
申込書のダウンロード・訓練内容の詳細は千葉県HPへ   URL： http://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/index.html

受講手続日
（合格通知に日時・場所
のご案内を同封します）

７月２6日(金)、２９日(月)、
３０日(火)

のいずれかが指定されます。

８月２８日(水)、２９日(木)、
３０日(金)

のいずれかが指定されます。

９月２６日(木)、２７日(金)
３０日(月)

のいずれかが指定されます。

１０月２８日(月)、２９日(火)
のいずれかが指定されます。

受講期間 　８ページ以降の「各コース詳細」でご確認ください。

選考 受講申込書による書類選考。ただし、面接を実施するコースもあります。
詳しくは２～３ページ「応募の手続き等」、４～7ページ「面接日時・場所一覧」でご確認ください。

合格発表 ７月２２日(月)　発送 ８月２２日(木)　発送 ９月２０日(金)　発送 １０月２３日(水)　発送

募集期間
 ６月１２日(水)  ６月１２日(水)  ６月１２日(水)  ６月１２日(水)

～７月１日(月) ～８月１日(木) ～９月２日(月) ～１０月１日(火)

令 和 元 年 度 離 職 者 等 再 就 職 訓 練
千 葉 県 が 民 間 教 育 訓 練 機 関 に 委 託 す る 、 再 就 職 の た め の 公 共 職 業 訓 練 で す 。

８月開講 ９月開講 １０月開講 １１月開講

※受講対象者については、2ページをご確認ください。

8月,9月,10月,11月開講

受講生募集案内

公的職業訓練の愛称

ハロートレーニング
～急がば学べ～

【受講料無料】
テキスト代・健康診断料等は自己負担

★知識習得コース
（パソコン･経理簿記･医療事務･フラワー･

介護職員初任者研修･建設人材etc･･･）

★デュアルコース
（訓練と職場実習を組み合わせたコース）

千葉県マスコットキャラクター

チーバくん

受講申込書(P.51,52)に

必要事項をご記入の上、

住所を管轄する

ハローワークの

職業相談窓口へ
（P.48参照）

お申込み
施設見学会・訓練カリキュラムの詳細等

→ 各コースの実施施設へ（P.8以降参照）

雇用保険や、求職者支援法による職業訓練受講給付金について

→ 住所を管轄するハローワークへ（P.48参照）

その他、訓練全般について

→ 各取扱高等技術専門校 または 千葉県産業人材課へ

（P.42参照） （P. 52参照）

生後６ か月～を対象とした

託児付き訓練コースを

５コース実施

○母子家庭の母等を優先受講とします。

○託児希望者以外の方も

申込可能ですが、託児希望の方が

優先されます。

お

問

い

合

わ

せ
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(1) Ｐ 2 ～3

(2) Ｐ 4 ～ 7

(3) Ｐ 8 ～ 34

(4) Ｐ 36 ～37

(5) 建設人材コースについて･･････････････････････････････････････････Ｐ 38 ～39

(6) 県立高等技術専門校（ちばテク）が行うコース･････････････････Ｐ 40 ～41

(7) 取扱高等技術専門校(面接会場)･･････････････････････････････Ｐ 42 ～43

(8) その他面接会場････････････････････････････････････････････Ｐ 44 ～46

(9) Ｑ＆Ａ････････････････････････････････････････････････････Ｐ 47

(10) ハローワーク一覧･･････････････････････････････････････････Ｐ 48

職業訓練受講期間中に係る託児サービス利用申込書････････････････････････････････････････････････Ｐ 49

受講申込書････････････････････････････････････････････････Ｐ 51 ～52

１　受講対象者（①～③必須）

  ① 就職を希望し、ハローワークに求職申込みをされている方又はこれから申込みをされる方。
  ② 原則として、受講開始日から遡って 1 年以内に公共職業訓練等を受講していない方。
  ③ ハローワークの受講指示又は受講推薦等が得られる方。

  ※ この訓練の受講は、雇用保険受給資格者の方が優先されます。
    雇用保険を受給できない求職者の方向けの訓練としては、
   「求職者支援訓練」があります。
   ※ 生後6か月～を対象とした託児付き訓練コースの受講は、
    母子家庭の母等が優先されます。（★印）

２　応募方法

  〈申込期間〉
      表紙(１ページ)をご覧ください。
    ※募集期間を過ぎての申込はお受けできません。

  〈申込方法〉

  ① 申込書・返信用封筒の準備
    本書の｢委託訓練コース受講申込書｣(P.51・52)の表と裏に
    必要事項を記入し、必ず写真(縦4ｃｍ×横3ｃｍ､
    裏面に氏名と希望コース番号を記入)を貼ってください。 #
    また、選考結果を申込者全員に通知するため、右の記入例のように
    「長３」封筒に必要事項を記入し、82円切手(11月開講を申込の場合は84円切手 #

［予定］） を貼ってください。
   ※申込書、返信用封筒ともに黒のボールペンで記入してください。
    （こすると文字が消えるペンや鉛筆は使用しないでください。）
  ② 申込先
    ご本人の住所地を管轄するハローワーク
    (雇用保険受給手続きを行っているハローワーク)
    ｢委託訓練コース受講申込書｣と返信用封筒を添えて申し込んでください。
    ※郵送又は代理による申込みはできません。
    受講申込みをされる方は、必ずハローワークでご相談をお願いします。
    また、デュアルシステムコースは、受講開始までに
    キャリア・コンサルティングを受け、
    ジョブ・カード(P.3参照)の交付を受ける必要があります。
    ※雇用保険受給資格者の方は、「ハローワークカード」と
   「雇用保険受給資格者証」を持参してください。
    雇用保険受給資格者以外の方は、「ハローワークカード」を持参してください。

３　選考方法

     書類選考。（面接を実施するコースもあります）

     原則として事前に面接の通知はありません。直接会場へお越しください。

     なお、面接場所へは公共交通機関の利用をお願いします。
     また、面接当日に出席できない方は選考対象外となりますのでご注意ください。

     応募人数等状況によっては、面接日時等を変更する場合があります。その場合は、募集締切後、別途ご連絡いたします。

(１) 応募の手続き等

     面接の日時、場所はP.4～7に記載の「面接日時・場所一覧」のとおりです。

～　目　　次　～　
応募の手続き等････････････････････････････････････････････

各月開講コース一覧････････････････････････････････････････

各コース詳細･･････････････････････････････････････････････

託児利用について･･････････････････････････････････････････

横 12 ㎝

縦

23.5

㎝

〈記入例〉

82 円

(84円)

切手

あなたの郵便番号

あ
な
た
の
住
所

あ
な
た
の
名
前

希
望
コ
ー
ス
番
号
、
コ
ー
ス
名

千葉県マスコットキャラクター

チーバくん

コースにより異なり
ます。

・８月～10月開講
82円切手

・11月開講
84円切手(予定)
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４　合格発表
     選考結果は合否にかかわらず、返信用封筒により郵送(合格発表日に発送)で通知します。

   （電話による問い合わせには応じられません。）
     なお、応募者が定員に満たない場合等、都合により開講しない場合がありますのでご了承ください。

５　受講手続

     合格者は受講手続への出席が必要です。
   合格通知とあわせて受講手続の日時・場所のご案内を送付しますので、必ず出席してください。
     受講手続日に出席できない方は受講できません。

６　経費

     受講料は無料ですが、テキスト代、資格取得の検定料、健康診断料等は自己負担です。
   自己負担見込額は目安であり、消費税増税等のため変更になる場合があります。
     介護職員初任者・介護職員実務者研修のコースは、施設実習を行います。実習に係る経費は自己負担となります。

７　給付金等

  ①雇用保険受給資格者で、ハローワークから受講指示を受けた方は、訓練受講中は基本手当、受講手当、

   通所手当（交通費）が支給されます。詳しくは、住所を管轄するハローワークにお問い合わせください。
  ②雇用保険受給資格者以外の方は、求職者支援法による職業訓練受講給付金の給付を利用できる場合があります。
   （支給要件を満たすこと等が必要となります。）詳しくは、住所を管轄するハローワークにお問い合わせください。

８　訓練期間等

      民間教育機関での原則３か月の訓練です。
 訓練時間は、原則として月曜日から金曜日の午前９時から午後５時までの間で実施します。
        休日は、原則として土曜日・日曜日・祝祭日のほか、コースごとに訓練施設で定めた日です。
  ①介護職員実務者研修コースは、6か月の訓練です。
  ②デュアルシステムコース

民間教育機関での３か月の訓練と企業等での１か月の職場実習の計４か月になります。
職場実習先の企業により訓練時間が異なる場合があります。

  ③建設人材育成コース
資格取得等のための訓練場所が訓練施設と異なります。
技能講習・特別教育が含まれており、訓練時間が異なる場合があります。

  ④職場実習のあるコース（建設人材コース等）は、土曜日・日曜日・祝祭日に訓練が実施される場合があります。
  ⑤訓練時間外にキャリアカウンセリングを適宜実施する場合があります。

９　就職支援

     コースごとに具体的な就職支援が実施されます。( 詳細については、P.8以降をご覧ください。)

     デュアルシステムコースは、受講開始日前までに、ジョブ・カードの作成が必要となります。

     詳しくは、各ハローワーク または厚生労働省「ジョブ・カード制度」のご案内のページでご確認ください。   
   （http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/job̲card01/index.html）
     その他のコースについても、訓練受講中にジョブ・カード作成による就職支援を実施しています。

  ①訓練カリキュラムはコースごとに異なりますので、詳細をご希望の方は各訓練施設へお問い合わせください。

  ②介護職員初任者研修コース、介護職員実務者研修コースの受講に当たっては、健康診断書の提出又は開講後の健康診断の
   受診が必要となる場合があります。受講を希望される場合は、その点をご了承の上でお申込みください。
  ③建設人材コース（11建-1）には、技能講習・特別教育が含まれており、受講する際に写真・本人確認書類等が必要となります。
   P.38「建設人材コースについて」でご確認ください。詳しくは訓練施設へお問い合わせください。
  ④訓練中(実習等)の事故又は器物損壊に備えて、受講期間中は訓練生総合保険への加入をお願いしています。
   ※建設人材コース、デュアルシステムコースについては必ず加入していただきます。
   〔受講生負担：保険料  ２か月2,400円／３か月3,000円／４か月3,600円〕
  ⑤「パソコンレベル」が記載されたコースの受講を希望される場合は、受講申込書（本募集案内裏表紙P.52）の
    パソコンレベルの項目をご確認の上、ご自分のパソコンスキルにあったコースをお選びください。
  ⑥無料の託児サービスが以下のコースには付いていますが、一般の方も受講できます。
   詳細はP.36・37「託児利用について」をご確認ください。
   ★(8託-1)(9託-1)(9託-2)(10託-1)(11託-1)コースは、託児希望の方が優先になります。
  ⑦ハローワークの他の職業訓練への受講申込みや県のこの職業訓練コースとの併願はできません。
  ⑧本募集案内掲載の訓練コースについては予定であり、変更となる場合があります。
  ⑨本コース受講後、就職状況についての書類を提出していただきます。
  ⑩合否に関わらず申込書の返却は致しません。
  ⑪申込後に辞退する場合は、必ず諸手続きをしたハローワークの職業訓練担当と取扱高等技術専門校へ連絡してください。

      １０　ジョブ・カード

      １１　その他
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コース
番号 所在地 訓練

期間 定員 パソコン
レベル 面接 取扱高等

技術専門校
ページ

8-1 千葉市中央区 3 28 １～２ 市原

8-2 千葉市中央区 3 30 １～２ ● 船橋

8-3 我孫子市 3 28 １～２ 我孫子

8-4 成田市 3 28 １～２ 旭

★ 8託-1 松戸市 3 22 １～２ ● 我孫子

8-5 千葉市中央区 3 24 ー 市原

8-6 千葉市中央区 3 24 １～２ ● 船橋

8-7 市川市 3 28 １～２ 船橋

8介-1 千葉市中央区 3 20 ー ● 東金

8介-2 松戸市 3 20 ー ● 我孫子

8介-3 茂原市 3 10 ー ● 東金 P.13

コース番号

8-2 ７月１１日（木） 9:30 集合

8託-1 ７月１１日（木） ９:00 集合

8-6 7月1２日（金） 9:30 集合

8介-1 ７月１６日（火） 9:30 集合

8介-2 ７月１０日（水） ９:00 集合

8介-3 7月16日（火） 13:00 集合

P.10

P.11

P.12

※ 面接場所の地図は42～46ページをご覧ください。面接当日は、筆記用具・上履きをお持ちください。
※ 応募人数等状況によっては、面接日時等を変更させていただくことがあります。
    その場合は、募集締切後、別途御連絡いたします。
※面接へは公共交通機関をご利用ください。

東金高等技術専門校

我孫子高等技術専門校

東金高等技術専門校

介護職員初任者研修課程（救急救命等） ふれあいサービス茂原校

★ 託児付き訓練コース（託児を利用しない方もお申込みいただけます。） ※パソコンレベルについては52ページをご確認ください。

●
 

面
接
日
時
・
場
所
一
覧

日　　　時 場　　　所

リ・クリエイション２１　ビジネススクール

我孫子高等技術専門校

リ・クリエイション２１　ビジネススクール

事務実務マスター科 ＴＰＳキャリアカレッジ市川校

介護初任者研修（高齢・障がい・レク基礎）科 株式会社ゆうか　人材教育訓練センター

介護職員初任者研修（高齢者・障がい者）科 ＮＰＯ法人まごころネットワーク新松戸教室

パソコン簿記科(託児) 明生情報ビジネス専門学校

IT会計スぺシャリスト科 スリーエスビジネススクール

国際ビジネス科 リ・クリエイション２１　ビジネススクール

ビジネスパソコン即戦力養成科 リ・クリエイション２１　ビジネススクール

パソコン・事務技能マスター科 ＴＰＳキャリアカレッジ我孫子天王台校

P.8

P.9

パソコン・事務技能マスター科 ＴＰＳキャリアカレッジ成田校

　　　　　   (２) 開講コース一覧 ８月
コース名 実施施設名

パソコン総合マスター科 東芝ＯＡスクール　

4



コース
番号 所在地 訓練

期間 定員 パソコン
レベル 面接 取扱高等

技術専門校
ページ

9-1 千葉市中央区 3 30 1～２ ● 船橋

9-2 柏市 3 20 3 ● 我孫子

9-3 茂原市 3 15 1 ● 東金

9-4 君津市 3 12 1～２ 市原

★ 9託-1 松戸市 3 22 1～２ ● 我孫子

★ 9託-2 旭市 3 12 1～２ ● 旭

9-5 千葉市中央区 3 30 ー 市原

9-6 船橋市 3 24 2 ● 船橋

9介実-1 千葉市中央区 6 20 ー ● 市原

9介-1 千葉市中央区 3 20 ー ● 東金

9介-2 松戸市 3 20 ー ● 我孫子

9介-3 木更津市 3 10 ー ● 市原

9D-1 習志野市 4 18 1～２ ● 船橋

9D-2 船橋市 4 22 1～２ ● 船橋

コース番号

9-1 ８月 ８日（木） 9:30 集合

9-2 8月 9日（金） 9:00 面接開始

９-3 ８月 ８日（木） 9:30 集合

9託-1 ８月 ９日（金） ９:00 集合

9託-2 ８月１６日（金） 13:15 集合

9-6 ８月 ９日（金） 9:30 集合

9介実-1 ８月 ９日（金） 9:30 集合

9介-1 ８月 ９日（金） 9:30 集合

9介-2 ８月 ８日（木） 9:00 集合

9介-3 ８月１６日（金） 9:30 集合

9D-1 ８月 ８日（木） 9:30 集合

9D-2 ８月 ９日（金） 9:30 集合

P.19

P.20

医療４種総合科(医療・調剤・医療PC・医師事務作業補助） 株式会社ニチイ学館船橋校

※ 面接場所の地図は42～46ページをご覧ください。面接当日は、筆記用具・上履きをお持ちください。
※ 応募人数等状況によっては、面接日時等を変更させていただくことがあります。
    その場合は、募集締切後、別途御連絡いたします。
※面接へは公共交通機関をご利用ください。

★ 託児付き訓練コース（託児を利用しない方もお申込みいただけます。） ※パソコンレベルについては52ページをご確認ください。

日　　　時 場　　　所

リ・クリエイション２１　ビジネススクール

株式会社ナレッジベース柏校
※集合時間は個別に連絡致します。

NKTキャリアアップカレッジ

我孫子高等技術専門校

旭高等技術専門校

日本医療事務協会船橋教室

市原高等技術専門校

我孫子高等技術専門校

資格の学校ＴＡＣ津田沼校

介護職員初任者研修（高齢者・障がい者）科 ＮＰＯ法人まごころネットワーク新松戸教室

介護職員初任者研修課程（救急救命等） ふれあいサービス木更津校

経理事務科 資格の学校ＴＡＣ津田沼校

●
 

面
接
日
時
・
場
所
一
覧

東金高等技術専門校

市原高等技術専門校

船橋高等技術専門校

簿記・経理事務科 東芝ＯＡスクール　

P.17

医療・調剤・ＭＡ総合マスター科 日本医療事務協会船橋教室

介護職員実務者研修コース ジョブシティカレッジ千葉校

P.18

介護職員初任者研修科(認知症サポ－タ－等) 株式会社ゆうか　人材教育訓練センター

ITスキル基礎科 NKTキャリアアップカレッジ

P.15

事務スキルベーシック科 パソコンカレッジジョイナス

９月
コース名 実施施設名

OA事務即戦力養成科 リ・クリエイション２１　ビジネススクール

P.14

WEBサイト管理者養成科 株式会社ナレッジベース柏校

ＯＡパソコン基礎科(託児) 明生情報ビジネス専門学校

P.16

ＩＴパソコン基礎科（託児） まなべるパソコンスクール旭校

5



コース
番号 所在地 訓練

期間 定員 パソコン
レベル 面接 取扱高等

技術専門校
ページ

10-1 千葉市中央区 3 28 １～２ 東金

10-2 習志野市 3 30 1 ● 船橋

10-3 市川市 3 28 １～２ 船橋

10-4 銚子市 3 20 １～２ 旭

★ 10託-1 松戸市 3 22 １～２ ● 我孫子

10-5 千葉市中央区 3 30 １～２ ● 船橋

10-6 習志野市 3 30 １～２ ● 船橋

10-7 千葉市中央区 3 20 ー 東金

10-8 我孫子市 3 23 １～２ 我孫子

10介-1 千葉市中央区 3 20 ー ● 市原

10介-2 船橋市 3 16 ー ● 船橋

10D-1 千葉市中央区 4 22 １～２ ● 市原

コース番号

10-2 ９月１２日（木） 9:30 集合

10託-1 ９月１１日（水） ９:00 集合

10-5 ９月１１日（水） 9:30 集合

10-6 ９月１１日（水） 9:30 集合

10介-1 ９月１１日（水） 9:30 集合

10介-2 ９月１１日（水） 9:30 集合

10D-1 ９月１3日（金） 9:30 集合

※ 面接場所の地図は42～46ページをご覧ください。面接当日は、筆記用具・上履きをお持ちください。
※ 応募人数等状況によっては、面接日時等を変更させていただくことがあります。
    その場合は、募集締切後、別途御連絡いたします。
※面接へは公共交通機関をご利用ください。

