
申込期間 平成31年（2019年）1月7日(月)から同年1月31日(木)まで
※受付時間については、各ハローワークへお問合せください。
※募集期間を過ぎての申込みはお受けできません。

応募資格 次のすべての条件を満たす方
①45歳未満の方
②�受講開始日において離職者で、ハローワーク（公共職業安定所）に求職申込みをしており、公共職業安定所
長の受講指示、受講推薦又は支援指示を受けられる方
③�ハローワークにおける職業相談において、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、職
業経験の棚卸し及び職業生活設計等の結果、当該訓練の受講が必要と認められる方
④受講開始日から遡って1年以内に公共職業訓練又は求職者支援訓練の実践コースを受講していない方
⑤各科目に記載の受講対象に合致する方
※②、③の詳細は、住所地を管轄するハローワーク（公共職業安定所）へお尋ねください。
※新規学卒未内定者の方は応募できません。
※他の公共職業訓練との併願はできません。

訓練期間 平成31年（2019年）4月から2年間
※詳細については、「科目案内」（P.4 ～ P.9）をご覧ください。

施設見学会
（事前説明会）

実施施設で施設見学会を実施します。長い訓練期間になりますので、実際に訓練を受ける場所やカリキュラム
の内容を事前に確認してください。
日時等の詳細については、「科目案内」（P.4 ～ P.9）で確認してください。

受 講 料 受講料は無料です。ただし教科書代、作業服代等は、ご本人負担となります。
※自己負担額については「科目案内」（P.4 ～ P.9）の《特記事項》に記載しています。
　詳細については、実施施設へ直接お問合せください。

選考方法 申込書による書類選考と面接選考を行い、総合的に判断して合否を決定します。
※�面接選考は事前予約が必要です。また、受講対象に「高等学校卒業以上（これに準ずる方を含む）」の記載
のある科目に申込みされた方は面接選考の際に、高等学校・短期大学・大学いずれかの卒業証明書等の原本
の提示が必要です（詳細は、P.3を参照してください）。

合格発表 選考の結果は、平成31年（2019年）3月1日（金）以降に郵送で通知します。
※電話での合否の問合せにはお答えできませんので、ご了承ください。
※3月4日（月）までに通知がない場合は、5日（火）以降に東京都再就職促進訓練室へお問合せください。
※�就職決定等の理由により、やむを得ず訓練を辞退する場合は、できる限り合格発表前までに、東京都再就職
促進訓練室へ必ずご連絡ください（連絡先：03-5211-3240）。

専門人材育成訓練
4月生募集のご案内4月生募集のご案内

平成３１年度（２０１９年度）

　東京都では、求職中の皆さまがこれまでの経験に加え、新たな知識・技術を身に付け、再就職に役立てられ
る能力を習得するための職業訓練を実施しています。
　本訓練は、平成31年（2019年）4月から2年間で、正社員就職を希望する非正規雇用労働者等が、国家資
格等の高い職業能力を習得することで、正社員就職を目指す訓練です。
　この訓練は、東京都が民間の教育訓練機関に委託して実施します。



合 格 者
説 明 会

入校の手続きを兼ねた合格者説明会（訓練ガイダンス及び雇用保険の手当受給手続等）を実施しますので、合
格者は必ず参加してください。
なお、入校の手続を完了しなければ訓練辞退となりますので、ご了承ください。
開催予定日：�平成31年（2019年）3月18日（月）（詳細は、合格通知の際にお知らせします。）

そ の 他 （１）本パンフレットの職業訓練と、他の公共職業訓練との併願はできません。
（２）本訓練に入校後は、東京都立中央・城北職業能力開発センターの生徒として、各訓練機関で訓練を受講

していただきます。
（３）応募者が定員に満たなかった科目は、訓練の実施を中止する場合があります。中止の場合には３月１日

（金）までに郵送にて通知いたしますので、ご了承ください。
（４）訓練受講開始日において、雇用保険の受給資格のある方又は受給中の方で、公共職業安定所長の受講指

示を受けて受講される方は、訓練期間中、雇用保険の失業給付（基本手当、受講手当及び通所手当）が
支給されます（詳しくは、住所地を管轄するハローワーク（公共職業安定所）へお尋ねください）。

（５）雇用保険失業給付の受給資格がない方で、一定の要件を満たす場合は、国の求職者支援制度による職業
訓練受講給付の対象となる場合があります。給付を受けながら訓練受講を希望される方は、ハローワー
クへ事前にご相談の上、お申込みください（詳細は、ハローワークへお問合せください）。

（６）選考に関する問合せにはお答えできませんので、ご了承ください。

1．�受講を希望されるご本人が住所地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)へ
「専門人材育成訓練受講申込書」に返信用封筒を添えてお申込みください。

①申込書
　�とじ込みの「専門人材育成訓練受講申込書」（P.17 ～ P.18）の表と
裏の太枠内に必要事項を記入し、必ず写真（縦3.0㎝×横2.4㎝、裏面
に氏名と科目番号を記入）を貼ってください（記入方法はP.16参照）。

②返信用封筒
　�選考結果を申込者全員に通知します。右の記入例のように「長３」封
筒に必要事項を記入し、92円切手を貼ってください。

※①②とも消せるペンや鉛筆は使用しないでください。
※郵送でのお申込みはできません。
※ご提出いただいた申込書は返却いたしませんので、ご了承ください。

申 込 方 法

92円
切手

縦 

23.5
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

あ
な
た
の
氏
名

あ
な
た
の
住
所

　
　
　
　
科
目
番
号
・
科
名

横 12センチメートル

（記入例）
「長３」封筒
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お問合せ先

2．面接選考日時の電話予約
希望する訓練実施施設に直接電話をして、面接選考の予約をしてください。
　（予約先電話番号は、「科目案内」（P.4 ～ P.9）に記載しています。）
　電話予約の際に、訓練実施施設から受付番号・面接選考日・面接集合時間をご案内しますので、下
欄にそれぞれ記入してください。
　面接集合時間から面接選考開始まで、しばらくお待ちいただく場合があります。
　また、受講対象に「高等学校卒業以上（これに準ずる方を含む）」の記載のある科目に申込みされた
方は、面接時に高等学校・短期大学・大学いずれかの卒業証明書等の原本を持参してください。

