
所 名 所 名 所 名

千 葉 木 更 津 松 戸

千 葉 南 佐 原 野 田

市 川 茂 原 船 橋

銚 子 い す み 成 田

館 山 0470-22-2236

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

047-370-8609
(部門コード 42＃)

0475-25-8609 047-420-8609
(部門コード 42＃)

0479-22-7406 0470-62-3551 0476-89-1700
(部門コード 41＃)

043-242-1181
(部門コード 42＃)

0438-25-8609 047-367-8609
(部門コード 43＃)

043-300-8609
(部門コード 42＃)

0478-55-1132 04-7124-4181

訓練期間 令和3年4月～令和5年3月（2年間）
入校日は訓練施設により異なります。コース詳細をご確認ください。

　　お申し込みは住所を管轄するハローワークの職業相談窓口へ！

電話番号 電話番号 電話番号

選考日 令和3年3月10日(水)～3月16日(火)　の間で訓練施設の指定する日
各学校の選考方法、選考日程はコース詳細をご確認ください。

合格発表日 令和3年3月23日(火) 発送
結果は、応募者全員に郵送で通知します。電話でのお問い合わせには応じられません。

受講手続日
合格発表後、入校日までの間で、取扱高等技術専門校の指定する日
日時・場所は、合格発表通知にてご案内します。（コース詳細に予定日を記載しています。）
受講手続日に出席できない場合は訓練を受講できませんのでご留意ください。

募集期間 令和3年2月2日(火)～3月2日(火)

令 和 3 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 し て 実 施 す る 、 再 就 職 の た め の 公 共 職 業 訓 練 で す 。

長期高度人材育成コース

４月開講 受講生募集案内

千葉県マスコットキャラクター

チーバくん

訓練カリキュラムの詳細等 →  各訓練施設へ（連絡先はコース詳細に記載）

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

その他、訓練全般について

→ 各取扱高等技術専門校（P.13参照）または千葉県産業人材課（P.16）へ
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受講料無料
テキスト代、健康診断料等は自己負担

資格取得が目的

の２年コース

介護福祉士 6コース35名

保育士 7コース69名

美容師 4コース10名
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　１　訓練の目的
　　　　各コースともに、正社員就職を希望する非正規雇用労働者等が、安定した雇用環境への転換を図るため、

　　　　国家資格等の高い職業能力を習得することを支援し、正社員就職へ結びつけることを目的としています。

　２　対象者（①～⑦必須）
　　　① 再就職を希望し、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。

　　　　※ この訓練の受講については、雇用保険受給資格者の方が優先されます。

　　　④ 高等学校卒業以上または同等以上の学力を有すると認められる者（資格取得要件）。

　　　　※合格者は、受講手続時等に証明書類を提出していただきます。

　　　⑤ 対象資格等を取得する明確な意思を有し、正社員就職を希望する方。

　　　⑥ ハローワークにおいて、ジョブカードを活用したキャリアコンサルティングを受け、当該訓練

　　　　の受講が必要と認められた方。

　　　⑦ 本コースは再就職のための訓練ですので、新規学卒者（大学、高等学校等を令和3年3月に

　　　　 卒業見込みの方）及び学卒未就職者で受講申込み時点で卒業後１年以上経過していない

　　　　 方は応募できません。

　３　応募方法
　　　「長期高度人材育成コース受講申込書」に必要事項を記入し、84円切手を貼った

　　　返信用封筒（長３封筒、右上参照）とあわせて住所を管轄するハローワークに提出してください。

　　　 ※応募できるのは、１コースのみです。

　　　 ※郵送また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のご相談をお願いします。

　　　 ※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。

　　　 ※受付後の申込書の返却は致しません。

　４　選考方法
　　　面接による選考を行います。（応募者全員実施）

　　　選考の日時・場所は訓練施設ごとに異なります。

　　　コース詳細に記載の日時・場所をご確認の上、受講申込書に記入した訓練施設の選考を受けてください。

　　　また、原則として事前に面接の通知はありませんので、直接実施場所へお越しください。

　　　※面接を受けられない方は選考対象外となりますので、ご注意願います。

　５　合格発表
　　　選考結果は合否にかかわらず、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。)

　　　※辞退する場合は、必ず受講手続日までに手続きをしたハローワークと該当コースの取扱高等技術専門校に連絡してください。

　６　受講手続
　　　合格者は受講手続への出席が必要です。受講手続に出席できない方は訓練を受講できません。

　　　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。

　　　受講手続の予定日をコース詳細に記載しています。（受講手続日が変更になる場合は別途連絡します。）

　７　経費
　　　受講料は無料ですが、テキスト代、総合保険、健康診断料、実習に係る経費等は自己負担です。

　　　各学校での自己負担見込額をコース詳細に記載しています。（多少変動する場合があります。）

　８　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、訓練受講中に基本手当、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。