船橋高等技術専門校

市原高等技術専門校

★ 託児付き訓練コース（託児を利用しない方もお申込みいただけます。） ※パソコンレベルについては52ページをご確認ください。

●
 

面
接
日
時
・
場
所
一
覧

日　　　時 場　　　所

資格の学校ＴＡＣ津田沼校

我孫子高等技術専門校

リ・クリエイション２１　ビジネススクール

大原簿記公務員医療情報ビジネス専門学校津田沼校

市原高等技術専門校

事務実務マスター科 ＴＰＳキャリアカレッジ我孫子天王台校

P.25

介護職員・看護助手コース ジョブシティカレッジCHIBA

介護職員初任者・障害者支援員養成科 企業組合労協船橋事業団

P.26

医療・調剤・ドクターズクラーク養成科 株式会社ニチイ学館千葉校

経理事務職養成科
大原簿記公務員医療情報ビジネス
専門学校津田沼校

P.24

総務・労務・人事実践科 東芝ＯＡスクール　

ＯＡパソコン基礎科(託児) 明生情報ビジネス専門学校

P.23

簿記・会計事務科 リ・クリエイション２１　ビジネススクール

パソコン実践科 資格の学校ＴＡＣ津田沼校

パソコン・事務技能マスター科 ＴＰＳキャリアカレッジ市川校

P.22

ＩＴビジネス科 TCSパソコンスクール

１０月
コース名 実施施設名

ITビジネス実務科 東芝ＯＡスクール　

P.21
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コース
番号 所在地 訓練

期間 定員 パソコン
レベル 面接 取扱高等

技術専門校
ページ

11-1 千葉市中央区 3 30 １～２ ● 船橋

11-2 千葉市中央区 3 28 １～２ 市原

11-3 市川市 3 28 ２～３ 船橋

11-4 成田市 3 28 １～２ 旭

★ 11託-1 松戸市 3 22 １～２ ● 我孫子

11-5 千葉市中央区 3 24 － 市原

11-6 千葉市中央区 3 20 － ● 東金

11-7 習志野市 3 20 1 ● 船橋

11-8 我孫子市 3 23 １～２ 我孫子

11建-1 野田市 3 20 1 我孫子

11介-1 千葉市中央区 3 20 － ● 東金

11介-2 松戸市 3 20 － ● 我孫子

11介-3 茂原市 3 10 － ● 東金

11D-1 千葉市中央区 4 22 １～２ ● 市原

11D-2 柏市 4 22 １～２ ● 船橋 P.34

コース番号

11-1 １０月１５日（火） 9:30 集合

11託-1 １０月１１日（金） ９:00 集合

11-6 １０月１０日（木） 9:30 集合

11-7 １０月１０日（木） 9:30 集合

11介-1 １０月１１日（金） 9:30 集合

11介-2 １０月１０日（木） ９:00 集合

11介-3 １０月１１日（金） 13:00 集合

11D-1 １０月１０日（木） 9:30 集合

11D-2 １０月１１日（金） 9:30 集合

※ 面接場所の地図は42～46ページをご覧ください。面接当日は、筆記用具・上履きをお持ちください。
※ 応募人数等状況によっては、面接日時等を変更させていただくことがあります。
    その場合は、募集締切後、別途御連絡いたします。
※面接へは公共交通機関をご利用ください。

我孫子高等技術専門校

東金高等技術専門校

市原高等技術専門校

船橋高等技術専門校

千葉情報経理専門学校

★ 託児付き訓練コース（託児を利用しない方もお申込みいただけます。） ※パソコンレベルについては52ページをご確認ください。

●
 

面
接
日
時
・
場
所
一
覧

日　　　時 場　　　所

リ・クリエイション２１　ビジネススクール

我孫子高等技術専門校

株式会社ゆうか　人材教育訓練センター

資格の学校ＴＡＣ津田沼校

東金高等技術専門校

医療事務・調剤薬局・ドクターズクラーク養成科 株式会社ニチイ学館柏校

P.32

介護職員初任者研修（高齢者・障がい者）科 ＮＰＯ法人まごころネットワーク新松戸教室

事務実務マスター科 ＴＰＳキャリアカレッジ我孫子天王台校

P.31

パソコンも学べる機械オペレータ―科 JOB SCHOOL　野田ゼミナール野田校

介護職員初任者研修課程（救急救命等） ふれあいサービス茂原校

P.33

パソコン・経理事務科

ＯＡパソコン基礎科(託児) 明生情報ビジネス専門学校

P.29

IT会計スぺシャリスト科 スリーエスビジネススクール

フラワ－クリエイタ－養成科 株式会社ゆうか　人材教育訓練センター

P.30

医療事務実践科 資格の学校ＴＡＣ津田沼校

介護職員初任者研修科(認知症サポ－タ－等) 株式会社ゆうか　人材教育訓練センター

パソコン総合マスター科 東芝ＯＡスクール　

中級PC・事務スキルマスター科 ＴＰＳキャリアカレッジ市川校

P.28

パソコン・事務技能マスター科 ＴＰＳキャリアカレッジ成田校

１１月
コース名 実施施設名

ビジネスパソコン即戦力養成科 リ・クリエイション２１　ビジネススクール

P.27
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コース番号　 面接

コース名 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

コース番号　 面接

コース名 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

応募書類作成、面接練習、個別面談、ビジネスマナー、ジョブカード作成、具体的な目標設
定

営業・販売・事務分野など、業務にパソコンを使用するあらゆる職種

東芝OAスクール

取扱校：船橋高等技術専門校 ●

マウスやキーボードの操作ができる方。　訓練修了後、速やかな就職を目指す方。

パソコンでローマ字入力が出来る方で、訓練修了時までに就職を目指す方

テキスト代等　8,640円

8月1日～10月31日　（3か月）

ビジネスに必要なWord、Excel、PowerPoint・インターネット・電子メール等のパソコン活用法を基礎
から応用まで総合的に学習する。さらに、情報リテラシーの知識を習得する。実践的な課題を解く訓練
を通して企業が求める即戦力となる人材を育成する。

Microsoft Office Specialist (MOS) Word2016、Excel2016、PowerPoint2016
（授業時間外で訓練会場にて実施、任意受験、別途受験料自己負担）

キャリアカウンセリングは、時間外実施の場合有

就職支援

Word,Excel,PowerPointの操作方法及び検定対策（Word,Excel）
各種ビジネス実務文書の作成演習、Web作成（アップロード、修正と更新）

訓練内容
（カリキュラム）

①ビジネスマナー等の習得により社会人としての基本的な対人対応ができる。
②Word、Excel、PowerPointの機能を理解し、ビジネス文書やデータ処理など実務で活用できる。
③Webによる情報発信が適切かつ効果的に行うことができる。

実施施設

訓練時間帯

実　　技

学　　科

315時間

TEL：043-244-0014

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

312時間

テキスト代等　   13,400円 事前予約により見学可能

日本商工会議所(文書作成3級　データ活用3級　プレゼン資料作成3級)
Microsoft Office Specialist (Word2016,Excel2016,PowerPoint2016)
（授業時間外に当校にて試験実施、任意受験、受験料は別途自己負担）

実施施設

1～2

住所：千葉市中央区中央3-3-1　フジモト第一生命ビル10Ｆ

自己理解、応募書類作成、ジョブカード作成支援、面接実習、キャリアコンサルティング

平日　概ね 9:15 ～ 15:45

アクセス：JR千葉駅から徒歩10分　京成千葉中央駅から徒歩5分

随時受付：要電話予約　10：00～

パソコン基本操作、Word・Excelの基本操作・応用操作・チャレンジ問題、PowerPoint操
作・プレゼン発表など

（３） 各コース詳細

８－１ （知識習得）

８月開講コース

取扱校：市原高等技術専門校 －

パソコン総合マスター科

TEL：043-222-7456

総訓練時間

訓練時間帯
平日　概ね9:20～16:00

総訓練時間

（知識習得）

コンピュータ入門・インターネットの仕組み・セキュリティ対策・情報モラル・情報リテラシー、IT活
用知識、メールの基本、Word・Excel・PowerPoint基礎知識、ビジネスコミュニケーション

訓練内容
（カリキュラム）

1～2

28名

Windowsの基礎（インターネットを利用した情報収集、ビジネスメール活用等）
ビジネスマナー（挨拶、報告・連絡・相談、電話・来客応対、企業訪問時のマナー等）

キャリアカウンセリングは、時間外実施の場合有

学　　科

30名

リ・クリエイション21
ビジネススクール

住所：千葉市中央区新田町2-19　岩澤ビル2F

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

８－２

一般事務・営業事務などの事務系職業、企画、営業、情報処理関連技術者、
情報機器の保守・サポート、サポートデスクなど

ビジネスパソコン即戦力養成科

アクセス：JR千葉駅から徒歩5分

就職支援

8月1日～10月31日（3か月）

実　　技
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コース番号　 面接

コース名 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

コース番号　 面接

コース名 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

1～2

28名

324時間

テキスト代等　13,270円 6月26日　14：00～
※要事前予約

住所：我孫子市天王台 3-22-10 天王台岩佐ビル 3階・5階

実施施設

８－４ （知識習得） 取扱校：旭高等技術専門校

8月1日～10月31日（3か月）

訓練時間帯
平日　概ね9:30～16:00

学　　科

TPSキャリアカレッジ
我孫子天王台校

パソコン未経験者、パソコン資格取得希望者、PCスキルを活かした仕事への就職を希望される方

1～2

就職支援

実　　技

アクセス：京成成田駅から徒歩10分、JR成田駅から徒歩11分

TEL：0476-37-3557

一般事務職、営業職、コンピュータ関連業種ほか、医療・介護・販売等パソコンを使う職種

総訓練時間

訓練内容
（カリキュラム）

実施施設

８－３ （知識習得）

TEL：04-7157-2500

取扱校：我孫子高等技術専門校

キャリアカウンセリングは、時間外実施の場合有

パソコン・事務技能マスター科

－

総訓練時間

就職支援

テキスト代等　13,270円 6月25日　16：10～
※要事前予約

訓練内容
（カリキュラム）

パソコンの基本操作、インターネット、電子メールの活用法、Word・Excel・PowerPoint・Access
の基礎と資格取得学習（2016バージョン使用）、パソコンによる各種ビジネス書類づくり

応募書類作成、模擬面接、キャリアコンサルティング、ジョブカード作成など

一般事務職、営業職、コンピュータ関連業種ほか、医療・介護・販売等パソコンを使う職種

－

Microsoft Office Specialist Word2016、Excel2016、PowerPoint2016、Access2016、秘書技能検定2
級（授業時間外で任意受験、別途受験料自己負担）

パソコン（Windows10）の基礎知識と、ビジネスマナーや言葉づかいなどコミュニケーション
スキルやビジネス文書の取り扱いなど秘書検定2級取得のための学習

パソコンの基本操作、インターネット、電子メールの活用法、Word・Excel・PowerPoint・Access
の基礎と資格取得学習（2016バージョン使用）、パソコンによる各種ビジネス書類づくり

応募書類作成、模擬面接、キャリアコンサルティング、ジョブカード作成など

パソコン未経験者、パソコン資格取得希望者、PCスキルを活かした仕事への就職を希望される方

パソコンを基礎から学習し、一般的な事務処理に必要な操作技術を身に付ける。さらに資格取得も目
指す。また事務知識・ビジネスマナーなど、事務職に限らずどの業種でも必要な汎用性の高いビジネ
ススキルを身につける。就職活動と職場の両方で役立つ技能・知識を習得する。

キャリアカウンセリングは、時間外実施の場合有
訓練時間帯

平日　概ね9:30～16:00

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

アクセス：JR天王台駅南口から徒歩7分、JR東我孫子駅から徒歩7分

実　　技

324時間

パソコンを基礎から学習し、一般的な事務処理に必要な操作技術を身に付ける。さらに資格取得も目
指す。また事務知識・ビジネスマナーなど、事務職に限らずどの業種でも必要な汎用性の高いビジネ
ススキルを身につける。就職活動と職場の両方で役立つ技能・知識を習得する。

Microsoft Office Specialist Word2016、Excel2016、PowerPoint2016、Access2016、
秘書技能検定2級（授業時間外で任意受験、別途受験料自己負担）

パソコン（Windows10）の基礎知識と、ビジネスマナーや言葉づかいなどコミュニケーション
スキルやビジネス文書の取り扱いなど秘書検定2級取得のための学習

TPSキャリアカレッジ
成田校

住所：成田市東町 155-3 太地ビル3階

8月1日～10月31日（3か月） 28名

パソコン・事務技能マスター科

学　　科

主な就職先の業種、
職種、就職実績等
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コース番号　 面接

コース名
パソコン
レベル

訓練期間 募集定員 22名 総訓練時間

託児施設
住
所

訓練目標

コース番号　 面接

コース名 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

P36・37託児利用につい
てをご確認ください 1～2

336時間
6月18日、6月27日
両日とも14:15～
※要事前予約

自己負担
見込額

8,740円

テキスト代等

対象者
訓練終了後3か月以内での就職を希望
する、パソコン・簿記に関して初心者
の方

取得可能資格

日商簿記検定3級、全経簿記検定3級、
Microsoft Office Spcialist(MOS)
Word2016、Excel2016、（いずれも時間外
で任意受験。受験料は別途自己負担）

にこにこランド　ゆりのき園

訓練時間帯

松戸市新松戸3-275　洋興ビル201

明生情報ビジネス専門
学校（1号館）

8月1日～10月31日（3か月）

経理、一般事務、営業事務、パソコンを使う仕事全般

－

アクセス：JR新松戸駅から徒歩3分

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

初めて簿記を学ぶ方、基礎から学び直したい方

企業における事務作業の中心である数字（簿記・経理）を中心に、給与計算の知識も習得し、
経理事務･総務事務･営業事務に対応できる能力を身につける。

TEL：043-221-0489

取扱校：市原高等技術専門校

パソコン（Word・Ｅｘｃｅｌ・PowerPoint）と日商簿記検定3級レベルの簿記を学び、事務系職種の基礎的
な知識・技能を身につけることを目標とします。資格取得を目指し、WordとExcelはMOS資格の検定対
策、簿記は日商簿記3級の検定対策も行います。

ビジネスマナー、自己理解、履歴書・職務経歴書作成、面接マナー、キャリアコンサルティング
他

日商簿記検定3級レベルの簿記、会計の基礎知識、日商簿記3級検定対策

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

アクセス：JR千葉駅から徒歩10分、京成千葉中央駅から徒歩7分

画面操作、ファイル操作、Word・Excel・PowerPoint（2016バージョン）の操作とWord・
Excelの検定対策他

業種：製造業、情報通信業、卸売・小売業、金融・保険業、不動産業、サービス業、飲食・宿泊
業、専門サービス業(会計事務所・税理士法人）
職種： 経理事務、総務・人事、営業事務、一般事務、営業職、 業務ソフトインストラクター

８託ー１ （託　  児）

パソコン簿記科 (託児)

●

実施施設

取扱校：我孫子高等技術専門校

住所：松戸市新松戸4-2-1

訓練内容
（カリキュラム）

就職支援

訓練時間帯
平日　概ね　9:30～16:10 336時間

日本商工会議所簿記検定2級・3級(任意受験・各自申込)、
弥生検定 パソコン経理事務上級・中級、弥生認定インストラクター（任意受験・訓練校にて受験可
能）

企業事務基礎知識(企業に関する実務、労基法･社保に関する基礎知識)、
日商簿記3級(商業簿記)、日商簿記2級(商業簿記･工業簿記)

パソコンによる会計基本操作(弥生会計)、経理実務実習、消費税の基礎知識、
パソコンによる給与基本操作(弥生給与)、給与計算実習　Excel応用実習

応募書類作成指導、面接･筆記試験対策、個別相談、職業人講話、キャリア･コンサルティン
グ等

テキスト代等　8,950円

８－５ （知識習得）

6月20日（木）16：30～
※要事前予約

学　　科

実　　技

キャリアカウンセリングは、時間外実施の場合有
総訓練時間

実施施設 スリーエス　ビジネススクール

キャリアカウンセリングは、時間外実施の場合有

平日　概ね9:30～15:55
施設見学会

実　　技

住所：千葉市中央区中央2-7-2大島屋ビル

8月1日～10月31日（3ヶ月） 24名

TEL：047-346-2469

IT会計スペシャリスト科

就職支援

訓練内容
（カリキュラム）

学　　科
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コース番号　 面接

コース名 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

コース番号　 面接

コース名 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

312時間

アクセス：JR千葉駅から徒歩5分

応募書類作成、模擬面接、キャリアコンサルティング、ジョブカード作成など

ビジネス文書作成実習、PC基本操作、文書作成基礎知識、表計算基礎知識、パワーポイン
ト基礎知識、メールの基本

応募書類作成、面接練習、個別面談、ビジネスマナー、ジョブカード作成、具体的な目標設
定

一般事務職、営業職、受付、販売職、コールセンター業務など、人と接する機会の多い職種

キャリアカウンセリングは、時間外実施の場合有
総訓練時間

訓練修了時までに就職を目指す方

実施施設
TPSキャリアカレッジ
市川校

事前予約により見学可能

パソコンの基本操作（Word,Excel)とビジネスマナー、電話応対、クレーム対応、接遇技能な
どの実習およびビジネス文書作成、プレゼンテーション実習

8月1日～10月31日（3か月）

実施施設

－

1～2

８－６

国際的なビジネスに必要な貿易実務、ビジネスで使われる英語表現を総合的に学習する。貿易取
引、コミュニケーション（接客応対）、事務業務等の職務を円滑に遂行でき、即戦力となる人材を育
成する。

