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◆ 職業訓練学校

新しいスキルを得て

新しい自分へ！

さあ自信を持って　

新しい職場へ！

Change!

□ コンセプトは
   『即戦力なスキルアップ』
   『より良い安定した生活を』
　これまでの職務経験や社会経験を生かし、更にこれからの生活をより充実したもの

にしませんか？　

　その為に、職業訓練学校 Nextar,Inc.では、今企業で求められる必要なスキルをピッ

クアップし、新しい身になるスキルを習得頂ける基礎演習を作り上げました。

　また今後求人件数の多い職種をピックアップし、専門資格の取れる基礎研修も用意

致しております。

　

　◆Nextar Basic maneuver - ネクスター基礎演習 -

　他に類を見ない各科目別に準備された優秀な講師陣

　特色のある授業内容・即実践力となる演習科目

　必要なコミニュケーションを取れるよう設備の充実。

　◆ＩＴ分野コース

　　言語プログラム構築を学べるコース

　◆クリエート分野コース

　　Ｗｅｂ・印刷（ＤＴＰ)・マーケティング分野

　◆介護基礎研修

　　介護職員基礎研修終了者として、都道府県の資格

　　が与えられる。

 
※受講者は、政府の緊急支援システムが適用され受講料と受講

期間の生活費が支給される場合があります。
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Caution

□ 特色
　演習内容の充実の為、Nextar,Inc. の各講師は IT 業界・教育業界・商品開発・店

舗開発・広告業界・出版業界などにおいて社内教育 (新人教育 )を経験してきた厳

選した講師陣を迎い入れ皆様のスキルアップに貢献し、即戦力な人材を育てる演習

です。

◆ ５つの特徴
① 厳選された講師によるスキルアップ出来る
学校
② 基金訓練と言う形式化された説明より、解
かりやすく修得できる演習。
③ 習得できるものは、 ５力 IT 基礎スキル 営業 
店舗に必要な VMD マーケティング クリエイ
ティブ＝広報（DTP・Web)
④ 四方壁にホワイトボード施工で、ディスカッ
ションを始め、模擬演習が取りやすい。
⑤ 就職先に見せる技能修得証明書発行( 講義修
得内容を掲示）

◆ IT 基礎スキル
　企業で最低限必要な PCスキルから、個々の
レベルに合わせ修得頂きます。

◆ ５力 ( 教務科目 )
　　1. アクティブトーキング =話す力

　　2. タイムマネジメント =時間力

　　3. ビジネスライティング =書く力

　　4. ポジティブリスニング =聴く力

　　5. ロジカルシンキング =考える力

◆ 営業
　営業で必要なビジネスマナーを事例を踏まえ
詳しく学んで頂きます。
　またどうしてビジネスマナーとして良いとさ
れる物が良いのか？まで実際に行動し懇切丁寧
に演習を受けて頂きます。
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Nextar Basic maneuver - ネクスター基礎演習 -

◆ VMD( ビジュアルマーチャンダイジング )
イメージディスプレイで購買意欲を刺激する。
　店舗で働く時に必要な、ディスプレイを現実
的な販売現場に近い形で模擬演習。

◆ マーケティング
　実際にマーケティングや現地調査の事例を
テーマ取り、その必要性と分析を演習する事で、
実際の現場で充分に役立つ身に付いた演習を提
供致します。

◆ クリエイティブ＝広報 (DTP・Web)
 DTP やWeb は座学と業界の構造に加え雑誌や
広告が実際にどのようにして作られているか
を、企画からプレゼン・行程表・撮影・デザイ
ン・校了まで実際にその殆どを校内の施設で体
験して頂く非常に内容の濃い物です。
　広告業界や出版業界に就職しなくても、就職
した企業で広告を発注する時に発注側の判らな
い工程を予め知る事になり、実際の職場で役立
つ貴重な経験となります。



□ 介護職員基礎研修コース

□ 演習意義

Nursing

□ 介護職員基礎研修コース

□ 演習意義

　私たちは、介護福祉分野の人材育成と就

職支援により地域の雇用促進と福祉の充実
に力を入れています。

　介護職員基礎研修は、介護職員として介
護サービスに従事しようとする者を対象と
した基礎的な職業教育として、対人理解や
対人援助の基本的な視点と理念、専門的な
職業人として職務にあたる上での基本姿勢、
基礎的な知識・技術等を修得させるととも
に、介護職員については将来的には、任用
資格は介護福祉士を基本とすべきであるこ
とを踏まえて、より専門的な知識・技術を
修得するための機会とすることを目的とし
ております。

今後ますます少子・高齢化が進むとともに、
認知症高齢者や一人暮らしの高齢者の増加
して行く中で、介護保険制度が老後の安心
を支える仕組みとして安定的に運営される
よう、介護の仕事に従事する人材を確保す
るとともに、介護サービスの質の確保・向
上を図ることが重要な課題となっています。
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これに応える為Nextar の介護職員基礎研修
コースはスタートします。

