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NIPPON MANPOWER

【使用教材】

●学習ガイド

●テキスト（全１冊）
（株）技術評論社発行
｢今すぐ使えるかんたんExcel2013｣を使用

●サブテキスト｢快適ガイド｣（全１冊）

●添削問題（全２回）

●質問票

検索NMPキャリアの学び

これさえやれば困らない！

“リボン”操作を含めたExcel2013の使い方を基本から実践までしっかりマスターできます。
ねらい

内定者、新入社員、入門～標準レベルの操作方法をマスターしたい方。
こんな方におすすめ

Point
《テキスト》①大画面とわかりやすい解説で、効率的に学習できます。②サンプルフ
ァイルはインターネット経由でダウンロードできるので、効果的な復習が可能です。
※サンプルファイルを開く為には、Excel2013がインストールされていることが必要です。
《サブテキスト》PCに関する一歩進んだ知識や便利ワザ、また、特に仕事上にお
いて、実務ですぐに活用できる書式フォーム等について、よくあるケースをピック
アップして、制作工程の詳しい解説をしています。

※教材・カリキュラム等は予告なく変更になる場合があります。カリキュラム

2ヵ月受講期間
会員：  9,720円（税込）
一般：12,960円（税込）受講料2回添削回数

厳選した教材でムダなく効率的に学習できます！

Information

●Excel2013の基本操作 ●表作成の基本 ●数式や関数の利用 ●文字とセルの書式
●セル･シート･ブックの操作 ●表の印刷 ●グラフの利用 他

“ ”は、Web を利用して、通信教育講座の添削採点サービスなどをご提供するものです。
●インターネットに接続可能なパソコンや周辺機器およびブラウザ等は、予めお客様にご用意いただく必要が
ございます。また、プロバイダーとの契約料や通信費等もお客様のご負担となります。

●“mtest”の推奨動作環境は、OS：Windows、ブラウザ：Internet Explorerです。バージョン等については、
弊社営業担当までお問い合わせください。

一度でわかる！Excel2013マスターコース

本講座は、Web（インターネット）添削コースです。添削課題はWeb上で提出していただきます。

Web
添削（ ）

NIPPON MANPOWER

検索NMPキャリアの学び

●Excelの関数を基礎から学習したい方。
●仕事に活かせるExcelの関数を学習したい方。
●Excel関数の使い方と、ビジネスの基本知識を合わせて学習したい
新入社員の方。

こんな方におすすめ

ねらい

Point
●具体的なビジネス事例を基に、仕事の業務効率が上がる関数を厳選
して解説。

●Excelの操作方法だけでなく、売上や取引などに関するビジネスの
基本知識も併せて学習。

◆仕事に活かせるExcelの｢関数｣を実践的に学習します。
◆関数を基礎からしっかり学ぶことで、Excelの活用範囲をさらに
広めることができます。

カリキュラム
●関数の基本 ●請求書の作成 ●売上データの集計 ●顧客住所録の作成
●社員情報の統計 ●賃金計算書の作成 ●出張旅費伝票の作成
●参考学習：さまざまな関数の利用 ●総合問題

仕事に直結! Excel2013関数のツボコース
“関数の仕組み”のツボをおさえて、今すぐ仕事に活用！

2ヵ月受講期間 2回添削回数
会員：  9,720円（税込）
一般：12,960円（税込）受講料

【使用教材】

●学習ガイド

●テキスト（全１冊）

●添削問題（全２回）

●質問票

※教材にはExcel2013は含まれて
おりません。

“  ”は、Web を利用して、通信教育
講座の添削採点サービスなどをご提供するも
のです。
●インターネットに接続可能なパソコンや周辺
機器およびブラウザ等は、予めお客様にご用
意いただく必要がございます。また、プロバ
イダーとの契約料や通信費等もお客様のご負
担となります。

●“mtest”の推奨動作環境は、OS：Windows、
ブラウザ：Internet Explorerです。バージョ
ン等については、 弊社営業担当までお問い合
わせください。

Web
添削（ ）
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NIPPON MANPOWER

検索NMPキャリアの学び

日商簿記検定受験講座 2級4カ月コース
3級修得者を対象に検定2級合格の実力を養成する

すでに検定3級をマスターし次の目標を2級合格に置いている方

ねらい

カリキュラム

Point「豊富な演習の繰り返しで、着実に実力を養成します」

こんな方におすすめ

●テキスト2級商業簿記A ●テキスト2級商業簿記B
●テキスト2級工業簿記A ●テキスト2級工業簿記B

4ヵ月受講期間 4回添削回数 受講料

【使用教材】

●学習ガイド

●テキスト（全４冊）

●記帳練習帳（解答・解説編付き）

●実践問題集
（過去問を掲載 全１冊）

●添削問題（全４回）

●質問票出題傾向を徹底分析したカリキュラムにより、ムダを省いた受験
学習が可能です。豊富な答案練習の積み重ねで、確かな実力を養
成します。出題頻度の高い表作成、帳簿記入の総合問題には、詳細
な解説を付し、解答の手順が確実に理解できるよう配慮しまし
た。本試験対策として、過去の本試験問題から厳選した実践問題
集をご用意しました。最終の実力チェックにご活用ください。