事務実務マスター科

訓練内容
（カリキュラム）

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

28名

324時間

貿易実務基礎・貿易取引・契約書・インコタームズ・輸出入手続き、ビジネス英語知識・英作文・
貿易英語、社会経済知識、ビジネスコミュニケーション・伝わる話し方・しぐさ・マナーなど

1～2

テキスト代等　10,460円

住所：市川市市川2-1-1　パーク・ノヴァ市川　事務棟2階

取扱校：船橋高等技術専門校 ●

TEL：043-244-0014

国際ビジネス科

住所：千葉市中央区新田町2-19　岩澤ビル2F

24名

リ・クリエイション21
ビジネススクール

（知識習得）

実　　技

アクセス：JR総武線市川駅から徒歩3分 ・京成本線市川真間駅から徒歩9分

事務職希望者および受付、営業職、販売職、電話応対業務など、人と接する仕事を目指す方

Word・Excelのパソコン資格取得学習をはじめ、ビジネスマナー、電話応対、クレーム対応など事務
職の基礎知識、接遇、プレゼンテーション能力など幅広い事務スキルを身につける。パソコンスキル
のみでなく、実務の現場に役立つコミュニケーション能力全般を身に付ける。

Microsoft Office Specialist Word2016、Excel2016、秘書技能検定2級、ビジネス実務マナー検定2
級、サービス接遇検定2級、電話応対技能検定4級、ビジネス文書検定2級（授業時間外で任意受
験、別途受験料自己負担）

取扱校：船橋高等技術専門校

6月25日　16：10～
※要事前予約

訓練時間帯
平日　概ね9:30～16:00
キャリアカウンセリングは、時間外実施の場合有

学　　科

英語を活かした国際ビジネスを展開している企業や小売店、海外との取引がある企業､輸出入業､
サービス､接客業等

平日　概ね9:20～16:00

事務職の基礎知識とコミュニケーションスキルとして、ビジネスマナー、ビジネス文書、電話応対、ク
レーム対応、接遇技能などの学習および秘書検定2級、電話応対技能検定などの資格取得学習

訓練時間帯

テキスト代等　   10,908円

貿易実務検定試験C級（日本貿易実務検定協会）
（任意受験、別途受験料自己負担）

TEL：047-318-3733

８－７ （知識習得）

8月1日～10月31日（3か月）

総訓練時間

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

就職支援

訓練内容
（カリキュラム）

学　　科

実　　技

就職支援
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コース番号　 面接

コース名 施設実習 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

コース番号　 面接

コース名 施設実習    ８日間 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

－

職業意識、自己分析、企業研究、履歴書・職務経歴書・ジョブカード作成支援、面接指導
他

6月20日　14：00～
※要事前予約

平日　概ね9:20～16:50
キャリアカウンセリング、介護実習は時間外実施の場合有

（介　  護）

テキスト代等　    11,000円
（別途健康診断料等自己負担）

実施施設

8月1日～10月31日（3か月） 20名

実　　技

特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・有料老人ホーム・デイサービス・グループホーム・訪問
介護などの介護スタッフ、障がい者福祉施設の支援員等
就職実績：現在2,000名以上の訓練生が修了しており、介護施設や障がい者福祉施設にて活躍中

実施施設
NPO法人まごころネット
ワーク新松戸教室

８介ー１ （介　  護） ●

－

取扱校：東金高等技術専門校

株式会社ゆうか
人材教育訓練センター

住所：千葉市中央区新千葉2-5-1　千葉芳野ビル２F

訓練時間帯

介護初任者研修（高齢・障がい・レク基礎）科 4日間

309時間

訓練時間帯 総訓練時間

学　　科

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

テキスト代等　6,480円
（別途健康診断料6,000円）

取扱校：我孫子高等技術専門校 ●

訓練内容
（カリキュラム）

介護職員として必要な基礎知識と技術の基本、倫理及び認知症や障がい者の理解を習得し、高齢者や
障がい者（児）の様々なニーズに対応できる人間力の高い人材の育成を目標とします。介護で重要な
レクリエーションでは、プランニングから実践までのレク全体が習得できます。

介護職員初任者研修課程修了（高齢者）　居宅介護職員初任者研修課程修了（障がい者）
（修了時に取得可能　※全カリキュラム履修後修了評価あり）

介護職員初任者研修（職務の理解、介護の基本、老化の理解　等）
居宅介護職員初任者研修（認知症・行動障害の理解、障害の理解　等）、レクリエーション基礎

介護福祉業界に興味があり、訓練修了時までに就職を目指す方

TEL：043-243-7177

介護職員初任者研修・居宅介護職員初任者研修（こころとからだのしくみと生活支援技術演
習、介護実習　等）、マナー実習、レクリエーション制作

8介ー２

アクセス：JR千葉駅西口から徒歩3分、京成千葉駅から徒歩5分

314時間

アクセス：　JR常磐線・武蔵野線　新松戸駅　徒歩５分

TEL： 047-340-1381

キャリアカウンセリングは、時間外実施の場合有

住所：　松戸市新松戸4-50　新松戸Uビル2・5階

20名

特別養護老人ホーム　介護老人保健施設　有料老人ホーム　グループホーム　デイサービス
訪問介護　病院　障がい者福祉施設　等

就職支援

随時開催　平日10時から16時
※事前にお電話ください

総訓練時間

介護福祉業界で早期に就職を希望される方

介護・福祉の専門職として職業倫理と態度を養い、社会福祉及び関連領域の基礎知識と介護技術を
習得することを目的とします。また、高齢者や障がい者(児)の多様化するニーズに対応できる「福祉
のこころ」を持った、即戦力となる人材の育成を目指します。

介護職員初任者研修課程修了(高齢者)、居宅介護職員初任者研修課程修了(障がい者)
(修了時に取得可能)　※全カリキュラム履修後に修了評価あり

職務の理解、介護における尊厳の保持・自立支援、介護の基本、介護・福祉サービスの理解と医療との連
携、コミュニケーション技術、老化の理解、認知症・障害の理解、障がい者(児)に関連する講義　等

基本介護技術に加え、応用技術を交えた演習を実施。
総合生活支援技術演習、調理実習、介護実習、緊急時の対応など

ビジネスマナー、自己分析、履歴書・職務経歴書の作成支援、ジョブカードの作成、模擬面接、就
職説明会

就職支援

平日　概ね 9:30～16:40

訓練内容
（カリキュラム）

学　　科

実　　技

介護職員初任者研修
（高齢者・障がい者）科

    8月1日～10月31日(3か月)
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コース番号　 面接

コース名 施設実習 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

－

訓練時間帯
平日　概ね9:30～16:50

住所：茂原市千代田町1-4-6　ASOビル3階

10名

実　　技

アクセス：JR茂原駅南口から徒歩3分

4日間

●

実施施設

８介ー３ （介　  護） 取扱校：東金高等技術専門校

介護制度・医学の基礎知識・ヘルパーとして最も大事な倫理観に重点を置いた講義等

介護福祉業界での就職を希望される方

救急救命や疑似体験（80歳及び認知症）等の科目にも力を入れ、修了後は即戦力となり利用者一人ひ
とりの意思を尊重し、心と心が通い合える優しい介護者。そして、経験を重ね将来的には働きながら介
護福祉士等の上の資格を目標に社会介護の一端を担うヘルパーを目指す。

総訓練時間

介護職員初任者研修課程修了（修了時に取得可能　※全カリキュラム履修後修了評価あり）
ベーシックライフサポーター（試験あり）

実習期間中、訓練時間が異なる場合有

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

介護技術の習得、救急救命、点字、手話、高齢者疑似体験、認知症疑似体験、福祉車両の操
作、フットケア等

介護職員初任者研修課程（救急救命等）

8月1日～10月31日（3か月）

テキスト代等　11,680円
（別途健康診断料自己負担）

随時実施　※要事前連絡

ふれあいサービス茂原校

応募書類の記入方法、面接試験対策、個別相談、就職施設来校等

介護特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、通所介護施設、グループホーム、各種病院、
ヘルパーステーション、送迎サービス等

就職支援

訓練内容
（カリキュラム）

学　　科

TEL：0475-36-2031

315時間
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コース番号　 面接

コース名 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

コース番号　 面接

コース名 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

事務職、営業職、広報など、一般企業において「自社サイトの管理」を任されることが考えられる職
種のほか、接客業などWEBサイトの活用が期待される業種全般

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

9月2日～11月29日（3か月） 30名

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

WEBクリエイター能力認定試験
Microsoft Office Specialist Word 2016
Microsoft Office Specialist Excel 2016

TEL：　04（7189）7078

リ・クリエイション21
ビジネススクール

アクセス：　JR柏駅・東武アーバンライン柏駅より徒歩3分

実施施設

取扱校：船橋高等技術専門校

テキスト代等　8,380円

1～2

WEBサイト管理者養成科

●

住所：　柏市旭町1-7-17　中山ビル３F

事前予約により見学可能

実　　技

就職支援

9月開講コース

パソコン基本操作、Word・Excelの基本操作・応用操作・チャレンジ問題、Webページ更新
など

応募書類作成、面接練習、個別面談、ビジネスマナー、ジョブカード作成、具体的な目標設
定

営業・販売・事務分野など、業務にパソコンを使用するあらゆる職種

ビジネスに必要なWord、Excel、インターネット・電子メール等のパソコン活用法を基礎から応用まで
総合的に学習する。さらに、Webページの基礎、更新の技術、情報リテラシーの知識を習得する。実
践的な課題を解く訓練を通して企業が求める即戦力となる人材を育成する。

Microsoft Office Specialist (MOS) Word2016、Excel2016
（授業時間外で訓練会場にて実施、任意受験、別途受験料自己負担）

コンピュータ入門・インターネットの仕組み・セキュリティ対策・情報モラル・情報リテラシー、IT活
用知識、メール、Word・Excel基礎知識、情報リテラシー、HTML/CSS基礎、コミュニケーション

学　　科

９－１

訓練内容
（カリキュラム）

実施施設

（知識習得）

９－２

テキスト代等　   14,238円

訓練内容
（カリキュラム）

9月2日～11月29日（3ヶ月）

就職支援

学　　科

株式会社ナレッジベース柏校

随時受付　※要事前予約

訓練時間帯
平日　概ね9:10～15：40
期間中、訓練終了時間が異なる場合有

キャリアカウンセリングは、時間外実施の場合有

WEBコーディングの基本実習、WordPressを使用した実習、JavaScript（ｊQuery）の活用、画像処
理ソフトを活用したコンテンツ制作、WEBサイトの制作、Word（資格対策）、Excel（資格対策）

人材紹介会社より市場状況レクチャー、自己分析、応募書類作成、模擬面接など

318時間平日　概ね9:20～16:00

OA事務即戦力養成科

●

TEL：043-244-0014
住所：千葉市中央区新田町2-19　岩澤ビル2F

（知識習得）

就職にあたりパソコンのスキルが必要と考えている方

ホームページ作成に必要な知識、技術を基本からしっかり習得することにより、強力な「+αのスキ
ル」を身に付け、幅広い業種、職種を就職先として視野に入れられるようにする。
HTMLコーディング技術などにより自社のサイト管理に対応できる人材となる。

総訓練時間

20名

取扱校：我孫子高等技術専門校

実　　技

キャリアカウンセリングは、時間外実施の場合有
訓練時間帯

3

324時間

WEBリテラシー、WEBマーケティングに関する講義 及び WEBサイト制作発表

パソコンでローマ字入力が出来る方で、訓練修了時までに就職を目指す方

アクセス：JR千葉駅から徒歩5分

総訓練時間
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コース番号　 面接

コース名 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

コース番号　 面接

コース名 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

随時可能 ※要事前連絡

実　　技

315時間
キャリアカウンセリングは、時間外実施の場合有

学　　科

15名

ITスキル基礎科

1～2

実施施設 TEL：0439-54-2566

TEL：　0475-47-4070

パソコンカレッジジョイナス

総訓練時間

ビジネスマナーやパソコンをゼロから学び、修了と同時に就職を目指す方

パソコンを活用して文書作成・表計算処理・プレゼンテーションの業務をスムーズに実践することがで
きる。組織におけるビジネスマナー、コミュニケーションの活用ができる。社会に対応できる人材育成
を図る。マイクロソフトオフィススペシャリストの資格を取得目標とする。

Microsoft Office Speciallist(MOS) Word2016、Excel2016、Powerpoint2016
※授業時間外で任意受験、別途受験料自己負担

パソコン基礎知識（インターネット、メール、情報セキュリティ）
ワークガイダンス（ビジネスマナー、コミュニケーション、自己理解）

パソコン基本操作及びWord、Excel、PowerPointの基本操作、ビジネスシーンにおけるパソ
コン活用術、ファイル管理、トラブルシューティング

●

実施施設 NKTキャリアアップカレッジ
住所：　茂原市茂原1575

取扱校：東金高等技術専門校

1

９－３ （知識習得）

パソコン初心者～中級者、事務職初心者、且つ修了後3か月以内に就職することを切望する方

テキスト代等　   10,692円

いかなる職種にも最低限必要とされる汎用的能力を身につけた人材養成に主眼をおき事務職にこだわ
らない就業先応募が可能になる。パソコン活用の確実な知識と一般事務能力を養う事で就業定着率を
向上させる。

Microsoft　Office　Speｃialist（Word、Excel、PowerPoint）2013

ヒューマンスキル、ビジネススキル、働く人の一般常識、庶務力基礎（一般帳票類の扱い
他）

Ms Office演習、実務演習、PCドライビング、インターネットおよびクラウドの実務、プレゼン実　　技

訓練内容
（カリキュラム）

就職支援

住所：君津市坂田309-16　みやびビル3階

訓練時間帯

9月2日～11月29日(３か月)

就職支援

訓練時間帯

履歴書・職務経歴書の書き方、面接指導、ジョブカード作成支援、キャリアコンサルティング
（個別指導）、その他

主に事務職全般及びパソコンを使用する幅広い業種（営業・医療・販売・サービス業等）

取扱校：市原高等技術専門校 －

アクセス：ＪＲ君津駅北口から徒歩22分　無料駐車場あり

（知識習得）

平日　概ね9:20～15:45

総訓練時間

9月2日～11月29日（3か月）

事務スキルベーシック科

平日　概ね10:00～16:50

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

12名

308時間

テキスト代等　 12,528 円 随時　要電話予約

キャリアカウンセリングは、時間外実施の場合有

訓練内容
（カリキュラム）

学　　科

９－４

アクセス：JR茂原駅から徒歩16分　専用駐車場有（2,000円/月）

ジョブカード、応募書類作成支援、面接ロールプレイング、個人面談、カウンセリング実施

事務職全般（生産管理、経理、人事、購買、庶務、総務、営業）
公官庁受付業務（バックヤード事務）、工場現場ライン、研究施設内補佐業務
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コース番号　 面接

コース名
パソコン
レベル

訓練期間 募集定員 ２２名 総訓練時間

託児施設
住
所

訓練目標

コース番号　 面接

コース名
パソコン
レベル

訓練期間 募集定員 12名 総訓練時間

託児施設
住
所

訓練目標

訓練終了後3か月以内での就職を
希望し、キーボードでの文字入力
ができるパソコン初心者の方

    ●認定こども園あさひこひつじ幼稚園
    ※受け入れ状況により「干潟保育所」
を利用する場合有

旭市ニ－6544
旭市鎌数9401-3

画面・ファイル操作、Word・Excel・PowerPoint・Access（2016バージョン）の操作と検定対
策他

アイスブレイク、コミュニケーションの基本、ビジネスマナー、自己開示、ジョブカードの必要性

施設見学会

TEL：0479-68-4146
アクセス：JR総武本線　旭駅　車10分

自己負担
見込額

6,950円

Microsoft Office Spcialist(MOS)　Word2016、
Excel2016、PowerPoint2016、Access2016
（いずれも時間外で任意受験。受験料は別途
自己負担）

住所：松戸市新松戸4-2-1

取扱校：我孫子高等技術専門校

施設見学会

OAパソコン基礎科(託児)

TEL：047-346-2469
アクセス：JR新松戸から徒歩3分

●

ビジネスマナー、自己理解、履歴書・職務経歴書作成、面接マナー、キャリアコンサルティング
他

（託　  児）

就職支援

9月2日～11月29日（3か月）

（託　  児）

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

平日　概ね9:40～16:05

訓練内容
（カリキュラム）

キャリアカウンセリングは、時間外実施の場合有

対象者 取得可能資格

Word・Excel・PowerPoint・Accessの多様な機能を学び、パソコンで仕事を効率化できる能力を養いま
す。また、就活に役立つようMOS資格の検定対策を行い、応募書類の書き方や面接マナー・ビジネスマ
ナーも学びます。

Windowsパソコンの基本構成、安全衛生、著作権、ネット利用時のマナー他

318 時間

ビジネスに必要な文書作成・表作成・プレゼンテーション作成等のパソコンスキルを確実に身に
つけ、パソコンを利用するさまざまな業務に対応可能な基礎能力を習得する。訓練を規則正しく
受講することにより、知識・良識・見識等社会人としての意識・基本を身につける。

情報モラル　コンピューター概論　安全衛生

文書作成実習（基礎）　文書作成実習（応用）　表計算実習（基礎）表計算実習（応用）
プレゼンテーション実習　コンピューター基本操作実習　インターネット活用実習

7月10日、7月30日
両日とも14：15～
※要事前予約

P36・37託児利用につい
てをご確認ください

学　　科

11,200円

テキスト代等

1～2

取扱校：旭高等技術専門校 ●

火曜～土曜(祝日除く)
一部土曜有 概ね10:00～16:50
キャリアカウンセリングは、時間外実施の場合有

実施施設
まなべるパソコンスクール
旭校

住所：旭市米込1828-1

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

自己負担
見込額

９託ー１

随時可能
（要事前予約)

