
 
AIパソコンスクールに通う生徒さんの口コミ 
Yahoo！ロコに、生徒さんが書いてくださった口コミです。 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



AIパソコンスクール 諏訪校  (⻑野県 諏訪市)

投稿者名︓Aikoさん  | ⼊学期間︓2014年頃から１年〜３年間  | 開始時のレベル︓初⼼者

清潔で綺麗な教室で、通うのも楽しかったです
★★★★★    講師の質:-   設備・教材:-   レッスン内容:-   ⽴地・雰囲気:-   サポート対応:-   料⾦:-  

【エクセルもできるようになりました】
⼀⼈⼀⼈のペースで教えていただけるので、⼈のことを気にせず学習できて良かったです。
分からないところはていねいに教えていただけたので、エクセルもできるようになりました。
環境（教室の）にもいつも気配りがされていて、
清潔で綺麗な教室で、通うのも楽しかったです。

  映像・写真加⼯    プログラミング・ネットワーク    デジカメ・写真    ワード・エクセル    ホームページ作成    各
種資格    DTP（デザイン・WEB・CG）    CAD    マイクロソフトオフィス(MOS/MCAS)    インターネット    ウィンドウ
ズ   

2016年08⽉22⽇   コメント(0)

 

AIパソコンスクール 諏訪校  (⻑野県 諏訪市)

投稿者名︓K  | ⼊学期間︓2016年頃に１ヶ⽉以内  | 開始時のレベル︓初⼼者

先⽣が優しい︕
★★★★★    講師の質:-   設備・教材:-   レッスン内容:-   ⽴地・雰囲気:-   サポート対応:-   料⾦:-  

【個別授業でやりやすかったです】
先⽣が優しい︕
個⼈授業でやりやすかったです。

他のパソコンスクールは、3ヶ⽉コースなどコースが決まっていましたが、
AIさんはこちらの要望を全て聞いていただきました。

他の事ももっと学んでみたいです。

  映像・写真加⼯    プログラミング・ネットワーク    デジカメ・写真    ワード・エクセル    ホームページ作成    各
種資格    DTP（デザイン・WEB・CG）    CAD    マイクロソフトオフィス(MOS/MCAS)    インターネット    ウィンドウ
ズ   
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AIパソコンスクール 諏訪校  (⻑野県 諏訪市)

投稿者名︓eitatsu.4649.Y  | ⼊学期間︓2014年頃から１年〜３年間  | 開始時のレベル︓初中級

わかりやすい指導です
★★★★★    講師の質:-   設備・教材:-   レッスン内容:-   ⽴地・雰囲気:-   サポート対応:-   料⾦:-  

【今では⼿元を⾒ずバチバチ打っています】
お久しぶりです。50歳になった⾠吉でやんす。前回の投稿から早いもんで２年が経ちました。あの
頃はキーボードを⾒ながらタイピングをしていましたが今では⼿元を⾒ずバチバチ打っています。
しかもワード、エクセルのテキストの基本から応⽤と進んでいます。嘘みたいですが、確実にスキ
ルアップしています。少々のことなら⾃分で対処出来るようになりました。これも先⽣⽅の親切で
丁寧で時には厳しい指導のおかげです。優しさの中にある厳しさが前に教わっているのに⾃分のも
のになっていないことを教えてくれます。そういう時は⼀⽣懸命復習ですが(笑)でもこれって凄いこ
とですよね。これから始めようと考えている⽅、スキルアップ、資格を取得したい⽅、こんな指導
の出来る先⽣のもとで⼀緒に勉強しましょう。待ってます。

  映像・写真加⼯    プログラミング・ネットワーク    デジカメ・写真    ワード・エクセル    ホームページ作成    各
種資格    DTP（デザイン・WEB・CG）    CAD    マイクロソフトオフィス(MOS/MCAS)    インターネット    ウィンドウ
ズ   

2016年03⽉08⽇   コメント(0)

 

AIパソコンスクール 諏訪校  (⻑野県 諏訪市)

投稿者名︓笹岡  | ⼊学期間︓2014年頃から１年〜３年間  | 開始時のレベル︓初⼼者

⾮常に分かりやすく優しい先⽣です。
★★★★★    講師の質:-   設備・教材:-   レッスン内容:-   ⽴地・雰囲気:-   サポート対応:-   料⾦:-  

【営業マンとしてお伺いしておりました】
私は始め、営業マンとしてお伺いしておりました。場所は前諏訪署の近く写真屋さんの前で、最初
はプレハブの2階え︕こんな所にと思いましたが、営業している時に今井さんの⼈柄に惚れ⼊会しよ
うと思いました。中の雰囲気も良く、飲み放題、⾷べ放題、聴き放題、と三拍⼦揃い良い所です。
⼀⼈⼀⼈のスペースも広くとってあり勉強しやすくなっています。今はワードですが、エクセルや
他の分野も勉強したいと感じております。⼀度騙されたと思って是⾮ご覧下さい。別に騙しては無
いので、ご安⼼を︕(^o^)/
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  映像・写真加⼯    プログラミング・ネットワーク    デジカメ・写真    ワード・エクセル    ホームページ作成    各
種資格    DTP（デザイン・WEB・CG）    CAD    マイクロソフトオフィス(MOS/MCAS)    インターネット    ウィンドウ
ズ   

