
申込期間 令和4年1月5日(水)から同年1月27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及び科目の変更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
①�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
②�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
③�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
④�過去に１年以上の公共職業訓練（委託訓練）を受講（正当な理由の無い中途退校も含む）したこと

がない方
※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。
※原則、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 令和4年4月から1年間又は２年間
※詳細については、「科目案内」（P.6 ～ P.15）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.6 ～ P.15）で確認してください。
※�新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、施設見学会を中止する可能性があります。施設見
学を希望される方は、事前予約の要・不要に関わらず、必ず事前に実施施設に開催の有無を確認し
てください。

受 講 料 無料です。ただし教科書代、作業服代、オンラインカリキュラムがある場合の通信料等は、本人負担と
なります。
※自己負担額については「科目案内」（P.6 ～ P.15）の《特記事項》に記載しています。
　詳細については、各実施施設へ直接お問合せください。（P.4「自己負担額について」もご参照ください。）

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、受講対象に卒業要件が記載されている科目に申込まれた方は、

面接選考の際、要件に該当する卒業証明書原本の提示が必要な場合があります。必要書類について
はP.4「2.面接選考時提示書類と入校時提出書類」及び各科目案内の《面接選考時提示書類》をご確
認の上、不明点は各実施施設にお問合せください。

合格発表 選考の結果は、令和4年3月1日（火）以降に郵送で通知します。
※合否結果以外の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。
※3月2日(水)までに通知がない場合は、3日（木）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：裏表紙参照）。

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

令和４年 長期高度人材育成コース働くために
学びたい方向け

　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。令和4年4月から1年又は2年間のコースです。
　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

東京都の入校手続きは郵送で行います。
なお、東京都が指定した日までに入校の手続き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。
※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）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、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）。

（４）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）。

（５）資格取得を目指す科目については、欠席等により必修の訓練カリキュラムを履修できない場合に
は、資格を取得できません。

（６）資格試験の受験手数料や登録手数料等が学校負担でも、法改正や制度改正により価格改定が行わ
れた場合、差額については受講生の負担となります。

（７）受講者は、公共職業訓練生としての休学や留年は認められません。なお、資格取得に必要な単位
の不足等で資格取得の見込みがないものと認められる場合には、退校となります。また、国家資
格取得を主たる目的とする科目において、修了後取得できる資格(国家資格)を在籍中に取得した
場合は、退校となります。

（８）合否結果以外の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。
（９）各訓練機関での感染症対策指示にはご協力くださいますようお願いいたします。

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し込みください。

①申込書
　�とじ込みの「専門人材育成訓練受講申込書」（P.21 ～ P.22）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.20参照）。

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、94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類は返却いたしませんので、ご了承ください。

申 込 方 法

94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

　（
専
門
）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.6 ～ P.15）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、受講対象に卒業要件の記載のある科目に申込まれた方は、面接時に面接選考時提示書類（P.4
及び各校科目案内《面接選考時提示書類》参照）の原本を持参してください。（詳細は訓練実施施設に
ご確認ください）　
※�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＞
令和 4年 1月 5日（水）から同年 1月 28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）

　　※�面接選考予約とは別に、ハローワークへの受講申込み（最終受付：1月 27日（木））
が必要です。ご注意ください。

＜面接選考日＞
令和4年 2月 9日（水）・10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
各訓練実施施設（P.6 ～ P.15 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 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
（裏表紙参照）

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.23 参照）

⑤�求職者支援制度（職業訓練受講給付金）について

※�新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、当日、37.5度以上の発熱またはその他の風邪症状
がある方は、受験をお断りする場合があります。

※面接当日は、このパンフレットをご持参の上、受付で提示してください。
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1. 「高等学校卒業以上」の定義
学校教育法第90条第１項の規定により大学入学が可能な方

