
 

 

 

 

 

 

 

Atori Improvement-accomplishments Support Society 

一般社団法人あとり技芸向上支援協会 
 

あとりカレッジ通信講座のご案内 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あとりカレッジ 通信講座 http://shop.atori-college.com/ 

〒027-0063 岩手県宮古市山口 3-11-11-201 陽だまり荘 
TEL：0193-77-5557 Email: info@atori-college.com 



この講座の受講には、以下の条件を備えた Windows パソコンが必要です。 
● CD-ROM ドライブを搭載し、インターネットに接続できること 
● OS：Windows7、８.１ 
● ブラウザ：Internet Explorer Ver.6.0 以上 
● メールアドレス（メールサポート連絡用） 
※上記の条件が整っていないと、カリキュラムが終了できません。 

はじめてのパソコン入門講座 
パソコンを覚える、はじめの一歩。 
はじめてパソコンに触れる、学ぶ方を対象にした入門講
座です。パソコンの電源を入れるところから、マウスの
操作、キーボードの入⼒など基本的な学習をすることが
できます。 
 
 
 

受講対象              
どなたでも受講していただけます。 
受講時にはメールを利用しますので、インターネットに接続でき
るパソコン環境が必要です。 
 
 
 

 
 

 
 
 

受講期間              
１ヶ⽉〜３ヶ⽉。（ただし、学習の進み具合などにより、最⼤で６ヶ⽉まで延⻑することができます） 
テキストは全７章から成り⽴っています。各自の都合に併せて学習を進めてください。 
 
学習内容（テキスト内容）       
★パソコンの基本操作 
★ウィンドウズ操作の基本とパソコンの終了 
★ペイントを利用したマウス操作練習 
★⽂字入⼒の基本 
★⽇本語入⼒ 
★ファイルの保存と印刷 
 
詳細は、あとりカレッジＷｅｂショップをご参照ください。 
http://shop.atori-college.com/ 
 
提出課題・質問            
本講座には課題などの提出や添削はありません。 
質問はメールでサポートします。受講期間内で 
あれば、質問回数に制限はありません。 
 
 
 
 

【留意事項】 

★大きな文字と絵でわかりやすい教科書！ 

★メールサポートつきなので安心！ 
※本書で紹介しているテキスト内容は Windows７のものです。 
※教材内容や価格は予告なく変更する場合もあります。 

Windows7／８．１ 

 

受講料 一括払 ２５，０００円 

〈１２回分割払例〉※自動振替払の場合 
分割支払 ⽉々 ２，８００円〜 
※自動振替の手数料は別途ご負担いただきます。 

※受講料にはテキスト代、教材送料を含みます。 
※分割ご希望の場合はご相談ください。 

初心者 
O K 

標準学習期間 
１〜３ヶ月 

課題数 
なし 

採用教材：ＭＵＣ 



はじめてのワード入門講座 
最短１ヶ⽉で、無理なく⽂書作成を学ぶ 
本講座では Word を学習する為に必要な内容を 30 ステ
ップに分け、１⽇ 1 ステップずつでも無理なく覚えられ
るワ－ク形式の教科書を採用。はじめての方でも無理な
くパソコン⽂書作成技能を学ぶことができます。 
 
 
 

受講対象              
どなたでも受講していただけます。 
受講時にはメールを利用しますので、インターネットに接続で
きるパソコン環境が必要です。 
 
 

この講座の受講には、以下の条件を備えた Windows パソコンが必要です。 
● CD-ROM ドライブを搭載し、インターネットに接続できること 
● ソフト：Word2010、2013 
● ブラウザ：Internet Explorer Ver.6.0 以上 
● メールアドレス（メールサポート連絡用） 
※上記の条件が整っていないと、カリキュラムが終了できません。 

受講期間              
１ヶ⽉〜３ヶ⽉。（ただし、学習の進み具合などにより、最⼤で６ヶ⽉まで延⻑することができます） 
テキストは全３０ステップから成り⽴っています。各自の都合に併せて学習を進めてください。 
 
学習内容（テキスト内容）                        修了証        
★⽂字の入⼒方法や漢字変換など                      
★基本的な編集機能                            
★作表や画像の挿入、グラフ                        
★各ステップの理解度を確認できる問題つき                 
 
詳細は、あとりカレッジＷｅｂショップをご参照ください。 
http://shop.atori-college.com/  
 
提出課題・質問            
各ステップの演習問題解答（全３０）を提出。 
質問はメールでサポートします。受講期間内で 
あれば、質問回数に制限はありません。 
 