2016年03⽉08⽇   コメント(0)

 

AIパソコンスクール 諏訪校  (⻑野県 諏訪市)

投稿者名︓nozo  | ⼊学期間︓2013年頃から１年〜３年間  | 開始時のレベル︓初中級

親切なパソコン教室
★★★★★    講師の質:-   設備・教材:-   レッスン内容:-   ⽴地・雰囲気:-   サポート対応:-   料⾦:-  

【安⼼して授業が受けられます】
パソコンの資格を取ろうと、パソコン教室を探していたところ、教室の落ち着いている雰囲気と先
⽣が優しそうな⼈だと思い、このAIパソコン教室に⼊りました。
通ってみると、先⽣の教え⽅が親切で優しくて、安⼼して授業が受けられ、覚えるのに時間がかか
る私でも⻑く続けてることができます。そして、去年、WORDのMOSの資格を取り、現在、EXCEL
の勉強をしてます。
教室も綺麗で、休憩もできるスペースがあるので、疲れた時は、いつでも休めます。
パソコンがわからない、資格を取りたいという⽅、また、パソコンはしたいけど厳しい先⽣はちょ
っと・・・て⽅にもお勧めです。

  映像・写真加⼯    プログラミング・ネットワーク    デジカメ・写真    ワード・エクセル    ホームページ作成    各
種資格    DTP（デザイン・WEB・CG）    CAD    マイクロソフトオフィス(MOS/MCAS)    インターネット    ウィンドウ
ズ   

2015年11⽉11⽇   コメント(0)

 

AIパソコンスクール 諏訪校  (⻑野県 諏訪市)

投稿者名︓koisan  | 開始時のレベル︓初⼼者

⼦供にもおすすめ♪
★★★★★    講師の質:-   設備・教材:-   レッスン内容:-   ⽴地・雰囲気:-   サポート対応:-   料⾦:-  

【中学２年⽣の息⼦が１年以上通っています】
 中学２年⽣の息⼦が１年以上通っています。
 ⼀昨年、⼦供でも解るまで親切に教えてくれるパソコン教室はないかとインターネットで探して
いたら、こちらのホームページを⾒つけ、”初⼼者⼤歓迎” ”どこよりもやさしく丁寧” という⾔葉
にひかれ息⼦のことを相談しました。
 インターネットの検索以外ではパソコンに触れたことが無い息⼦は、タイピングからスタート
し、初めは⽉４回各６０分間教えてもらうのが精⼀杯でしたが、今では⽉４回各９０分間でも集中
して取り組めるようになってきました。息⼦も毎週のパソコン教室が待ち遠しくて仕⽅がありませ
ん︕︕
 ⼦供でも毎回楽しく⽬標を持ち取り組めるように課題を⽤意していただき、親の想像以上に集中
し、そして楽しく通っています。ここまで出来るようになったのも今井先⽣だったからだと本当に
感謝しています。
 これからもパソコンの基礎的なことや楽しさをたくさん知って、もっと好きになってもらいたい
と思っています。
 これからもよろしくお願いします。
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  映像・写真加⼯    プログラミング・ネットワーク    デジカメ・写真    ワード・エクセル    ホームページ作成    各
種資格    DTP（デザイン・WEB・CG）    CAD    マイクロソフトオフィス(MOS/MCAS)    インターネット    ウィンドウ
ズ   

2015年10⽉23⽇   コメント(0)

 

AIパソコンスクール 諏訪校  (⻑野県 諏訪市)

投稿者名︓ Rahms  | 開始時のレベル︓初中級

楽しく通っています
★★★★★    講師の質:-   設備・教材:-   レッスン内容:-   ⽴地・雰囲気:-   サポート対応:-   料⾦:-  

【先⽣は優しくてとても誉め上⼿です】
ワードもエクセルも全く分からずパソコンを使⽤していました。転職をすることになり、スキルを
⾝に付けようと思い⼊校しました。
先⽣は優しくてとても誉め上⼿です。わからなくて何度も同じことをよく聞いていますが、いつで
も丁寧に教えてくださいます。本当にこちらを選んで良かったです。
私は通い始めて3年ほどになりますが、タイピングもだいぶ成⻑したと思います。ワードもエクセル
も資格を取得し、現在はパワーポイントを習得中です。

  映像・写真加⼯    プログラミング・ネットワーク    デジカメ・写真    ワード・エクセル    ホームページ作成    各
種資格    DTP（デザイン・WEB・CG）    CAD    マイクロソフトオフィス(MOS/MCAS)    インターネット    ウィンドウ
ズ   

