
フリーレッスン講座のご案内 パソコン教室マイガーデン 

●単独フリーコース 

講座名 講座内容 時間 
受講料 

（税込） 

① ウィンドウズベーシック 
パソコンと、インターネットの基本操作を学習しま

す。まったくはじめての方向けです。 
15時間 \20,000 

② ウィンドウズスタンダード 
パソコンとの中の整理整頓、CD・USB メモリの書

き込み方法等を学習します。 
8時間 \15,000 

③ ワードベーシック 
日本語入力、文字の書式など、文書作成の基本を学

習します｡ 
20時間 \24,000 

④ ワードスタンダード 
表の作成や図などを挿入する文書作成方法を学習し

ます。 
20時間 \24,000 

⑤ エクセルベーシック 
セルの入力、表の書式など、表作成の基本を学習し

ます｡ 
20時間 \24,000 

⑥ エクセルスタンダード 
関数、グラフなど、エクセルの操作を幅広く学習しま

す。 
20時間 \24,000 

⑦ パワーポイントベーシック 
基本的なプレゼンテーションを作成する操作を学習

します。（ワードの基本操作ができる方対象） 
20時間 \24,000 

⑧ パワーポイントスタンダード 

基本から表現力豊かなプレゼンテーションを作成す

るまでの操作を学習します。（ベーシックを終了され

た方対象） 

20時間 \24,000 

⑨ アクセスベーシック 
Accessデータベースの基本操作を学習します。 

（エクセルの基本を理解されている方対象） 
20時間 \35,000 

⑩ アクセススタンダード 
Access データベースでシステム構築する方法を学

習します。（ベーシックを修了された方対象） 
20時間 \35,000 

⑪ iPad ベーシック iPadの基本操作 10時間 \18,000 

⑫ iPhoneベーシック iPhoneの基本操作 10時間 \18,000 

⑬ 写真入門 
写真の撮影、パソコンへの取込、パソコンでの画像

の扱い方、印刷を学習します。 
6時間 ￥15,000 

⑬ 年賀状作成 
住所録の作成、デザインの作成、印刷の仕方を学習

します。（文字入力のできる方対象） 
6時間 \15,000 

 テキスト代は受講料に含まれています。  



フリーレッスン講座のご案内 パソコン教室マイガーデン 

 

●お得なキャリアパックコース 

（単独フリーコースの講座をあらかじめ下表のパックで組み合わせてお申し込みいただく

ととてもお得に受講できます。） 

講座名 講座内容 時間 
受講料 

（税込） 

パソコン入門キャリアパック 

①+③+⑤ 
Windows ﾍﾞｰｼｯｸ、Word ﾍﾞｰｼｯｸ、Excel ﾍﾞｰｼｯｸ 60時間 \58,000 

ビジネス入門キャリアパック 

③+④+⑤+⑥ 
Word ﾍﾞｰｼｯｸ・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ、Excel ﾍﾞｰｼｯｸ・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 80時間 \86,000 

ビジネス総合キャリアパック 

③+④+⑤+⑥+⑧ 

Word ﾍﾞｰｼｯｸ・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄ、Excel ﾍﾞｰｼｯｸ・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 
PowerPointベーシックﾞ、Access ベーシック 

120時間 \140,000 

 テキスト代は受講料に含まれています。 

 講座名欄の番号は単独フリーコースの講座名についている番号です。 

 

 

 

●資格取得対策講座 

（単独フリーコース・お得なキャリアパックコースで資格を目指す科目について学習され

た方が対象です。） 

講座名 時間 
受講料 

（税込） 

Microsoft Office specialist（MOS）一般 

Word 合格対策講座 
20時間 \36,000 

Microsoft Office specialist（MOS）一般 

Excel 合格対策講座 
20時間 \36,000 

Microsoft Office specialist（MOS）一般 

PowerPoint 合格対策講座 
20時間 \36,000 

Microsoft Office specialist（MOS）一般 

Access 合格対策講座 
20時間 \36,000 

Microsoft Office specialist（MOS）上級 

Word エキスパート 合格対策講座 
20時間 \36,000 

Microsoft Office specialist（MOS）上級 

Excel エキスパート 合格対策講座 
20時間 \36,000 

 テキスト代は受講料に含まれています。 

 

  



フリーレッスン講座のご案内 パソコン教室マイガーデン 

●お得な合格パックコース 

（単独フリーコースの講座・資格対策講座をあらかじめ下表のパックで組み合わせてお申

し込みいただくととてもお得に受講できます。） 

講座名 講座内容 時間 
受講料 

（税込） 

Microsoft Office Specialist Wordパック 

 合格保証 

Wordベーシック・スタンダード 

対策講座 Word 
60時間 \69,000 

Microsoft Office Specialist Excelパック 

 合格保証 

Excel ベーシック・スタンダード 

対策講座 Excel 
60時間 \69,000 

Microsoft Office Specialist PowerPointパック 

 合格保証 

PowerPoint ベーシック・スタンダード 

対策講座 PowerPoint2016 
60時間 \69,000 

Microsoft Office Specialist Accesパック 

 合格保証 

Accessベーシック・スタンダード 

対策講座 Access 
60時間 \82,000 

Microsoft Office Specialistスタンダードパック 

（Word & Excel スペシャリスト全2科目） 

 合格保証 

Wordベーシック・スタンダード 

Excel ベーシック・スタンダード 

対策講座 Word・Excel 

120時間 \120,000 

Microsoft Office Specialistダブルライセンス

パック 

（Word & Excelｽﾍｼ゚ｬﾘｽﾄ & ｴｷｽﾊﾟー ﾄ 全4科目） 

 合格保証 

Wordベーシック・スタンダード 

Excel ベーシック・スタンダード 

対策講座 Word ・Excel 

上級対策講座 Word・Excel 

160時間 \170,000 

資格を完全取得してＯｆｆｉｃｅの達人になれる 

Microsoft Office Specialistエグゼクティブパック 

（Office Specialist Master資格対応 全6科目） 

 合格保証 

Wordベーシック・スタンダード 

Excel ベーシック・スタンダード 

対策講座 Word ・Excel 

上級対策講座 Word・Excel 

PowerPointベーシック・スタンダード 

対策講座 PowerPoint 

Accessベーシック・スタンダード 

対策講座 Access 

280時間 \278,000 

 テキスト代は受講料に含まれています。 

 合格保証とは、当該検定に合格するまで何回でも無料で補習を行うということです。 

ただし、受講前に簡単なスキルチェックを行い受講可能かこちらで判断させていただきます。 

 

 

●月謝コース 

（月謝制は講座の枠に縛られないで、柔軟に学習内容が決められます。時間に制限されず

マイペースに学習していきたい方向けです） 

週１回 （2時間 X４日間） ： \１４,５００ 

週２回 （２時間 X８日間） ： \２４,５００ 

 


