます 

■P 検資格対策講座 

パソコン全般の総合的なスキルや知識を問う資格、 

パソコン検定(P 検)の対策講座です 

その他、ビジネスマナー、HTML、CSS、Photoshop、Illustrator など様々な講座もあり、 

今後も新講座随時追加予定です 

講座数は、充実の 200 講座以上♪あなたのご希望をお聞かせください！  
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3 講座カリキュラム 一覧 

4 受講の流れ 

個別カウンセリング 
ご希望の内容を 

丁寧にお伺いします 

カリキュラム作成 
あなただけのオーダーメイド 

カリキュラムをご提案します 

受講開始 
自分のペースで、目的に 

合わせた受講ができます 



 

 

  

■自由なスケジュールで短期集中 

■ビジネスで使える技術満載 

■就転職に有利な世界共通資格 

1 MOS は Microsoft の公式資格 

MOS を取得するメリット 

1. パソコンスキルを客観的に証明 

2.対策学習が実務力に直結 

3.業務や作業効率の向上 

4. 就職・転職の際の、オフィスソフトスキルの証明 

5.世界で通じる国際資格 
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MOS 資格の種類 
 

MOS 資格は、ソフト毎の資格となっております 

科目と難易度については右の表を参考にしてください 

(Office2016・2019 参考) 

※他に Office Outlook もあります 

難易度 Word Excel 
Power
Point 

Access 

一般 ○ ○ ○ ― 

上級 ○ ○ ― ○ 

 

合格するためには、ただ学習すればよいというものではありません 

独学ではできない、通学するからこその総合的な指導力・サポートが、あなたを合格へと導きます 

2 MOS 合格のための 安心ポイント 

資格のプロがしっかり対応 

資格を持ったインストラクターが、あなたを 

しっかりとバックアップします 

いつでも相談してください 

 

初心者でも多数の合格実績 

当教室では、レベルに合わせたカリキュラムを 

用意しており、全くの初心者でも安心して資格を 

目指せます 

予約が取りやすく続けやすい 

好きな曜日・時間に受講ができ、都合の悪い日は振替

も OK ですので、都合に合わせて自分のペースで通

えます 

本番と同じ模擬試験 

実際の試験と同じスタイルでの「模擬試験」を、繰り

返し行う事で、本番の試験に備えます 



 

 

   
3 ビジネスシーンで使える技術を習得 

MOS 資格対策講座は、資格取得を希望されない場合にも、 

短期集中でオフィスソフトの基礎・応用を学びたい方に、最適なコースです 

資格にも通じる、ビジネスで必要なところを、集中して学べます 

 

社員研修 転職活動 スキルアップ 

4 資格試験までの道のり 

5 パソコン検定(P 検)対策講座 

パソコン検定(P 検)とは 

パソコン検定は、パソコンの「知識」「技能」を総合的に網羅し、「ＩＣＴを活用した問題解決力」 

までを問う資格試験で、初心者～スペシャリストまで、レベルに合わせた級を取得できます 

大学の入試優遇・単位認定、新入社員の社員研修などで取得することが多い資格となっています 

試験内容(4 級・3 級・準 2 級・2 級・1 級) 

 タイピング技能(4 級～準 2 級) 

 コンピューター知識 

 情報通信ネットワーク知識・構築 

 情報モラルとセキュリティ知識・管理 

 アプリケーション操作技能 

(Word・Excel・PowerPoint) 

 業務プロセス改善 

 

P 検講座は 2 画面コースで受講ができます 
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教室では、専用のテキストや教材、さまざまな学習方法で受講サポートをしています 

また、受験方法や申し込みのサポートも万全です 

基礎講座 

応用講座 

対策講座 

模擬試験 

・Office ソフトの使用に自信のない方 

・パソコンには慣れているけれど、Office ソフトを使ったことがない方 

・急ぎで基礎を身に付けたい方 

・学校や研修などで Office ソフトの基礎を習った方 

・古いバージョンで MOS を取得されている方 

・仕事で Office ソフトの基礎的な作業を日常的にこなされている方 

・MOS をすでに取得していて、復習をされたい方 

・別のバージョンで上級資格を取得したが、忘れてしまった方 

・学校や別のパソコン教室で応用まで習っていて、資格を取りたい方 

■オンライン講座に関して 

ご自宅で受講ができる「オンライン講座」も承っております 

条件等がございますので、お気軽にご相談ください 

※MOS 一般が終了した方には、上級講座もお勧めしております 



 

 

 

  

■知りたい内容を選んで受講できる 

■スマホで困ったらすぐ相談できる 

■iPhone を基礎から学べる 
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1 スマホ グループ講座 