　９　訓練期間、訓練時間及び修了要件
　　　①訓練期間は、令和3年4月から令和5年3月までの2年間※です。（※入校日から、卒業式の日または資格取得の日まで）

　　　②訓練時間は、各訓練施設の定めによりますので、施設見学会等でご確認ください。
　　    　（原則月曜日から金曜日の毎日。夏季の長期休業等あり。土・日に訓練の場合もあるので、詳しくは訓練施設で確認ください。）

　　　③修了要件は、総訓練設定時間の80％以上の受講、養成課程の修了、設定資格の取得のすべてを満たす必要があります。

　　　④オンラインによる訓練を行う場合がありますので、詳細については訓練施設にご確認ください。

　１０  その他
　　　①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訓練コースの併願はできません。

　　　②保育士養成課程の千葉女子専門学校（R3-H1）は女性のみの募集となります。その他は男女とも応募可能です。

　　　③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。

　　　④本事業については、本事業に係る予算等が成立することを前提としています。

訓練の目的・対象者・応募の手続等

84円
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訓練内容 介護概論、障害者福祉論等の専門的な理論、介護技術等の演習、社会福祉施設での介護実習等、
介護福祉士に必要な知識と技術を習得します。

コース
番号

所在地 定員
（名）

取扱
専門校

ページ

R3-K1 千葉市中央区 1～15 市原 4

R3-K2 千葉市中央区 1～15 市原 4

R3-K3 千葉市稲毛区 1～15 船橋 5

R3-K4 成田市 1～15 旭 5

R3-K5 流山市 1～6 我孫子 6

R3-K6 四街道市 1～15 東金 6

訓練内容 社会福祉、児童福祉、保育原理、養護原理、乳幼児心理学、養護内容、保育実習等、
保育士に必要な知識と技術を習得します。

コース
番号

所在地 定員
（名）

取扱
専門校

ページ

R3-H1 千葉市中央区 1～20 東金 7

R3-H2 千葉市若葉区 1～20 東金 7

R3-H3 木更津市 1～20 市原 8

R3-H4 成田市 1～20 旭 8

R3-H5 流山市 1～20 我孫子 9

R3-H6 市川市 1～10 船橋 9

R3-H7 佐倉市 1～20 旭 10

訓練内容 衛生行政、美容師法等の関係法規・制度、衛生管理、保健、美容技術理論、美容実習等、
美容師に必要な知識と技術を習得します。

コース
番号

所在地 定員
（名）

取扱
専門校

ページ

R3-B1 千葉市中央区 1～8 市原 11

R3-B2 柏市 1～2 我孫子 11

R3-B3 船橋市 1～10 船橋 12

R3-B4 浦安市 1～10 船橋 12

※注意事項

①総定員数は介護福祉士が35名、保育士が69名、美容師が10名を予定しています。

　　各コース定員に満たなかった場合も、追加募集は行いません。

②カリキュラムや自己負担見込額の内訳や支払時期は、県ホームページをご覧いただくか、各訓練施設にお問い合わせください。

③どのコースも資格取得を目的としていますが、訓練施設ごとに特色がありますので、施設見学会に参加してください。

　 なお、施設見学会は原則事前予約が必要です。

④どのコースも本科生（一般学生）と同じクラスで訓練を行います。

⑤どのコースも訓練生は同一カリキュラムで訓練を行うため、履修免除はできません。また、休学や留年はできません。

   なお、コースによって、希望する場合はカリキュラム等を追加できる場合があります。

　 なお、県ホームページには令和3年2月24日時点の状況を、翌日（25日）に掲載予定です。

⑥各コースの応募状況については、ハローワークにお問い合わせください。

専門課程総合美容科

コース名

介護福祉科

介護福祉科

介護福祉科

介護福祉士学科

介護福祉学科

訓練施設名

パリ総合美容専門学校千葉校

パリ総合美容専門学校柏校

植草学園短期大学

清和大学短期大学部

コース名

専門課程総合美容科

千葉女子専門学校

介護福祉学科

コース名

保育科

訓練施設名

こども教育学科

保育士学科 成田国際福祉専門学校

こども福祉学科 江戸川学園おおたかの森専門学校

　　　　　● ● ●介護福祉士養成講座 一覧 ● ● ●

訓練施設名

大原医療保育福祉専門学校千葉校

京葉介護福祉専門学校

中央介護福祉専門学校

美容科 東京ベイカレッジ

総合美容科 ユニバーサルビュティ―カレッジ

成田国際福祉専門学校

江戸川学園おおたかの森専門学校

専門学校新国際福祉カレッジ

　　　　　● ● ●保育士養成講座 一覧 ● ● ●

千葉敬愛短期大学

　　　　　● ● ●美容師養成講座 一覧 ● ● ●

福祉学科児童障害福祉専攻
（こども未来学科　R３.４～学科名称変更)