訓練内容
（カリキュラム）

学　　科

実　　技

就職支援

訓練時間帯

９託－２

テキスト代等

実　　技

パソコン未経験者の方およびパソコン
技能・資格を習得し、早期就職を目指
す方

取得可能資格

Word文書処理技能認定試験 3級
Excel表計算処理技能認定試験 3級
MOS Excel 2013    MOS Word 2013
（資格は全て授業時間外で任意受験、別途受験料自己負担）

9月2日～11月29日（3か月）

総務、一般事務、営業事務、パソコンを使う仕事全般

対象者

保育所 にこにこランド ゆりのき園 松戸市新松戸3-275　洋興ビル201

訓練時間帯

実施施設

P36・37託児利用につい
てをご確認ください 1～2

明生情報ビジネス専門
学校（1号館）

330時間

ＩＴパソコン基礎科(託児)

一般事務、営業事務、IT関連、販売など
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コース番号　 面接

コース名 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

コース番号　 面接

コース名 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

電子会計活用技術（弥生会計を利用、会計データ処理、月次決算、給与計算、各種税処理
等）

医療機関や調剤薬局および医師事務作業補助者として訓練1ヶ月以内の就職を目指す方。

医療機関や調剤薬局での受付・会計・窓口業務及び診療報酬請求業務に必要な基礎知識並びに
応用技能を習得し、検定試験での合格を目指す。さらに、医療機関におけるメディカルマナーや接遇を
ロールプレイングを通して体得し、即戦力として活躍できる人材を目指す。

医療事務検定、調剤報酬請求事務技能検定（任意受験）は訓練会場にて試験実施、別途受験料自己
負担、医師事務作業補助者研修修了書

医療保険の概要、診療報酬請求概論、診療報酬明細書の作成、調剤事務講習、医師事務作業
補助業務、医療関連法規、診療録の記載事項、医学・薬学

総訓練時間

実施施設

住所：船橋市本町7-11-5　KDX船橋ビル５階

TEL：047-411-3671

医療機関（病院、クリニック）における受付・クラーク・会計業務・請求事務、医師事務作業補助
者、または調剤薬局における受付業務など

医療事務コンピュータ

9月2日～11月29日　（3か月）

－９－５

（知識習得）

総訓練時間

実　　技

自己理解、応募書類作成、ジョブカード作成支援、面接実習、キャリアコンサルティング

経理事務、総務事務、営業事務、一般事務などの事務系職種

24　名

324　時間

テキスト代等　１５,０００円 7/9・19・25　各日10：00・14：00
※事前に予約をお願い致します。

就業意欲、職業理解、業界研究、自己理解、自己PR、ビジネスマナー、メディカルマナー

取扱校：市原高等技術専門校

平日　概ね９:３０～１６:１０

9月2日～11月29日　（3か月）

訓練時間帯
平日　概ね9:15～15:45

アクセス：ＪＲ線 千葉駅から徒歩10分 　京成線 千葉中央駅から徒歩5分

実　　技

東芝OAスクール
住所：千葉市中央区中央3-3-1　フジモト第一生命ビル１０Ｆ

簿記・経理事務科

（知識習得）

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

訓練内容
（カリキュラム）

アクセス：JR総武線/東武線　船橋駅から徒歩4分　

学　　科

キャリアカウンセリングは、時間外実施の場合有

日本商工会議所簿記2級までの習得を行い、商業簿記・工業簿記を習得し、会計基準に則った正確な
財務諸表の作成ができる。会計ソフト（弥生会計）を利用し、会計処理の流れを把握し、より効率的
な財務諸表の出力など実務に即した会計能力を身につける。

日本医療事務協会
船橋教室

キャリアカウンセリングは、時間外実施の場合有

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

就職支援

訓練修了後、速やかな就職を目指す方。

●

日本商工会議所　　電子会計実務検定試験2級(弥生会計)
(授業時間外に当校にて試験実施、任意受験、受験料は別途自己負担）
日本商工会議所　　簿記検定2級、3級

簿記3級：簿記の基礎、決算処理、財務諸表作成
簿記2級(商業、工業簿記）：有価証券、各種税法、原価計算　簿記実務演習

訓練内容
（カリキュラム）

学　　科

９－６

就職支援

訓練時間帯

2

―

30名

330時間

テキスト代等　9,990円 随時受付：電話予約　10：00～

実施施設 TEL：043-222-7456

取扱校：船橋高等技術専門校

医療・調剤・MA総合マスター科
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コース番号　 面接

コース名 施設実習 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

コース番号　 面接

コース名 施設実習 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

在宅ホームヘルパー、デイサービスセンターやグループホーム、特別養護老人ホームなどの介護スタッ
フ、障がい者福祉施設の支援員など

就職支援

実　　技 生活支援技術・こころとからだのしくみ・介護過程Ⅲ・医療的ケア・現場実習に関する実技

介護職員初任者研修（こころとからだのしくみと生活支援技術演習、介護実習　等）
マナー実習

職業意識、自己分析、企業研究、履歴書・職務経歴書・ジョブカード作成支援、面接指導
他

訓練時間帯

高齢者・障害者介護業界への転職・復職を考えている求職中の方

介護福祉業界に興味があり、訓練修了時までに就職を目指す方

『自ら考え・行動できる』介護職員としての基本的技術・知識の習得及び実務に役立つ経験の習得を
目指す。訓練終了後も就業先となり得る施設サービス及び在宅サービスにおいて継続して自身のスキル
アップを図る事ができ、専門職としてより高い知識・技術の習得に取り組める人材を目指す。

テキスト代等　    13,820  円
（別途健康診断料等自己負担）

テキスト代等　    7,535円
（別途健康診断料等自己負担）

9月2日～11月29日（3か月）

特別養護老人ホーム　介護老人保健施設　有料老人ホーム　グループホーム　デイサービス
訪問介護　病院　障がい者福祉施設　等

平日　概ね　9:30～16:10

介護職員初任者研修科（認知症サポーター等） 5日間 －

キャリアカウンセリングは、時間外実施の場合有

安全衛生・人間の尊厳と自立・社会の理解・介護の基本・コミュニケーション技術・発達と老
化の理解・認知症・障害の理解・こころとからだのしくみ・介護過程などに関する講義

介護職員として必要な基礎知識と技術の基本、倫理及び認知症や障害者の理解を習得します。認知症
サポーター講座では、認知症に対する正しい知識・理解を持ち、介護施設や病院・障害者施設など介
護業界で自信を持って活躍できる人材を育成することを目標とします。

（介　  護） 取扱校：東金高等技術専門校 ●

株式会社ゆうか
人材教育訓練センター

平日　概ね9:20～16:50

TEL：043-243-7177
アクセス：JR千葉駅西口から徒歩3分、京成千葉駅から徒歩5分

キャリアカウンセリング、介護実習は時間外実施の場合有

介護職員初任者研修課程修了（修了時に取得可能　※全カリキュラム履修後修了評価あり）
認知症サポーター（オレンジリング）取得（修了時に取得可能）

介護職員初任者研修（職務の理解、介護の基本、老化、認知症、障害の理解　等）
認知症サポーター

総訓練時間 309時間

（介　  護） 取扱校：市原高等技術専門校

介護福祉士実務者研修修了者（修了時に取得可能　※全カリキュラム履修後修了評価あり）

訓練内容
（カリキュラム）

アクセス：京成千葉中央駅から徒歩2分

総訓練時間

●

住所：千葉市中央区本千葉町1－11千葉中央ビル5階

－

実施施設

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

住所：千葉市中央区新千葉2-5-1　千葉芳野ビル２F

9月2日～2月28日（6か月）

7月24日　13：30～
※要事前予約

業界動向・自己理解・仕事理解・就業に向けて

TEL：043-202-3386

学　　科

訓練時間帯

土・日・祝を除く　10：00～15：00

９介ー１

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

介護職員実務者研修コース

20名

684時間

　　6日間

９介実ー１

実施施設

ジョブシティカレッジ千葉校

訓練内容
（カリキュラム）

学　　科

実　　技

就職支援

20名
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コース番号　 面接

コース名 施設実習 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

コース番号　 面接

コース名 施設実習 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

－

特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・有料老人ホーム・デイサービス・グループホーム・訪問
介護などの介護スタッフ、障がい者福祉施設の支援員等
就職実績：現在2,000名以上の訓練生が修了しており、介護施設や障がい者福祉施設にて活躍中

随時実施　※要事前連絡

取扱校：市原校高等技術専門校

TEL： 047-340-1381

介護職員初任者研修課程（救急救命等）

応募書類の記入方法、面接試験対策、個別相談、就職施設来校等

介護職員初任者研修
（高齢者・障がい者）科

実　　技

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

ビジネスマナー、自己分析、履歴書・職務経歴書の作成支援、ジョブカードの作成、模擬面接、就職説明会

テキスト代等　11,680円
（別途健康診断料自己負担）

総訓練時間 321時間
実習期間中、訓練時間が異なる場合有

介護職員初任者研修課程修了(高齢者)、居宅介護職員初任者研修課程修了(障がい者)
(修了時に取得可能)　※全カリキュラム履修後に修了評価あり

    9月2日～11月29日(3か月)

住所：木更津市東中央1-1-13　マコーラ第1ビル8階

TEL：0438-20-6888
アクセス：JR木更津駅東口から徒歩2分

就職支援

介護制度・医学の基礎知識・ヘルパーとして最も大事な倫理観に重点を置いた講義等

訓練内容
（カリキュラム）

学　　科

10名
平日　概ね9:30～16:50

実施施設

訓練時間帯

取扱校：我孫子高等技術専門校

就職支援

●

（介　  護）

介護福祉業界で早期に就職を希望される方

ふれあいサービス木更津校

訓練時間帯
平日　概ね 9:30～16:40

4日間

総訓練時間
キャリアカウンセリングは、時間外実施の場合有

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

介護・福祉の専門職として職業倫理と態度を養い、社会福祉及び関連領域の基礎知識と介護技術を
習得することを目的とします。また、高齢者や障がい者(児)の多様化するニーズに対応できる「福祉
のこころ」を持った、即戦力となる人材の育成を目指します。

職務の理解、介護における尊厳の保持・自立支援、介護の基本、介護・福祉サービスの理解と医療との連
携、コミュニケーション技術、老化の理解、認知症・障害の理解、障がい者(児)に関連する講義　等

基本介護技術に加え、応用技術を交えた演習を実施。
総合生活支援技術演習、調理実習、介護実習、緊急時の対応など

（介　  護）９介ー３

　　８日間

アクセス：　JR常磐線・武蔵野線　新松戸駅　徒歩５分

９介ー２ ●

実施施設
NPO法人まごころネット
ワーク新松戸教室

住所：松戸市新松戸4-50　新松戸Uビル2・5階

介護福祉業界での就職を希望される方

救急救命や疑似体験（80歳及び認知症）等の科目にも力を入れ、修了後は即戦力となり利用者一人ひ
とりの意思を尊重し、心と心が通い合える優しい介護者。そして、経験を重ね将来的には働きながら介
護福祉士等の上の資格を目標に社会介護の一端を担うヘルパーを目指す。

介護職員初任者研修課程修了（修了時に取得可能　※全カリキュラム履修後修了評価あり）
ベーシックライフサポーター（試験あり）

介護技術の習得、救急救命、点字、手話、高齢者疑似体験、認知症疑似体験、福祉車両の操
作、フットケア等

随時開催　平日10時から16時
※事前にお電話ください

訓練内容
（カリキュラム）

実　　技

学　　科

20名

介護特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、通所介護施設、グループホーム、各種病院、
ヘルパーステーション、送迎サービス等

－

314時間

テキスト代等　6,480円
（別途健康診断料6,000円）

9月2日～11月29日（3か月）
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コース番号　 面接

コース名 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

実習先

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

コース番号　 面接

コース名 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

実習先

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

千葉県内の医療機関

訓練内容
（カリキュラム）

株式会社ニチイ学館
船橋校

平日　概ね　10:00～16:40
実習期間中は9:00～17:00のうち、実働6時間

実　　技

メディカルクラーク※訓練時間外に在宅にて任意受験、　メディカルオペレータ　、メディカルドクターズ
クラーク※訓練時間外に訓練場所にて任意受験　（注）いずれも別途受験料自己負担
調剤事務修了資格※修了時に取得可能

医療保険の概要、点数の解釈、診療報酬明細書作成・点検、医療関連法規、医学・薬学一般
医師事務作業補助業務、調剤事務

訓練時間帯

実施施設 TEL：047-411-0871

総訓練時間 465時間

訓練内容
（カリキュラム）

簡単なキーボード入力ができ、訓練修了後、関連職種への早期就職を目指す方

会計事務所、税理士事務所、社労士事務所(東京都23区内等）

企業の経理事務職、総務事務職、一般事務職、財務職、及び会計事務所の事務職　等

９Ｄ－２ （デュアル）

病院、診療所の受付、クラーク、会計、カルテ管理、医師事務作業補助業務など、調剤薬局

6月24日　14：00～　7月19日　10：00～
※要事前予約

取扱校：船橋高等技術専門校 ●

医療事務、調剤事務及び医師事務作業補助の知識を習得し、医療機関への就業を目指す方

医療保険制度について認識し、接遇マナー、診療報酬点数の計算と請求事務及びパソコンを使用したオ
ペレーション技法の習得と、ドクターの事務作業を補助するための基本を習得し技能認定試験の合格を
目指す。職場実習で現場を体験し即戦力で活躍できる人材を目指す。

訓練導入
就職支援

日商簿記３・２級（日本商工会議所）
※いずれも授業時間外で任意受験、別途受験料自己負担

商業簿記基礎　商業簿記応用　 工場会計・原価計算　　消費税入門　　経理総務実務
簿記問題演習

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾅｰ　ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ　職場理解　職場体験　面接対策　履歴書　職務経歴書作成　等

医療4種総合科（医療・調剤・医療PC・医師事務作業補助） 1～2

実習期間中、異なる場合有
キャリアカウンセリングは、時間外実施の場合有

会計ソフトウエア演習　　OA実習（Excel2016） 

職場実習 PC入力操作　帳簿ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ　証憑の整理　各種書類作成補助　電話対応　接客対応　等

学　　科

テキスト代等　   15,000 円 6月28日・7月17日・7月29日　14:00～
※各1時間程度　予約不要

実施施設

取扱校：船橋高等技術専門校９Ｄ－１

1～2

アクセス：JR津田沼駅・徒歩3分　新京成新津田沼駅・徒歩6分　京成津田沼駅・徒歩13分

447時間

●

住所：習志野市谷津1-16-1モリシア津田沼オフィス11F

経理事務科

TEL：03-5276-8922（お問合せ先）

18名

訓練時間帯 総訓練時間

9月2日～12月27日（4か月）

会計事務所や企業の経理・総務・財務部門等において必須となる会計知識を体系的に学習し、財務諸
表の仕組みを理解する。また、消費税の基礎、社会保険手続、給与計算、会計ソフト操作等を学習し、
即戦力となりうる人材を目指す。

アクセス：ＪＲ/京成本線/東武アーバンパークライン　船橋駅から徒歩1分

職場実習 医療現場での受付業務やカルテの管理業務、会計業務、請求業務を体験実習

医療現場で求められる人物について、病院窓口を想定した患者接遇、医療機関従事者による体験談及
び意見交換、自己分析、応募書類の作成、面接の対策、就業相談会及び個人面談等

9月2日～12月27日（4ヶ月）

住所：船橋市本町1-3-1　船橋フェイスビル12階

（デュアル）

訓練導入
就職支援

テキスト代等  17,800円
（推奨副教材費　3,000～17,000円程度）

実　　技 パソコン基本操作、医事コンピュータ明細書作成

資格の学校TAC津田沼校

学　　科

22名
平日　概ね　　9:30～16:10
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コース番号　 面接

コース名 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

コース番号　 面接

コース名 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

オリエンテーション・安全衛生　情報セキュリティ入門　経理基礎　個人情報保護

ＯＳの基礎　ワープロソフト実習　表計算ソフト実習　ビジネス活用
プレゼンテーションソフト実習  会計ソフト演習

面接対策　履歴書・職務経歴書作成　マナー　等

一般企業における事務部門、ヘルプデスク、ＯＡ事務、経理事務等

一般事務・営業事務などの事務系職業、企画、営業、情報処理関連技術者、
情報機器の保守・サポート、サポートデスクなど

テキスト代等　8,640円

TEL：043-222-7456

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

資格の学校TAC津田沼校

Word,Excel,PowerPoint,Accessの操作方法及び検定対策（Word,Excel）
各種ビジネス実務文書の作成演習

１０－２

テキスト代等　    10,000円 8月22日及び8月27日　14：00～
※各1時間程度　予約不要

総訓練時間

随時受付：要電話予約　10：00～

（知識習得）

学　　科

Windowsの基礎（インターネットを利用した情報収集、ビジネスメール活用等）
ビジネスマナー（挨拶、報告・連絡・相談、電話・来客応対、企業訪問時のマナー等）

マウスやキーボードの操作ができる方。　訓練修了後、速やかな就職を目指す方。

①ビジネスマナー等の習得により社会人としての基本的な対人対応ができる。
②パソコンの基本スキル”Word、Excel、PowerPoint、Access”を習得し活用できる。
③実務的なビジネス文書やデータ処理、プレゼンテーション資料等の作成ができる。

日本商工会議所（文書作成3級、データ活用3級、プレゼン資料作成3級）
Microsoft Office Specialist (Word2016,Excel2016,PowerPoint2016,Access2016)
（授業時間外に当校にて試験実施、任意受験、受験料は別途自己負担）

住所：千葉市中央区中央3-3-1　フジモト第一生命ビル10Ｆ

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

327時間

パソコン初心者の方を対象とし、業務に必須であるパソコン操作（Word・Excel）の知識と技能を確
実に習得することを目標とする。その他にも、PowerPointによるプレゼンテーション、セキュリティ、経
理、個人情報保護等の知識を得て、幅広い一般事務適用能力を身につける。