※�ハローワークで受講申込みをされても、面接予約がなされなかった場合や面接選考を受けていない
場合には、申込み辞退とみなしますのでご注意ください。

重 　 要

【面接選考予約先】
ハローワークへ申込み後、希望する訓練実施施設に直接連絡して、下記の予約受付期間
内に必ず面接選考の予約を行ってください。

＜予約受付期間＞
平成 31年（2019年）1月 7日（月）から同年 2月 1日（金）まで
受付時間：１０：００～１７：００�（土曜日、日曜日及び祝日を除く）

＜面接選考日＞
平成 31年（2019 年）2月 13 日（水）又は 14日（木）のうち、訓練実施施設が
指定する日に実施します。

選
考
受
付

受付番号 面接選考日 面接集合時間

※質問内容によって、問合せ先が異なりますのでご注意ください。

質問項目 問合せ先

①�訓練カリキュラムの内容や自己負担額等について
各実施施設（P.4 ～ P.9 参照）

②�面接選考の予約について

③�専門人材育成訓練について 都立中央・城北職業能力開発センター再就職促進訓練室
電話：０３（５２１１）３２４０

④�雇用保険の失業給付（基本手当・受講手当・通所手当）について
住所地を管轄するハローワーク（都内は P.13 参照）

⑤�求職者支援制度（職業訓練受講給付金）について
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◆科目案内◆
科目番号 科　　　　名 受 講 対 象

1 ゲームクリエイター学科 高等学校卒業以上（これに準ずる方を含む）、
ＩＴパスポート相当のパソコンスキルを有する方

●コースの内容
ゲームクリエイター業界と提携した教育システムで、業界に就業するために必要
とされる知識やスキル (職種別 ( プログラマー、デザイナー、プランナー等 )) を
身に付け、実際に制作した作品をもって就職活動に繋げます。

●受験できる関連資格
情報検定　情報活用試験 3級（（一財）職業教育・キャリア教育財団）
●目標とする人材像
エンターテインメント・センスがあり、ゲームクリエイター業界で活躍できる人材

●修了後の関連職種
【プログラマー系】 �ゲームプログラマー、ネットワークプログラマー、サーバープ

ログラマー、サウンドプログラマー、Unityエンジニア　等
【デザイナー系】 �3Dモデラー、モーションデザイナー、UI デザイナー、エフェ

クトデザイナー、2DCGデザイナー　等

●主な訓練カリキュラム

《実施施設》
学校法人中央情報学園
早稲田文理専門学校 2号館
所在地：豊島区高田 2-8-6
ＴＥＬ：03-5960-2611

《最寄駅（路線）》
高田馬場駅（山手線、西武新宿線
　　　　　　東京メトロ東西線）
雑司が谷駅（東京メトロ副都心線）
学習院下駅（都電荒川線）

《地図》　10ページ参照
《定員》　　15人
《訓練期間》
　2019/4/9 ～ 2021/2/26（予定）
《訓練時間》　13:10 ～ 17:15
《自己負担額》
1 年次：約 45,000 円
2年次：約 45,000 円
※�各種証明書発行代、就職対策諸費、
個人で使用するノートパソコンの
周辺機器等は実費となります。

《施設見学会日程》
● 1月 17日（木）　13時 10分
● 1月 24日（木）　13時 10分
（要事前予約）

学　科
〔900H〕

・ヒューマンスキル� ・簿記会計　・財務初歩Ⅰ　・商品企画
・アルゴリズム基礎　・コンピュータ概論（資格試験対策）　
・パソコン基礎　・コンテンツ企画　・ゲームキャラクタ
・販売戦略　等

実　技
〔900H〕

・プレゼンテーション技法　・Webデザイン　・CG製作技法
・ネットワーク　・システム開発　・プログラミング基礎
・ゲーム企画　・ゲームプログラミング　・ハードウェア概論
・必次世代携帯プログラミング　・上級Webコンテンツ作成
・作品制作　・卒業制作　等

科目番号 科　　　　名 受 講 対 象

2 アニメーション科 高等学校卒業以上（これに準ずる方を含む）

●コースの内容
業界では、アニメーターであっても絵コンテ・背景美術・彩色・撮影・編集といっ
たワークフローの知識が求められ、それぞれの担当者とコミュニケーションを取
ることができる人材が望まれています。本科ではアニメーターとしてのスペシャ
リスト育成に重点を置きながら、全行程に精通し、高い応用力を備え、業界が望
む理想的な人材育成を目指します。

●受験できる関連資格
色彩検定 3級

●目標とする人材像
基本的なワークフローの知識と確かなデッサン力を持ち、さらに豊かな想像力と
コミュニケーション能力を兼ね備えた、即戦力として活躍できる人材

●修了後の関連職種
アニメーター（原画・動画）、キャラクターデザイナー、動画検査　など

●主な訓練カリキュラム

《実施施設》
日本電子専門学校（7号館）
所在地：新宿区北新宿1-4-2
ＴＥＬ：03-3363-7761

《最寄駅（路線）》
大久保駅（JR線）

《地図》　10ページ参照

《定員》　　5人

《訓練期間》
　2019/4/1 ～ 2021/3/31（予定）

《訓練時間》　9:20 ～ 16:40

《自己負担額》
1 年次：約 45,000 円
2年次：約 20,000 円
※資格試験受験料等別途負担
※追再試等受験費用別途負担
　（各科目ごと追再試 1,000 円、
　 追実習 3,000 円）

《施設見学会日程》
● 1月 20日（日）　9時 55分
（要事前予約）

学　科
〔570H〕

・アニメ概論　・演出・絵コンテ　・作品鑑賞　・色彩学
・ポートフォリオ　・作画基礎　・アニメーション力学
・原画作法

実　技
〔1,170H〕

・Photoshop　・ペイントマン・アフターエフェクト
・デッサン　・人物デッサン　・動画　・デジタル作画
・アニメ制作演習　・アニメ作品制作　・卒業制作
・イラスト制作
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科目番号 科　　　　名 受 講 対 象

3 電子応用工学科 高等学校卒業以上（これに準ずる方を含む）

●コースの内容
電子技術者として必要とされる各種技術（アナログ回路、デジタル回路、マイク
ロコンピュータ、プログラミングなど）の基礎を学び、これをもとに製品開発の
工程（企画～設計～試作～評価）の知識・技術・技能を修得し、同時に現場で必
要となるコミュニケーション能力を養うことによって、エレクトロニクス業界で
即戦力として活躍できる技術者を育成します。
●受験できる関連資格
第二級陸上特殊無線技士
●目標とする人材像
電子技術者として必要となる広範囲な技術の基礎を熟知し、仕事で必要となる特
定分野の技術、コミュニケーション能力、問題解決能力を兼ね備えた、様々な仕
事に対応できる技術者
●修了後の関連職種
電子設計技術者、ロボットエンジニア、組込みシステム技術者、カスタマーエン
ジニア
●主な訓練カリキュラム