こども学科

現代子ども学科

東京経営短期大学

6コース総定員数35名

7コース総定員数69名

4コース総定員数10名
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取扱専門校 市原 住所：千葉市中央区弁天1-16-2

訓練施設 電話：043-290-0008

コース名 アクセス：

上限定員 1～15名 自己負担見込額 115,000円程度

施設見学会

選考について
（日時・場所）

受講手続日 3月29日 入校日 4月2日

訓練時間帯

取扱専門校 市原 住所：千葉市中央区今井2-13-1

訓練施設 電話：043-262-7077

コース名 アクセス：

上限定員 1～15名 自己負担見込額  115,000円程度

施設見学会

選考について
（日時・場所）

受講手続日 3月29日 入校日 4月6日

訓練時間帯

JR千葉駅　千葉公園口徒歩2分

平日随時実施（10：00～16：00）
見学希望の方は、事前にご予約下さい。

介護福祉科

説明会　２月１8日（木）　１０:００～１２:００
上記以外にも平日随時実施

9：00～17：00（原則要事前予約）

日時：3月16日（火）10:00集合
場所：京葉介護福祉専門学校【面接】

平日　概ね　9：30～16：40
実習等で訓練時間が異なる場合あり

特徴

〇国家資格取得に向けて全校あげてサポートします。
〇就職指導室もあり県内の就職は95％以上、県外も含めると
就職率は100％です。
〇２年間で４回、計５８日間の社会福祉施設実習があります。
〇一般の学生と同じ教室で、同じカリキュラムです。
〇アットホームな雰囲気の中で、少人数制で徹底した　個別指
導を行います。
〇アクセスの面でもＪＲ蘇我駅西口より徒歩６分の所にあり交
通の便も非常に良いです。

日時：3月12日（金）10:00～
場所：大原医療保育福祉専門学校千葉校【面接】

平日　概ね　9：10～17：00（4時限までの場合）
カリキュラム、実習等で訓練時間が異なる場合あり

JR蘇我駅西口から徒歩6分

R3-K1

大原医療保育福祉専門学校千葉校

介護福祉科

特徴

●『本気になったら大原』でおなじみの専門学校です。
●千葉駅徒歩2分で通学のアクセスは抜群です。
●介護福祉士国家試験対策は万全です。基礎授業期より介
護福祉士国家試験レベルの問題への理解を深め、2年次には
国家試験対策として問題演習および模擬試験を繰り返し行
い、実力の定着を図ります。
●一般生、留学生と同じクラスで学習します。
●学校行事としてスポーツフェスティバルやその他各種イベン
ト（一部希望者のみ）があります。
●学生駐車場はありませんので、公共交通手段をご利用下さ
い。自転車通学は事前申請により可能です。

R3-K2
京葉介護福祉専門学校

● ● ● 介護福祉士養成講座　詳細 ● ● ●
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取扱専門校 船橋 住所：千葉市稲毛区緑町1-5-17

訓練施設 電話：043-242-0201

コース名 アクセス：

上限定員 1～15名 自己負担見込額 115,000 円程度

施設見学会

選考について
（日時・場所）

受講手続日 3月26日 入校日 4月6日

訓練時間帯

取扱専門校 旭 住所：成田市郷部583-1

訓練施設 電話：0476-26-1511

コース名 アクセス：

上限定員 1～15名 自己負担見込額 120,000円程度

施設見学会

選考について
（日時・場所）

受講手続日 3月29日 入校日 4月6日

訓練時間帯

R3-K3
中央介護福祉専門学校

介護福祉科 JR西千葉駅から徒歩8分
京成みどり台駅から徒歩1分

随時実施　9:00～16:00
（要事前予約）

日時：3月16日（火）　9:30集合
場所：千葉県立船橋高等技術専門校【面接】

平日　概ね　9:00～16:10
実習等で訓練時間が異なる場合あり

特徴

❐ＪＲ西千葉駅より８分・京成みどり台駅より１分の所にありま
す。
❐介護福祉士としての資質を高めることを目標に学習指導・
就職指導とも個別指導を重視しています。在宅介護実習棟が
併設しており、在宅介護の学習も充実しています。
❐一般の学生（留学生含む）と同じクラスで授業を受けます。
❐それぞれの条件に合う事業所・施設等へ就職しています。
❐同窓会の活動が活発です。介護現場での実習において、指
導者として卒業生が多数おり、効果的な学習に繋がっていま
す。

R3-K4

介護福祉士学科
①JR「成田駅」西口から徒歩15分
②京成「京成成田駅」西口から徒歩20分
③京成「成田湯川駅」から徒歩30分
④「成田駅」「京成成田駅」、千葉交通「成田駅西口」
　　より4番「美郷台・大谷津球場・竜角寺台車庫行き」
　　バスにて「体育館前」下車徒歩2分
⑤「成田湯川駅」、千葉交通「成田湯川駅」より
　　1番「吾妻・ボンベルタ経由JR成田駅西口行き」
　　バスにて「警察前」下車徒歩10分
　　2番「北高・中台経由JR成田駅西口行き」
　　バスにて「警察前」下車徒歩10分