Microsoft Office Specialist(Word・Excel)
　※いずれも授業時間外で任意受験、別途受験料自己負担

実施施設

住所：習志野市谷津1-16-1モリシア津田沼オフィス11F

30名

訓練時間帯

パソコン実践科 1

東芝OAスクール

実　　技

取扱校：船橋高等技術専門校 ●

315時間

1～2ＩＴビジネス実務科

１０－１ 取扱校：東金高等技術専門校

１０月開講コース

―

10月1日～12月27日（3か月）

訓練時間帯

28名

平日　概ね　10:00～16:40
キャリアカウンセリングは、時間外実施の場合有

（知識習得）

訓練内容
（カリキュラム）

自己理解、応募書類作成ジョブカード作成支援、面接実習、キャリアコンサルティング

TEL：03-5276-8922（お問合せ先）
アクセス：JR津田沼駅・徒歩3分　新京成新津田沼駅・徒歩6分　京成津田沼駅・徒歩13分

実施施設

修了後、関連職種に早期就職を目指す方

実　　技

就職支援

総訓練時間

平日　概ね9:15～15:45
キャリアカウンセリングは、時間外実施の場合有

就職支援

アクセス：JR千葉駅から徒歩10分　京成千葉中央駅から徒歩5分

学　　科

訓練内容
（カリキュラム）

10月1日～12月27日（3か月）
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コース番号　 面接

コース名 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

コース番号　 面接

コース名 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

パソコン未経験者、パソコン資格取得希望者、PCスキルを活かした仕事への就職を希望される方

パソコンを基礎から学習し、一般的な事務処理に必要な操作技術を身に付ける。さらに資格取得も目
指す。また事務知識・ビジネスマナーなど、事務職に限らずどの業種でも必要な汎用性の高いビジネ
ススキルを身につける。就職活動と職場の両方で役立つ技能・知識を習得する。

Microsoft Office Specialist Word2016、Excel2016、PowerPoint2016、Access2016、秘書技能検定2級
（授業時間外で任意受験、別途受験料自己負担）

　社会人・職業人としての意識、基本をしっかり身につけ、ビジネス社会で円滑に対処できる人材、
またパソコンの知識・技能、ＩＴを活用することにより、一般事務作業だけではなく、IT・情報化に対応
できる即戦力となる人材を育成する。

1～2

TPSキャリアカレッジ
市川校

実施施設

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

実　　技

キャリアカウンセリングは、時間外実施の場合有

TEL：0479-24-0611
アクセス：JR総武本線/成田線　銚子駅から徒歩6分

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

応募書類作成、模擬面接、キャリアコンサルティング、ジョブカード作成など

一般事務職、営業職、コンピュータ関連業種ほか、医療・介護・販売等パソコンを使う職種

一般事務、営業事務、IT関連

総訓練時間

パソコン初心者の方およびパソコン技能・資格を習得し、早期就職を目指す方

就職支援

取扱校：旭高等技術専門校

訓練内容
（カリキュラム）

学　　科

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾋﾞｽ技能評価試験（ﾜｰﾌﾟﾛ・表計算部門）3級、MOS2016(Word・ Excel・PowerPoint)、IC3
（いずれも授業時間外に訓練会場にて試験実施。任意受験。受験料は別途自己負担）

コンピューターの基礎知識、OSの操作方法とトラブルシューティング、デジタルコミュニケー
ションの利用方法と社会問題への対応。インターネット・メールの利用方法

パソコン基本操作、インターネット・メールの活用、Word、Excel、PowerPoint、検定対策3
級・MOS（Word2016・Excel2016・PowerPoint2016）

応募書類の書き方、面接の心得・マナー、個別相談、ジョブ・カード作成支援等

総訓練時間 315時間

324時間

１０－３

8月28日　16：20～
※要事前予約

―

28名

（知識習得） 取扱校：船橋高等技術専門校

パソコン・事務技能マスター科

ITビジネス科

実　　技
パソコンの基本操作、インターネット、電子メールの活用法、Word・Excel・PowerPoint・Access
の基礎と資格取得学習（2016バージョン使用）、パソコンによる各種ビジネス書類づくり

パソコン（Windows10）の基礎知識と、ビジネスマナーや言葉づかいなどコミュニケーション
スキルやビジネス文書の取り扱いなど秘書検定2級取得のための学習

平日　概ね9:40～16:10

１０－４

1～2

実施施設

（知識習得）

20名

―

住所：市川市市川2-1-1　パーク・ノヴァ市川　事務棟2階

10月1日～12月27日（3か月）

訓練時間帯

テキスト代等　13,280円

訓練内容
（カリキュラム）

学　　科

就職支援

訓練時間帯
平日　概ね 9:10～15:50

随時　※要事前連絡

キャリアカウンセリングは、時間外実施の場合有

TEL：047-318-3733
アクセス：JR総武線市川駅から徒歩3分 ・京成本線市川真間駅から徒歩9分

テキスト代等　13,270円

10月1日～12月27日（3か月）

TCSパソコンスクール
住所：銚子市双葉町3-27
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コース番号　 面接

コース名
パソコン
レベル

訓練期間 募集定員 22名 総訓練時間

託児施設
住
所

訓練目標

コース番号　 面接

コース名 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

にこにこランド　ゆりのき園

取得可能資格

Microsoft Office Spcialist(MOS)　Word2016、
Excel2016、PowerPoint2016、Access2016
（いずれも時間外で任意受験。受験料は別途
自己負担）

松戸市新松戸3-275　洋興ビル201

Word・Excel・PowerPoint・Accessの多様な機能を学び、パソコンで仕事を効率化できる能力を養いま
す。また、就活に役立つようMOS資格の検定対策を行い、応募書類の書き方や面接マナー・ビジネスマ
ナーも学びます。

キャリアカウンセリングは、時間外実施の場合有

住所：千葉市中央区新田町2-19　岩澤ビル2F

学　　科

10月1日～12月27日（3か月）

1～2

総務、一般事務、営業事務、パソコンを使う仕事全般

１０－５ （知識習得）

訓練終了後3か月以内での就職を希望
し、キーボードでの文字入力ができる
パソコン初心者の方

経理事務、一般事務、会計事務所、税理士事務所等主な就職先の業種、
職種、就職実績等

事前予約により見学可能

対象者

P36・37託児利用につい
てをご確認ください 1～2

330時間
8月20日、8月29日
両日とも14:15～
※要事前予約

自己負担
見込額

実施施設

１０託ー１ （託　  児）

簿記・会計事務科

取扱校：我孫子高等技術専門校

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

キャリアカウンセリングは、時間外実施の場合有

TEL：047-346-2469
アクセス：JR新松戸から徒歩3分

明生情報ビジネス専門学校
（1号館）

11,200円

テキスト代等

●

TEL：043-244-0014リ・クリエイション21
ビジネススクール

10月1日～12月27日（3か月）

取扱校：船橋高等技術専門校

30名

訓練時間帯
平日　概ね9:50～16:15

施設見学会

住所：松戸市新松戸4-2-1

OAパソコン基礎科(託児)

実施施設

●

訓練時間帯 総訓練時間

実　　技

就職支援

平日　概ね9:20～16:00

就職支援

簿記基礎知識、応用知識、会計基礎知識、税務応用知識、経理業務知識、労務知識・社会
保険、コミュニケーションなど

会計ソフト利用した会計処理、簿記実務演習

応募書類作成、面接練習、個別面談、ビジネスマナー、ジョブカード作成、具体的な目標設
定

318時間

Windowsパソコンの基本構成、安全衛生、著作権、ネット利用時のマナー他

画面・ファイル操作、Word・Excel・PowerPoint・Access（2016バージョン）の操作と検定対
策他

ビジネスマナー、自己理解、履歴書・職務経歴書作成、面接マナー、キャリアコンサルティング
他

訓練内容
（カリキュラム）

日商簿記検定試験2級、3級（任意受験、別途受験料自己負担）

パソコンでローマ字入力が出来る方で、訓練修了時までに就職を目指す方

簿記の基本と会計の原則を学習して、職業人として必要な知識体系を理解する。また日商簿記2級3級
対策と会計ソフトを利用した一連の実務処理を習得する。企業会計と事務全般において、即戦力として
活躍できる人材を育成する。

実　　技
訓練内容

（カリキュラム）

学　　科

アクセス：JR千葉駅から徒歩5分

テキスト代等　   9,288円
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コース番号　 面接

コース名 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

コース番号　 面接

コース名 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

ワープロソフト基本操作（Word)，表計算基礎知識（Excel），MOS受験対策（Word編・
Excel編）等

応募書類作成，ジョブカード作成支援，面接練習，キャリアコンサルティング，求人情報の提
供，企業説明会実施等

一般企業の経理事務・総務・営業事務，会計事務所・税理士法人税務会計補助，建設業経理事
務，医療法人一般事務，公益社団法人一般事務，私立大学事務など

―

修了と同時に早期就職を希望される方

テキスト代等　5,602円

修了と同時の早期就職を希望している方

①総務・労務・人事部門の主要業務である労務・社会保険・給与計算・簿記等の実務知識を基礎か
ら学び、即戦力となる人材を目指す。②情報セキュリティに関する知識を有し、基本的なパソコンスキ
ルを身につけ、幅広い業務に対応できる人材となる。

キャリアカウンセリングは，時間外実施の場合有
訓練時間帯

TEL：047-472-7001
アクセス：JR津田沼駅から徒歩2分

法人及び建設業の経理知識を学び，実務的なパソコンの活用方法を習得します。日商簿記検定3・2
級や建設業経理検定3・2級，MOS(Word・Excel)の受験が可能となります。また，応募書類の添
削・模擬面接を通じて実戦的な就職準備が可能となります。

簿記検定3級・2級（日本商工会議所），建設業経理検定2級（一般財団法人　建設業振興基金)，
MOS（Word2016・Excel2016）　※いずれも任意受験。受験料は別途自己負担。

東芝OAスクール

315時間

日本商工会議所　　文書作成3級　データ活用3級
（授業時間外に当校にて試験実施、任意受験、受験料は別途自己負担）
日本商工会議所　　簿記検定3級

情報セキュリティ、社会保険・労務管理概論、労働関係法、簿記の基礎、各種取引と仕訳
総務・人事実務演習（労働保険の年度更新、年末調整の実務等）、ビジネスマナー

キャリアカウンセリングは、時間外実施の場合有

テキスト代等　9,396円

取扱校：東金高等技術専門校

平日　概ね9:30～16:10

メール、インターネット、Windowsの基礎、Wordの概要、表作成、図形の作成、
Excelの概要、グラフ作成、データーベースの利用、Powerpointの作成、発表

3級商業簿記，2級商業簿記，2級工業簿記，日商簿記試験対策，2級建設業経理士

住所：千葉市中央区中央3-3-1　フジモト第一生命ビル10Ｆ

学　　科

随時受付：要電話予約　10：00～

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

自己理解、応募書類作成、ジョブカード作成支援、面接実習、キャリアコンサルティング

総務・労務管理事務、人事事務、経理事務、営業事務、一般事務などの事務系職種

学　　科

―

アクセス：JR千葉駅から徒歩10分　京成千葉中央駅から徒歩5分

総訓練時間

就職支援

就職支援

1～2

訓練内容
（カリキュラム）

実　　技

１０－６

総務・労務・人事実践科

TEL：043-222-7456

訓練内容
（カリキュラム）

336時間

大原簿記公務員医療情報
ビジネス専門学校津田沼校

住所：習志野市津田沼1-1-1

平日　概ね 9:15 ～ 15:45

実施施設

主な就職先の業種，
職種，就職実績等

30名

（知識習得） 取扱校：船橋高等技術専門校 ●

総訓練時間

経理事務職養成科

20名

10月1日～12月27日（3か月）

10ー7

実施施設

訓練時間帯

8月26日(月）14:00～
※要事前予約

（知識習得）

実　　技

10月1日～12月27日（３か月）
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コース番号　 面接

コース名 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

コース番号　 面接

コース名 施設実習 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

介護職員・看護助手コース 6日間 ―

テキスト代等　       8,100円
（別途健康診断料等自己負担）

ジョブシティカレッジCHIBA
アクセス：京成千葉中央駅から徒歩2分

●

総訓練時間

キャリアカウンセリングは、時間外実施の場合有
総訓練時間

住所：我孫子市天王台 3-22-10 天王台岩佐ビル 3階・5階

アクセス：JR天王台駅南口から徒歩7分、JR東我孫子駅から徒歩7分

TPSキャリアカレッジ
我孫子天王台校

実施施設

実　　技

訓練時間帯

23名

事務実務マスター科 1～2

TEL：04-7157-2500

事務職希望者および受付、営業職、販売職、電話応対業務など、人と接する仕事を目指す方

Word・Excelのパソコン資格取得学習をはじめ、ビジネスマナー、電話応対、クレーム対応など事務
職の基礎知識、接遇、プレゼンテーション能力など幅広い事務スキルを身につける。パソコンスキル
のみでなく、実務の現場に役立つコミュニケーション能力全般を身に付ける。

Microsoft Office Specialist Word2016、Excel2016、秘書技能検定2級、ビジネス実務マナー検定2級、
サービス接遇検定2級、電話応対技能検定4級、ビジネス文書検定2級（授業時間外で任意受験、別途受験料
自己負担）

事務職の基礎知識とコミュニケーションスキルとして、ビジネスマナー、ビジネス文書、電話応対、ク
レーム対応、接遇技能などの学習および秘書検定2級、電話応対技能検定などの資格取得学習

パソコンの基本操作（Word,Excel)とビジネスマナー、電話応対、クレーム対応、接遇技能な
どの実習およびビジネス文書作成、プレゼンテーション実習

20名

訓練内容
（カリキュラム）

学　　科

就職支援

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

324時間

在宅ホームヘルパー、デイサービスセンターやグループホーム、特別養護老人ホームなどの介護スタッ
フ、障がい者福祉施設の支援員など

訓練時間帯
平日　概ね9:40～16:10

平日　概ね　9:30～16:10

訓練内容
（カリキュラム）

学　　科

テキスト代等　10,460円 8月26日　16：10～
※要事前予約

職務の理解・介護の基本・福祉サービスの理解と医療との連携・老化、認知症の理解・障害
の理解・生活支援・看護助手業務と役割の理解・患者の理解などに関する講義など

生活支援技術演習・施設実習など

業界動向・自己理解・仕事理解・就業に向けて

348時間
キャリアカウンセリングは、時間外実施の場合有

土・日・祝を除く　10：00～15：00

10月1日～12月27日（3か月）

取扱校：市原高等技術専門校

応募書類作成、模擬面接、キャリアコンサルティング、ジョブカード作成など

一般事務職、営業職、受付、販売職、コールセンター業務など、人と接する機会の多い職種

就職支援

TEL：043-202-3386実施施設

住所：千葉市中央区本千葉町1－11千葉中央ビル5階

（介　  護）

（知識習得） 取扱校：我孫子高等技術専門校 ―１０－８

10月1日～12月27日（3か月）

１０介ー１

実　　技

高齢者・障害者介護業界及び医療機関における看護助手業務への転職・復職を考えている求職中の方

『自ら考え・行動できる』介護職員・看護助手としての基本的技術・知識の習得を目指す。訓練終了後
も就業先となり得る施設サービス及び在宅サービス、病院内の看護助手において継続して自身のスキル
アップを図る事ができ、専門職としてより高い知識・技術の習得に取り組める人材を目指す。

介護職員初任者研修課程修了（修了時に取得可能　※全カリキュラム履修後修了評価あり）
看護助手実務能力認定試験（全国医療福祉教育協会)(授業時間外で任意受験、別途受験料自己負担）
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コース番号　 面接

コース名 施設実習 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

コース番号　 面接

コース名 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

実習先

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

10月1日～1月31日（4か月）

住所：千葉市中央区新町1-17　JPR千葉ビル7階

㈱ニチイ学館　千葉校

就職に有利な資格取得を目指し、医療機関、調剤薬局への就職を最終目標とし、訓練導入講習を充実
させ、医療事務職についての職業意識の啓発を図ります。就職支援についても、履歴書や職務経歴書の
作成、面接指導を通して、積極的に就職活動を行える様訓練し、就職率80％以上を目標とします。

メディカルクラークは訓練時間外に在宅にて任意受験。メディカルオペレータ、メディカルドクターズク
ラークは訓練時間外に訓練場所にて任意受験。調剤報酬請求事務技能認定は任意申請にて取得
（注）いずれも別途受験料、申請料自己負担

１０Ｄ－１

病院、診療所の受付、クラーク、会計、カルテ管理、医師事務作業補助業務、調剤薬局

10月1日～12月27日（3か月）

TEL：047-467-4920

訓練時間帯

実　　技

16名

―

企業組合　労協船橋事業団実施施設

住所：船橋市高根台６－２－２０　    大蔵ビル２階

介護職員初任者研修（講義）、介護・障害者知識、同行援護従業者養成研修 （講義）、介
護予防指導、安全衛生

学　　科

介護職員初任者研修（演習）、同行援護従業者養成研修 （演習）、調理実習、職場見学、
職業人講話、介護実習

履歴書、模擬面接、自己理解、仕事理解、職業意識、ビジネスマナーなど

訪問介護事業所、高齢者入居施設（特別養護老人ホーム、老人保健施設、有料老人ホーム、グループ
ホーム）、通所施設（ディサービス）、訪問入浴事業所。障害者支援事業所　他

医療・調剤・ドクターズクラーク養成科

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

実施施設

学　　科

テキスト代等　9,687円
（別途健康診断料自己負担）

訓練時間帯 総訓練時間 312時間
キャリアカウンセリングは、時間外実施の場合有

医療現場で求められる人物について、病院窓口を想定した患者接遇、医療機関従事者による体験談及び意見交
換、自己分析、応募書類の作成、面接の対策、就業相談会及び個人面談等

千葉県内の医療機関

訓練導入
就職支援

訓練内容
（カリキュラム）

8/16 ,10:30及び8/27,10:30
※要事前予約（別日は、相談下さい）

テキスト代等　17,800円
（推奨副教材　3,000～17,000円程度）

就職支援

訓練内容
（カリキュラム）

アクセス：JR千葉駅東口から徒歩5分

1～2

医療保険の概要、点数の解釈、診療報酬明細書作成、点検、医療関連法規、医学、薬学一
般、医師事務作業補助業務、調剤報酬請求業務

医療現場での受付業務やカルテ管理業務、会計業務、請求業務を体験実習

介護・障害者福祉業界での就職を希望される方

介護の基本（介護職員初任者研修）だけでなく障害者支援（同行援護）で即戦力として働ける資格も
取得します。福祉現場で働く生きた話や、介護現場実習により自分に合った長く・頑張れる職場を探し、
困っている方をあたかかく支援する心を身に付け、就業に望むことが出来ます。