《実施施設》
日本電子専門学校（7号館）
所在地：新宿区北新宿 1-4-2
ＴＥＬ：03-3363-7761

《最寄駅（路線）》
大久保駅（JR線）

《地図》　10ページ参照

《定員》　　5人

《訓練期間》
　2019/4/1 ～ 2021/3/31（予定）

《訓練時間》　9:20 ～ 16:40

《自己負担額》
1 年次　約 50,000 円
2年次　約 30,000 円
※資格試験受験料等別途負担
※追再試等受験費用別途負担
　（各科目ごと追再試 1,000 円、
　 追実習 3,000 円）

《施設見学会日程》
● 1月 20日（日）　9時 55分
（要事前予約）

学　科
〔540H〕

・電気数学　・電磁気学　・物理学　・コンピュータアーキテクチャ
・電気回路　・電子回路実装設計　・組込みマイコン基礎
・ロボット技術　・通信インターフェース技術　・人工知能技術
・組込みシステム設計・評価　・製造・管理技術　・アルゴリズム
・資格対策　・就職活動リテラシー　等

実　技
〔1,260H〕

・電気回路基礎及び製作　・コンピュータ基礎及び演習
・アナログ IC回路・デジタル回路及び製作　・FPGA設計及び実習
・マイコン周辺回路及び実習　・組込マイコン設計　
・CAD及び演習　・インターネット技術及び実習　
・組込みデータベース設計　
・C言語プログラミング基礎及び演習　・卒業制作　　等

科目番号 科　　　　名 受 講 対 象

4 バイオテクノロジー科 高等学校卒業以上（これに準ずる方を含む）

●コースの内容
私たちの体に直接作用する飲食物、医薬品や医療、生活関連物質などの効果や安
全性、健全性について調べるバイオ分析技術（化学分析技術、成分分析技術）を
学びます。基本的な実験からスタートし、より複雑な実験へと進む構成のため、
実験経験のない方でも受講可能です。豊富な機材を自分の手で扱えるようになる
まで繰り返し学習します。
●受験できる関連資格
中級バイオ技術者認定試験
●目標とする人材像
医薬、化学、食品、化粧品などに関連する企業・大学の研究室などにおいて「実験・
分析・品質管理・生産」業務を担当できる技術者
●修了後の関連職種
大学研究室研究技術者、公的研究機関研究技術者、企業研究所研究技術者、製品
開発技術者、製品評価技術者、生産・品質管理技術者、セールスエンジニア、安
全評価技術者、分析機器メーカー技術者、研究情報提供技術者
●主な訓練カリキュラム

《実施施設》
専門学校東京テクニカルカレッジ
所在地：中野区東中野 4-2-3
ＴＥＬ：03-3360-8881

《最寄駅（路線）》
東中野駅（JR線）

《地図》　10ページ参照
《定員》　　3人
《訓練期間》
　2019/4/8 ～ 2021/3/31（予定）
《訓練時間》　9:20 ～ 16:40
《自己負担額》
1 年次　約 120,000 円
2年次　約 40,000 円
※資格試験受験料等別途負担
※ノート PCをお持ちでない方は
学園推奨 PCを別途購入（スペッ
ク指定あり）

《施設見学会日程》
● 1月 12日（土）　10時 /14 時
● 1月 16日（水）　17時
● 1月 23日（水）　17時
● 1月 27日（日）　10時 /14 時
● 1月 30日（水）　17時
（要事前予約）

学　科
〔690H〕

・情報リテラシー　・ライフテクノロジー概論　・バイオ実験英語
・生物の基礎　・基礎化学　・バイオ化学　・生化学　・実験動物技術
・微生物概論　・分子細胞生物学　・遺伝子工学技術　・食品化学
・基礎分析化学　・バイオ分析化学　・細胞工学技術�・免疫学
・植物細胞工学�・食品衛生と健康　・食品加工と安全
・分離精製技術�・医薬品化学　・品質管理技術　等

実　技
〔1,230H〕

・導入実習　・バイオ基礎実習　・動物学基礎実習
・微生物学基礎実習　・応用微生物学実習　・バイオ化学実験
・応用バイオ化学実験　・細胞工学実験　・バイオ総合実験
・リアルジョブプロジェクト　・校外実習

4 5



科目番号 科　　　　名 受 講 対 象

6 税理士科 高等学校卒業以上（これに準ずる方を含む）

●コースの内容
学科では、基礎学習からスタートし、知識を定着させたうえで応用学習まで行い
ます。また実技では、過去問演習を通じて税理士の資格取得を目指します。初心
者でも高度な知識習得ができるカリキュラムで税理士の資格を取得し、会計事務
所等への就職を目指します。
●修了後取得できる資格
税理士試験受験資格取得
●受験できる資格
税理士試験２科目（簿記論及び財務諸表論）
●目標とする人材像
初学者でも税理士になるための高度な知識を習得し、資格取得を通じて、会計事
務所等で即戦力として活躍できる人材
●修了後の関連職種
経理、コンサルティング、監査業務、税務業務
●主な訓練カリキュラム

《実施施設》
大原簿記学校
所在地：千代田区西神田2-4-11
ＴＥＬ：03-3237-7029

《最寄駅（路線）》
水道橋駅（JR中央・総武線）
神保町駅（�都営新宿・三田線、
　　　　　メトロ半蔵門線）

《地図》　11ページ参照
《定員》　　30人
《訓練期間》
　2019/4/1 ～ 2021/3/31（予定）
《訓練時間》　9:30 ～ 16:00
（カリキュラムにより変更あり）
《自己負担額》
1 年次：約 80,000 円
2年次：約 80,000 円
資格試験受験料、12 桁の電卓本体、電卓
検定対策教材、就職対策諸費、卒業諸費、
各種証明書発行代等は、実費となります。
ご不明点は、見学会にてお問合せください。

《施設見学会日程》
● 1月 21日（月）、29日（火）15時
● 1月 26日（土）、27日（日）11時
（要事前予約）

学　科
〔1,260H〕

・簿記原理　・簿記通論　・商業簿記論� 　・会社会計論
・総合原価計算論�・電卓技能　・高等商業簿記論　・会計学
・高等工業会計論�・高等原価計算論�・簿記論�・財務諸表論
・消費税法　・相続税法　等

実　技
〔740H〕

・簿記原理　・簿記通論　・商業簿記論� 　・会社会計論
・総合原価計算論�　・電卓技能　・一般常識　・高等商業簿記論
・会計学�・高等工業会計論�・高等原価計算論�・簿記論
・財務諸表論　・消費税法　・相続税法　等

科目番号 科　　　　名 受 講 対 象

5 歯科技工士科Ⅰ部 高等学校卒業以上（これに準ずる方を含む）

●コースの内容
歯科技工士の主業務である歯科技工物（入れ歯、歯の被せ物、歯の詰め物、矯正
装置など）の作成、加工、修理に必要な技術を習得します。また、歯科技工士国
家試験の対策授業や個別指導カリキュラムにより、国家資格の取得をサポートし
ます。