2015年10⽉23⽇   コメント(0)

 

AIパソコンスクール 諏訪校  (⻑野県 諏訪市)

投稿者名︓ハードボイルド  | ⼊学期間︓2015年頃に１ヶ⽉〜１年間  | 開始時のレベル︓初⼼者

ミドル世代からの勉強として
★★★★☆    講師の質:-   設備・教材:-   レッスン内容:-   ⽴地・雰囲気:-   サポート対応:-   料⾦:-  

【褒めて伸ばす教育はあるんだと実感できてます︕】
ミドル世代にて、⼿に職というか、技術や特技を広げたいという思いで探しました。

優しさが売りのパソコンスクールということで、話を聞いて通いました。

仕事や私⽣活が多忙なため、同じ⽇時に⼊れないこと、予習復習がなかなかできないこと、独学で
やっていたため、知識や基本にムラがあるということを話して⼊校しました。

結果はいって3ヶ⽉くらいかな、
⽇時もいろいろあり、内容は基本からスタートして、さりげなくスキルアップするように毎回難易
度があがり、気づかないうちに知識や技術があがってました。

本当に家で復習が現状できないため、週⼀回の短い時間で申し込んでいますが、成⻑を実感できて
ます。

そして先⽣が優しいので、褒めて伸ばす教育はあるんだと実感できてます︕

仕事や私⽣活で怒ったり、叩いたり、本⼈の成⻑のために厳しく鞭をふる育成は沢⼭ありますが、
それらは使い⽅を失敗すると、逆に反感をかったり、やる気を奪ったりしますが、ここの優しさは
また挑戦するぞという思いにしてくれます。
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⼼がとりあえず折れないパソコンスクール

ミドル世代から何かを始めるというのは意外と⼤変ですが、ここならうまくやれそうだと思いま
す。

  映像・写真加⼯    プログラミング・ネットワーク    デジカメ・写真    ワード・エクセル    ホームページ作成    各
種資格    DTP（デザイン・WEB・CG）    CAD    マイクロソフトオフィス(MOS/MCAS)    インターネット    ウィンドウ
ズ   
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AIパソコンスクール 諏訪校  (⻑野県 諏訪市)

投稿者名︓Rin  | ⼊学期間︓2014年頃に１ヶ⽉〜１年間  | 開始時のレベル︓初中級

資格だけではなく、“本当にパソコンができる”を・・・
★★★★★    講師の質:-   設備・教材:-   レッスン内容:-   ⽴地・雰囲気:-   サポート対応:-   料⾦:-  

【丁寧に教えて下さいます】
いくつかのパソコンスクールの中から、こちらに決めさせて頂きました。

パソコンは、⼦供が⼿を放れてたら絶対習得したいと思っていました。
独学で多少はできましたが、こちらではワードでもエクセルでも、順序よく書類を完成させるとい
うコツを教えて頂いております。

先⽣は腰が低く、どんな年代の⽅にも丁寧に教えて下さいます。
同時間の中で、内容が違う勉強をしている⽣徒さんに、それぞれにアドバイス＆指⽰をして下さい
ますが、的確な答えを下さいます。

プレハブ２Fで、ホンワカのんびりしてるお教室ですが、しっかり“本当にできる︕︕パソコン”を習
得できると思いますよ☆

  映像・写真加⼯    プログラミング・ネットワーク    デジカメ・写真    ワード・エクセル    ホームページ作成    各
種資格    DTP（デザイン・WEB・CG）    CAD    マイクロソフトオフィス(MOS/MCAS)    インターネット    ウィンドウ
ズ   

2015年09⽉18⽇   コメント(0)

 

AIパソコンスクール 諏訪校  (⻑野県 諏訪市)

投稿者名︓ junpoko706  | ⼊学期間︓2015年頃に１ヶ⽉〜１年間  | 開始時のレベル︓初中級

優しく楽しく教わることができました
★★★★★    講師の質:-   設備・教材:-   レッスン内容:-   ⽴地・雰囲気:-   サポート対応:-   料⾦:-  

【タイピングから応⽤的なことまで】
当スクールに⼊⾏するきっかけは僕が専⾨学校をやめてしまい、将来、何をやりたいか、途⽅に暮
れていた時に⺟が「パソコン教室に⾏って、資格を取れれば、どんな仕事にも役に⽴つよ」と⾔っ
てくれたので、近くパソコン教室をインターネットで探してみました。
すると、「初⼼者⼤歓迎︕︕優しく教えます︕︕」と書いてあって、先⽣と⽣徒が楽しそうに写っ
ていたので、当スクールに通うことを決めました。
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実際⾏ってみて、そのとおり、優しく楽しく教わることができました。しかもタイピングから応⽤
的なことまで、しっかりと教えてくれるとても素晴らしいパソコン教室です︕︕