 
 
 
 
 

【留意事項】 

Word2010 ／2013 

★１日１ステップずつ学習できるワーク形式 

★メールサポートつきなので安心！ 
※本書で紹介しているテキスト内容は Word2010 のものです。 
※教材内容や価格は予告なく変更する場合もあります。 

採用教材：株式会社カットシステム 

 

受講料 一括払 ３９，８００円 

〈１２回分割払例〉※自動振替払の場合 
分割支払 ⽉々 ３，７００円〜 
※自動振替の手数料は別途ご負担いただきます。 

※受講料にはテキスト代、教材送料を含みます。 
※分割ご希望の場合はご相談ください。 

初心者 
O K 

標準学習期間 
１〜３ヶ月 

課題数 
３０ 

テキスト教材 

提出課題をクリアした
方には修了証書（PDF
形式でメール）をお届け
します。 

※写真はイメージです 



この講座の受講には、以下の条件を備えた Windows パソコンが必要です。 
● CD-ROM ドライブを搭載し、インターネットに接続できること 
● OS：Windows7、８.１ 
● ブラウザ：Internet Explorer Ver.6.0 以上 
● メールアドレス（メールサポート連絡用） 
※上記の条件が整っていないと、カリキュラムが終了できません。 

はじめてのエクセル入門講座 
最短１ヶ⽉で、無理なく表計算を学ぶ 
本講座では Excel を学習する為に必要な内容を 30 ステ
ップに分け、１⽇ 1 ステップずつでも無理なく覚えられ
るワ－ク形式の教科書を採用。はじめての方でも無理な
くパソコン表計算技能を学ぶことができます。 
 
 
 

受講対象              
どなたでも受講していただけます。 
受講時にはメールを利用しますので、インターネットに接続で
きるパソコン環境が必要です。 
 
 

 
 

 
 
受講期間              
１ヶ⽉〜３ヶ⽉。（ただし、学習の進み具合などにより、最⼤で６ヶ⽉まで延⻑することができます） 
テキストは全３０ステップから成り⽴っています。各自の都合に併せて学習を進めてください。 
 
学習内容（テキスト内容）                        修了証        
★⽂字の入⼒方法やセルの書式など                     
★基本的な編集機能                            
★関数の利用やグラフの作成と編集                     
★各ステップの理解度を確認できる問題つき                 
 
詳細は、あとりカレッジＷｅｂショップをご参照ください。 
http://shop.atori-college.com/ 
 
提出課題・質問            
各ステップの演習問題解答（全３０）を提出。 
質問はメールでサポートします。受講期間内で 
あれば、質問回数に制限はありません。  
 
 
 
 
 
 

【留意事項】 

★１日１ステップずつ学習できるワーク形式 

★メールサポートつきなので安心！ 
※本書で紹介しているテキスト内容は Excel2010 のものです。 
※教材内容や価格は予告なく変更する場合もあります。 

Excel2010 ／2013 

 

受講料 一括払 ３９，８００円 

〈１２回分割払例〉※自動振替払の場合 
分割支払 ⽉々 ３，７００円〜 
※自動振替の手数料は別途ご負担いただきます。 

※受講料にはテキスト代、教材送料を含みます。 
※分割ご希望の場合はご相談ください。 

初心者 
O K 

標準学習期間 
１〜３ヶ月 

課題数 
３０ 

採用教材：株式会社カットシステム 

テキスト教材 

※写真はイメージです 

提出課題をクリアした
方には修了証書（PDF
形式でメール）をお届け
します。 



ホームページ作成 HTML 入門講座 
ウェブサイト HTML コーダー資格も取れる！ 
本講座では１⽇１ステップずつでも無理なく覚えられる
ワ－ク形式の教科書を採用。HTML と CSS を学習するた
めに必要な内容を３０ステップに分けてあります。自分
の学習成果が確認できます。 
 
 
 

受講対象              
どなたでも受講していただけます。 
受講時には、インターネットに接続できるパソコン環境が必要です。 
 
 

この講座の受講には、以下の条件を備えた Windows パソコンが必要です。 
● CD-ROM ドライブを搭載し、インターネットに接続できること 
● OS：Windows7 以上 
● ブラウザ：Internet Explorer Ver.6.0 以上 
● メールアドレス（メールサポート連絡用） 
※上記の条件が整っていないと、カリキュラムが終了できません。 