●験できる関連資格
歯科技工士（国家資格）

●目標とする人材像
国家資格を取得し、業界が求める人材要件（知識・技術・人間性等）を修め、歯
科技工企業、医療機関等で歯科技工士として活躍できる人材

●修了後の関連職種
歯科技工士　（勤務先：歯科技工所、歯科医院、歯科器材関連企業等）

●主な訓練カリキュラム

《実施施設》
新東京歯科技工士学校
所在地：大田区大森北 1-18-2
ＴＥＬ：03-3763-2211

《最寄駅（路線）》
大森駅（JR線）

《地図》　10ページ参照
《定員》　　20人
《訓練期間》
　2019/4/9 ～ 2021/3/31（予定）
《訓練時間》　9:00 ～ 16:30
《自己負担額》
1 年次：約 395,000 円
2年次：約 150,000 円
※�上記金額には、実費分（健康管理費、教
科書教材、資格試験受験料等）が含まれ
ています。
　ご不明点は、見学会にてお問合せください。

《施設見学会日程》
● 10時及び 14時開催
1月 12日（土）/13日（日）/
14日（月・祝）/19日（土）/
20日（日）/26日（土）�/�27 日（日）
● 18時 30分開催
1月 10日（木）/17日（木）/
24日（木）
（要事前予約）

学　科
〔780H〕

・情報技術基礎　・歯科英語　・造形美術概論　・歯科技工学概論
・歯科技工士関係法規　・歯科臨床基礎　・歯の解剖学
・顎口腔機能学　・歯科理工学　・有床義歯技工学
・歯冠修復技工学　・矯正歯科技工学　・デジタル歯科技工入門
・総合歯科技工学・�キャリアデザイン　・インターンシップ　等

実　技
〔1,260H〕

・歯型彫刻基本　・部分床義歯基礎実習　・有床義歯基礎実習
・全部床義歯実習　・歯冠修復実習　・矯正歯科技工実習
・小児歯科技工実習　・技工基本実習　　・歯科技工総合実習
・コース別実習　・課題研究実習　・総合歯科技工実習　等

6



科目番号 科　　　　名 受 講 対 象

7 情報ビジネス科 高等学校卒業以上（これに準ずる方を含む）

●コースの内容
情報ビジネス科では、ビジネスで代表的に使われているマイクロソフト社の
Word・Excel・Access・PowerPoint を自在に使いこなせるスキルを修得します。
また、簿記会計や情報システム、Web運用管理など、現在のビジネスで必要と
される知識の習得や、グローバル化に対応できるよう英会話も身に付けます。
●受験できる関連資格
①ＭＯＳ　 ②ビジネス能力検定　 ③日商簿記　 ④医事コンピュータ技能検定
⑤ｅＬＰベーシック　　ほか
●目標とする人材像
オフィス系ソフトだけでなく、簿記会計や情報システム関連知識、英会話など、
仕事で必要とされるスキルをマスターし、資格も取得した実践力のある人材
●修了後の関連職種
企業においてデータ処理や情報管理をおこなう部門
サポートセンター (ヘルプディスク )、インストラクター、企業 IT 担当、医療事務、　
データ解析など
●主な訓練カリキュラム

《実施施設》
駿台電子情報アンドビジネス専門学校
所在地：千代田区神田小川町
　　　　3-28-12
ＴＥＬ：03-5259-3411

《最寄駅（路線）》
御茶ノ水駅（JR線）
新御茶ノ水駅、淡路町駅（地下鉄各線）

《地図》　11ページ参照

《定員》　　30人

《訓練期間》
　2019/4/9 ～ 2021/3/11（予定）
《訓練時間》　9:20 ～ 16:40

《自己負担額》
1 年次　約 60,000 円
2年次　約 60,000 円
※資格試験受験料等別途負担

《施設見学会日程》
● 1月 17日（木）　14時
● 1月 24日（木）　14時
（要事前予約）

学　科
〔748H〕

・経営学　・英会話　・ビジネスリテラシー　
・コンピュータシステム　・関連法規　・英会話　・セキュリティ　
・情報資格取得�・就職教養　等

実　技
〔1,190H〕

・コンピュータ入門　・応用ソフト　・ビジネス文書作成�
・Webデザイン　・インターネット�・ビッグデータ分析�
・ｅラーニング　・コンピュータ会計　・医事コンピュータ　
・Officeソフトスキル応用　・データベースオラクル　等

科目番号 科　　　　名 受 講 対 象

8 コーチ・スポーツインストラクター科 高等学校卒業以上（これに準ずる方を含む）

●コースの内容
幅広い女性向けフィットネスが増えていることで、女性向けのインストラクター
の需要も増えています。健康促進、体力の維持、気分転換、ストレス発散等利用
目的に合わせたインストラクションを学び、フィットネス業界に正社員として就
職することを目指します。業界と連携し、流行の変化に対応した柔軟なカリキュ
ラムで最新のフィットネス知識を身に付けます。
●受験できる関連資格
①グループエクササイズフィットネスインストラクター
②フィットネスマネジメント技術検定
●目標とする人材像
顧客に感動や生きがいを提供できるフィットネス知識・インストラクション技術・
コミュニケーション能力を持ち、業界・ニーズに合わせたクラブマネジメントが
できる人材
●修了後の関連職種
スポーツクラブ、フィットネスクラブ、スポーツジムのインストラクター
ヨガ、ピラティス、ダンス等専門スタジオのインストラクター　等
●主な訓練カリキュラム

《実施施設》
東京スポーツ・レクリエーション
専門学校（第 1校舎）
所在地：江戸川区西葛西 7-13-12
TEL：03-5696-9090

《最寄駅（路線）》
西葛西駅（メトロ東西線）

《地図》　11ページ参照
《定員》　　40人
《訓練期間》
　2019/4/1 ～ 2021/3/31（予定）
《訓練時間》　9:10 ～ 16:20
《自己負担額》
1 年次　約 20,000 円
2年次　約 55,000 円
※資格試験受験料、教材費別途負担
　（概算１年次 64,000 円、
　　　 ２年次 144,000 円）