①　大学院修了、大学卒業、短期大学卒業、高等学校卒業、中等教育学校(中高一貫校)卒業
②　専門学校（高等学校卒業者を入校対象とする、専門課程を置く専修学校）卒業
③　特別支援学校の高等部又は高等専門学校の3年次修了
④　高等学校卒業程度認定試験（旧大検）合格
⑤　外国の、学校教育における12年の課程修了、12年の課程修了相当の学力認定試験合格(18歳以上)
⑥　国内の、外国の高等学校相当として指定された外国人学校修了
⑦　旧制学校等修了
⑧　外国の大学入学資格である国際バカロレア、アビトゥア、バカロレア、GCEAレベル保有
⑨　国際的な評価団体（WASC、CIS、ACSI）の認定を受けた教育施設の12年の課程修了
【参考】文部科学省ホームページ「大学・大学院入学資格について」

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/index.htm

※原則、新卒、新規学卒未内定者の方は応募できません。
※科目により学歴要件が異なりますので、詳細は実施施設へご確認ください。

2. 面接選考時提示書類と入校時提出書類
各校実施施設案内ページの《面接選考時提示書類》に記載されている書類（原本）を実施施設での面接
選考の際に提示してください。
合格者は、入校手続時に再度卒業証明書等の提出が必要な場合があります。

【留意事項】
・旧姓可
・コピー不可
・卒業証書不可
・�外国の学校を卒業し、証明書が日本語以外で表記されている場合は、日本語訳の文書も併せて提出す
ること

上記をご確認の上、学歴及び提示書類についてのお問合せがある場合は、実施施設または再就職促進訓練室
(裏表紙参照)にお問合せください。

学歴要件と面接選考時提示書類について

　科目案内(P.6 ～ P.15)の各科【自己負担額】の金額は、金額の右側または下段のカッコ内に記載されている事項等、訓練
生共通で発生する事項の合計金額です。
　それ以外の個別自己負担となる項目(個人ごとに金額が異なるもの。学校が負担する場合もあります。）については※印に
記載しました。
　詳細については、施設見学会等で学校にご確認ください。項目の主な内訳を下記に記載します。
�
健康管理費� � � �健康診断、細菌検査、検便、抗体検査（※）とその結果による予防接種など（学校実施・実習先実施）

健康診断が学校負担の場合も再検査・治療費は自己負担になります。
� � � 　※ 抗体検査：麻疹、ムンプス、風疹、水痘、サルモネラ菌等
� � � 　　 抗体が基準値以下だった場合の予防接種費用は自己負担となります。
保険料� � � 団体保険料、学生総合保障共済（1年間）、学生・生徒災害損害保険、インターンシップ保険など
学外実習交通費・宿泊費等� � 訓練生の居住地から実習施設までの交通費や、宿泊を希望された場合の宿泊費
資格試験受験料・登録費用� � 科目で取得を必須目標としている資格や、任意の資格取得における受験料や登録料
証明書発行手数料� � � 資格受験や就職活動向けで、必要な数が個人ごとに異なります。1通150円～ 500円�� �
行事費・学校活動費� � � 運動会等行事参加関連費、防災費、校友会費、卒業アルバム代、同窓会費、等
実習着　　� � � 科目によって必要になる場合や、学校が希望者向けに販売する場合もあります。

自己負担額について
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【新型コロナウイルス感染拡大防止の観点による施設見学会中止の可能性について】