受講期間              
１ヶ⽉〜３ヶ⽉。（ただし、学習の進み具合などにより、最⼤で６ヶ⽉まで延⻑することができます） 
テキストは全３０ステップから成り⽴っています。各自の都合に併せて学習を進めてください。 
 
学習内容（テキスト内容）       
ウェブサイトを作るために必要な「HTML５」「CSS３」の知識
を１⽇１ステップずつ無理なく覚えられるワークブックを使っ
て、基礎から学びます。 
[HTML] 
ウェブサイトを作成するために開発された言語。現在インター
ネット上で公開されているウェブページのほとんどは HTML で
作成されています 
[CSS] 
ウェブページのスタイルを指定するための言語。ウェブサイト
の⾒栄えを細かく設定することができます 
 
詳細は、あとりカレッジＷｅｂショップをご参照ください。 
http://shop.atori-college.com/ 
 
資格認定・質問            
課題（１）と卒業試験（筆記・在宅）の解答を提出、合格
基準をクリアした方には、ＡＩＳＳ認定ウェブサイトＨ
ＴＭＬコーダー（初級）資格が付与されます。 
質問はメールでサポートします。受講期間内であれば、
質問回数に制限はありません。 

【留意事項】 

 

受講料 一括払 ８９，８００円 

〈１２回分割払例〉※自動振替払の場合 
分割支払 ⽉々 ８，３００円〜 
※自動振替の手数料は別途ご負担いただきます。 

※受講料にはテキスト代、教材送料を含みます。 
※分割ご希望の場合はご相談ください。 

初心者 
O K 

標準学習期間 
１~3 ヶ月 

課題数 
１ 

Windows 

採用教材：株式会社カットシステム 

 一般社団法人あとり技芸向上支援協会認定 

ウェブサイトＨＴＭＬコーダー（初級） 
 
〔受験資格〕同協会が指定する講座を修了した者 
〔試験⽇程〕随時 
〔受験会場〕在宅試験 
〔受 験 料〕３，５００円 

※認定証書を発⾏します。 

目指す 

資 格 



テキストとＤＶＤで学ぶワード入門講座１ 
⾒て覚える分かりやすいテキストとＤＶＤで学べる！ 
本講座では⼤きな⽂字で分かりやすいテキストと⾒て覚
えるＤＶＤを採用。はじめての方でも無理なくパソコン
⽂書作成を学ぶことができます。初めて Word に触れる
方を対象に、⽂字入⼒から案内の⽂書やはがき・表の作
り方を勉強します。町内会の⽂書も⼤丈夫です！ 
 
 
 

受講対象              
どなたでも受講していただけます。 
受講時にはメールを利用しますので、インターネットに接続で
きるパソコン環境が必要です。 
 
 

この講座の受講には、以下の条件を備えた Windows パソコンが必要です。 
● CD-ROM ドライブを搭載し、インターネットに接続できること 
● ソフト：Word2013 
● ブラウザ：Internet Explorer Ver.6.0 以上 
● メールアドレス（メールサポート連絡用） 
※上記の条件が整っていないと、カリキュラムが終了できません。 

受講期間              
１ヶ⽉〜３ヶ⽉。（ただし、学習の進み具合などにより、最⼤で６ヶ⽉まで延⻑することができます） 
テキストは全６章から成り⽴っています。各自の都合に併せて学習を進めてください。 
 
学習内容（テキスト・DVD 内容）                    修了証        
★Word の基本操作                            
★⽂書入⼒の基本                             
★入⼒に便利な機能                            
★表の作成                                
 
詳細は、あとりカレッジＷｅｂショップをご参照ください。 
http://shop.atori-college.com/ 
 
提出課題・質問             
演習問題（４）と修了問題（１）解答を提出。  
質問はメールでサポートします。受講期間内 
であれば、質問回数に制限はありません。  
 
 
 
 
 

【留意事項】 

★大きな文字で見やすいテキスト 

★メールサポートつきなので安心！ 
※本書で紹介しているテキスト内容は Word2013 のものです。 
※教材内容や価格は予告なく変更する場合もあります。 

Word2013 

 