月曜日から金曜日 9：30～17：00

日時：3月16日（火）13：30集合
場所：成田国際福祉専門学校【面接】

平日　概ね　9：20～16：40
実習等で訓練時間が異なる場合あり

特徴

本校は平成10年から介護福祉士養成を開始し、『地元に
就職する学校』として、地域へ福祉人材を輩出しておりま
す。特徴は、実践力を育む教育です。実習を意識した講
義・演習と、個別指導に力を注いでおります。学園生活
も、スポーツ大会、サマーキャンプ、学園祭、と充実して
います。就職指導も、専任職員がきめ細かく行っておりま
す。

成田国際福祉専門学校

 

 

西口 

JR 成田駅 

 

体育館入口 

 

 

成田国際福祉専門学校 

郷部大橋 

 
 佐原・鹿島 

イオン 
ショッピング 
センター 

国
道2
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成田山新勝寺 

▲
我
孫
子
・
柏 

京成成田駅 
 成田空港・芝山千代田 

千葉・津田沼・東京 

花屋さん ホテル 

 ワンハウスビル 

中台 
運動公園 成田警察署 
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取扱専門校 我孫子 住所：流山市駒木474

訓練施設 電話：04-7155-2691

コース名 アクセス：

上限定員 1～６名 自己負担見込額 100,000円程度

施設見学会

選考について
（日時・場所）

受講手続日 3月30日 入校日 4月2日

訓練時間帯

取扱専門校 東金 住所：四街道市山梨1316-1

訓練施設 電話：043-432-2797

コース名 アクセス：

上限定員 1～15名 自己負担見込額 100,000円程度

施設見学会

選考について
（日時・場所）

受講手続日 3月29日 入校日 4月7日（予定）

訓練時間帯

特徴

令和3年度に創立41年目を迎え、卒業生も10,834名に上
り、多くの方が福祉現場で活躍しています。大学と併用
の緑豊かな広いキャンパスで、体育館、図書館、実技修
得用の実習室・機材など設備も充実しています。介護の
理解を深めるための複数教員による授業や、少人数の
ゼミ形式の授業を実施しています。必修になった医療的
ケアの指導も充実しています。感染症対策には、対面授
業とオンライン授業を併用しながら対応しています。
流山おおたかの森駅から無料スクールバスを運行してい
ます。

R3-K6

介護福祉学科

日時：3月11日(木) 9:30集合
場所：江戸川学園おおたかの森専門学校【面接】

①つくばエクスプレス、東武アーバンパークライン
　　「流山おおたかの森駅」東口から無料スクールバス6分
②東武アーバンパークライン「豊四季駅」から徒歩12分
③JR 常磐線「柏駅」西口 東武バス2番のりばから
　　高田車庫行、柏の葉公園行、国立がん研究センター行、
　　柏の葉キャンパス駅西口行にて8分「梅林」下車、徒歩5分

オープンキャンパス(学校見学会）
2月20日(土）10：00～ (要事前予約）

上記以外にも個人見学随時実施 平日/土曜日10：00～(要事前予約）

R3-K5
江戸川学園おおたかの森専門学校

JR四街道駅南口 内陸バス乗場から
　みそら団地行「旭小学校」下車、徒歩10分
※面接試験当日は、バス待機場所から午前9
時発の無料スクールバスを運行します。

平日随時実施　時間等は応相談
要事前予約

日時：3月16日（火）　午前9時30分集合
場所：専門学校新国際福祉カレッジ　【面接】

JR四街道駅より送迎バスをご希望の方は四街道駅改札９時集合
＊事前に必ず連絡をお願いします。

平日　概ね　9：00～16：10
実習等で訓練時間が異なる場合があります。

特徴

本校は介護福祉士と社会福祉主事の併修を行っており
ます。介護福祉士としての視点だけではなく、社会福祉
の相談援助職としての視点も学ぶ事が出来ます。また木
曜日・金曜日は午前中のみのカリキュラムが多く、比較
的ゆとりをもって学習できます。教員は介護福祉の現場
経験者が多く、教科書の内容が現場でどのように活かさ
れているのかを詳しく教授します。四街道駅からは無料
送迎バスを使用できます。
また、駐車場（有料）もあるので、車での通学も可能で
す。

平日　概ね　9：10～16：20
実習等で訓練時間が異なる場合あり

専門学校新国際福祉カレッジ

介護福祉学科
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取扱専門校 東金 住所：千葉市中央区道場北1-21-21

