
就職ワード・エクセル
資格取得科

Sakura business school

e-ラーニング2月コース

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
挨拶配布物確認10点セットアカウント用紙就職活動調査票さくらアンケートPCレンタル用紙MOS申し込み用紙２枚メールアドレス登録用紙ジョブカード4MOSアカウント記入用紙MOS申し込み用紙記入。�Word・Excel。ワードの受験料は振り込みです。就職活動査票・さくらのアンケート・レンタル用紙の記入をお願いする。雇用の方もこの時に。



ログインについて

『e-ラーニングID』
『ワード基礎・応用のID』
『MOS攻略問題集Word 2016のID』

『エクセル基礎・応用のID 』
『MOS攻略問題集Excel 2016のID』
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WordのIDと同じです

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
まずサイトにログインすべてはサイトホームからはじまります　迷ったらサイトホームに戻りましょう。ワード基礎・応用ログイン・ログアウト　基礎も応用もID同じです。MOS攻略問題集Wordログイン・ログアウト　確認（パスワード一覧印刷しておくとよいです・フォローしやすいので）間違いがあったら、ひと通り終わったあとでフォローします。



受講のルール

 サイトの『受講のルール』で確認しましょう！
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
①まずはサイトホーム②1から順番に進む③E-ラーニングなので性質上学習の進め方などはしっかり書いてありますので、�　　しっかり読んで進めていって下さいね。�④スクーリングなどの持ち物などのお知らせがコースが上がっている場合がございます。スクーリング前には確認してくださいね。



毎週火曜日にメッセージでの報告

 進捗状態と、困っていることがあれば相談。
感想などをお知らせお願いします。

 パソコン操作・サイトの使い方などで質問がある場合は担当
講師にメッセージで10:00～14:45の中で質問を受け付けます。

 就活に関してのご相談があれば、キャリアコンサルタントが
対応を致します。（ZOOM面談可）お電話いただきましたら
折り返しお電話差し上げます。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
孤独になりがちですが、実は私たち、ログを見守っております。ひっそり見守るのも寂しいので、�ぜひ生の声でお知らせください。メッセージの練習やってみる。（マニュアル　メッセージの運用の仕方参照）メッセージでエンターで送信しない設定のご案内。あまりにもログインしていない場合、心配してこちらからメッセージを差し上げる場合もございます。



送るメッセージの内容
＜例＞

1. 進捗状態

ワード応用、第4章 ステップ5まで終わりました。

2. 感想

罫線を引くのが苦手かもしれないです。
案外時間がとれて順調に進んで嬉しいです。
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2.メッセージを送信してみよう

 サイトで確認しながら、メッセージを送信してみましょう
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
メッセージ実践。承認・コンタクトの追加をしていただく。入校式前にこちらから初回メッセージ送信したものに返信していただく。お名前がいいかも。送信していただいてから、初期設定がEnterすると送信しちゃう設定になっているのでメッセージ→歯車→一般→enterで送信する。を無効にしていただく。



1.受講のルールを確認してみよう！
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学習の進め方

8



学習の始め方・終わり方

 学習をはじめるときはログイン、学習を終了するときはログアウト!(^^)!
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自分のパソコン
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
①ご自身のパソコンでログイン②FOMにログイン③学習をスタート（2画面開いた状態です。）④学習終了したらムードルのタブに戻って、ログアウト。4点ルール!(^^)!



●模擬試験を行うにはOffice2016が入った
パソコンが必要です。

Office2016が入ったパソコンを
無料でレンタルします。
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注：インターネットにはつなげないでください

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
テキストと模擬試験についてご案内させていただこうと思うのですが。の前に、PC貸し出しのご案内です。今前にあるPCを無料で貸し出しいたします。模擬試験のためにはもちろんですが、ご自身のPCがあるよって方も、2台あると『6.MOS攻略問題集Word 2016』　『11.MOS攻略問題集Excel 2016』を学ぶコンテンツに関しては、一方のパソコンで動画を視聴しながらもう一方のPCでテキストと照らし合わせながら動画と並行して操作を確認していくことが出来ます。並行できるということで学習効率が著しく上がります。�



レンタルパソコン

自分のパソコン

テキスト
テキスト
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
『6.MOS攻略問題集Word 2016』　『11.MOS攻略問題集Excel 2016』①ご自身のパソコンでe-ラーニングのサイトにログイン。学習スタート。②レンタルパソコンで、ご自身のパソコンで動画とテキストと見ながら学習を進めて行きます。



自分のパソコン

13

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
3点ルール！①ご自身のパソコンでログインしていただく。②レンタルパソコンで模擬試験を始めます。③模擬試験が終わったら、ご自身のパソコンでログアウトします。模擬試験に入るとログイン＆ログアウトを忘れる方がみえます。しっかりログイン＆ログアウトしていただかないと訓練終了の要件を満たすことができない場合がございます。なのでログインログアウトは忘れずにお願いいたしますね。2か月目のExcelに入るとさらに慣れてきて、基礎応用も進むのが早くて、ログインが減る場合がございます。ログインログアウトがあまりにも少ないと訓練終了の要件を満たすことができないため、ログインログアウトのみお願いすることがございますのでご了承くださいませ。E-Learningの性質上、ログで学習を見守らせていただいておりますので、ご協力くださいませ。