介護職員初任者研修課程（修了時に取得可能）　同行援護従業者養成研修（修了時に取得可能）

TEL：043-244-2181

8月9日、8月26日
いずれも14：00～　※要事前予約

パソコン基本操作、医事コンピュータ明細書作成

●

平日　概ね　9:30～16:55

アクセス：新京成線　　高根木戸駅　　徒歩　3分

１０介ー２ （介　  護） 取扱校：船橋高等技術専門校

医療事務・調剤事務及び医師事務作業補助の知識を習得し、医療機関、調剤薬局への就業を目指す方

実　　技

職場実習

平日　概ね　9:30～16:10
キャリアカウンセリングは、時間外実施の場合有

（デュアル） 取扱校：市原高等技術専門校

介護職員初任者・障害者支援員養成科 5日間

22名

総訓練時間 471時間

●
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コース番号　 面接

コース名 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

コース番号　 面接

コース名 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

訓練内容
（カリキュラム）

総訓練時間

総訓練時間 315時間
キャリアカウンセリングは、時間外実施の場合有

テキスト代等　8,640円 随時受付：要電話予約　10：00～

平日　概ね 9:15 ～ 15:45

実施施設

就職支援

実　　技

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

Word,Excel,PowerPointの操作方法及び検定対策（Word,Excel）
各種ビジネス実務文書の作成演習、Web作成（アップロード、修正と更新）

自己理解、応募書類作成、ジョブカード作成支援、面接実習、キャリアコンサルティング

マウスやキーボードの操作ができる方。　訓練修了後、速やかな就職を目指す方。

①ビジネスマナー等の習得により社会人としての基本的な対人対応ができる。
②Word、Excel、PowerPointの機能を理解し、ビジネス文書やデータ処理など実務で活用できる。
③Webによる情報発信が適切かつ効果的に行うことができる。

パソコンでローマ字入力が出来る方で、訓練修了時までに就職を目指す方

日本商工会議所(文書作成3級　データ活用3級　プレゼン資料作成3級)
Microsoft Office Specialist (Word2016,Excel2016,PowerPoint2016)
（授業時間外に当校にて試験実施、任意受験、受験料は別途自己負担）

Windowsの基礎（インターネットを利用した情報収集、ビジネスメール活用等）
ビジネスマナー（挨拶、報告・連絡・相談、電話・来客応対、企業訪問時のマナー等）

アクセス：JR千葉駅から徒歩5分

応募書類作成、面接練習、個別面談、ビジネスマナー、ジョブカード作成、具体的な目標設
定

実　　技

テキスト代等　   13,400円

営業・販売・事務分野など、業務にパソコンを使用するあらゆる職種

ビジネスに必要なWord、Excel、PowerPoint・インターネット・電子メール等のパソコン活用法を基礎
から応用まで総合的に学習する。さらに、情報リテラシーの知識を習得する。実践的な課題を解く訓練
を通して企業が求める即戦力となる人材を育成する。

Microsoft Office Specialist (MOS) Word2016、Excel2016、PowerPoint2016
（授業時間外で訓練会場にて実施、任意受験、別途受験料自己負担）

コンピュータ入門・インターネットの仕組み・セキュリティ対策・情報モラル・情報リテラシー、IT活用知識、
メールの基本、Word・Excel・PowerPoint基礎知識、ビジネスコミュニケーション

ビジネスパソコン即戦力養成科 1～2

リ・クリエイション21
ビジネススクール

住所：千葉市中央区新田町2-19　岩澤ビル2F

TEL：043-244-0014

30名

パソコン基本操作、Word・Excelの基本操作・応用操作・チャレンジ問題、PowerPoint操作・プレ
ゼン発表など

東芝OAスクール
住所：千葉市中央区中央3-3-1　フジモト第一生命ビル10Ｆ

学　　科

キャリアカウンセリングは、時間外実施の場合有
訓練時間帯

一般事務・営業事務などの事務系職業、企画、営業、情報処理関連技術者、
情報機器の保守・サポート、サポートデスクなど

訓練内容
（カリキュラム）

学　　科

就職支援

平日　概ね9:20～16:00 312時間

実施施設

訓練時間帯

11月1日～1月31日　（3か月）

11月1日～1月31日（3か月）

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

取扱校：船橋高等技術専門校

事前予約により見学可能

パソコン総合マスター科 1～2

●

１１－２ （知識習得）

１１－１ （知識習得）

28名

１１月開講コース

取扱校：市原高等技術専門校 －

TEL：043-222-7456
アクセス：JR千葉駅から徒歩10分　京成千葉中央駅から徒歩5分
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コース番号　 面接

コース名 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

コース番号 面接

コース名 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

Microsoft Office Specialist Word2016Expert、Excel2016Expert、Access2016、VBA　Expert、ITパ
スポート、秘書技能検定2級（授業時間外で任意受験、別途受験料自己負担）

パソコン未経験者、パソコン資格取得希望者、PCスキルを活かした仕事への就職を希望される方

パソコンを基礎から学習し、一般的な事務処理に必要な操作技術を身に付ける。さらに資格取得も目
指す。また事務知識・ビジネスマナーなど、事務職に限らずどの業種でも必要な汎用性の高いビジネ
ススキルを身につける。就職活動と職場の両方で役立つ技能・知識を習得する。

Microsoft Office Specialist Word2016、Excel2016、PowerPoint2016、Access2016、秘書技能検定2級
（授業時間外で任意受験、別途受験料自己負担）

パソコン（Windows10）の基礎知識と、ビジネスマナーや言葉づかいなどコミュニケーション
スキルやビジネス文書の取り扱いなど秘書検定2級取得のための学習

パソコンの基本操作、インターネット、電子メールの活用法、Word・Excel・PowerPoint・Access
の基礎と資格取得学習（2016バージョン使用）、パソコンによる各種ビジネス書類づくり

平日　概ね9:30～16:00
総訓練時間

実　　技

キャリアカウンセリングは、時間外実施の場合有
訓練時間帯 324時間

9月24日　16：10～
※要事前予約テキスト代等　13,270円

住所：成田市東町 155-3 太地ビル3階

TEL：0476-37-3557

応募書類作成、模擬面接、キャリアコンサルティング、ジョブカード作成など

一般事務職、営業職、コンピュータ関連業種ほか、医療・介護・販売等パソコンを使う職種

アクセス：JR総武線市川駅から徒歩3分 ・京成本線市川真間駅から徒歩9分

11月1日～1月31日（3か月）

住所：市川市市川2-1-1　パーク・ノヴァ市川　事務棟2階

訓練内容
（カリキュラム）

学　　科

1～2

中級PC・事務スキルマスター科 2～3

9月24日　16：20～
※要事前予約

IT技術・IT社会の概要、システム開発の基礎と、ビジネスマナーや言葉づかいなどコミュニ
ケーションスキルやビジネス文書の取り扱いなど秘書検定２級取得のための学習

Word Expert・Excel Expert・Accessの基礎と資格取得学習（2016バージョン、Windows10)、
Web・ネットワーク講習、Excel VBAによるマクロ作成とプログラミングの学習、プレゼンテーション
講習

応募書類作成、模擬面接、キャリアコンサルティング、ジョブカード作成など

一般事務職、コンピュータ関連業種、営業職、その他の業種のパソコンを使用する職務主な就職先の業種、
職種、就職実績等

PC基本操作（文字入力・マウス操作）ができる方、PCスキルを活かした仕事への就職を希望される方

PC初心者ではない受講者が、就職のために更なるスキルアップをめざす。PCの上級レベル等各種資
格の学習で事務職としてのIT知識の幅を広げ、秘書検定2級レベルのビジネスマナー・事務知識も習
得する。職場で即戦力となる高いパソコンスキルとビジネススキルを身につける。

実施施設

実施施設

就職支援

平日　概ね9:30～16:00
キャリアカウンセリングは、時間外実施の場合有

１１－３ （知識習得）

アクセス：京成成田駅から徒歩10分、JR成田駅から徒歩11分

11月1日～1月31日（3か月）

TPSキャリアカレッジ
成田校

TPSキャリアカレッジ
市川校

１１－４ （知識習得） ―取扱校：旭高等技術専門校

取扱校：船橋高等技術専門校 ―

訓練時間帯 総訓練時間

TEL：047-318-3733

訓練内容
（カリキュラム）

就職支援

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

実　　技

28名

パソコン・事務技能マスター科

28名

324時間

テキスト代等　12,600円

学　　科
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コース番号　 面接

コース名
パソコン
レベル

訓練期間 募集定員 22名 総訓練時間

託児施設
住
所

訓練目標

コース番号　 面接

コース名 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

OAパソコン基礎科(託児)

11月1日～1月31日（3か月）

にこにこランド　ゆりのき園

初めて簿記を学ぶ方、基礎から学び直したい方

企業における事務作業の中心である数字（簿記・経理）を中心に、給与計算の知識も習得し、経理
事務･総務事務･営業事務に対応できる能力を身につける。

実　　技

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

業種：製造業、情報通信業、卸売・小売業、金融・保険業、不動産業、サービス業、飲食・宿泊業、専門
サービス業(会計事務所・税理士法人）
職種： 経理事務、総務・人事、営業事務、一般事務、営業職、 業務ソフトインストラクター

松戸市新松戸3-275　洋興ビル201

日本商工会議所簿記検定2級・3級(任意受験・各自申込)、
弥生検定 パソコン経理事務上級・中級、弥生認定インストラクター（任意受験・訓練校にて受験可
能）

企業事務基礎知識(企業に関する実務、労基法･社保に関する基礎知識)、
日商簿記3級(商業簿記)、日商簿記2級(商業簿記･工業簿記)

訓練内容
（カリキュラム）

学　　科

就職支援

パソコンによる会計基本操作(弥生会計)、経理実務実習、消費税の基礎知識、
パソコンによる給与基本操作(弥生給与)、給与計算実習　Excel応用実習

ー

スリーエス　ビジネススクール

9月19日（木）16：30～
※要事前予約

住所：千葉市中央区中央2-7-2大島屋ビル

対象者
訓練終了後3か月以内での就職を希望
し、キーボードでの文字入力ができる
パソコン初心者の方

Word・Excel・PowerPoint・Accessの多様な機能を学び、パソコンで仕事を効率化できる能力を養いま
す。また、就活に役立つようMOS資格の検定対策を行い、応募書類の書き方や面接マナー・ビジネスマ
ナーも学びます。

Windowsパソコンの基本構成、安全衛生、著作権、ネット利用時のマナー他

１１－５

訓練時間帯

実　　技
画面・ファイル操作、Word・Excel・PowerPoint・Access（2016バージョン）の操作と検定対
策他

取得可能資格
Microsoft Office Spcialist(MOS)　Word2016、
Excel2016、PowerPoint2016、Access2016
（いずれも時間外で任意受験。受験料は別途自己負担）

応募書類作成指導、面接･筆記試験対策、個別相談、職業人講話、キャリア･コンサルティン
グ等

１１託ー１ （託　  児）

ビジネスマナー、自己理解、履歴書・職務経歴書作成、面接マナー、キャリアコンサルティング
他

平日　概ね9:30～15:55
キャリアカウンセリングは、時間外実施の場合有

TEL：043-221-0489
アクセス：JR千葉駅から徒歩10分、京成千葉中央駅から徒歩7分

11月1日～1月31日（3か月）

テキスト代等

（知識習得）

総務、一般事務、営業事務、パソコンを使う仕事全般

P36・37託児利用につい
てをご確認ください

330時間
9月10日、9月26日
両日とも14:15～
※要事前予約

自己負担
見込額

11,200円
施設見学会訓練時間帯

1～2

実施施設

実施施設

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

―取扱校：市原高等技術専門校

24名

330時間

テキスト代等　9,240円

明生情報ビジネス専門学校
（1号館）

住所：松戸市新松戸4-2-1

TEL：047-346-2469
アクセス：JR新松戸から徒歩3分

訓練内容
（カリキュラム）

取扱校：我孫子高等技術専門校 ●

学　　科

就職支援

IT会計スペシャリスト科

総訓練時間
キャリアカウンセリングは、時間外実施の場合有

平日　概ね　9:30～16:10
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コース番号　 面接

コース名 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

コース番号　 面接

コース名 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

花の一般知識、フラワーアレンジメント、アーティフィシャルフラワー、ブライダルフラワー、
グリーンコーディネート、カラー、現場見学　等

マナー実習、フラワーアレンジメント（アート、生花）、まとめ　等

職業意識、自己分析、企業研究、履歴書・職務経歴書・ジョブカード作成支援、面接指導
他

花屋、花関連会社（花材、加工、生産）、ホテル、結婚式場、レストラン、ウェディング会場　等

フラワービジネスに興味があり、訓練修了時までに就職を目指す方

フラワー業界で必要な接客マナーやコミュニケーション力の修得と、デザイン・アレンジメント・ブライ
ダルフラワー・カラー等の基礎を身に付け、さらにフラワー制作を実技中心に学び、フラワー業界、ホ
テル、葬祭業など幅広い分野で活躍できる人材を育成します。

テキスト代等　    10,000円

１１－７

キャリアカウンセリングは、時間外実施の場合有

1

資格の学校TAC津田沼校

9月11日及び9月24日　14：00～
※各1時間程度　予約不要

実　　技

公益社団法人　日本フラワーデザイナー協会3級受験資格　※修了時に取得可能
日本フラワーデザイナー協会3級、色彩検定３級　※授業時間外で任意受験、別途受験料自己負担

実　　技

就職支援

TEL：03-5276-8922（お問合せ先）
アクセス：JR津田沼駅・徒歩3分　新京成新津田沼駅・徒歩6分　京成津田沼駅・徒歩13分

11月1日～1月31日（3か月） 20名

修了後、関連職種に早期就職を目指す方

医療保険制度を理解し、病院や診療所における受付や会計、診療費計算、診療報酬明細書作成、保
険請求までの処理ができ、医療機関において幅広く従事できるコミュニケーションスキルを兼ね備えた
人材を目指す。

一般社団法人日本医療報酬調査会　医科医療事務検定試験（3級・2級）・調剤事務検定試験
公益財団法人日本医療保険事務協会 　診療報酬請求事務能力認定試験
　※いずれも授業時間外で任意受験、別途受験料自己負担

オリエンテーション・安全衛生　医療事務の点数算定（外来・入院）レセプト作成手書き実
習　問題演習　調剤事務の知識　個人情報保護　コミュニケーションスキル（応用）

レセプト作成PC操作実習　電子カルテ実習　医療事務演習

面接対策　履歴書・職務経歴書作成　マナー　等

病院・診療所の医事各部門（受付・会計、病棟クラーク、カルテ管理、診療報酬請求事務）、調剤
薬局（受付・会計、処方せん入力、レセプト作成・点検）、健康保険組合などにおける事務スタッフ

訓練時間帯
平日　概ね　10:00～16:40

総訓練時間 327時間

11月1日～1月31日（3か月）

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

（知識習得） 取扱校：船橋高等技術専門校 ●

医療事務実践科

実施施設

住所：習志野市谷津1-16-1モリシア津田沼オフィス11F

20名

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

１１－６ （知識習得） 取扱校：東金高等技術専門校 ●

TEL：043-243-7177

訓練時間帯

アクセス：JR千葉駅西口から徒歩3分、京成千葉駅から徒歩5分

訓練内容
（カリキュラム）

学　　科

キャリアカウンセリングは、時間外実施の場合有

実施施設
株式会社ゆうか
人材教育訓練センター

住所：千葉市中央区新千葉2-5-1　千葉芳野ビル２F

平日　概ね9:30～16:10

フラワークリエイター養成科

就職支援

学　　科

訓練内容
（カリキュラム）

309時間

テキスト代等19,000円
（別途市場見学代金等自己負担）

9月19日　13：30～
※要事前予約

ー

総訓練時間
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コース番号　 面接

コース名 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

コース番号　 面接

コース名 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

事務職希望者および受付、営業職、販売職、電話応対業務など、人と接する仕事を目指す方

Word・Excelのパソコン資格取得学習をはじめ、ビジネスマナー、電話応対、クレーム対応など事務
職の基礎知識、接遇、プレゼンテーション能力など幅広い事務スキルを身につける。パソコンスキル
のみでなく、実務の現場に役立つコミュニケーション能力全般を身に付ける。

Microsoft Office Specialist Word2016、Excel2016、秘書技能検定2級、ビジネス実務マナー検定2級、
サービス接遇検定2級、電話応対技能検定4級、ビジネス文書検定2級（授業時間外で任意受験、別途受験料
自己負担）

事務職の基礎知識とコミュニケーションスキルとして、ビジネスマナー、ビジネス文書、電話応対、ク
レーム対応、接遇技能などの学習および秘書検定2級、電話応対技能検定などの資格取得学習

パソコンの基本操作（Word,Excel)とビジネスマナー、電話応対、クレーム対応、接遇技能な
どの実習およびビジネス文書作成、プレゼンテーション実習

応募書類作成、模擬面接、キャリアコンサルティング、ジョブカード作成など

一般事務職、営業職、受付、販売職、コールセンター業務など、人と接する機会の多い職種

テキスト代等　11,000円 9月20日（金）10：00～（事前予約）

早期就職を希望される方

建設作業現場や倉庫内作業場等で安全に作業をするための知識・技術を習得する。また、車両系建設
機械等の使用時における道路交通法の遵守並びに安全に運転する技術及び技能を習得する。