平成２９年度日商簿記出題区分改訂に対応

※改訂に伴い、教材･カリキュラム･
受講料等が変更になる場合があり
ます。

会員：17,280円（税込）
一般：18,360円（税込）

Information

ねらい
基礎から検定試験合格までの実力を養成！

色彩について基礎から学べ、2つの公的資格にも対応！

基礎から学べる! カラー検定受験講座 3級コース

流通・建築・印刷・住宅関連等の各業界の方、カラー検定の合格を目指す方

Point「初心者も安心。スタディブックが学習をナビゲート!」
●スタディブックは、カラーをふんだんに使い、また図や写真を豊富に用いた構成で、重要ポイントを視覚的に
理解していただけます。●練習問題集では、学習内容を整理するとともに、弱点を発見し、基礎力を養成しま
す。さらに巻末の各試験に対応した模擬試験により、出題パターンの確認と実践力の養成を行い、本試験への万
全の備えをしていただけます。●テキストは日本色研事業株式会社が出版したものを使用しています。

※教材・カリキュラム等は予告なく変更になる場合があります。カリキュラム
●BLOCK1 色の性質 ●BLOCK2 光と色について学ぶ ●BLOCK3 光源について学ぶ ●BLOCK 4 色が見えるしくみを理解す
る ●BLOCK5 色はどうやって測るのか ●BLOCK6 色を伝える方法いろいろ ●BLOCK7 色を感じるシステムとは ●BLOCK8 
色の与える心理的効果を学ぶ ●BLOCK9 色の組み合わせと色彩調和 ●BLOCK10 色と文化 ●BLOCK11 色彩の応用

●学習ガイド

●テキスト１冊

●３級スタディブック

●３級練習問題集

●添削問題（全３回）

●質問票

●商工会議所カラーチャート

【使用教材】

本講座は、添削課題の提出方法が選択できます。お申込の際には〔Web添削コース（インターネット）〕または〔マークシート
添削コース（郵送）〕のいずれかを必ずご選択ください。ご記入がない場合は、マークシート添削コースとさせていただきます。

会員：14,040円（税込）
一般：17,280円（税込）受講料3回添削回数3ヵ月受講期間

NIPPON MANPOWER

検索NMPキャリアの学び

こんな方におすすめ

“ ”は、Web を利用して、通信教育講座の添削採点サービスなどをご提供するものです。
●インターネットに接続可能なパソコンや周辺機器およびブラウザ等は、予めお客様にご用意いただく必要が
ございます。また、プロバイダーとの契約料や通信費等もお客様のご負担となります。

●“mtest”の推奨動作環境は、OS：Windows、ブラウザ：Internet Explorerです。バージョン等については、
弊社営業担当までお問い合わせください。
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NIPPON MANPOWER

検索NMPキャリアの学び

ＣＢＴ試験対応！

※教材・カリキュラム等は予告なく変更になる場合があります。カリキュラム

こんな方におすすめ

●企業活動 ●法務 ●システム戦略 ●ソフトウェア開発 ●プロジェクトマネ
ジメント ●サービスマネジメント ●アルゴリズムとプログラミング ●コンピ
ュータ構成要素 ●システム構成要素 ●ヒューマンインタフェース ●ソフトウ
ェア ●マルチメディア ●ネットワーク ●データベース ●セキュリティ 等

Point
はじめてITパスポート試験合格を目指す方が、無理なく
学習できます。

CBT試験に対応した学習でITパスポート試験の合格を目指します。
ねらい

2ヵ月受講期間 4回添削回数
会員：13,300円（税込）
一般：13,300円（税込）受講料

【使用教材】

●テキスト

●問題集

●ミニテスト

●模試（全３回）

●添削問題（全４回）

●質問用紙

ＩＴパスポート合格コース

※本講座は、大原学園グループとの提携講座です。
※お申込書等には必ず生年月日（西暦）をご記入ください。生年月日の欄がないときは、備考欄
や余白にご記入ください。

・はじめて学習する方でITパスポート試験の合格を目指す方。
・体系的にIT知識を学習したい方。

NIPPON MANPOWER

検索NMPキャリアの学び

ストレスチェックテストとストレスケアDVDで効果的なセルフケア!

