
 

 ＩＴ講習会  Ｉ（駒込会場） 
ベテラン講師の手に成る講座は時が経つのを忘れるほど。デジタル教材にはない本物のおもしろさをお届けします。楽しく

学んでＩＴの可能性を広げていきましょう！ コースお申し込みの方には特典としてＩＴサロン１回利用券を差し上げます。 

パソコンコース    iPhone コース    Andro id コース    併用可能コース 
 

コース クラスと日程 費用（教材費 800円を含む） 内 容 
備

考 

パソコンの基礎１  
全4回  6時間  

水  14：30～16：00 11/9・16・30・12/14 
受講料無料 ＋教材事務費 

計 1,200円 

電源の入れ方、マウス

操作、キーボードを使

わない文字入力、ホー

ムページ閲覧までゲー

ムも交え楽しくパソコ

ンに慣れていきます。 

※１ 
※２ 

パソコンの基礎２  
全3回  4時間 30分 

水  10：10～11：40 7/27・8/3・17 
豊島区在住の方 計 3,900円 
区外在住の方 計 4,900円 

少し長い文章の編集・

保存・印刷を練習しま

す。マウス操作できる

方が対象です。 

※２ 

パソコンの基礎３  
全3回  4時間 30分 

水  10：10～11：40 8/24・31・9/7 
豊島区在住の方 計 3,900円 
区外在住の方 計 4,900円 

ファイルやフォルダの

概念、ディスクの使い

方やパソコンの設定に

ついてご紹介します。 

※２ 

インターネット１ 
 

全3回  4時間 30分 
水  10：10～11：40 9/14・21・28 

豊島区在住の方 計 3,900円 
区外在住の方 計 4,900円 

インターネットの仕組

み、閲覧ソフトの使い

方と上手な検索方法に

ついて解説します。 

※２ 

インターネット２  
全3回  4時間 30分 

水  10：10～11：40 10/5・12・19 
豊島区在住の方 計 3,900円 
区外在住の方 計 4,900円 

メールの仕組みと送受

信、アドレス帳、ファ

イル添付、安全対策全

般を解説します。 

※２ 

キーボードの基礎  
全3回  4時間 30分 

お問い合わせください  計 4,900円 

キーボードによる文字

入力と便利な操作法を

学びます。ゲーム仕立

てのタイピング練習で

楽しく学べます。 

 

ワープロ１  
全6回  9時間 

お問い合わせください  計 9,800円 

Word を使って書式と

レイアウトの基礎を学

びますキーボード入

力・文書の保存ができ

る方が対象です。 

 

ワープロ２  
全6回  9時間 

お問い合わせください  計 9,800円 
Word を使って図表の

取り扱いを中心に学ん

でいきます。 

 

表計算１  
全6回  9時間 

お問い合わせください  計 11,200円 

Excel で数式や関数の

扱い方を基礎から学ん

でいきます。キーボー

ド入力・文書の保存が

できる方が対象です。 

 

表計算２  
全6回  9時間 

お問い合わせください  計 11,200円 

参照や関数の引数への

理解を深めるととも

に、グラフを始めとす

る便利な機能を学びま

す。 

 

はがき作成 
 

全4回  6時間 
お問い合わせください  計 6,600円 

はがきアプリで年賀状

の両面を 2回ずつの工

程で作ります。住所録

をお持ちください。 

 

パソコン再発見 
 

全2回 3時間  
水  12：50～14：20 8/3・17 

受講料無料 ＋教材事務費 

計 1,200円 

テレビ電話・SNS・ク

ラウドなパソコンの可

能性を体感していただ

けます。 

ご自分のスマートフォ

ンまたは携帯電話をご

持参ください。 

※１ 
※２ 

Zoom 入門  
 

全2回 3時間 
水  12：50～14：20 11/9・16 

豊島区在住の方 計 2,900円 
区外在住の方 計 3,700円 

リモート会議に使われ

ている定番アプリをア

カウントの作成から解

説します。 

ご自分のスマートフォ

ンまたは携帯電話をご

持参ください。 

※２ 



 

初めての iPhone  
 

全2回 3時間 
お問い合わせください  

受講料無料 ＋教材事務費 

計 1,200円 

iPhoneの便利さ、お
もしろさを手にと
って体感していた
だけます。操作は
iPadや iPodTouchと
共通です。 

※１ 
※２ 

iPhone の基礎１  
全3回  4時間 30分 お問い合わせください  計 4,900円 

タッチスクリーン
の基本操作と文字
入力、アプリの購入
やパソコンとの連
携を学びます。 

 

iPhone の基礎２  
全3回  4時間 30分 

お問い合わせください  計 4,900円 

音楽や映像、メール
など実用性の高い
機能、およびセキュ
リティ対策につい
て学びます。 

 

おもしろｉアプリ１  
全2回  3時間  

お問い合わせください  計 3,700円 

暮らしに趣味にき
っと役立つ iPhone
アプリの数々を楽
しくご紹介してい
きます。 

 

初めての Andro id  
 

全4回  6時間 20分 
水  12：50～14：20 7/6・27 

受講料無料 ＋教材事務費 

計 1,200円 

Android の便利さ、
おもしろさを体感
していただけます。
端末をお持ちでな
い方にはタブレッ
トをお貸しします。 

※１ 
※２ 

Andro id の基礎１  
全3回  4時間 30分 お問い合わせください  計 4,900円 

タッチスクリーン
の基本操作と文字
入力、アプリの購
入、および定番アプ
リを学びます。 

 

おもしろＡアプリ１ 
 

全2回  3時間 
水 12：50～14：20 8/24・31 計 3,700円 

暮らしに趣味にき
っと役立つ Android
アプリの数々を楽
しくご紹介してい
きます。 

 

L i ne 入門  
 

全2回 3時間 
水 12：50～14：20 9/14・28 

豊島区在住の方 計 2,900円 
区外在住の方 計 3,700円 

SNS で最も人気の高い

LINEを１から解説。 

ご自分のスマートフォ

ンまたは携帯電話をご

持参ください。 

※２ 

 

※１ 東京都社会福祉協議会・東京都福祉保健財団後援（予定含む） 

※２ 豊島区民社会福祉協議会後援・豊島区区民活動支援事業補助金交付事業（予定含む） 

●パソコンやスマートフォン、タブレットは会場でご用意しています（コースによりご自分のスマートフォンまたは携帯電話が必

要です）。 

●パソコン講座では文字入力ができる方はキーボードを、難しい方は文字パレットをお使いください。 

●やむを得ず日程や時間が変更となる場合があります。また、上記以外にもクラスが設定されている場合があります。 

●受講を希望される方は事前にお申し込みください（お申し込みなく当日来られますと受講できないことがあります）。 

●受講をお申込みの方にもれなく自由に質問できるＩＴサロンの１回利用券を差し上げます。 

●修了印のある受講票は受講料 200円割引クーポンとしてお使いいただけます（1コース 2枚まで）。 