訓練施設 電話：043-226-1525

コース名 アクセス：

上限定員 1～20名 自己負担見込額  155,000円程度

施設見学会

選考について
（日時・場所）

受講手続日 3月29日 入校日 4月2日

訓練時間帯

取扱専門校 東金 住所：千葉市若葉区小倉町1639-3（学生用無料駐車場有）

訓練施設 電話：043-233-9031

コース名 アクセス：

上限定員 1～20名 自己負担見込額 135,000円程度

施設見学会

選考について
（日時・場所）

受講手続日 3月29日 入校日 4月1日

訓練時間帯

①ＪＲ東千葉駅徒歩13分
②JR千葉駅前バス9番乗り場から千城台
車庫行、御成台車庫行「道場」下車、徒歩
3分
③ＪＲ千葉駅前バス13番乗り場からみつ
わ台車庫行「祐光3丁目」下車、徒歩3分

2月13日(土）　　１４：００　～　（1時間程度）要事前予約
上記以外にも学校見学等随時実施
平日10：00～16：30（要事前予約）

● ● ● 保育士養成講座　詳細 ● ● ●

R3-H1
千葉女子専門学校

保育科

日時：3月16日（火）10：00～（9：30集合）
場所：千葉女子専門学校【面接】

平日　概ね　9：00～16：10
実習等で訓練時間が異なる場合あり

特徴

卒業と同時に保育士資格、幼稚園教諭二種免許状が取
得できます。職業実践専門課程の認定校として保育の現
場を意識した講義や活動の中で幅広い世代の学生たち
が同じ空間で共に学んでいます。保育園、幼稚園、福祉
施設での勤務経験がある講師も多く在籍しており、附属
の認定こども園や近隣の園との連携を通して保育や子ど
もたちを知る機会が多く用意されており、実習や就職の
指導も充実しています。本訓練の修了生は11年間で120
名になり、そのうち20名以上が公務員試験に合格するな
ど保育の分野で広く活躍中です。

平日　概ね　9：20～16：30
（週一日程度と補講等の事情により18：10）

特徴

近年、保育現場に強く求められている、インクルーシブ保育や
特別支援教育を学ぶことができ、どのような子どもも優しく支え
ることができる保育者の養成をめざしています。
短期大学士、保育士資格、幼稚園教諭二種免許状、社会福
祉主事任用資格、希望により特別支援学校教諭二種免許状
や准学校心理士等、保育現場で生かせる多くの資格を取得で
きます。また、実習支援室やキャリア支援課に専門のスタッフ
がいて、実習や就職等のサポート体制が充実しています。無
料で学生駐車場が利用できます。

①JR千葉駅東口から約35分「ちばシティバス11番
乗り場」
②JR都賀駅東口から約15分「ちばシティバス4番乗
り場」
 共に「植草学園」行き（大学内バスターミナルに停
車します）
③千葉都市モノレール千城台北駅から徒歩10分
※面接当日のバス運行は春休みダイヤです。
　ご利用の方はお問い合わせください。

2月19日（金）　10：00　～　11：30
（見学及び前年度入学訓練生との懇談）

※上記以外にも見学は随時実施（要事前予約）
※開始時間より遅れて参加を希望する方は、予め連絡を下さい。

日時：3月12日（金）10：00～
場所：植草学園短期大学【面接】

R3-H2
植草学園短期大学

福祉学科児童障害福祉専攻
(令和３年４月学科名変更　こども未来学科)

（女性対象）
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取扱専門校 市原 住所：木更津市東太田3-4-2

訓練施設 電話：0438-30-5522

コース名 アクセス：

上限定員 1～20名 自己負担見込額 140,000円程度

施設見学会

選考について
（日時・場所）

受講手続日 3月26日 入校日 4月2日

訓練時間帯

取扱専門校 旭 住所：成田市郷部583-1

訓練施設 電話：0476-26-1511

コース名 アクセス：

上限定員 1～20名 自己負担見込額  130,000円程度

施設見学会

選考について
（日時・場所）

受講手続日 3月29日 入校日 4月6日

訓練時間帯

JR木更津駅東口直進５分、
千葉信用金庫向かい側、
君津学園スクールバスターミナルから
スクールバスで7分

2月20日(土)　13：30～15：00（事前予約）
上記以外にも学校見学は随時行います(要予約）

日時：3月10日(水)　午前10時
場所：清和大学短期大学部【面接】

平日　概ね　9：00～17：50
曜日により訓練時間が異なる場合あり

本校は、1967年創立の短期大学です。新しい校舎、最新の施
設・設備が整いました。学外宿泊集中授業や卒業記念発表会
等も授業の一環として実施しています。保育士の資格だけで
なく、希望する方は訓練外に無償で幼稚園教諭二種免許状の
取得も目指すことができます。１年次から就職に対する意識を
高めるよう指導し、２年次は各職場の職員を招き、心構えや職
場で望まれる人物像などについてオリエンテーションを実施し
ます。ピアノ初心者の方にもきめ細かな指導を行います。木更
津駅付近から無料スクールバスがあります。自家用車での通
学もできます。