フォークリフト運転技能講習・特別教育講習（小型車両系）・MOSワード2016・MOSエクセル2016
（PCの資格は任意受験・受験料は別途自己負担）

訓練内容
（カリキュラム）

学　　科 ワープロソフト操作・表計算ソフト操作・プレゼンテーション作成ソフト操作

実　　技
ワープロソフト・表計算ソフト・プレゼンテーション作成ソフト操作実習・フォークリフト運転技能
講習・特別教育（小型車両系）

就職支援 ビジネスマナー・履歴書作成指導・面接指導・自己開示・自己理解・ジョブカードの作成

１１建ー１ （知識習得） 取扱校：我孫子高等技術専門校 ー

パソコンも学べる機械オペレーター科 1

実施施設
ＪＯＢ ＳＣＨＯＯＬ
野田ゼミナール　野田校

住所：〒278-0037　野田市野田417-2

TEL：04-7128-5566
アクセス：東武アーバンパークライン　野田市駅徒歩4分

11月1日～1月31日（3か月） 20名

訓練時間帯 総訓練時間 ３２３時間

1～2事務実務マスター科

実施施設
TPSキャリアカレッジ
我孫子天王台校

住所：我孫子市天王台 3-22-10 天王台岩佐ビル 3階・5階

TEL：04-7157-2500
アクセス：JR天王台駅南口から徒歩7分、JR東我孫子駅から徒歩7分

11月1日～1月31日（3か月） 23名

訓練時間帯

主な就職先の業種、
職種、就職実績等 建設業、運送業に係わる機械オペレータ等、倉庫管理業務に係わる事務職等

平日　概ね9：00～15：30
運転技能講習期間中は
概ね8:00～19：00(土日祝実施の場合有)
キャリアカウンセリングは、時間外実施の場合有

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

9月24日　16：20～
※要事前予約

訓練内容
（カリキュラム）

学　　科

就職支援

取扱校：我孫子高等技術専門校 ー

平日　概ね9:30～16:00
総訓練時間 324時間

キャリアカウンセリングは、時間外実施の場合有

１１－８ （知識習得）

テキスト代等　10,460円

実　　技

31



コース番号　 面接

コース名 施設実習 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

コース番号　 面接

コース名 施設実習 　８日間 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

実　　技
介護職員初任者研修（こころとからだのしくみと生活支援技術演習、介護実習　等）
マナー実習

就職支援

ー

介護職員初任者研修課程修了（修了時に取得可能　※全カリキュラム履修後修了評価あり）
認知症サポーター（オレンジリング）取得（修了時に取得可能）

訓練内容
（カリキュラム）

訓練内容
（カリキュラム）

学　　科

実　　技

就職支援

実施施設
NPO法人まごころネット
ワーク新松戸教室

住所：松戸市新松戸4-50　新松戸Uビル2・5階

TEL： 047-340-1381
アクセス：　JR常磐線・武蔵野線　新松戸駅　徒歩５分

20名

訓練時間帯
平日　概ね 9:30～16:40

総訓練時間 314時間
キャリアカウンセリングは、時間外実施の場合有

介護職員初任者研修
（高齢者・障がい者）科

    11月1日～1月31日(3か月)

介護福祉業界で早期に就職を希望される方

介護・福祉の専門職として職業倫理と態度を養い、社会福祉及び関連領域の基礎知識と介護技術を
習得することを目的とします。また、高齢者や障がい者(児)の多様化するニーズに対応できる「福祉
のこころ」を持った、即戦力となる人材の育成を目指します。

介護職員初任者研修課程修了(高齢者)、居宅介護職員初任者研修課程修了(障がい者)
(修了時に取得可能)　※全カリキュラム履修後に修了評価あり

職務の理解、介護における尊厳の保持・自立支援、介護の基本、介護・福祉サービスの理解と医療との連
携、コミュニケーション技術、老化の理解、認知症・障害の理解、障がい者(児)に関連する講義　等

基本介護技術に加え、応用技術を交えた演習を実施。
総合生活支援技術演習、調理実習、介護実習、緊急時の対応など

ビジネスマナー、自己分析、履歴書・職務経歴書の作成支援、ジョブカードの作成、模擬面接、就職説明会

特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・有料老人ホーム・デイサービス・グループホーム・訪問
介護などの介護スタッフ、障がい者福祉施設の支援員等
就職実績：現在2,000名以上の訓練生が修了しており、介護施設や障がい者福祉施設にて活躍中

１１介ー２ （介　  護） 取扱校：我孫子高等技術専門校 ●

１１介ー１ （介　  護） 取扱校：東金高等技術専門校 ●

実施施設
株式会社ゆうか
人材教育訓練センター

住所：千葉市中央区新千葉2-5-1　千葉芳野ビル２F

TEL：043-243-7177
アクセス：JR千葉駅西口から徒歩3分、京成千葉駅から徒歩5分

5日間 ー

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

特別養護老人ホーム　介護老人保健施設　有料老人ホーム　グループホーム　デイサービス
訪問介護　病院　障がい者福祉施設　等

11月1日～1月31日（3か月） 20名

訓練時間帯
平日　概ね9:20～16:50

総訓練時間 309時間
キャリアカウンセリング、介護実習は時間外実施の場合有

テキスト代等　    7,535円
（別途健康診断料等自己負担）

9月19日　15：00～
※要事前予約

介護福祉業界に興味があり、訓練修了時までに就職を目指す方

介護職員として必要な基礎知識と技術の基本、倫理及び認知症や障害者の理解を習得します。認知症
サポーター講座では、認知症に対する正しい知識・理解を持ち、介護施設や病院・障害者施設など介
護業界で自信を持って活躍できる人材を育成することを目標とします。

学　　科
介護職員初任者研修（職務の理解、介護の基本、老化、認知症、障害の理解　等）
認知症サポーター

職業意識、自己分析、企業研究、履歴書・職務経歴書・ジョブカード作成支援、面接指導
他

テキスト代等　6,480円
（別途健康診断料6,000円）

随時開催　平日10時から16時
※事前にお電話ください

介護職員初任者研修科（認知症サポーター等）
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コース番号　 面接

コース名 施設実習 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

コース番号　 面接

コース名 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

実習先

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

実施施設 ふれあいサービス茂原校

自己理解・キャリアの見直し、履歴書・職務経歴書作成、グループワーク
面接ロールプレイング、個人面談、一般常識等

実施施設 千葉情報経理専門学校
住所：千葉市中央区新宿2-5-2

TEL：043－246－4211
アクセス：ＪＲ千葉駅東口から徒歩8分、京成千葉中央駅西口から徒歩１分

11月1日～2月28日（4か月） 22名

訓練時間帯
平日　概ね　9:20～15:50

総訓練時間 432時間
キャリアカウンセリングは、時間外実施の場合有

救急救命や疑似体験（80歳及び認知症）等の科目にも力を入れ、修了後は即戦力となり利用者一人ひ
とりの意思を尊重し、心と心が通い合える優しい介護者。そして、経験を重ね将来的には働きながら介
護福祉士等の上の資格を目標に社会介護の一端を担うヘルパーを目指す。

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

随時可能　　※要事前予約

はじめて経理簿記を学ぶ方で、一般事務職・経理事務職等への早期就職を目指す方

企業の事務、経理等の仕事をする上で、パソコンを最大限に活用でき、かつ、簿記、財務、税務、コン
ピュータ会計などの専門分野の習得とともに、顧客志向の経営やサービスが円滑に行えるようなコミュニ
ケーションスキルを学ぶ。ビジネス社会で実践的に使える知識・技能を修得する。

（日本商工会議所）簿記検定3級　（全国経理教育協会）簿記能力検定3級、法人税法能力検定3級
文書処理能力検定ワープロ・表計算2級・3級
※授業時間外で任意受験、別途受験料自己負担

訓練内容
（カリキュラム）

学　　科 ＩＴの概論、簿記、税法、財務分析

訓練導入
就職支援

１１介ー３ （介　  護） 取扱校：東金高等技術専門校 ●

介護職員初任者研修課程（救急救命等）

テキスト代等　8,180円

住所：茂原市千代田町1-4-6　ASOビル3階

TEL：0475-36-2031
アクセス：JR茂原駅南口から徒歩3分

10名

訓練時間帯
平日　概ね9:30～16:50

総訓練時間

１１Ｄ－１ （デュアル） 取扱校：市原高等技術専門校

316時間
実習期間中、訓練時間が異なる場合有

テキスト代等　11,800円
（別途健康診断料自己負担）

随時実施　※要事前連絡

4日間 ー

11月1日～1月31日（3か月）

訓練内容
（カリキュラム）

学　　科

実　　技

就職支援

●

一般企業、会計事務所、税理士事務所等を予定（千葉市内及び千葉県内）

企業全般、会計事務所等の一般事務、経理事務、営業事務、PC入力事務等

実　　技 コンピュータ会計、Word、Excel、PowerPointの操作方法の習得

職場実習 接客接遇、OA機器操作、会計実務等

介護職員初任者研修課程修了（修了時に取得可能　※全カリキュラム履修後修了評価あり）
ベーシックライフサポーター（試験あり）

介護制度・医学の基礎知識・ヘルパーとして最も大事な倫理観に重点を置いた講義等

介護技術の習得、救急救命、点字、手話、高齢者疑似体験、認知症疑似体験、福祉車両の操
作、フットケア等

応募書類の記入方法、面接試験対策、個別相談、就職施設来校等

介護特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、通所介護施設、グループホーム、各種病院、
ヘルパーステーション、送迎サービス等

パソコン・経理事務科 1～2

介護福祉業界での就職を希望される方
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コース番号　 面接

コース名 パソコンレベル

訓練期間 募集定員

自己負担見込額 施設見学会

対象者

訓練目標

取得可能資格

実習先

主な就職先の業種、
職種、就職実績等

メディカルクラーク、メディカルドクターズクラーク*訓練時間外に在宅・訓練場所以外で任意受験
メディカルオペレータ　*訓練時間外に訓練場所以外で任意受験（注）いずれも別途受験料自己負担
調剤報酬請求事務技能認定（訓練終了時）

訓練内容
（カリキュラム）

学　　科
医療保険の概要、点数の解釈、診療報酬明細書作成・点検、医療関連法規、医学・薬学一
般、医師事務作業補助業務、　調剤薬局事務

実　　技 パソコン基本操作、医事コンピュータ明細書作成　車椅子・杖歩行介助の基礎知識

職場実習 医療機関での受付業務やカルテの管理業務、会計業務、請求業務を体験学習

訓練導入
就職支援

千葉県内の医療機関

病院、診療所の受付、クラーク、会計、カルテ管理、医師事務作業補助業務

１１Ｄ－２ （デュアル） 取扱校：船橋高等技術専門校 ●

医療事務・調剤薬局・ドクターズクラーク養成科 1～2

実施施設 株式会社 ニチイ学館 柏校
住所：〒277-0005　柏市柏1-2-38　さくら柏ビル4F

TEL：04-7160-2533
アクセス：JR常磐線・東武野田線　柏駅から徒歩2分

11月1日～2月28日（4か月） 22名

訓練時間帯
平日　概ね9:30～16:10

総訓練時間 447時間
キャリアカウンセリングは、時間外実施の場合有

テキスト代等17,800円
（推奨副教材　4,000円程度）

9月20日,27日 14：00～　＊要事前予約

医療事務及び医師事務作業補助の知識を習得し、医療機関への就業を目指す方

就職に有利な資格取得を目指し、医療機関への就業を最終目的とします。就職支援として、就業アドバ
イザーによる履歴書や職務経歴書の作成、面接指導・キャリアコンサルティングを通じて積極的に就職活
動を行う道筋を作り、就職率80％以上を目標とします。

医療機関で求められる人物について、病院窓口を想定した患者接遇、医療機関従事者による体験談及
び意見交換、自己分析、応募書類の作成、面接の対策、就業相談会及び個人面談等。
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千葉県マスコットキャラクター

チーバくん

MEMO
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システム

② 託児定員には限りがあります。（特に1歳未満）

③ 託児の期間及び時間は、下記の予定です。

④ 託児料は無料です。

 ⑤ 食事、おやつ、ミルク、おむつ等の用意はありません。

⑥ 託児対象は受講開始日現在で生後6か月から6歳までの就学前の乳・幼児になります。

⑦ 集団の場ですので、当日体調の悪い（37.5度以上の発熱、感染疾患等）お子さんはご遠慮ください。

⑧ 託児施設には保育士がいます。

利用方法     「委託訓練コース受講申込書」と一緒に「託児サービス利用申込書」（P.48）をハローワークに提出してください。

　  託児申込書の提出がない場合は託児を受けられません。

　　託児利用決定者には、取扱高等技術専門校から関係書類の提出等指示があります。

注意事項

② 衣服は活動しやすく汚れてよいもの、脱ぎ着しやすいものを着せてください。

③ 水筒、昼食、おやつを持参してください。

　  なお、詳細については上記システム項目⑤を参照してください。

④ ミルクの必要な赤ちゃんには、保育士が調乳し、飲ませますので、各自でミルク、

　  ほ乳びんをご用意いただき、飲む時間を保育士に指示してください。

　　現在、母乳の赤ちゃんは、ほ乳びんでミルクを飲む練習をしておいてください。

⑤ 託児時間の前後は、お母さんと保育士の連絡時間です。朝は余裕をもってお越しになり、

　  お子さんの機嫌や体調、生活上の注意点を保育士にお伝えしてください。

⑥ お母さんと離れても、友達や保育士と仲良く遊べることを前もって話しておいてください。

　  他のお友達と一緒に遊んだり、おもちゃや折り紙等お子さんが楽しめるものを用意しています。

⑦ 託児には万全を期していますが、万一の場合に備え、傷害保険、賠償責任保険等に加入します。

　  ただし、保険の適用外のこともあります。（保険料の負担はいただきません。）

　 ※給食は有料で、1歳以上1食300円～500円程度、月額の場合もあります。

(４) 託児利用について　

※ 託児条件の詳細については施設によって異なりますので、詳細は面接時などにご確認ください。
ここでは概要についてご紹介します。
※ 託児希望者の数及びお子さんの月齢によっては、託児施設が変更になることがあります。
なお､通所手当については、自宅と訓練機関間の支払いとなります。
※受入人数を超えて応募があった場合等は、託児サービスを利用できない場合があります。

① 離職者等再就職訓練を受講する保護者のお子さんを対象とし、

　  受講によりお子さんを保育できない場合で、同居親族等も保育できない場合にお預かりします。

　（給食の提供が可能な園や、給食の提供のみの園があります。）

　 ※食物アレルギーのあるお子さんは、お弁当を持参してください。

① 託児希望者の数及びお子さんの月齢によっては、託児場所が変更になることがあります。

　  なお、通所手当については､自宅と訓練機関間の支払いとなります。

コース番号
託児受入人数

（予定）

託児時間（予定）

訓練のある日
開講日・閉講日

(土・日・祝日を除く)

  8託 - 1 12人
8月2日∼10月30日 8月1日・10月31日

9:10∼17:20 9:10∼13:00

  9託 - 1 12人
9月3日∼11月28日 9月2日・11月29日

9:10∼17:20 9:10∼13:00

  9託 - 2 12人
9月3日∼11月28日 9月2日・11月29日

9:45∼17:00 8:50∼12:00

  10託-1 12人
10月2日∼12月26日 10月1日・12月27日

9:10∼17:20 9:10∼13:00

  11託-1 12人
11月5日∼1月30日 11月1日・1月31日

9:10∼17:20 9:10∼13:00
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※ 託児施設が複数あるコースの場合、希望の施設に預けられないことがあります。

 

☆ 託児施設（予定）☆

①着替え（下着も含む）

②水筒（お茶等をいれてきてください）

③コップとタオル

④ナイロン袋またはビニール袋（必要な場合）

⑤おむつ及びお尻ふき（１日の託児中に必要な枚数）

⑥昼食（給食を利用しない場合）・おやつ

⑦ミルク・ほ乳びん（飲む時間を保育士に指示してください）

持ち物には、

すべて名前を書いて

一袋に入れて

おいてください。

※必要な持ち物は、お子様の年齢や園によって異なりますので

詳しくは改めてご確認いただきますようお願いいたします。

持ち物

（例）

※受入れ状況により、「干潟保育所」を利用する場合も

あります。（あさひこひつじ幼稚園の管理保育所）

8託－１

9託－１

9託－2

10託－１

11託－１

あさひこひつじ幼稚園
住所：旭市二-6544

電話：0479-63-3700

JR干潟駅から徒歩8分

保育所にこにこランド ゆりのき園
住所：松戸市新松戸3-275 洋興ビル201

電話：047-341-1159

JR新松戸駅から徒歩10分
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①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

欠席・遅刻・早退等により、受講すべき時間が不足した場合は技能講習修了
試験の受験資格・特別教育の修了証が得られませんので、十分に注意して受
講してください。

技能講習の学科試験が不合格の場合、実技の講習に進めない場合がありま
す。その他登録教習機関により取扱いが異なることがありますので、詳細は
訓練実施施設にお問い合わせください。

講習を受講する際には、別途受講申込を行う必要があります。
受講申込に必要なもの（詳細は訓練実施施設にお問い合わせください。）
　　　・受講申込書
　　　・写真（タテ３ｃｍ×ヨコ２．５ｃｍの上半身写真、正面、無帽、無背景）
　　　・本人確認、記載事項確認書類（注）
（注）本人確認について
登録教習機関では受講の際、本人確認ができる書類の提示をお願いしており
ます。
確認内容は、本人の顔写真付きのもので、氏名・生年月日・現住所が記載さ
れているものです。
具体的には、 ・自動車運転免許証
　　　　　　　　　・住民基本台帳カード（顔写真、現住所記載されているもの）
　　　　　　　　　・公の機関が証明した資格証明書
　　　　　　　　　・旅券（パスポート）
　　　　　　　　　・住民票（マイナンバーが記載されていないもの）

本コースで実施する技能講習については、労働安全衛生教育の観点から、す
べての技能講習について一般講習時間での受講となります。（受講時間の免
除等はありません。）

同様に特別教育についても法令によって講習時間が定められており、講習の
全科目・全期間を受講した方のみ特別教育修了証が交付されます。

(５) 建設人材コースについて

建設人材コースのカリキュラムには技能講習・特別教育が含まれております。
（これは「労働安全衛生法」及び「労働安全衛生規則」に基づき千葉労働局の
登録教習機関で実施するものです。）

技能講習等受講の際は、訓練場所が訓練施設と異なります。また、土曜日・
日曜日・祝祭日に実施する場合があり、訓練時間も8:00～19:00等と長時間に
なる場合もあります。

訓練期間中の事故または器物破損に備えて、訓練生総合保険への加入が必
要です。
（受講生負担：保険料3か月3,000円）

技能講習は法令によって講習時間が定められており、講習の全科目・全期間
を受講した方のみ、修了試験を受験できます。修了試験合格者には技能講習
修了証が交付されます。
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　○参考 訓練実施施設

　【11建-1】
　　　・委託校　：　ＪＯＢ ＳＣＨＯＯＬ　野田ゼミナール　野田校（TEL 04-7128-5566）
　　　・登録教習機関　：　キャタピラー教習所(株)東関東教習センター
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●　●　●　(6)『離職者等再就職訓練』以外の公共職業訓練　●　●　●
（ 県立高等技術専門校（ちばテク）が行うコース ）