《施設見学会日程》
● 1月10日（木）～1月27日（日）
　随時開催　① 10時　② 13時
（要事前予約）

学　科
〔480H〕

・スポーツ栄養学　・社会人基礎講座　・FCM技能検定対策
・PCスキル　・機能解剖学　・運動生理学　・GFI 筆記対策
・健康運動実践指導者対策

実　技
〔1,250H〕

・トレーニング実技　・ストレッチ　・高齢者運動指導　
・GFI 実技対策　・最新フィットネス　・ラディカルパワー　
・ビューティーメイク　・救急法　・ヨガ　・ビューティーボディ　
・エアロビクス　・コアコンディショニング
・キャリア教育講座　・応急処置　・JSA導入研修
・ラディカルパワー資格対策　・国際教育　�・現場実習等
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科目番号 科　　　　名 受 講 対 象

9 ウェディング科 高等学校卒業以上（これに準ずる方を含む）

●コースの内容
ウェディング業界で活躍するために必要な知識・技術・資格の取得を目指します。
1年次の前期は、ウェディングの概論に加え、プランニング・ドレス・ヘアメイク・
フラワーなど業界全般の分野について幅広く学び、後期からは専攻を選択し、ウェ
ディングプランナーを目指すための専門性を深めます。また、提携企業での現場
実習で、仕事観・職業観を養うとともに、就職への足がかりを築きます。業界の
知識がない方でも安心して学んでいただけます。
●受験できる関連資格
①ブライダルコーディネート技能検定 3級
②ウェディングサービス検定
●目標とする人材像
ホテル・結婚式場・ゲストハウス・ウェディングレストラン等で活躍するために
必要な知識・技術・資格を取得した、即戦力として活躍できる人材
●修了後の関連職種
ウェディングプランナー、サービススタッフ、アテンダー、レセプションスタッフ、
ホテルスタッフ
●主な訓練カリキュラム

《実施施設》
専門学校東京ウェディングカレッジ
（第１校舎）
所在地：江戸川区西葛西 3-1-15
ＴＥＬ：03-5676-3901

《最寄駅（路線）》
西葛西駅（メトロ東西線）

《地図》　11ページ参照

《定員》　　15人

《訓練期間》
　2019/4/1 ～ 2021/3/31（予定）

《訓練時間》　9:10 ～ 16:30

《自己負担額》
1 年次：約 200,000 円
2年次：約 100,000 円
※資格試験受験料等含む

《施設見学会日程》
● 1月 12日（土）　10時 /14 時
● 1月 14日（月・祝）　10時
● 1月 26日（土）　10時 /14 時
（要事前予約）

学　科
〔1,440H〕

・導入教育　・実習前後教育�・キャリア教育講座　・ブライダル概論
・カラーコーディネーター検定　・国際教育　・国際・現代文化
・ビジネス英語　・パソコン演習（Word・Excel・PowerPoint）
・着付　・おもてなしマスター　・フローリストベーシック　
・セルフヘア＆メイク　・ドレススタイリストベーシック　
・フォーマルスペシャリスト　・模擬挙式　・テーブルサービス
・演出オペレーション　・経理財務経営演習・フォトウェディング
・ホテルビジネス　・ウェディングプロデュース
・ウェディングトータルコーディネート　・オリジナルプランニング
・ブライダルカウンセリング　・就職対策特別講座　等

実　技
〔399H〕 ・産学連携授業　・現場実習

科目番号 科　　　　名 受 講 対 象

10 栄養科 高等学校卒業以上（これに準ずる方を含む）

●コースの内容
『栄養士』に必要な知識・技能を学ぶと同時に、一般教養を高め、人格の教育と
文化の向上・発達に寄与することを目的としています。実践中心の教育と人間性
を育てる徳育（人格教育）を重視し、時代や社会環境の変化に応じて柔軟に対応
できる栄養士を育成します。
●修了後取得できる資格
栄養士
●目標とする人材像
栄養士としての専門的な知識・技術を身に付け、社会に貢献するだけでなく、社
会人としての礼儀やマナー、コミュニケーション能力や課題解決力もあわせ持っ
た人材
●修了後の関連職種
受託給食会社、病院、保育園、高齢者施設、学校、事業所等の特定給食施設、食
品会社・薬局・スポーツ施設等での栄養士業務
●主な訓練カリキュラム

《実施施設》
武蔵野栄養専門学校
所在地：豊島区南池袋3-12-5
TEL：03-3982-6115

《最寄駅（路線）》
池袋駅（JR、私鉄、地下鉄各線）

《地図》　12ページ参照

《定員》　　10人

《訓練期間》
　2019/4/9 ～ 2021/3/20（予定）

《訓練時間》　9:00 ～ 16:25

《自己負担額》
※�選択科目受講料・資格試験受験料
等別途負担

《施設見学会日程》
● 1月 16日（水）　10時
● 1月 23日（水）　10時
( 要事前予約 )

学　科
〔990H〕

・心理学　・食料経済　・情報処理演習　・化学　・生物学　・英語
・ライフスポーツ演習　・基礎学力演習　・接遇・ビジネスマナー演習
・健康運動論　・公衆衛生学　・解剖生理学　・生化学
・運動生理学　・病理学　・食品学（総論・各論）　・食品加工学
・食品衛生学　・基礎栄養学　・応用栄養学　・臨床栄養学
・公衆栄養学　・栄養教育論　・給食経営管理　・調理学
・メニュープランニング演習　・栄養士実力認定試験対策講座　等

実　技
〔765H〕

・解剖生理学実験　・食品学・食品衛生学実験　・食品加工学実習
・応用栄養学・臨床栄養学実習　・栄養教育指導論実習
・給食管理実習　・校内外実習　・調理理論実習　・大量調理実習
・病院・福祉栄養実習　・保育・学校給食管理実習　等

8



科目番号 科　　　　名 受 講 対 象

11 調理師科 高等学校卒業以上（これに準ずる方を含む）

●コースの内容
1 年次後期から西洋料理又は日本料理の専攻を選択し、より早期から専門分野に
特化して学ぶことで、実践力を身に付けます。また、多くの連携先のシェフから
学ぶ機会を設けており、これによりオリジナル作品を生み出す発想力を高めます。
さらに、ホテルや都内有名店、北海道や埼玉の企業や生産者等が本校の連携教育
先となっており、業界と共に学生を育むカリキュラムです。
●修了後取得できる資格
調理師免許

●目標とする人材像
調理師免許を取得し、西洋料理や日本料理の現場において即戦力となる人材、現
場でのイメージや社会人としての心構えを持ち、キャリアプランを構築できる人
材
●修了後の関連職種
ホテル、レストラン、ゲストハウス、料亭、日本料理専門店等における調理師
保育園、高齢者施設など集団調理施設における調理師
●主な訓練カリキュラム

《実施施設》
東京ベルエポック製菓調理専門学校
（第二校舎）
所在地：江戸川区中葛西 4-2-5
TEL：03-5878-3397

《最寄駅（路線）》
西葛西駅（メトロ東西線）

《地図》　12ページ参照
《定員》　　40人
《訓練期間》
　2019/4/1 ～ 2021/3/31（予定）
《訓練時間》　9:00 ～ 16:40
《自己負担額》
1 年次　約 85,000 円
2年次　約 39,000 円
※教材価格により多少の変動あり