R3-H3

①JR「成田駅」西口から徒歩15分
②京成「京成成田駅」西口から徒歩20分
③京成「成田湯川駅」から徒歩30分
④「成田駅」「京成成田駅」、千葉交通「成田駅西口」
　　より4番「美郷台・大谷津球場・竜角寺台車庫行き」
　　バスにて「体育館前」下車徒歩2分
⑤「成田湯川駅」、千葉交通「成田湯川駅」より
　　1番「吾妻・ボンベルタ経由JR成田駅西口行き」
　　バスにて「警察前」下車徒歩10分
　　2番「北高・中台経由JR成田駅西口行き」
　　バスにて「警察前」下車徒歩10分

月曜日から金曜日9：30～17：00

日時：3月16日(火)13：30集合
場所：成田国際福祉専門学校　【面接】

成田国際福祉専門学校

保育士学科

清和大学短期大学部

特徴

本校は平成１６年から保育士養成を開始し、『地元に就
職する学校』として、地域へ福祉人材を輩出しておりま
す。特徴は、実践力を育む教育です。実習を意識した講
義・演習と、個別指導に力を注いでおります。学園生活
も、スポーツ大会、サマーキャンプ、学園祭、と充実して
います。就職指導も、専任職員がきめ細かく行っておりま
す。

こども学科

平日　概ね　9：20～16：40
(実習等で訓練時間が異なる場合あり)

特徴

R3-H4
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千葉・津田沼・東京 
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 ワンハウスビル 

中台 
運動公園 成田警察署 
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取扱専門校 我孫子 住所：流山市駒木474

訓練施設 電話：04-7155-2691

コース名 アクセス：

上限定員 1～20名 自己負担見込額 80,000円程度

施設見学会

選考について
（日時・場所）

受講手続日 3月30日 入校日 4月2日

訓練時間帯

取扱専門校 船橋 住所：市川市二俣625-1

訓練施設 電話：047-328-6161

コース名 アクセス：

上限定員 1～１０名 自己負担見込額 145,000円程度

施設見学会

選考について
（日時・場所）

受講手続日 3月26日 入校日 4月3日

訓練時間帯

江戸川学園おおたかの森専門学校

こども福祉学科

日時：3月11日(木) 9:30集合
場所：江戸川学園おおたかの森専門学校【面接】

平日　概ね　9：10～16：20
実習等で訓練時間が異なる場合あり

特徴

令和3年度に創立41年目を迎え、卒業生も10,834名に上り、多
くの方が保育福祉現場で活躍しています。大学と併用の緑豊
かな広いキャンパスで、体育館、図書館、実技修得用の実習
室・機材など設備も充実しています。近隣保育園との交流会
や保育現場見学、卒業生の体験談などを通じ、仕事をイメー
ジできる学習を展開します。保育の技術指導、特にピアノ指導
には補助教員を配置し、初心者の方にも丁寧に指導します。
感染症対策には、対面授業とオンライン授業を併用しながら
対応しています。
流山おおたかの森駅から無料スクールバスを運行していま
す。

R3-H6

①つくばエクスプレス、東武アーバンパークライン
　　「流山おおたかの森駅」東口から無料スクールバス6分
②東武アーバンパークライン「豊四季駅」から徒歩12分
③JR 常磐線「柏駅」西口 東武バス2番のりばから
　　高田車庫行、柏の葉公園行、国立がん研究センター行、
　　柏の葉キャンパス駅西口行にて8分「梅林」下車、徒歩5分

R3-H5

オープンキャンパス(学校見学会）
2月20日(土）10：00～ (要事前予約）

上記以外にも個人見学随時実施 平日/土曜日10：00～(要事前予約）

日時：3月16日(火)9:30集合
場所：東京経営短期大学【小論文・面接】

平日　概ね　9：00～16：30
実習等で訓練時間が異なる場合あり

特徴

本学は、2017年から保育士養成を開始し、保育士・幼稚
園教諭としての専門知識やスキルはもちろん、 保護者を
支え、園運営に貢献し、地域に信頼される幅広い知識と
技能をもった人材を育成します。
教育の特徴は「実学で実践力をつける」「英語の好きな保
育士を目指す」「初心者でも上達するピアノレッスン」で
す。
　また、実習センターを完備し、日誌や指導案の指導や
学生の相談にも丁寧に対応しています。

東京経営短期大学

こども教育学科 JR西船橋 駅から徒約１２分
スクールバス有り

１月３０日(土)・２月１４日(日)・２７日(土)
１３：００ ～ １４：３０
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取扱専門校 旭 住所：佐倉市山王1-9