電話番号
住所

コース名 訓練期間 募集定員

訓練目標

0436-22-0403
〒290-0053 市原市平田981-1

塗装科 １年（4月～3月） 20 名

ビルメンテナンス科 ６か月（4月～9月、10月～3月） 15 名

047-433-2790
〒273-0014 船橋市高瀬町31-7

金属加工科 ９か月（4月～12月、10月～6月） 10 名

　※令和２年度以降 ６か月（4月～9月、10月～3月） 10 名

04-7184-6411
〒270-1163 我孫子市久寺家684-1

造園科 ６か月（1月～6月、4月～9月、7月～12月、10月～3月） 　11 名

0475-52-3148
〒283-0804 東金市油井1061-6

建築科 １年（4月～3月） 30 名

左官技術科 ９か月（4月～12月） 8 名

左官技術科 ６か月（1月～6月、7月～12月） 8名

　※令和２年度以降 ６か月（10月～3月、3月～8月） 8名

建設業界で働く左官職人、タイル張り職人、ブロック積職人を目指します。
※こちらのコースは、施設内訓練と企業での実習を組み合わせたデュアルシステムコースです。

建設業界で働く左官職人、タイル張り職人、ブロック積職人を目指します。

建設業界や金属加工業界で働く溶接工を目指します。

我孫子高等技術専門校（ちばテク我孫子校）

公園や庭園の施工・管理に携わる造園技能者を目指します。

東金高等技術専門校（ちばテク東金校）

木造建築業界で働く大工を目指します。

船橋高等技術専門校（ちばテク船橋校）

「離職者等再就職訓練（千葉県が民間教育訓練機関に委託する、再就職のため
の公共職業訓練）」の他にも、県立高等技術専門校（ちばテク）が直接行う職業訓
練コースがございます。
下記コースは、離転職者向けの比較的短期間で、授業料が無料のコースです。下
記コースの他にも、学卒者向けの長期間のコース（要授業料）や障害のある方を対
象としたコースがございます。
詳しくは、ハローワークにある「千葉県立高等技術専門校｜入校案内」、またはＨＰ
をご覧ください。

実施施設

市原高等技術専門校（ちばテク市原校）

建設業界や金属塗装業界で働く塗装工を目指します。

オフィスビルや大型商業施設などで働く電気設備や空調機、ボイラーの管理技術者を
目指します。
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○募集期間選考日程等

令和元年１０月入校（訓練期間：６か月）

ビルメンテナンス科（ちばテク市原校）

造園科（ちばテク我孫子校）

令和元年１０月入校（訓練期間：９か月）（デュアルシステム訓練）

令和２年１月入校（訓練期間：６か月）

造園科（ちばテク我孫子校）

左官技術科（ちばテク東金校）

選考日 令和元年11月28日　（木）

合格発表 令和元年12月 5日　（木）

入校日 令和２年 1月 8日　（水）

訓練期間 ６か月（１月～６月）

コース名

（実施施設）

募集期間 令和元年10月21日（月） ～ 令和元年11月15日（金）

選考日 令和元年 8月29日　（木）

合格発表 令和元年 9月 5日　（木）

入校日 令和元年10月 4日　（金）

募集期間 令和元年 7月16日（火） ～ 令和元年 8月20日（火）

選考日 令和元年 8月29日　（木）

合格発表 令和元年 9月 5日　（木）

入校日 令和元年10月 1日　（火）

訓練期間 ９か月（１０月～６月）

コース名
金属加工科（ちばテク船橋校）

（実施施設）

募集期間 令和元年 7月16日（火） ～ 令和元年 8月20日（火）

訓練期間 ６か月（１０月～３月）

コース名

（実施施設）
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船 橋 高 等 技 術 専 門 校
TEL 047-433-2790

我孫子高等技術専門校
TEL  04-7184-6411

市 原 高 等 技 術 専 門 校
TEL 0436-22-0403

(７)取扱高等技術専門校（面接会場）

市原市平田９８１－１

ＪＲ五井駅東口下車、徒歩１５分

船橋市高瀬町３１－７

ＪＲ南船橋駅から徒歩１０分

京成谷津駅から徒歩２５分

我孫子市久寺家６８４－１

・ＪＲ我孫子駅北口から徒歩約２５分

・ＪＲ我孫子駅北口より

「あけぼの山公園入口行

（つくし野入口経由）」にて

『つくし野入口』下車、徒歩約１０分

「あけぼの山公園入口行

（我孫子ビレジ経由）」にて

『久寺家団地入口』下車、徒歩約１０分

※本校の敷地は特殊車両による職業訓練を実施する

ため一般の方向けの駐車場はありません。

9介実－１

９介－３

１０介－１

10D－1

１１Dー１

10介－２

９Ｄ－２

11Ｄ－２

8託－1 ８介－２ 9託－1 ９介－２

1０託－１ 11介－２ １１託－１
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旭 高 等 技 術 専 門 校
TEL 0479-62-2508

東 金 高 等 技 術 専 門 校
TEL  0475-52-3148

旭市鎌数５１４６

ＪＲ干潟駅から徒歩１７分

東金市油井１０６１－６

東金駅入口バス停よりちばフラワーバス千葉行にて

丘山小学校下車、徒歩１５分

ＪＲ千葉駅よりフラワーライナーバス成東行にて

丘山小学校下車、徒歩１５分

ＪＲ千葉駅よりレイクサイドライナーバス片貝駅行

（東金駅西口経由）にて高等技術専門校下車、徒歩１分

9託－2

１１介－１

8介－3

8介－1

9介－1
１１介－３
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（８）その他面接会場

リ・クリエイション21
〒260-0027

千葉市中央区新田町2-19

リ・クリエイション２１

ビジネススクール
TEL 043-244-0014

千葉市中央区新田町2－19 岩澤ビル2F
JR千葉駅から徒歩5分

株式会社ナレッジベース 柏校
TEL 04-7189-7078
柏市旭町1-7-17 中山ビル2階

JR・アーバンパークライン 柏駅から徒歩3分

１０－５

８－６

８－２

NKT
キャリアアップカレッジ
TEL 0475-47-4070

茂原市茂原1575

JR茂原駅から徒歩16分

９－３

９－２

１１－１

９－１
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資格の学校 TAC 津田沼校

TEL 047-470-1831
習志野市谷津1－16－1 モリシア津田沼オフィス11F
JR津田沼駅 南口から徒歩3分

上記以外に

新京成電鉄 新津田沼駅南口から徒歩6分

新京成電鉄 京成津田沼駅北口から徒歩13分

日本医療事務協会 船橋教室
TEL 047-411-3671
船橋市本町7－11－5 KDX船橋ビル5F
JR総武線・東武アーバンパークライン船橋駅から徒歩4分

１１－７

１０－２９D－１

９－６
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１１－６

株式会社ゆうか

人材教育訓練センター
TEL 043-243-7177

千葉市中央区新千葉2-5-1 千葉芳野ビル2Ｆ

JR千葉駅西口から徒歩3分

京成千葉駅から徒歩5分

千葉駅西口

株式会社ゆうか

１０－６

学校法人 大原学園

大原簿記公務員医療情報ビジネス専門学校津田沼校

〒２７５－００１６

千葉県習志野市津田沼１－１－１

℡０４７－４７２－７００１

ＪＲ線 津田沼駅 徒歩２分

新京成線 新津田沼駅 徒歩5分
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（９）  Q＆A

お申込みいただけますが、受講開始日までに離職者で

ある必要があります。

お申込み可能です。住所を管轄する

ハローワークへご相談ください。

履歴書の書き方や面接練習等を行います。

就職活動は訓練と並行して行っていただきます。

次回の募集案内（令和元年度12,1,2,3月開講コース）は

10月中旬頃に発行する予定です。

必須ではありませんが、参加することをお勧めしておりま

す。気になることがあれば、実施施設へお問い合わせく

ださい。

Q1
現在、在職中ですが、申し込みは可能ですか？

Q2
千葉県在住ではないのですが、申込みは可能ですか？

施設見学会への参加は必須ですか？

訓練で受けられる就職支援とは、どのようなものですか？

次回のパンフレットは、いつ発行されますか？

Q3

Q4

Q5

※P.49託児サービス利用申込書を提出する際は、

本ページを募集案内から切り離してご利用ください。
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所 名

千 葉

千 葉 南

市 川

銚 子

館 山

木 更 津

佐 原

茂 原

い す み

松 戸

野 田

船 橋

成 田

(10) ハローワーク（訓練担当部門）一覧

電話番号 所在地 管轄区域

043-242-1181
(部門コード 42＃)

〒261-0001

千葉市美浜区幸町1-1-3

千葉市のうち中央区

(千葉南所の管轄区域を除く)

美浜区、花見川区、稲毛区、若葉区、

四街道市、八街市、山武市、

山武郡横芝光町

043-300-8609
(部門コード 42＃)

〒260-0842

千葉市中央区南町2-16-3

海気館蘇我駅前ビル3階

千葉市のうち中央区

(赤井町、今井、今井町、鵜の森町、

大森町、生実町、川崎町、川戸町、

塩田町、白旗、蘇我町、蘇我、

大巌寺町、新浜町、仁戸名町、

花輪町、浜野町、星久喜町、

松ヶ丘町、南生実町、南町、宮崎、

宮崎町、村田町、若草)

千葉市緑区、市原市、東金市、

大網白里市、山武郡のうち九十九里町

047-370-8609
(部門コード 42＃)

〒272-8543

市川市南八幡5-11-21
市川市、浦安市

0479-22-7406
〒288-0041

銚子市中央町8-16
銚子市、匝瑳市、旭市

0470-22-2236
〒294-0047

館山市八幡815-2
館山市、鴨川市、南房総市、安房郡

0438-25-8609
〒292-0831

木更津市富士見1-2-1

スパークルシティ木更津ビル5階

木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市

0478-55-1132
〒287-0002

香取市北1-3-2
香取市、香取郡

0475-25-8609
〒297-0078

茂原市高師台1-5-1

茂原地方合同庁舎1F

茂原市、長生郡

0470-62-3551
〒298-0004

いすみ市大原8000-1
勝浦市、いすみ市、夷隅郡

047-367-8609
(部門コード 43＃)

〒271-0092

松戸市松戸1307-1

松戸ビル3階

松戸市、柏市、我孫子市、流山市

04-7124-4181
〒278-0027

野田市みずき2-6-1
野田市

（第2庁舎）

047-420-8609
(部門コード 42＃)

（第2庁舎）〒273-0005

船橋市本町2-1-1

船橋スクエア21ビル7階

船橋市、習志野市、八千代市、

鎌ヶ谷市、白井市

（駅前庁舎）

0476-89-1700
(部門コード 41＃)

（駅前庁舎）〒286-0033

成田市花崎町828-11

スカイタウン成田３階

成田市、佐倉市、印西市、富里市、

印旛郡、山武郡のうち芝山町
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受付年月日

　千葉県立　　　　　　　高等技術専門校長あて

　　　令和　　　　年　　　　月　　　　日

　職業訓練受講期間中に係る託児サービスの利用について、以下のとおり申し込みます。

　なお、記入内容については、事実と異なることの無いことを宣誓します。

電話番号 自宅 緊急連絡先※

※緊急連絡先は、確実に連絡が取れる連絡先を記入してください。

年齢 性別

　　歳
　　か月

男・女

年齢 性別

　　歳
　　か月

男・女

年齢 性別

　　歳
　　か月

男・女

利用対象
児童との

続柄
性別 職業

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

（否の理由） 名称

住所

電話番号

●託児サービス利用対象児童（就学前の児童に限る）

受付番号 令和　　　年　　　月　　　日

※太線枠内のみ記入してください

職業訓練受講期間中に係る託児サービス利用申込書

受講者（保護者）
氏　　　　名

ふりがな

　　　　　　　　　　　　　　　印

受講者（保護者）
住　　　　所

ふりがな

備考

（特に伝えておきたい児童の情報等）

利用対象
児童①

（　ふ　り　が　な　）
氏　　　　　名

生年月日

Ｈ・Ｒ　　年　　　月　　 日生

備考

（特に伝えておきたい児童の情報等）

利用対象
児童②

（　ふ　り　が　な　）
氏　　　　　名

生年月日

Ｈ・Ｒ　　年　　　月　　 日生

（ふりがな）
氏　　　名

生年月日 備考

利用対象
児童③

（　ふ　り　が　な　）
氏　　　　　名

生年月日

Ｈ・Ｒ　　年　　　月　　 日生

備考

（特に伝えておきたい児童の情報等）

託児サービス
利用希望

（訓練受講）期間

令和　　　年　　　月　　　日　～　令和　　　年　　　月　　　日まで

※訓練受講期間中に利用対象児童が就学する場合、その前日まで

託児サービス
の利用を

必要とする理由

次のいずれにも該当する（チェックしてください）
　□就学前の児童の保護者であって職業訓練を受講することによって
    当該児童を保育することができない
　□同居親族その他の者が当該児童を保育することができない

●託児サービス利用対象児童の家庭の状況（同居の場合に限る）

能開施設
記入欄

託児サービス利用の可否 託児サービス実施期間

可　・　否 　令和　　年　　月　　日～令和　　年　　月　　日

託児サー
ビス提供
機関情報

〈注意〉　訓練の受講及び託児サービスの利用が確定した方の当該託児サービス申込書は、訓練実施機関及び託児サービ
　　　　　ス提供機関へ情報提供されます。この申込書によりご提供いただいた個人情報については、個人情報保護法等
　　　　　により取扱い、訓練期間中の託児サービスの利用目的以外に使用することは一切ありません。

令和　　年　　月　　日承諾 受講訓練科名

メモ
（備忘）
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千葉県が実施する普通職業訓練の短期課程を受講したいので下記により申し込みます。

千葉県立　　　　　　　高等技術専門校長　　あて

※日中連絡のつく電話番号をご記入ください。

勤務先業種 従事していた職務内容

裏面へお進みください。

特記事項

ジョブ・カード作成状況（作成の状況で○をお付けください）

様式１　　　   　   様式２　　　　      様式３

　　　　　　年　　　　月　　　　　日　受付

公共職業安定所   受講指示の　　　　　可　　　　　　　　否

  受講推薦の　　　　　可　　　　　　　　否

(担当者　　　　　　　　　　　　　　） 　支援指示の　　　　　可　　　　　　　　否

　　　　※この訓練コース受講申込書の個人情報は、この訓練に係ること以外には使用しません。

委 託 訓 練 コ ー ス 受 講 申 込 書

希望コース名
証明写真のり付け

３×４ｃｍ
正面上半身脱帽

最近３ヶ月以内に
撮影したもの

コース番号

訓練施設名

( フ リ ガ ナ ）

※記入にあたっては黒いボールペンを使用することとし、消せるボールペンや鉛筆は使用しないでください。

氏　　　　名

雇用保険支給番号 取 扱 校 名 市 原 ・ 船 橋 ・ 我 孫 子 ・ 旭 ・ 東金

公共職業
訓練等の
受講歴

有
・
無

①　訓練科名　　　　　　　　　　　　　　　　　　訓練施設名

　　　　　 　年　 　　　月　 　　　日　 　～ 　　　　 　　年　 　　　月　　 　　日

②　訓練科名　　　　　　　　　　　　　　　　　　訓練施設名

　　　　 　　年　 　　　月　 　　　日　 　～ 　　　　　　年　 　　　月　　 　　日

生年月日  昭和・平成　 　年（西暦　　　　年）　　　　月　　　　日　 年齢　　　　　　才 性別　　　　　　男　　　・　　　女

現住所

　〒

電話番号 緊急連絡先

最終学歴
修了状況

□卒業　□卒業見込　□修了　□中退

職　　　歴

会社等の名称
雇用形態

（正社員、派遣、
パート・アルバイト　他）

在職期間

　　　年　 　月から

　　　年　 　月まで

　　　年　 　月から

　　　年　 　月まで

　　　年　 　月から

　　　年　 　月まで

公
共
職
業
安
定
所
記
載
欄

区
　
分

資 格 等

託児サービス利用希望

※託児サービス利用申込書も
あわせて提出してください。

1　ア　希望有り（　　名）　　　　イ　希望無し

２　上記１でア（希望有り）に○印をした場合、利用する就学前の乳幼児全員の年齢(開講日現在)等について次に記載願います。

　（１） １歳未満の乳児：有り（満　　ヶ月）・無し　　　　　　（２） １歳以上の幼児：有り（満　　歳、満　　歳、満　　歳）・無し

　・生年月日：Ｈ・Ｒ　　　　年(西暦      　　  年)　　　月　　　日　/　性別：　　　　　男　　・　　女

　・生年月日：Ｈ・Ｒ　　　　年(西暦   　　     年)　　　月　　　日　/　性別：　　　　　男　　・　　女

最近のものを上にして

順番に記入してください。
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以下の項目について具体的に記入してください。

以下の項目は、パソコンレベルの記載されたコースを志望される方のみご記入ください。

レベル1 □ パソコンを操作したことがない（経験が少ない）

□ マウス操作（クリック・ドラッグ等）ができる

□ キーボードでローマ字入力ができる

□ インターネット検索、メールの送受信ができる

□ Wordを使って文書作成ができる □ ホームページが作成できる

□ Excelを使って表やグラフの作成ができる

□ Excelの関数を使って表計算ができる

□ PowerPointを使ってプレゼンテーション資料作成ができる

今までどのような就職活動をしてきましたか。また、これからの就職の希望についてもお聞かせください。

表裏面に記載漏れの無いようお願いします。（無記入欄には「特になし」等の記載をお願いします）

なぜこの訓練コースを志望しましたか。（理由）

この訓練をどのように就職に活かしたいですか。

（例）　求人検索件数、応募件数、面接を受けた回数等

希望業種、希望職種

希望雇用形態
（正社員、派遣社員　等）

お問い合わせ　千葉県商工労働部産業人材課　　043-223-2762
          〒260-8667  千葉市中央区市場町１－１

    http://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/index.html

訓練修了後の予定
（該当項目にレ印）

□ 訓練修了後すぐに就職したい
□ 訓練中でも就職したい
□ 資格取得後、就職したい

□ すぐに就職するつもりはない
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

＊コース選択の際は、パソコンレベルの項目をご確認の上、ご自分のレベルとあったコースをお選びください。

パソコン
レベル

該当項目にレ印をご記入ください。

レベル２

レベル３
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