  映像・写真加⼯    プログラミング・ネットワーク    デジカメ・写真    ワード・エクセル    ホームページ作成    各
種資格    DTP（デザイン・WEB・CG）    CAD    マイクロソフトオフィス(MOS/MCAS)    インターネット    ウィンドウ
ズ   

2015年09⽉11⽇   コメント(0)

 

AIパソコンスクール 諏訪校  (⻑野県 諏訪市)

投稿者名︓あずさ  | ⼊学期間︓2015年頃に１ヶ⽉〜１年間  | 開始時のレベル︓初⼼者

AIパソコンスクールに通って本当に良かったと思っています♪♪
★★★★★    講師の質:-   設備・教材:-   レッスン内容:-   ⽴地・雰囲気:-   サポート対応:-   料⾦:-  

【毎回⾊んな事が覚えられるので楽しいです】
今、ワードとタイピングの勉強をしています。
私は全くパソコンを使った事がなく、苦⼿でした。でも、今後のためにと思い教室に通うことを決
めました。授業を受けると、すごく丁寧に教えてくれて分かりやすく先⽣もとても優しいです。教
室もとってもキレイで飲み物のスペースも⽤意されています。時間も⾃分の都合の良い⽇や時間に
⼊れて⾃分のペースで勉強が出来るのでとても良いです。
週1回で通い始めてもうすぐて４ヶ⽉経ちますが、⼿元を⾒ずキーボードが打てるようになりまし
た。
毎回⾊んな事が覚えられるので楽しいです♪
AIパソコンスクールに通って本当に良かったと思っています♪♪

  映像・写真加⼯    プログラミング・ネットワーク    デジカメ・写真    ワード・エクセル    ホームページ作成    各
種資格    DTP（デザイン・WEB・CG）    CAD    マイクロソフトオフィス(MOS/MCAS)    インターネット    ウィンドウ
ズ   
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AIパソコンスクール 諏訪校  (⻑野県 諏訪市)

投稿者名︓すいかちゃん  | ⼊学期間︓2010年頃から３年以上  | 開始時のレベル︓初⼼者

AIパソコンスクール絶対お勧めです︕︕
★★★★★    講師の質:-   設備・教材:-   レッスン内容:-   ⽴地・雰囲気:-   サポート対応:-   料⾦:-  

【初⼼者でもわかりやすく親切、丁寧】
今井先⽣との出会いは、ＡＩパソコンスクールの始まる前からです。
私は、定年を過ぎてからのパソコン1年⽣でした。不安はいっぱいでした  
しかし先⽣は初⼼者でもわかりやすく親切、丁寧、また次の授業にも来たくなる。決して無理をし
ない、その⼈に合わせた教え⽅をして、下さいます。  
今でも、楽しくマイペースで1つでも新しい事を学べる事を、⽬標に
頑張っています。
AIパソコンスクール絶対お勧めです︕︕

  映像・写真加⼯    プログラミング・ネットワーク    デジカメ・写真    ワード・エクセル    ホームページ作成    各
種資格    DTP（デザイン・WEB・CG）    CAD    マイクロソフトオフィス(MOS/MCAS)    インターネット    ウィンドウ
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ズ   
2015年09⽉10⽇   コメント(0)

 

AIパソコンスクール 諏訪校  (⻑野県 諏訪市)

投稿者名︓y.m  | ⼊学期間︓2015年頃に１ヶ⽉〜１年間  | 開始時のレベル︓初⼼者

独学では分からなかった事が沢⼭︕
★★★★★    講師の質:5   設備・教材:5   レッスン内容:5   ⽴地・雰囲気:5   サポート対応:5   料⾦:5  

【AIパソコンスクールに決めて本当に良かったです︕】
何年も前からパソコンを習いたいと思っていたのですが、なかなか踏み切れずにいました。
その間、周辺にある⾊々なパソコン教室について結構調べましたが、「先⽣が優しい」という⼀⾔
に惹かれ、思い切ってAIパソコンスクールさんに電話をし、教室の説明を聞かせて頂く事にしまし
た。
実際先⽣にお会いすると、本当に親切に話を聞いて下さって、すぐにここで勉強してみたい︕とい
う気持ちでいっぱいになりました。

今はタイピングとワードの基礎を勉強しています。
どちらも今まで独学でやっていましたが、やはり先⽣に教えて頂くと全然違います︕
こんな技があったのか…と新しい発⾒ばかりで、とても楽しいです。
ただ教わって終わりではなく、しっかり⾝に付くまで指導して下さる所が、とても良いです︕

家族や友⼈がパソコンを勉強したいと⼝にしていたら、絶対にオススメしたいパソコン教室です。
AIパソコンスクールに決めて本当に良かったです︕

【各評価理由】
講師の質 :5 とても優しくて分かりやすいです︕

  映像・写真加⼯    プログラミング・ネットワーク    デジカメ・写真    ワード・エクセル    ホームページ作成    各
種資格    DTP（デザイン・WEB・CG）    CAD    マイクロソフトオフィス(MOS/MCAS)    インターネット    ウィンドウ
ズ   