受講料 一括払 ５９，８００円 

〈１２回分割払例〉※自動振替払の場合 
分割支払 ⽉々 ５，５００円〜 
※自動振替の手数料は別途ご負担いただきます。 

※受講料にはテキスト代、教材送料を含みます。 
※分割ご希望の場合はご相談ください。 

初心者 
O K 

標準学習期間 
１〜３ヶ月 

課題数 
５ 

採用教材：有限会社テスコ 

提出課題をクリアした
方には修了証書（PDF
形式でメール）をお届け
します。 

ＤＶＤ 
６枚つき 



オフィスソフトの活用技能を図る、資格認定通信講座 
 
 
 
PCU 技能実技試験 文書作成 初級 
パソコン⽂書作成技能を学べて、資格も取れる！ 
初めてワープロソフト（Word）に触れる方を対象に、テ
キストの操作手順に従って、表や図を挿入した⽂書を作成
し、基本的な⽂書の作成方法を学習できます。 
受講修了後に認定試験をクリアするとＰＣＵ技能実技試
験・⽂書作成（初級）の資格を習得できます。 
 
 
 
 
 
PCU 技能実技試験 表計算 初級 
パソコン表計算技能を学べて、資格も取れる！ 
初めて表計算ソフト（Excel）に触れる方を対象に、関数
やグラフを使用したワークシートを作成、データベース機
能など、基本的な表計算処理技能を習得できます。 
受講修了後に認定試験をクリアするとＰＣＵ技能実技試
験・表計算（初級）の資格を習得できます。 
 
 
 
 
 
ＰＣＵ技能実技試験 オフィス総合 初級 
オフィスソフト技能がまるごと学べて、資格も取れる！ 
Word、Excel、PowerPoint の基礎スキルから情報倫理ま
でを初歩から順番にしっかり学ぶことができるオフィス
総合講座（初級）です。付属の Web 教材は、テキストと
連動して繰り返しご利用いただける「確認テスト」になっ
ています。知識やスキルが定着します 
受講修了後に認定試験をクリアするとＰＣＵ技能実技試
験・オフィス総合（初級）の資格を習得できます。 
 
 
 
 

詳しくはあとりカレッジＷｅｂショップ http://shop.atori-college.com/をご覧ください 

受講料 一括払 ５５，８００円 
※分割ご希望の場合はご相談ください。 

初心者 
O K 

標準学習期間 
１〜３ヶ月 

課題数 
４ 

受講料 一括払 ５５，８００円 
※分割ご希望の場合はご相談ください。 

初心者 
O K 

標準学習期間 
１ヶ月 

課題数 
４ 

受講料 一括払 ８９，８００円 
※分割ご希望の場合はご相談ください。 

初心者 
O K 

標準学習期間 
１〜３ヶ月 

修了テスト 各２０ 
実践ドリル 各１ 

資格 
取得 

※教材内容や価格は予告なく変更する場合もあります。 

資格 
取得 

資格 
取得 

採用教材：株式会社ウィネット 

採用教材：株式会社ウィネット 

採用教材：ｎｏａ出版 



 

 

 

 

しぶん、１００％。未来を描こう！ 

あとりカレッジ 通信講座 

http://shop.atori-college.com/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
©一般社団法人あとり技芸向上支援協会 

あとりカレッジＷｅｂショップ 
 
生涯学習教室あとりカレッジ通信講座公式サイトでは、パソコン
入門、Word や Excel 基礎、ホームページ作成など、本書に掲載さ
れていないものも含めて様々な通信講座を提供しています。パソ
コンや携帯電話から閲覧できます。ご受講お申し込みもできます
ので、ご利用ください。 
http://shop.atori-college.com/ 

お 申 込 方 法 

インターネット              
下記アドレスの各講座ページから 
『カードに入れる』ボタンをクリック 
してお申込み（ご注⽂）ください。 
http://shop.atori-college.com/ 

郵便                   
所定の申込書に必要事項をご記入の上、 
下記住所へご郵送ください。 
〒027-0063 岩手県宮古市山口 3-11-11-201 
生涯学習教室あとりカレッジ 通信講座係 

お 支 払 方 法 

受講料は先払いとなります。銀⾏振込（ゆうちょ銀⾏、東北銀⾏）、PayPal 決済がご利用になれます。 
分割払いをご希望の場合は、お申込みの前にメールなどにてご相談ください。 
 
●振込手数料はお客様ご負担となります。 ●教材到着後８⽇以内であればご返品いただけますが、お客様のご都合によるご返品の場
合は、送料やキャンセル料をご負担頂きます。（他社チケット販売サイトを通じてご購入された場合のご返⾦は原則できませんので、予
めご了承ください。） 