《施設見学会日程》
● 1月 12日（土）　10時
● 1月 19日（土）　10時
● 1月 26日（土）　10時
その他日程でも、随時個別相談承り
ます。お電話・HP よりご予約くだ
さい。
（要事前予約）

学　科
〔720H〕

・食の法律　・世界の食文化　・食生活と健康　・材料学
・フードリスクマネジメント論　・食品栄養学　・調理理論
・キャリア教育講座　・専門調理技術考査対策　・外国語（仏語）

実　技
〔990H〕

・西洋料理基礎実習　・日本料理基礎実習　・高度西洋料理実習
・高度日本料理実習　・オリジナルレシピ実習
・ワールドレシピ実習　・レストランサービス実習
・デザートソムリエ実習　・日本文化プログラム
・メニューデザイン技術　・サービス接遇
・フードリスクマネジメント論実習　・総合調理実習　等

科目番号 科　　　　名 受 講 対 象

12 美容専門科 高等学校卒業以上（これに準ずる方を含む）

●コースの内容
美容業界は人手不足が深刻な問題となっています。業界で必要とされるプロスキ
ルを基礎から段階的に学ぶ独自のカリキュラムで、高度な技能と知識を持った、
即戦力となる人材を育成します。
●受験できる関連資格
①美容師免許　②メイク検定　③ネイル検定　④エステ検定
●目標とする人材像
ヘア、メイク、エステ、ネイル、ブライダルなど美容業界で必要とされる全般的
な知識や技能を身に付けた人材
●修了後の関連職種
美容師、ヘアメイクアーティスト、ネイリスト、エステティシャン、ビューティ
アドバイザー、ブライダルスタイリスト等
●主な訓練カリキュラム

《実施施設》
ハリウッド美容専門学校
所在地：港区六本木 6-4-1
六本木ヒルズハリウッドプラザ
TEL：03-3408-5020

《最寄駅（路線）》
六本木（地下鉄各線）

《地図》　12ページ参照

《定員》　　40人

《訓練期間》
　2019/4/1 ～ 2021/3/31（予定）

《訓練時間》　9:00 ～ 16:10

《自己負担額》
1 年次　約 350,000 円
2年次　約 300,000 円
※資格試験受験料等別途負担

《施設見学会日程》
● 1月 18日（金）　10時 30分
● 1月 25日（金）　10時 30分
（要事前予約）

学　科
〔510H〕

・�美容学科（運営管理、文化論、衛生管理、関係法規・制度、保健、
香粧品科学、美容技術理論）

実　技
〔1,500H〕

・ヘア（ヘアカット、パーマ、シャンプーヘアアレンジ等）
・�メイク（ナチュラルメイク、パーティメイク、和装メイク、特
殊メイク）
・エステ（フェイシャル、ボディ、リフレクソロジー）
・ネイル（マニキュア、ペディキュア、ジェルネイル、スカルプチュア）
等
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訓練実施施設地図（面接選考会場）
２
３

日本電子専門学校（ 7号館）
新宿区北新宿 1-4-2

TEL 03（3363）7761

■大久保駅（JR線）徒歩 3分（0.24km）

１
学校法人中央情報学園

早稲田文理専門学校 2号館
豊島区高田 2-8-6

TEL 03（5960）2611

■高田馬場駅（JR山手線・西武新宿線）　早稲田口
　徒歩 13分（1.04km）
　（東京メトロ東西線）7番出口　徒歩 10分（0.8km）
■雑司が谷駅（東京メトロ副都心線）2番出口　徒歩 6分（0.48km）
■学習院下駅（都電荒川線）徒歩 2分

早稲田文理
専門学校２号館

４ 専門学校東京テクニカルカレッジ
中野区東中野 4-2-3

TEL 03（3360）8881

■東中野駅（JR線、都営大江戸線）徒歩 1分（0.08㎞）
■落合駅（東京メトロ東西線）徒歩 8分（0.64㎞）
■中井駅（西武新宿線）徒歩 13分（1.04㎞）

5 新東京歯科技工士学校
大田区大森北 1-18-2

TEL 03（3763）2211

■大森駅（JR線）東口下車　徒歩 5分
■大森海岸駅（京浜急行線）徒歩 5分

 

 

専門学校東京テクニカルカレッジ 新東京歯科技工士学校

日本電子専門学校
（7号館）
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８
東京スポーツ・レクリエーション

専門学校（第 1校舎）
江戸川区西葛西 7-13-12
TEL 03（5696）9090

■西葛西駅（東京メトロ東西線）南口下車　徒歩 5分

訓練実施施設地図（面接選考会場）

７ 駿台電子情報アンドビジネス専門学校
千代田区神田小川町 3-28-12

TEL 03（5259）3411

■御茶ノ水駅（JR、東京メトロ丸ノ内線）徒歩7分（0.5km）
■小川町駅（都営新宿線）　徒歩 4分（0.3km）
■新御茶ノ水駅（東京メトロ千代田線）徒歩 4分（0.3km）
■淡路町駅（東京メトロ丸ノ内線）徒歩 4分（0.3km）
■神保町駅（東京メトロ半蔵門線、都営三田線/新宿線）
　徒歩 12分（0.9km）

９
専門学校東京ウェディング
カレッジ（第１校舎）
江戸川区西葛西 3-1-15
TEL 03（5676）3901

■西葛西駅（東京メトロ東西線）北口下車　徒歩 5分

６ 大原簿記学校
千代田区西神田 2-4-11
TEL 03（3237）7029

■水道橋駅（JR線）徒歩 5分（0.4㎞）
■神保町駅（地下鉄線）徒歩５分（0.4㎞）
■九段下駅（地下鉄線）徒歩 9分（0.7㎞）

三菱UFJ銀行

西口
西葛西駅

サイゼリア

江戸川区
球場

三井住友
銀行

ホテル
ベストウェスタン

ローソン ジョナサン

三菱UFJ銀行
コナカ

モス
バーガー

サンクス

東京
脳神経センター

東京メトロ東西線

東京スポーツ・レクリエーション
専門学校（第1校舎）

ファミリーマート

ファミリーマート

みずほ銀行

ロッテリア

ロイヤルホスト

マクドナルド

松屋

モスバーガー

ローソン

〶

まいばすけっと
ローソン

東京ウェディング
カレッジ
第二校舎

西葛西駅
北口

南口

中央大学
記念館

駿台外語&
ビジネス
専門学校日大病院

ローソン

キッチン
ジロー

三井住友
海上

B3

B5

A5

富士そば

りそな銀行

東京医科歯科大学
付属病院

東京メトロ丸ノ内線

至新宿

至東京

御茶ノ水
ソラシティ

2号館

交番

8号館

3号館

三菱UFJ銀行 紀陽銀行

地下鉄都営新宿線

三菱
UFJ銀行

きらぼし銀行

靖国
通り

神保町駅

三省堂

小川町局

明治大学
リバティータワー

明大

お茶の水局湯島聖堂

山の上ホテル

東
京
メ
ト
ロ
千
代
田
線

明
大丸

善

地
下
鉄

都
営
三
田
線

新
御
茶
ノ
水
駅

小
川
町
駅

淡
路
町
駅

御茶ノ水駅

御茶ノ水駅

駿台電子情報&ビジネス専門学校

専門学校東京ウェディングカレッジ
（第１校舎）
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訓練実施施設地図（面接選考会場）