2015年09⽉03⽇   コメント(0)

 

AIパソコンスクール 諏訪校  (⻑野県 諏訪市)

投稿者名︓スミレの花  | ⼊学期間︓2014年頃に１ヶ⽉〜１年間  | 開始時のレベル︓初⼼者

優しく、分かりやすく︕
★★★★★    講師の質:5   設備・教材:5   レッスン内容:5   ⽴地・雰囲気:5   サポート対応:-   料⾦:5  

【次は何が出来るようになるか楽しみです】
仕事でパソコンは使っていたのですが、必要な事しかできなかったので、基本から習いたいと思っ
ていました。
 しかし、還暦も過ぎ、仕事もあり、調整しながらの受講でしたので、幾つかの不安もありまし
た。でもそんな不安も、ここでは解消され、授業時間も内容もマイペースで、出来ます。
 穏やかな先⽣に優しく、丁寧に繰り返し教えて頂、テキストとにらめっこしていても、得られな
い事ばかりです。
 ⼜、仕事での疑問も、的確にアドバイスを頂けます。
先ずは、タイピングからと、励まされ、ほめて頂ながら、ゆっくり、少しづつやっています。
 次は何が出来るようになるだろう︖楽しみですヨ。
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【各評価理由】
講師の質 :5 とっても、お若いのにしっかりとしています。

年齢もそれぞれなのに、⼀⼈⼀⼈にあった指導をきちんと、していると思いま
す。

  映像・写真加⼯    プログラミング・ネットワーク    デジカメ・写真    ワード・エクセル    ホームページ作成    各
種資格    DTP（デザイン・WEB・CG）    CAD    マイクロソフトオフィス(MOS/MCAS)    インターネット    ウィンドウ
ズ   

2015年09⽉02⽇   コメント(0)

 

AIパソコンスクール 諏訪校  (⻑野県 諏訪市)

投稿者名︓HO229A  | ⼊学期間︓2015年頃に１ヶ⽉〜１年間  | 開始時のレベル︓初⼼者

パソコンを⼀から覚えられます
★★★★★    講師の質:5   設備・教材:5   レッスン内容:5   ⽴地・雰囲気:5   サポート対応:5   料⾦:5  

【通い始めて早や半年…】
ネットの⼝コミサイトで⾒かけ、良い評価が多かったのでまず⾯接に⾏きました。先⽣はお若く、
とてもソフトな物腰の⽅でした。スクールの内容について詳しく親切に教えていただきましたので
即決で⼊校しました。パソコンは仕事で使⽤していましたがWard,Excel共に使いこなせてはいませ
んでした…。まずは、Ward・Excelの基礎からやろうと⼀念発起し、最初は市販のテキストを使っ
て独学で勉強していました。しかし、わからない所に突き当たる度にやる気をなくし、いつしかや
めていました。所詮市販のテキストで勉強するには、初⼼者では限界があります。
AIパソコンスクールに通うようになり、わからないことに突き当たる度にわかりやすく教えてもら
えます。また、テキストにはのっていない裏技なども⾊々と教えていただきました。通い始めて約
半年、かなりパソコンを使えるようになってきました。
諏訪地⽅にもたくさんのパソコンスクールがありますが、ここまで親切で丁寧に詳しく教えてくれ
るスクールはないと思います。

【各評価理由】
講師の質 :5 とても優しくソフトな⽅です。

レッスン内容 :
5

それぞれの⽣徒さんのレベルに合わせて丁寧に教えて頂けます。

  映像・写真加⼯    プログラミング・ネットワーク    デジカメ・写真    ワード・エクセル    ホームページ作成    各
種資格    DTP（デザイン・WEB・CG）    CAD    マイクロソフトオフィス(MOS/MCAS)    インターネット    ウィンドウ
ズ   

2015年08⽉20⽇   コメント(0)

 

AIパソコンスクール 諏訪校  (⻑野県 諏訪市)

投稿者名︓ヒマワリ  | ⼊学期間︓2014年頃  | 開始時のレベル︓初⼼者

あきらめの早い私が続けていられるのは・・・
★★★★★    講師の質:5   設備・教材:5   レッスン内容:5   ⽴地・雰囲気:5   サポート対応:5   料⾦:5  

【やる気が持続する雰囲気です】
 普段、仕事でパソコンを使うのはデータ⼊⼒の時くらいの私ですが、エクセルをできるようにな
りたいと思い⼊校しました。
 全くの素⼈から始めたのでワードから勉強中です。
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 教室は清潔でリラックスして習える空間です。
 先⽣は質問し易く、わかり易いので余計なストレスを感じず、マイペースで進めます。