　また就職先の幅を広げるために、
・資格者の派遣
・小規模通所介護施設
　（デイサービス）構築運営代行
・訪問介護の運営代行も計画しております。

Smile



□ 壁がホワイトボード

□ 実習設備の充実

□ 現実的な PC環境

Equipment

□ 壁がホワイトボード
　最近社内の壁がホワイトボードになって
いる会社が増えてきました。
企業では、新しいコミニュケーションツー
ルとして、壁その物を「ホワイトボード」
にする事で壁を有効利用し、簡単なディス
カッションを大袈裟な什器を用いず行える
ようしています。Nextarでも実際に企業で
行われているミーティング・ディスカッ
ション・会議・プレゼンなどに慣れて頂く
ために、教室四方壁をホワイトボードにし
ました。
　講師がホワイトボードを使うだけでな
く、実践を主にしている「Nextar カリキュ
ラム」では、グループで模擬演習をする時
に、自分達の近くにある壁に書き出し実際
に企業内で行うものに近いスキルを身につ
けて頂けます。

　ピックアップし体験頂ける授業の中には、
その大部分を体験頂ける設備を用意致しま
した。
例えば、クリエイティブの授業では、先ず
売りだす商品を決め、その商品の広告コン
セプトを企画し、各クリエイター発注、そ
れぞれのクリエイター担当者が、撮影・デ
ザインをし、校正し、出稿まで教室内で行
えるよう、撮影スタジオ・デザインルーム
と同様の設備を用意しております。
　この事によりもしクリエイティブ関連の
就職をしない場合でも、就職先の企業で必
要な広告の発注をする時これらの体験で、
普通見る事の出来ない取引先の壁の中まで
知って頂く事が出来て、就職先の企業や就
職活動で有効な戦力になれるようプログラ
ムされています。

　現在の企業の環境を考えてむやみに新
しい PC環境で学んでも、役に立つこと
は少ないとの判断で、現実的な環境の演
習をベースに新しい環境導入時の対応を
学んで頂けます。

□ 実習設備の充実

□ 現実的な PC環境



□ 講義プログラム

Maneuver

□ 講義プログラム
　本当に必要な人材に自らなる。
これが一番大切な事なのです。
　必要な人間はどこに居ても必要とされま
す。
それ故、自分の望む環境を構築できるはず
です。
　そのような人材に一人でも多くなって頂
こうと、講義を作成出来る優秀な人材を広
く求めました。
　それはマーケティングや広告業界でマー
ケティングを学んできた我々だから出来る
発想だったかもしれません。
　その為に限界を設けずに人材を集めベス
トと思われる人材に参加を呼び掛け、今回
の「Nextar 講義プログラム」を構築する
事が出来ました。
　金銭的な事のみを考えれば、到底出来な
いプログラムでもありますが、今回集まっ
た講義プログラム作成講師達により完成す
る事が出来ました。

　この講義プログラムを構築した人材は、
東京大学工学部 工業化学科卒業・東京大
学工学系大学院　工業化学分析コース 卒
業で、数々の賞を受賞する、IT 講師として
も多数の生徒を送り出した教務責任者を中
心に、　銀座にも出店している高級ジュエ
リーの上層部として社員育成を経験してき
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て、新聞でも取り上げられた VMDの講義
講師や、マーケティングや様々な広告を制
作してきた講師達で、プログラムされた自
信を持って送り出す演習です。
　またこれからの高齢化社会で必要とされ
る介護問題にも着目し、介護福祉基礎研修
を、今後スタートする予定です。
　この介護職員基礎研修は、介護職員基礎
研修終了者として、都道府県の資格が与え
られ、終了後は責任者としての立場で働く
事も出来る基金訓練となります。

　Nextarの職業訓練は、机上の空論で無く、
実際の現場で役に立つ演習となっていま
す。
　より大きなステップを踏む為に、どうぞ
ご参加ください。

Nextar Program



□ 職業訓練学校　新三郷校
　-基礎演習・介護職員基礎研修 -

School

教室名 　　　新三郷校 
住所 　　　　埼玉県三郷市采女 1-229-3  
最寄駅 　　　JR 武蔵野線 新三郷駅 
順路 　　　　新三郷駅西口徒歩 6分 
最寄バス停 　五街区バス停 
電話 　　　　048-954-7803 　

新三郷駅徒歩４分

新三郷校

　基金訓練とは、国（厚生労働省）の「緊急人材育成支援事業」に基づき、雇用保険の受給
が終了したまたは、受給ができない求職者の方のために行う公共の職業訓練。
新三郷教室では、この基金訓練を実施する学校です。

　再就職に必要なスキルを無料（テキスト代・交通費のみ負担）で習得することができます。 
基金訓練を受講している間、一定の要件を満たされた方には、訓練・生活支援給付金が支給
されます。
※訓練・生活支援給付金の支給要件については、中央職業能力開発協会ホームページ
（http://www.javada.or.jp /）又は最寄りの労働局、ハローワークへご確認ください。

　ビジネス基礎、IT 基礎、IT 分野・介護福祉分野・

クリエイト分野・デザイン分野などの職業訓練教室

と介護職員基礎研修を用意。

□ 基金訓練とは？

Fund training
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◆ 職業訓練学校

ＮＥＸＴＡＲ,Inc.
Japan office Ginza
〒104-0061 中央区銀座 2 丁目 12-12-3F             　　 Tel ： 03-5843-9077

Japan office 新三郷校
〒341-0011 三郷市采女１-229-3 千代田ビル２F     　　 Tel ： 0489-54-7803
　
USA Office   
1232 Waimanu Street Suite A-2 Honolulu, Hawaii 96814 USA

http://nextar-inc.us/

2010.8

idea Marketing 事務局
〒170-0013
東京都豊島区東池袋2丁目22-1
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