模擬試験の進め方

レンタルパソコンの中には、模擬試験プログラムがあらか
じめ入っております。

まずは練習モードで学習します。

そして本番モードで学習します。
週のメッセージでその週の模擬試験の最高得点を教えてく
ださい!(^^)!
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
テキストをご紹介。教室で学んでいらっしゃる3か月コースの方もこちらで試験勉強していただいております。皆さんと同じように1か月でワード、2か月目にエクセルをとっていただいております。さくらでは毎月毎月MOS試験をしておりますが、受験者の8割以上の方に合格していただいております。



模擬試験について① 7.Word模擬試験12.Excel模擬試験

 模擬試験ソフトは数千円のテキストの付録なので、判定に微妙な不具合を起
こす問題がいくつか出て参ります。
ただ、しっかり操作を覚えていただけていれば、本番で試験に使うソフトは
Microsoft社のしっかりとしたものなので、結果をしっかり採点いたします。
そして試験には試験専用のパソコンを使用いたします。
なので、操作や結果は合っているのに不正解、ない項目を選べ、ということ
はございませんので安心して学習を続けてくださいね(*^-^*)

 判定に不具合を起こす問題は、
7. 12.模擬試験のほうに記載してあった通り、『更新により操作が合ってい
ても正解と表示されない問題』となるかと思います。
なのでどうしても正解にならない問題は操作を確認していただくことで、自
分を信じて突き進んでいただいても問題ございません!(^^)! 15

7.Word模擬試験12.Excel模擬試験に入る前に読んでね!(^^)!



 『更新により操作が合っていても正解と表示されない問題』
については、こちらでもこれは必ず×になると確定していればあ
らかじめお知らせできるのですが、それぞれ違う問題がダメだっ
たり、今月はこの問題がダメだったりと人それぞれエラーの出る
問題が違ったりするので、事前にお伝えすることができません。
Office、OSとも更新の絡みで、正解不正解が安定せず、確実にこ
れが不正解出るよとご案内しづらい状況となっております。
ご了承くださいませ。
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模擬試験について② 7.Word模擬試験12.Excel模擬試験

7.Word模擬試験12.Excel模擬試験に入る前に読んでね!(^^)!



セッションアウトについての対応
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学習をしていてログアウトしようとサイトに
戻り、このような画面が表示された場合。
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ログイン画面に戻るので
再度ログイン→ログアウトしてください。



スクーリングについて
 2月01日10：00～ 入校式

ＭＯＳ試験申し込み
※2月18日MOS振り込み締め切り日『10,780円(税込み)』

 2月28日 9:20～12:10 オデッセイのアカウント確認（試験に必要）
13:00～16:00 MOS Word2016試験
『9.エクセル基礎』『10.エクセル応用』

 3月15日 9:20～ 12:10 就職支援・履歴書・職務経歴書・面談
エクセル試験料『10,780円(税込み)』集金日

 3月30日 10:20～12:10 修了式

※3月28日 ①9:30～ ②10:45～ MOS Excel2016試験
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スクーリングには必ず
レンタルパソコンをお
持ちくださいね。

雇用保険の方、午後ハローワークに行きます

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
スクーリングには必ずレンタルパソコンをお持ちくださいね。



よくある Q＆A①
Q どの時間帯で受けたらいいの？
A     24時間いつでもかまいません。

Q 講座の内容で質問があるときはどうしたらいいの？
A     メッセージで質問をしてください。折り返しお応えします。

電話での質問は、平日10時～14時45分の間でお願いします。

Q パソコンはどんなのならいいの？
Ａ 今から、5～6年くらい前までに買ったパソコンなら大丈夫です。

Q スマホやiPadなどのタブレットでも学習できる？
Ａ 『6.MOS攻略問題集Word 2016』 『11.MOS攻略問題集Excel 2016』

を学ぶサイトに関しては、画面の大きささえ気にしなければ閲覧
しながらパソコンで学習することも可能です。

Q 毎日、どれくらいの時間やったらいいの？
Ａ どれだけやっても構いません。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
よくある Q＆A①と②を目を通してくださいと促す。こちらにあること以外で質問がないか確認します。説明会でお渡しした資料にも同じの入ってます。



よくある Q＆A②
Q 毎日やらないとだめですか？

Ａ やらなくてもかまいません。ログインの目安としては平日３時間
です。

Q 毎日の課題の量は決まっていますか？
Ａ 決まっていません。修了式前日までに、確認テストにすべて合格して

いればOKです。人によっては、目安より早くコンテンツ(動画教材)
が終わります。

Q 訓練を終了する要項はなんですか？
Ａ 『4.ワード・基礎』

『5. ワード・応用』
『9.エクセル基礎』
『10.エクセル応用』
確認テストすべてに合格することです。
かつ、スクーリングに8割以上出席することです。

Q 資格試験に受かるにはどうしたらいいですか？
Ａ 基礎、応用で土台を固めた後、ひたすら模擬問題を解いてください。

毎回800点以上取れるようになるまで努力すると、合格率があがります。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
パソコンのレベルに応じてFnキーの説明しとくとよいかも。



ジョブカードについて

ジョブカードにについては
13.ジョブカードを作ろう！を参考に2回目のスクーリング
までに作成してください。

就職支援に使用しますので、忘れずお持ちくださいね!(^^)!
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https://kasugai-sakura.online/course/view.php?id=25
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• スクーリングには毎回、レンタルしているパソコンと印鑑を
お持ちくださいませ。

• 雇用保険を受給されている方は手続きがございますので、
雇用保険の受給者証に記載されている支給番号をご用意くだ
さいね。

• 2/28のスクーリングまでにＭＯＳ試験の為のＩＤとパス
ワードをご自身で取得しておいて下さいね。

さあ！今日からがんばりましょう！
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