 ⾞で40分位かけて通っていますが、時間もお⾦も惜しいとは感じない信頼できるスクールです。

  映像・写真加⼯    プログラミング・ネットワーク    デジカメ・写真    ワード・エクセル    ホームページ作成    各
種資格    DTP（デザイン・WEB・CG）    CAD    マイクロソフトオフィス(MOS/MCAS)    インターネット    ウィンドウ
ズ   

2015年08⽉01⽇   コメント(0)

 

AIパソコンスクール 諏訪校  (⻑野県 諏訪市)

投稿者名︓mariberu  | ⼊学期間︓2012年頃から１年〜３年間  | 開始時のレベル︓初中級

オバサンでもワード・エクセルを習得できました︕
★★★★★    講師の質:5   設備・教材:5   レッスン内容:5   ⽴地・雰囲気:5   サポート対応:5   料⾦:5  

【オバサンでもワード・エクセルを習得できました︕】
毎⽔曜⽇に通っています。
⼀太郎・ロータス123世代で、ワード・エクセルに馴染めず
ＯＳが新しくなるたびに不安を感じていました。

業務では表計算・⽂書作成が必須ですから
ここで学ばないと業務に⽀障をきたすという
危機感に押され通い始めました。

商⼯会議所に置いてあった教室のパンフレットを⾒て
家から激近で３匹の⽝の散歩が終わってからでも通える
夜8時からの枠があったことも決めてになりました。

いつも明るく親切なお⼆⼈の講師の指導のもと
⾃分のペースで基本から積み上げ応⽤まで学習できました。
オバサンの私を習得まで導いていただきとても感謝しています。

学習内容以外にも、業務上必要な資料作成の相談や
ワードエクセル操作の質問にも気軽に応じて下さり
都度解決できて⼤変助かっています。
特別講習ではfacebook・ﾑｰﾋﾞｰﾒｰｶｰ・ﾌｫﾄｼｮｯﾌﾟなど
個⼈的に楽しめる学習もできました。

教室は明るく清潔・ゆとりのスペースで集中できます。
飲み物コーナーも充実、リラックスしながら学べる環境は嬉しいです。
空調もこまめに管理され、冬は⼥性に優しい膝掛の⼼遣いも。

安⼼して通える居⼼地の良い教室で
次は資格に挑戦するための学習を始めています。

【各評価理由】
講師の質 :5 何でも何度でも質問していますが
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迅速かつ丁寧な対応をしていただけるので助かります。
回答が明確で分かりやすいです。

設備・教材 :5 市販のテキストを使⽤しています。

レッスン内容 :
5

⾃分のペースで学習できるのが嬉しいです。
テキスト以外の内容の質問も気軽に応じていただけます。
仕事で⽣じたエクセル・ワードの操作の疑問を解消できました。

⽴地・雰囲気 :
5

⾃宅から⾞で2分ほどの場所にあり
天候や道路事情に左右されずに通えます。

サポート対応 :
5

急病でしばらく休んだ時に振替対応していただきました。
とても助かりました。

料⾦ :5 通いやすい料⾦なので、続けて学習できます。
仕事と趣味と資格取得など、⽬標を定め継続して通っています。

  映像・写真加⼯    プログラミング・ネットワーク    デジカメ・写真    ワード・エクセル    ホームページ作成    各
種資格    DTP（デザイン・WEB・CG）    CAD    マイクロソフトオフィス(MOS/MCAS)    インターネット    ウィンドウ
ズ   

2015年07⽉22⽇   コメント(0)

 

AIパソコンスクール 諏訪校  (⻑野県 諏訪市)

投稿者名︓こんちゃん  | ⼊学期間︓2013年頃から１年〜３年間  | 開始時のレベル︓初⼼者

楽しくだれでも覚えられる教室です︕
★★★★★    講師の質:5   設備・教材:5   レッスン内容:5   ⽴地・雰囲気:5   サポート対応:5   料⾦:5  

【楽しくパソコンの使い⽅を覚えれます。】
こんにちは私は57際のおばちゃんです。
家族がみんなパソコンを使えるので、家族に教えてもらいましたが、なかなか覚えられなく落ち込
んでいました。
家の近くにAIパソコンスクールができて、⾒学と先⽣にあってお話してやってみようかなと思い始
めました。
ゼロからのスタートでしたが、先⽣が丁寧に教えてくださいました。解らないことや前に教えても
らったことでも忘れてしまったことでもやさしく教えてくれます。
今ではブラインドタッチが出来るようになりました。
地区のお知らせや年賀状など出来るようになり、パソコンの楽しさにはまってしまいました。
ぜひ、パソコンを始めたいと思っている⽅や興味のある⽅にはAIパソコンスクールをお勧めしま
す。