11
東京ベルエポック製菓調理
専門学校（第二校舎）

江戸川区中葛西 4-2-5
TEL 03（5878）3397

■西葛西駅（東京メトロ東西線線）北口下車　徒歩 7分

10 武蔵野栄養専門学校
豊島区南池袋 3-12-5

TEL 03（3982）6115

■池袋駅（JR、私鉄、地下鉄各線）東口より徒歩 5分

12
ハリウッド美容専門学校

港区六本木 6-4-1
六本木ヒルズハリウッドプラザ

TEL 03（3408）5020

■六本木駅（東京メトロ日比谷線、都営大江戸線）
　1C出口　徒歩 0分、3番出口　徒歩 3分
■乃木坂駅（東京メトロ千代田線）5番出口　徒歩 6分
■麻布十番駅（東京メトロ南北線）4番出口　徒歩 8分

池
袋
駅

新
宿
方
面

大
塚
方
面

カフェドクリエ

丸井
東京芸術劇場

池袋警察署

メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン

ホ
テ
ル

東
武
百
貨
店

LUMINE

南口

東口
西
武
池
袋
本
店

ビックカメラ
P’パルコ
パルコ

LABI池袋

明治
通り

サンシ
ャイン

60スト
リート

グリーン大通り

東急ハンズ サンシャインシティ

護国寺方面

あずま通りソフトバンク

ジュンク堂

スターバックス
アディダス

ユニクロ

無印良品

南池袋
公園

武蔵野栄養専門学校 至大手町 南口

北口

マクドナルド
りそな銀行

みずほ銀行

東京福祉
専門学校

ファミリーマート
（高架下）

ファミリー
マート

ドミノ・ピザ 至西船橋

▼
東京メトロ東西線 西葛西駅

東京ベルエポック製菓調理
専門学校（第二校舎）

国立新美術館国立新美術館

千代田線　乃木坂駅 

六本木ヒルズ 
ノースタワー 

麻布 
警察署 

1c 1b 1a 

4a 4b 2 

5 

6 

3 
2 

1 
4 

3 

6 

7 

8 

5 

P12 

森タワー
森ビル

東京ミッドタウン 
サントリー美術館 

ハリウッド美容専門学校
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MEMO

申込みにあたってもう一度確認

□キャリアコンサルティングは受けましたか？

　本訓練を申し込むためには、キャリアコンサルティングを受ける必要があります。住所地を管轄するハ

ローワークにお問合せください。

□申込書を提出しましたか？

　住所地を管轄するハローワークへ「専門人材育成訓練受講申込書」に「返信用封筒」を添えて、１月

３１日（木）までにお申し込みください（P.2 参照）。

□面接選考日時の電話予約はしましたか？

　ハローワーク申込み後、希望する訓練実施施設に直接電話をして、２月１日（金）までに面接選考の予

約をしてください（受付時間：平日１０時～１７時）（P.3 参照）。

　面接は忘れず受けてください。予約を取り消す場合は、訓練施設へ直接連絡をお願いします。面接予約

がない場合や面接を欠席した場合は辞退とみなします。
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ハローワーク（公共職業安定所）一覧

所　　　名 電話番号 郵便番号 所在地 最寄り駅 管轄区域

飯　田　橋 03-3812-8609 112-8577 文京区後楽1-9-20 JR飯田橋　徒歩5分
千代田､中央､
文京､島しょ

上　　　野 03-3847-8609 110-8609 台東区東上野4-1-2 JR上野　徒歩5分 台東

品　　　川 03-5419-8609 108-0014 港区芝5-35-3 JR田町　徒歩3分 港、品川

大　　　森 03-5493-8609 143-8588 大田区大森北4-16-7 JR大森　徒歩8分 大田

渋　　　谷 03-3476-8609 150-0041 渋谷区神南1-3-5 JR渋谷　徒歩10分
渋谷､世田谷、
目黒

新　　　宿

（西新宿庁舎）
03-5325-9593

163-1523
（一般求職者）
新宿区西新宿1-6-1
新宿エルタワービル23階

JR新宿　徒歩3分
新宿､中野､
杉並

（歌舞伎町庁舎）
03-3200-8609

160-8489
（障害のある方、学卒の方）
新宿区歌舞伎町2-42-10

西武新宿線西武新宿
徒歩1分

池　　　袋

（サンシャイン庁舎）
03-5911-8609

170-6003
（一般求職者）
豊島区東池袋3-1-1
サンシャイン60　3階 JR池袋　徒歩10分

豊島､板橋､
練馬

（池袋庁舎）
03-3987-8609

170-8409
（障害のある方、学卒の方）
豊島区東池袋3-5-13

王　　　子 03-5390-8609 114-0002 北区王子6-1-17
東京メトロ南北線　
王子神谷　徒歩7分

北

足　　　立 03-3870-8609 120-8530
足立区千住1-4-1
東京芸術センター　6～ 8階

JR北千住　徒歩6分 足立、荒川

墨　　　田 03-5669-8609 130-8609 墨田区江東橋2-19-12
JR・東京メトロ半蔵門
線錦糸町　徒歩2分

墨田､葛飾

木　　　場 03-3643-8609 135-8609 江東区木場2-13-19
東京メトロ東西線木
場　徒歩3分

江東､江戸川

八　王　子 042-648-8609 192-0904 八王子市子安町1-13-1 JR八王子　徒歩3分 八王子､日野

立　　　川 042-525-8609 190-8609
立川市緑町4-2
立川地方合同庁舎1～ 3階

JR立川　徒歩10分

立川､国立､
小金井､昭島､
小平､東村山、
国分寺､東大和､
武蔵村山

青　　　梅

0428-24-8609 198-0042
（一般求職者）
青梅市東青梅3-12-16

JR東青梅　徒歩6分
青梅､福生､
あきる野､羽村､
西多摩郡（分庁舎） 198-0042

（障害のある方、学卒の方）
青梅市東青梅3-20-7

三　　　鷹 0422-47-8609 181-8517 三鷹市下連雀4-15-18 JR三鷹　徒歩14分
三鷹､武蔵野､
西東京、
東久留米､清瀬

町　　　田 042-732-8609 194-0022 町田市森野2-28-14 
小田急線町田
徒歩10分

町田

府　　　中 042-336-8609 183-0045 府中市美好町1-3-1
京王線府中
徒歩7分

府中､稲城､多摩､
調布､狛江
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受講申込書の書き方
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（様式2）