ストレスケアの正しい知識と方法を身につける
ねらい

初学者歓迎！ ご自身のストレスケアに関心をお持ちの方。
こんな方におすすめ

Point「チェックテストとDVDでストレスケア！検定試験にも対応」
一問一答式の問題を150問収録した問題集で、テキストの重要ポイントを効率

的に理解できます。本試験と同じ50問の添削問題と過去問題で実践力を養成し
ます。また、チェックテストとDVDでストレスのチェックとケアができます。

※教材・カリキュラム等は予告なく変更になる場合があります。カリキュラム
●メンタルヘルスケアの意義 ●ストレスおよびメンタルヘルスに関する基礎知識
●セルフケアの重要性 ●ストレスへの気づき方 ●ストレスへの対処、軽減の方法

※本DVDは家庭用DVDプレーヤーでの再生を目的として収録されています。片面二層式のDVDビデオが再生可能なプレーヤーでご覧ください。
※パソコンのDVDドライブやゲーム機等による再生、動作の保証および、それら機器でのご利用についてのサポートはいたしかねます。DVD

【使用教材】
●学習ガイド
●公式テキスト（1冊）
●ドリル式問題集150（1冊）
●添削問題（1回）
●ストレスチェックテスト
●ストレスケアDVD
●検定試験過去問題集（解答解説付き）
●質問票

メンタルヘルス・マネジメント®検定Ⅲ種
セルフケアコース ～ストレスチェックテスト付き

“  ”は、Web を利用して、通信教育講座の添削採点サービスなどをご提供するものです。
●インターネットに接続可能なパソコンや周辺機器およびブラウザ等は、予めお客様にご用意いただく必要が
ございます。また、プロバイダーとの契約料や通信費等もお客様のご負担となります。

●“mtest”の推奨動作環境は、OS：Windows、ブラウザ：Internet Explorerです。バージョン等については、
弊社営業担当までお問い合わせください。

Information
本講座は、添削課題の提出方法が選択できます。お申込の際には〔Web添削コース（インターネット）〕または〔マークシート
添削コース（郵送）〕のいずれかを必ずご選択ください。ご記入がない場合は、マークシート添削コースとさせていただきます。

2ヵ月受講期間 1回添削回数 受講料
会員：10,260円（税込）
一般：13,500円（税込）
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NIPPON MANPOWER

検索NMPキャリアの学び

ドリル式問題集と検定試験過去問題で確実に実力アップ!  合格を狙います!

メンタルヘルス・マネジメント®検定Ⅱ種
ラインケアコース ～ストレス・マネジメントヒント集付き

大阪商工会議所主催の検定Ⅱ種合格を目指す!
ねらい

初学者歓迎！ メンタルヘルスケアに関心のある方。
部下のメンタルヘルス対策を学びたい方。

こんな方におすすめ

Point「過去問とドリル式問題集で実践力を養成！」
一問一答式の問題を500問収録した問題集で、テキストの重要ポイン

トを効率的に理解できます。本試験と同じレベルの添削問題と過去問題で
実力を養成します。

※教材・カリキュラム等は予告なく変更になる場合があります。カリキュラム
●メンタルヘルスケアの意義と管理監督者の役割 ●ストレスおよびメンタルヘルスに
関する基礎知識 ●職場環境等の評価および改善の方法 ●個々の労働者への配慮 他

【使用教材】

●学習ガイド
●公式テキスト（１冊）
●ドリル式問題集500（１冊）
●添削問題（２回）
●ストレス・マネジメントヒント集
●検定試験過去問題集（解答解説付き）
●質問票

Information
本講座は、添削課題の提出方法が選択できます。お申込の際には〔Web添削コース（インターネット）〕または〔マークシート
添削コース（郵送）〕のいずれかを必ずご選択ください。ご記入がない場合は、マークシート添削コースとさせていただきます。

“  ”は、Web を利用して、通信教育講座の添削採点サービスなどをご提供するものです。
●インターネットに接続可能なパソコンや周辺機器およびブラウザ等は、予めお客様にご用意いただく必要が
ございます。また、プロバイダーとの契約料や通信費等もお客様のご負担となります。

●“mtest”の推奨動作環境は、OS：Windows、ブラウザ：Internet Explorerです。バージョン等については、
弊社営業担当までお問い合わせください。

2ヵ月受講期間 2回添削回数 受講料
会員：11,340円（税込）
一般：14,580円（税込）

NIPPON MANPOWER

検索NMPキャリアの学び

定番資格をわかりやすく、短期間で！

日商簿記検定受験講座 3級3カ月コース

※教材・カリキュラム等は予告なく変更になる場合があります。

初めて学ぶ方を検定3級合格の実力修得に導く

初学者歓迎！ 初歩的な会計知識を身に付けたい方。
基礎的なビジネススキルを身に付けたい新入社員の方。

ねらい

カリキュラム

Point「はじめて学ぶ方でも楽しみながら簿記を修得できる!」

こんな方におすすめ

●テキスト3級商業簿記A ●テキスト3級商業簿記B

初心者へのわかりやすさを考慮し、簿記の原理や仕訳の基礎の把握の
ための導入部分を充実させました。例題にはていねいな解説を付し、
確実なテクニックが身に付くように配慮しました。書いて覚えること
を重視し、演習の繰り返しによって、表作成・帳簿記入の手順を習得
できます。本試験対策として、過去の本試験問題から厳選した実践問
題集をご用意しました。最終の実力チェックにご活用ください。

【使用教材】
●学習ガイド

●テキスト（全２冊）

●記帳練習帳（解答･解説編付き）

●実践問題集
 （過去問を掲載 全１冊）

●添削問題（全３回）

●質問票

3ヵ月受講期間 3回添削回数 受講料
会員：16,200円（税込）
一般：17,280円（税込）

       