　施設見学会の日時が記載されておりますが、新型コロナウイルス感染の拡大防止の観点から、施設見学会を

中止する可能性があります。

　施設見学会を希望される方は、事前予約の要・不要に関わらず、必ず事前に実施施設に開催の有無を確認し

てください。

訓練実施科目・施設一覧表
☆訓練課程：２年制
科目 
番号 科　　名 訓練実施施設名 

（見学会会場） 定員 最寄駅 オンライン
カリキュラム

（注）

科目案内 
ページ

1 アプリ・Web 制作学科 早稲田文理専門学校　2 号館 20
高田馬場 
雑司が谷 
学習院下

有 6

2 ゲームクリエイター学科 早稲田文理専門学校　2 号館 20
高田馬場 
雑司が谷 
学習院下

有 6

3 アニメーション科 日本電子専門学校　7 号館 5 大久保 有 7

4 電子応用工学科 日本電子専門学校　7 号館 5 大久保 有 7

5 Web 動画クリエイター科 専門学校東京テクニカルカレッジ 8 東中野 8

6 バイオテクノロジー科 専門学校東京テクニカルカレッジ 5 東中野 8

7 環境テクノロジー科 専門学校東京テクニカルカレッジ 5 東中野 9

8 歯科技工士科 新東京歯科技工士学校 20 大森 有 9

9 言語聴覚士養成科 首都医校 5 新宿 10

10 税理士科 大原簿記学校 30 水道橋 
神保町 10

11 栄養科 武蔵野栄養専門学校 40 池袋 11

12 パティシエ科 赤堀製菓専門学校 20 目白 11

13 調理師科 東京ベルエポック製菓調理専門学校 20 西葛西 12

14 パーソナルトレーナー科 東京スポーツ･レクリエーション専門学校 15 西葛西 有 12

15 ヘアメイクビューティ科 ハリウッド美容専門学校 40 六本木 13

☆訓練課程：１年制
科目 
番号 科　　名 訓練実施施設名 

（見学会会場） 定員 最寄駅 オンライン
カリキュラム

（注）

科目案内 
ページ

16 調理師科 山手調理製菓専門学校 20 渋谷 13

17 精神保健福祉士養成科 首都医校 13 新宿 14

18 精神保健福祉士養成学科 日本福祉教育専門学校 5 高田馬場 14

19 精神保健福祉士一般養成科 東京福祉専門学校 20 西葛西 15

20 社会福祉士一般養成科 東京福祉専門学校 10 西葛西 15

（注）オンラインカリキュラムがある科目のオンライン環境については実施施設にお問合せください。
　　「有」となっていない場合でも、新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、カリキュラムがオンラインに変更になる可能性があります。

4 5



◆科目案内◆
訓練課程：２年制
科目番号 科　　　　名 受 講 対 象 訓練期間 パソコンレベル

1 アプリ・Web 制作学科 高等学校卒業以上（これに準ずる方を含む）、 
修了後関連職種に就職を希望する方 ２年 中級

●コース【学科・実技】の内容
アプリ・Web�制作の基本から始め、広く使われている実践的な応用技術
を実習によって身に付け、AI や IoT 等の IT�分野の最新技術や動向、ビジ
ネスにおける利用方法を学び、アプリ・Web�に AI�の技術を組み込み、機
械学習を試行錯誤し、実践することによって、AI�をビジネスに活用する方
法を学んでいきます。

●受験できる関連資格
①応用情報技術者試験（国家資格）
②基本情報技術者試験（国家資格）
③ JDLA�Deep�Learning�for�GENERAL（G�検定）

●目標とする人材像
誰もが使い利用する便利なシステムの開発や、AI�などを活用して開発や制
作の支援ができるプロジェクト人材

●修了後の関連職種
システムインテグレータのエンジニア、AI�デザイナー、Web�エンジニア
一般企業のシステム部門のシステムアーキテクト、Web�エンジニア
一般企業のAI�開発プロジェクトチームのチーフエンジニア

●主な訓練カリキュラム

《実施施設》
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（�JR�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》　16ページ参照
《定員》　　20人
《訓練期間》

令和4年4月11日～令和6年3月8日（予定）
《訓練時間》　13時10分～17時15分
《自己負担額》

1 年次：約 52,500 円
（教科書・教材費、健康管理費、保険料等）
2年次：約 52,900 円

（教科書・教材費、健康管理費、保険料、資格試験受験料等）
※�校外研修及び校外授業諸費、個人で使用するノート

パソコンの周辺機器等は個別自己負担となります。
《施設見学会日程》

● 1月 13日（木）13時 30分
● 1月 18日（火）13時 30分
● 1月 20日（木）15時
● 1月 25日（火）15時
（要事前予約）
その他の日程は要相談