平成　　　年　　　月　　　日
次のとおり受講したいので申し込みます。

氏　名

性　別

（年齢）    満　　　　歳　（ 昭和 ・ 平成　  　　      年　　　月　　　日生）

〒

現住所

連絡先 TEL （　　　　）

□：※号番給支：号番者職求 申請中

科目番号

訓練科目名 　訓練施設名

※印欄は、雇用保険受給資格のある方は記入してください。

＊以下公共職業安定所記入欄＊

受付安定所： 担当者：

　　A

　　B

　　C A、B以外の求職者

　　　　非自発的離職

相談事項

整理番号： 第　　　　 号 受付年月日： 　　　　　年　　　月　　　日

上記A以外の者 受講指示予定 有　　　　　無

その他

雇用保
険受給
資格者

一年以内の公共職業訓練受講歴離　職　理　由

有　　　　　　無

【給付制限あり】所定給付日数の2/3に相当する日数分（ただし、所定給付日数が240日以上の場合は150日分とする。）の基
本手当の支給を受け終わる前に受講開始となる者
【給付制限なし】所定給付日数の2/3に相当する日数分（ただし、所定給付日数が90日の場合は90日分、120日又は150日の
場合は120日分とする。また、240日以上の場合は150日分とする。）の基本手当の支給を受け終わる前に受講開始となる者

☆太枠内を記入してください。□の部分は該当欄にレ印を入れてください。

お持ちの
資格等

（取得時期
を記入）

公共
職業訓練
受講歴

志　望　理　由（訓練を受ける目的を必ず記入してください。）

　　　写　　真

　　　縦３．０ｃｍ、横２．4ｃｍ

　 ※上半身無帽正面無背景、
　 　 申込前３か月以内に撮影
　    したもの。
　 ※写真裏面に氏名、科目
　 　 番号を記入してください。

期　　　　間

平成　　　年　　　月　　～　　平成　　　年　　　月

平成　　　年　　　月　　～　　平成　　　年　　　月

東　京　都

専 門 人 材 育 成 訓 練 受 講 申 込 書    
東京都立中央・城北職業能力開発センター所長　殿

科　目　名

ふりがな

雇
用
保
険

裏面へ続く→
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☆以下の項目を記入してください。□の部分は該当欄にレ印を入れてください。

□中学 □高校 □高専 □短大 □卒業　□卒業見込

□大学 □大学院 □専門学校 □修了

□その他（　　　　　　　　　　　　） 科 □中退

雇用形態
□正規雇用
□派遣・契約
□ﾊﾟｰﾄ
□ｱﾙﾊﾞｲﾄ他

□正規雇用
□派遣・契約
□ﾊﾟｰﾄ
□ｱﾙﾊﾞｲﾄ他

□正規雇用
□派遣・契約
□ﾊﾟｰﾄ
□ｱﾙﾊﾞｲﾄ他

□就職活動中 □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□在職中だが訓練受講前に離職予定

希望就職時期

希望職種

雇用形態

☆以下の項目は該当する方のみご記入ください。□の部分は該当する項目にレ印を入れてください。

☆パソコンレベルのある科目をご希望の方☆

パソコン操作について、訓練で特に身に付けたいことがあれば、記入してください。

☆英語の授業のある科目をご希望の方☆

留学や仕事等で英語を日常的に使用していた経験があれば、記入してください。

☆介護職員初任者研修取得科目を希望される方☆

＊本受講申込書は、入校選考、訓練及び就職支援以外の目的に使用することはありません。
＊入校後の就職支援に使用することを目的として、東京都及び訓練実施機関、東京労働局、公共職業安定所
　の間で、就職内定等の個人情報を共有する場合があります。

最終学歴

在　学　期　間 学　校　等 専　　攻 修了状況

　　　年　　月から
　　　年　　月まで

これまでの
職務経歴

（上段に最
新の職歴か
らご記入く
ださい）

在　職　期　間 勤務先業種 担当業務　 退職理由

　　年　　月から
　　年　　月まで

　　年　　月から
　　年　　月まで

　　年　　月から
　　年　　月まで

現在の
就業状況

就職活動
状況

期　　　間 これまでの活動内容（検索内容、説明会参加等）を具体的に記入してください。

パソコン
使用状況

パソコンレベル 該　　当　　項　　目

□　初　級
○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

□　中　級
○Ｗｏｒｄを使って（ビジネス）文書作成ができる　○Ｗｏｒｄの諸機能を使って、効果的な
資料作成ができる　○Ｅｘｃｅｌを使って表の作成ができる　○Ｅｘｃｅｌの関数を使って表
計算ができる　○ネットワーク管理ができる

□　上　級
○ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔを使ってプレゼンテーションができる　○Ａｃｃｅｓｓを使ってデータ管理
ができる　　○ホームページが作成できる　○プログラミング言語（Ｊａｖａ等）が使える
○ネットワーク構築、運用ができる

英語
レベル

英語レベル 目　安 保有資格、TOEICスコア等

 □　初  級 短い簡単な会話ができる

(　　　　　　　年取得)

 □　中  級 日常会話ができる

 □　上  級
専門的な内容や仕事等で
支障なく会話ができる

留意事項
介護職員初任者研修科目では、介護技術等の実技があるため、感染症や妊娠中の方、日常生活
で補助器具を必要とする方は受講をご遠慮いただく場合があります。
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〒102-0072　千代田区飯田橋3-10-3
飯田橋駅
■JR中央・総武線「東口」下車徒歩7分
■都営地下鉄大江戸線・東京メトロ有楽町線・
　南北線「A2出口」より徒歩7分
■東京メトロ東西線「A5出口」より徒歩3分

水道橋駅
■JR中央・総武線「西口」下車徒歩7分
九段下駅
■東京メトロ東西線「7番出口」より徒歩8分
■東京メトロ半蔵門線・都営地下鉄新宿線
　「3番出口」より徒歩10分

東京都立中央・城北職業能力
開発センター再就職促進訓練室麹町

飯田橋通郵便局