訓練施設 電話：043-486-7111

コース名 アクセス：

上限定員 1～20名 自己負担見込額  90,000円程度

施設見学会

選考について
（日時・場所）

受講手続日 3月29日 入校日 4月1日

訓練時間帯

 JR物井駅から徒歩7分

R3-H7
千葉敬愛短期大学

現代子ども学科

2月20日(土)、2月26日(金)　11：00～12：30(要事前予約)
校舎見学、個別相談も行います。

※上記以外にも平日見学随時実施(要事前予約)

日時：3月15日(月)　10:00集合
場所：千葉敬愛短期大学【面接】

平日　概ね　9：00～16：20
実習等で訓練時間が異なる場合あり

特徴

所定の単位を取得することで、短期大学士、保育士資格、幼
稚園教諭二種免許が取得できます。附属の認定こども園や系
列保育園と連携し、実習や授業を展開しています。さらに本学
では、必修科目のカリキュラムに1科目を加えて、「認定絵本
士」資格の取得が可能です。メディアセンターに「えほんのも
り」を設置し、児童図書、大型絵本、しかけ絵本、紙芝居、児童
書等、約10,000冊を所蔵しています。

就職支援では、1・2年次を通したキャリア支援科目を設置
し、就職活動準備も含めて、教職員が連携して支援していま
す。
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取扱専門校 市原 住所：千葉市中央区長洲1-15-12

訓練施設 電話：0120-065-810

コース名 アクセス：

上限定員 1～8名 自己負担見込額 545,000円程度

施設見学会

選考について
（日時・場所）

受講手続日 3月30日 入校日 4月6日

訓練時間帯

取扱専門校 我孫子 住所：柏市柏3-4-7

訓練施設 電話：04-7165-8810

コース名 アクセス：

上限定員 1～2名 自己負担見込額 565,000円程度

施設見学会

選考について
（日時・場所）

受講手続日 3月29日 入校日 4月6日

訓練時間帯
平日　概ね　9：25～16：05

実習等で訓練時間が異なる場合あり

特徴

本校では美容師として、卒業後、美容室などに就職し、即戦力
となれる力を備えた人材育成を目的にしています。安心して就
職できる、高い求人数が魅力で、毎年延べ求人数が約4千名
あり、希望者全員が社会保険加入の美容室に就職していま
す。就職先は美容室・まつ毛エクステンションサロン等の他、
訪問美容・介護美容など、美容業界の幅は拡大しています。
開校18年目となりますが、既に独立しカリスマ美容師（ＳＭＩＬＯ
ＯＰオーナー砂川勇斗）として活躍する先輩もいます。また、技
術力も高く、コンテストで優勝など、優秀な成績を残していま
す。独自の学費長期分割制度があり、自己負担額の分割納
付（最長5年）についてもご相談可能です。

日時：3月12日（金）13:30集合　14：00～
場所：パリ総合美容専門学校千葉校【面接】

平日　概ね　9：30～16：00
実習等で訓練時間が異なる場合あり

特徴

美容に関する知識と技術、接客の能力も磨く教育を重視。美
容師国家試験に受かる「基礎力」に加え、現場ですぐ役に立つ
「応用力」を身につけ「生きる力」を磨けます。
選択必修の授業の中で、日本を代表するヘアスタイリスト坂巻
哲也氏監修による「坂巻ゼミ」を実施。いま活躍中の美容師か
ら最新の技術と接客の心構えを直接教えてもらえる就職後を
見越した授業は、学生にも大人気です。
美容師免許はブランク後も再就職に強いことが特徴。自己負
担額の分割納付についてもご相談に応じます。

R3-B2
パリ総合美容専門学校柏校

専門課程総合美容科 JR・東武アーバンパークライン　柏 駅から
徒歩7分

平日随時実施9：30～17：00（要事前予約）

日時：3月17日（水）9：30集合
場所：パリ総合美容専門学校柏校【面接】

● ● ● 美容師養成講座　詳細 ● ● ●

R3-B1
パリ総合美容専門学校千葉校

専門課程総合美容科 JR線「本千葉駅」より徒歩3分
千葉都市モノレール「県庁前駅」より徒歩5
分
京成線「千葉中央駅」より徒歩12分

オープンキャンパス：2/13(土)9：30～ (要電話予約)
学校見学：平日9：30～16：00 (要事前予約)
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取扱専門校 船橋 住所：船橋市本町３－５－３