少人数制のグループ講座で、スマホを体系的に基礎から学べます 

 
スマホを体系的に、基礎からテキストに沿って学べます 

初心者の方、わからないままなんとなく使っていらっしゃる方、基本的なこ

とから知りたい方にお勧めで、プライベートレッスンより、リーズナブルに

学べます 

また、日程が合わない場合は補習講座も受け付けております 

少人数の対面でのグループ講座ですので、気軽に質問ができるのも特徴です 

プライベートレッスンご予約の流れ 

 

相談 日程調整 受講まずは 

お気軽にご相談を！ 

ご相談時に、ご希望の日程をいくつかお伝えください 

いただいたお日にちの中から、担当インストラクターと日程調整をします 

※その他、iPhone は 2 画面講座もございます 

2 スマホ プライベートレッスン 

知りたい内容をピンポイントで学べます(Android・iPhone 共通) 

 電話のかけ方 

 電話帳の使い方 

 文字入力 

 メールの送受信・使い方 

 インターネットの使い方 

 カメラの使い方 

 新しいアプリの入れ方 

その他、LINE やその他の SNS の使い方、ショッピングアプリの使い方、 

地図アプリの使い方、スマホセキュリティ関係などなど… 



  

■パソコン・スマホ、何でも OK 

■困ったときの駆け込み寺 

■買い替え相談もできます 
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1 2 種類のプライベートレッスン 

教室でプライベートレッスン 

教室での受講となります 

ご自分の PC やスマホを持ち込んでの受講が 

可能です 

 

出張でプライベートレッスン 

教室インストラクターがご自宅や職場など、 

ご希望の場所に出張いたします 

ご自宅でしかできない作業(持ち出しができない

作業)や、PC 環境設定など、幅広くサポート 

いたします 

2 皆さまの様々なご要望にお応えします 

■SNS の使い方を知りたい 

■今すぐに知りたいことがある 

■文書や書類の作成代行を頼みたい 

■リモートワークの作業環境を 
整えてほしい 

■ソフトやアプリの使い方を知りたい 

■プリンターや Wi-Fi などの接続確認や 
初期設定をしてほしい 

 

■パソコンやスマホの調子が悪いので 
診断してほしい 

■パソコンを買いたいので 
購入相談・購入と初期設定を 
まとめてお願いしたい 

■ネットショッピングをしたい 

■特定のアプリの使い方を知りたい 

■インターネットが繋がらなくなった 

■とにかく困っているので助けてほしい 

グループ講座・教室イベントのご案内 

グループ講座・教室イベント開催中 

iPad やカメラ・スマホをはじめ、様々なグループ講座・

教室イベントを開催しています 

プライベートレッスンよりもリーズナブルに、手軽に 

ご参加頂けますので、ご興味がありましたらお気軽に 

お申込みください♪ 

グループ講座・教室イベントの情報は、メルマガ・LINE で配信 

教室の情報は、教室内掲示物のほかに、毎月のメルマガ(毎月 20 日配信)や LINE 配信(毎月 1 日・20 日)、

教室ブログ・生徒様向けホームページにてご確認いただけます 

■オンライン講座に関して 

ご自宅で受講ができる「オンライン講座」も承っております 

条件等がございますので、お気軽にご相談ください 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■日曜日・月曜日・金曜日・土曜日 

午前 10 時～午後 5 時 

※最終予約 午後 4 時～ 

■火曜日・水曜日・木曜日 

午前 10 時～午後 8 時 

※最終予約 午後 7 時～ 

■毎日 12 時～ 1 時間休講 

■その他 休講日 

★毎月月末、最終日 

★年末年始・GW・お盆(夏季) 

教室の開講状況は、天候や情勢等で変更となる場合があります 

生徒様専用 LINE 公式・教室ブログ・Twitter・公式 HP などで、いつでもご確認いただけます 

 

 

 

千歳烏山駅 北口より 
線路沿いに東（新宿方面）へ、２つ目の角 
（コインパーキングの間）を 40ｍほど進んだ
先にある、白い３階建てのビルの３階です 
 
※１階に駐輪場があります 
※エレベーター・車の駐車場はございません 
 

【住所】 
東京都世田谷区南烏山 4-9-8 サプリ烏山 3F 

パソコン市民 IT 講座千歳烏山教室 

姉妹校の 
ご案内 

つつじが丘教室 

042-480-0015 

府中駅前教室 

042-340-0250 

パソコンサロン府中 

042-363-0011 

パソコン市民 IT 講座 

千歳烏山教室 
03-3300-7550 

✉pc-karasuyama@nifty.com 

⌂https://pc-it.biz/ 

BLOG からす通信 
役立つ情報と教室の様子を毎日お届け！ 

月間 20,000 アクセス超えの人気ブログ！ 

https://bemate.co.jp/blogkarasu/blog/ 

  ＠pc-karasu 

1 教室地図 

2 開講時間・休講日 

3 問い合わせ先 