【各評価理由】
講師の質 :5 お若い先⽣ですが、教え⽅がとても解りやすく繰り返し教えて下さるので覚える

ことができます。私は５７歳ですがパソコンの楽しさを知ることができて楽しく
教室に通えています。
、

  映像・写真加⼯    プログラミング・ネットワーク    デジカメ・写真    ワード・エクセル    ホームページ作成    各
種資格    DTP（デザイン・WEB・CG）    CAD    マイクロソフトオフィス(MOS/MCAS)    インターネット    ウィンドウ
ズ   
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AIパソコンスクール 諏訪校  (⻑野県 諏訪市)

投稿者名︓ねこちゃん  | ⼊学期間︓2014年頃から１年〜３年間  | 開始時のレベル︓初⼼者

丁寧な指導、優しい先⽣︕
★★★★★    講師の質:5   設備・教材:5   レッスン内容:5   ⽴地・雰囲気:4   サポート対応:5   料⾦:4  

【楽しみながら習えます︕】
パソコンは好きでしたがネットを⾒るくらいでした。
⼦どもの学校の役員をするようになりいやでも使わなければならなくなりました。これを機にパソ
コンを⾃由⾃在に使えるようになれたらいいなと思いパソコン教室に通いたいと思いました。
さあ次はどこのパソコン教室に⾏こうかな︖です。
地元の情報誌の習い事特集に載っていた「AIパソコン教室」さんの先⽣のお写真がとても優しそう
だったのが「⾏ってみようかな〜」と思えた決定打です。
で、実際通い始めて⼤当たりでした。本当に先⽣は優しい⽅で、初⼼者にもとても分かりやすく教
えてくださり、何度同じことを聞いても嫌がらず教えてくださいます。
教室の雰囲気もいいですし、個⼈のレベルでそれぞれ学べるので有難いです。覚えの悪い⽣徒です
が楽しみながら通っています。
パソコン以外の先⽣との会話もとても楽しいです。
⻑く通える秘訣はそこにあるのかもしれなです。

  映像・写真加⼯    プログラミング・ネットワーク    デジカメ・写真    ワード・エクセル    ホームページ作成    各
種資格    DTP（デザイン・WEB・CG）    CAD    マイクロソフトオフィス(MOS/MCAS)    インターネット    ウィンドウ
ズ   
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AIパソコンスクール 諏訪校  (⻑野県 諏訪市)

投稿者名︓GSうりちゃん  | ⼊学期間︓2015年頃に１ヶ⽉〜１年間  | 開始時のレベル︓初⼼者

いい教室です︕︕
★★★★★    講師の質:5   設備・教材:5   レッスン内容:5   ⽴地・雰囲気:4   サポート対応:4   料⾦:5  

【パソコンは初⼼者です。】
転職をしよう︕と思った時に、パソコンくらいできないと。と⾔われました。
パソコンくらいできる︕︕と思っていましたが…よく考えてみたらインターネット開くくらいしかパ
ソコン使ってないな。と⾔う事に気づきました(笑)。

そこで知り合いだった先⽣を頼る事に︕︕

タイピングが全くできなかったわたしで不安いっぱいの教室でしたが、先⽣の親切で丁寧な教え、
励ましのおかげでジワジワと成⻑しています。
とにかく先⽣が優しいです。励まし上⼿。

時間も好きな時間や曜⽇を選べるので助かっています。

⾃分で何となくやってた⽂章作成も、先⽣に教えてもらい上達してきています。
授業毎に感動の嵐です。

教室も広いし明るいし個々の空間(︖)があって、周りのペースに惑わされず初⼼者のわたしも焦らず
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集中できます。
そういう気遣いも上達の秘訣なのかも…!?
飲み物もお菓⼦も⾊々あって楽しみです＼(^o^)／

年代も⾊んな年代の⼈が通っていて、⺟も「通おうかしら…」と⾔っていました(笑)。

通ってよかったー︕︕と思えるパソコン教室です＼(^o^)／

  映像・写真加⼯    プログラミング・ネットワーク    デジカメ・写真    ワード・エクセル    ホームページ作成    各
種資格    DTP（デザイン・WEB・CG）    CAD    マイクロソフトオフィス(MOS/MCAS)    インターネット    ウィンドウ
ズ   

2015年07⽉03⽇   コメント(0)

 

AIパソコンスクール 諏訪校  (⻑野県 諏訪市)

投稿者名︓RECARO  | ⼊学期間︓2015年頃に１ヶ⽉〜１年間  | 開始時のレベル︓初⼼者

PC教室ならここ︕
★★★★★    講師の質:5   設備・教材:5   レッスン内容:5   ⽴地・雰囲気:4   サポート対応:5   料⾦:4  

【総評】
 今までWORD・EXCELをただ何となく使っていましたが、⾃分のスキルアップの為、⼊校しまし
た。
 無料相談にて実際先⽣と話してみると⾮常に丁寧に分かるまで教えてくれそうだなと思い、ここ
なら⻑く続けていけそうだなと感じその場で⼊会をしました。
 実際、その通りで、⾒た⽬通り優しく＆そして分かりやすく丁寧に教えてくれます。
 約4か⽉が経ち、現在EXCELを勉強中で、知らなかった便利な機能がたくさんあり、実際使ってみ
ると今まで数分かかった作業が数秒で終わる機能があったり、新しい事を学ぶ度、⽬から鱗状態で
す。
 「パソコンを始めたいけど、どこからやれば良いのか分からない」⽅や「もっとWORD・EXCEL
を深く勉強したい」と思っている⽅がいらっしゃったら、間違いなくここを薦めます︕