訓練施設 電話：０４７-４２２-４３１８

コース名 アクセス：

上限定員 1～１０名 自己負担見込額 480,000円程度

施設見学会

選考について
（日時・場所）

受講手続日 3月26日 入校日 4月7日

訓練時間帯

取扱専門校 船橋 住所：浦安市入船1-5-2 プライムタワー新浦安8階

訓練施設 電話：047-318-3090

コース名 アクセス：

上限定員 1～10名 自己負担見込額 300,000 円程度

施設見学会

選考について
（日時・場所）

受講手続日 3月26日 入校日 4月1日

訓練時間帯

   JR京葉線・新浦安駅から徒歩２分

R3-B3
ユニバーサルビューティーカレッジ

総合美容科

見学会は設定しておりません。随時対応いたしますの
で、見学をご希望の方は、予めお電話にてご予約下さ
い。

日時：３月１５日（月）９：３０より
場所：船橋高等技術専門校【面接】

平日　概ね　9：00～15：30
実習等で訓練時間が異なる場合あり

特徴

　本校は２００２年に創立した比較的新しい美容学校で
す。毎年就職率・国家試験合格率とも高い数字を残して
います。２０人程度の少人数クラス編成により、特に技術
指導にきめ細やかに目配りをし、生徒からの質問・疑問
等に柔軟に対応しています。また本校は関係企業や業
界団体と密接に連携して、実践的な知識・技術を身につ
けられる職業教育に取り組む学科として文部科学大臣よ
り「職業実践専門課程」に認定されております。

  JR・京成・東武　船橋 駅から徒歩７分

R3-B4
東京ベイカレッジ

美容科

平日　9:00 ～ 16:00 （要事前予約）

日時：3月10日（水）9時30分集合
場所：東京ベイカレッジ本部校舎（面接）

平日　概ね　9:00 ～ 16:40
実習等で訓練時間が異なる場合あり

特徴

●訓練内容や訓練目標（仕上がり像）について：実践的な授業を取り入れる
ことにより、ジュニアスタイリストレベルの力をつけることを念頭に置き、生徒
の希望に沿った美容室に就職できることを目標としています。
●就職支援内容について：①在学中及び卒業時は、LINE／ZOOM等を活用
し、また、美容室各社のガイダンス実施等により、情報提供及び支援を行い
ます。②卒業後も10年間、転職時／離職時においても、しっかりと転職／再
就職等の支援を行います。
　　　以上により、在学時から卒業後まで切れ目なく就職支援を行います。
●主な就職先について：美容室
●授業について：
　　・授業は水木金の週3日ですが、「国家試験に強い」が当校の強味です。
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市原高等技術専門校 船橋高等技術専門校

我孫子高等技術専門校 東金高等技術専門校

旭高等技術専門校

我孫子市久寺家６８４－１
①ＪＲ我孫子駅北口から徒歩約２５分
②ＪＲ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

東金市油井１０６１－６
①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
②ＪＲ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
③ＪＲ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

TEL　0479-62-2508

旭市鎌数５１４６
ＪＲ干潟駅から徒歩１７分

● ● ● 取 扱 高 等 技 術 専 門 校 所 在 地 ● ● ●

TEL  0436-22-0403 TEL　047-433-2790

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１２分
京成谷津駅から徒歩２５分

TEL  04-7184-6411 TEL　0475-52-3148
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● ● ●　　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。

2月25日に千葉県ホームページで応募状況を掲載予定

です。以降の応募状況については、各ハローワークへ

お問い合わせください。

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、訓練施設へお問い合わ

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？

応募状況の掲載はありますか？

子育てしながら、受講している方はいますか？

Q4

Q5

子育て中の方も、頑張って受講されています。

カリキュラムによって終了時間が遅い曜日や、土日に

授業や実習がある場合もありますので、保育施設等

の送迎など不安な方は、事前に訓練施設に確認してく

ださい。

Q3
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千葉県が実施する普通職業訓練・普通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

　番号： 　コース名：

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

令和　　　　年　　　　月　　　　　日　受付 　□　新規学卒未内定者ではありません

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。

公
共
職
業
安
定
所
記
載
欄

区
　
分

　　　年　 　月から

　　　年　 　月まで

　　　年　 　月から

　　　年　 　月まで

資 格 等

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

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

現住所

　〒

電話番号 緊急連絡先

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

氏　　　　名

雇用保険支給番号 取 扱 校 名 市原・船橋・我孫子・旭・東金

長 期 高 度 人 材 育 成 コ ー ス 受 講 申 込 書

取得希望資格
（該当項目にレ印）

　□介護福祉士　　□保育士　　□美容師
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

希望コース

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。

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。

　なぜこの訓練コースを志望しましたか。（志望理由、受講目的など）

　訓練終了後の予定と、これからの就職の希望についてお聞かせください。

　訓練修了後の予定や、就職希望について具体的に記載してください。

　今までどのような就職活動をしてきましたか。

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（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

希望業種、希望職種

希望雇用形態
（該当項目にレ印）

　□ 正社員
　□ 派遣社員

□ パート・アルバイト
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

現在の状況
（該当項目にレ印）

　□ 就職活動中
　□ 在職中だが訓練受講前に離職予定
　　　　　（　　　　年　　　月　　　　日予定）

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

お問い合わせ　千葉県産業人材課　　043-223-2762
          〒260-8667  千葉市中央区市場町１－１

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

　これまでの活動内容を具体的に記入してください。（説明会、面接への参加状況など）

キ

キ
リ
ト
リ
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