【各評価理由】
講師の質 :5  ⾮常に優しく教えてくれます。

レッスン内容 :
5

 分かりやすく練習問題等で復習を⽋かさず⾏う所は⾮常にありがたい

  映像・写真加⼯    プログラミング・ネットワーク    デジカメ・写真    ワード・エクセル    ホームページ作成    各
種資格    DTP（デザイン・WEB・CG）    CAD    マイクロソフトオフィス(MOS/MCAS)    インターネット    ウィンドウ
ズ   

2015年07⽉02⽇   コメント(0)

 

AIパソコンスクール 諏訪校  (⻑野県 諏訪市)

投稿者名︓miyamiya  | ⼊学期間︓2013年頃から１年〜３年間  | 開始時のレベル︓初中級

とても楽しく授業が受けられ、⼤変おすすめです
★★★★★    講師の質:5   設備・教材:5   レッスン内容:4   ⽴地・雰囲気:4   サポート対応:5   料⾦:5  

【教室に通ってみて】
先⽣は優しく、すぐに仕事で使える技術を教えてもらえるので、⼤満⾜です。
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明るい教室で、飲み物も⾃由に飲めるので、はかどって学習できます︕
資格も取得でき、今はさらに難しい資格の取得に取り組んでいます。

毎⽉、⽉4回でエクセルの授業を受けている宮坂です。

【各評価理由】
講師の質 :5 ⼤変優しく、その⼈に合った内容を丁寧に教えてくれるので、とても理解しやす

く、学習がはかどります。

設備・教材 :5 教室は明るく、飲み物も⾃由に飲め、⼈数的にもとても学習しやすいです。

レッスン内容 :
4

⾃分に必要な内容をそれぞれ選べ、その⼈に合ったレベルで学習することができ
ます。分からないところをその都度教えてもらえ、⾃分のペースで学習できると
ころがとても良いです。

⽴地・雰囲気 :
4

⾒つけやすく、⾞でも⾏きやすいです。駐⾞場が⽬の前で台数も⼗分です。

サポート対応 :
5

１コマの授業で⼈数がそこまで多くないので、⾃分が分からないところですぐ教
えてもらえます。前⽇まで⾃由に予約が変えられ、私は当⽇の⾶び込みでいつも
受けているので、そのように柔軟に対応してもらえるところも⼤変良いです。

料⾦ :5 90分⽉4コマ通っていますが、丁寧に教えていただけ、どんどん内容も進むの
で、⽉1万円ほどとコスパには満⾜しています。

  映像・写真加⼯    プログラミング・ネットワーク    デジカメ・写真    ワード・エクセル    ホームページ作成    各
種資格    DTP（デザイン・WEB・CG）    CAD    マイクロソフトオフィス(MOS/MCAS)    インターネット    ウィンドウ
ズ   
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AIパソコンスクール 諏訪校  (⻑野県 諏訪市)

投稿者名︓受講⽣Ｓ  | ⼊学期間︓2013年頃から１年〜３年間  | 開始時のレベル︓初⼼者

ＡＩパソコンスクールを選んで本当に良かったです!(^^)!
★★★★★    講師の質:5   設備・教材:5   レッスン内容:5   ⽴地・雰囲気:5   サポート対応:5   料⾦:4  

【教室の良い所】
ワードとエクセルを0から始めたSです。
パソコンの資格を取りたいと思ったのと、全然パソコンが使えなかったのでパソコンスクールを探
していたらＡＩパソコンスクールのホームページを発⾒し、とても雰囲気がよさそうで⾃分のペー
スで勉強することが出来ると思ったので⼊校しました。
通ってみて、思った通り教室の雰囲気がとてもよくて先⽣の授業もとてもわかりやすかったので毎
回授業にくるのがとても楽しかったです。おかげで本当に全然パソコンが使えなかった私が⼿元を
⾒ないでキーボードを打つことが出来るようになったり、取りたかったワードとエクセルの資格も
無事に取得することが出来ました(*^_^*)ＡＩパソコンスクールを選んで本当に良かったです!(^
^)!

  映像・写真加⼯    プログラミング・ネットワーク    デジカメ・写真    ワード・エクセル    ホームページ作成    各
種資格    DTP（デザイン・WEB・CG）    CAD    マイクロソフトオフィス(MOS/MCAS)    インターネット    ウィンドウ
ズ   
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