《面接選考時提示書類》
高等学校卒業証明書（原本）
※�高等学校以上の最終学歴の卒業証明書原本または在
籍期間証明書原本でも可

学　科
〔1044H〕

・ネットワーク概論　・アルゴリズム概論　・プログラミング概論
・システム設計開発　・プロジェクトマネジメント　
・IT�セキュリティ　 ・情報システム戦略　等

実　技
〔684H〕

・プログラミング　　　　・データベース設計　
・Web�プログラミング　・Web�システム制作　
・情報リテラシー　等

科目番号 科　　　　名 受 講 対 象 訓練期間 パソコンレベル

2 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）、 
修了後関連職種に就職を希望する方 ２年 中級

●コース【学科・実技】の内容
ゲーム業界に就職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）を身に付け、新たなエンターテインメントを作り出
す基盤として注目されている AI�等の最新技術の動向を学び、修得したス
キルを活用して各自が作品を制作し、就職活動に繋げます。

●受験できる関連資格
①文部科学省後援�情報検定�情報活用試験�3 級
② JDLA�Deep�Learning�for�GENERAL(G�検定）

●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
《ゲーム専攻》　
ゲームプログラマー、ネットワークプログラマー、Unity�エンジニア、シ
ステムエンジニア、サーバーエンジニア　等
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、アニメーター　等

《AI�専攻》
AI�ビジネスデザイナー、AI�エンジニア

●主な訓練カリキュラム

《実施施設》
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（�JR�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》　16ページ参照
《定員》　　20人
《訓練期間》

令和4年4月11日～令和6年3月8日（予定）
《訓練時間》　13時10分～17時15分
《自己負担額》

1 年次：約 58,000 円
（教科書・教材費、健康管理費、保険料等）
2年次：約 33,200 円

（教科書・教材費、健康管理費、保険料、資格試験受験料等）
※�校外研脩及び校外授業諸費、個人で使用するノート

パソコンの周辺機器等は個別自己負担となります。
《施設見学会日程》

● 1月 13日（木）15時
● 1月 18日（火）15時
● 1月 20日（木）13時 30分
● 1月 25日（火）13時 30分
（要事前予約）
その他の日程は要相談

《面接選考時提示書類》
高等学校卒業証明書（原本）
※�高等学校以上の最終学歴の卒業証明書原本または在
籍期間証明書原本でも可

学　科
〔792H〕

・ビジネスコミュニケーション　　・情報リテラシー
・キャリアデザイン　　　・プロジェクトマネジメント
・プログラミング技術　　・デザイン技術
【ゲーム専攻】　・ゲームデザイン　　・ゲームディレクション
【AI�専攻】　・AI�ビジネスモデル　　・数理統計学

実　技
〔936H〕

・CG�制作　・ゲームエンジン開発　・ゲーム制作　・卒業制作
【ゲーム専攻】　・CG�制作
【AI�専攻】　・AI�プログラミング
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科目番号 科　　　　名 受 講 対 象 訓練期間 パソコンレベル

4 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）、 
修了後関連職種に就職を希望する方 ２年 中級

●コース【学科・実技】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
します。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（国家資格）

●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、組込みシステム技術者、ロボットエンジニア、音響機器
エンジニア、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》　16ページ参照
《定員》　　5人
《訓練期間》

令和4年4月1日～令和6年3月29日（予定）
《訓練時間》　9時20分～16時40分
《自己負担額》

1 年次：約 33,000 円（教科書・工具）
2年次：約 10,000 円（教科書・工具）
※学外活動時交通費等個別自己負担
※資格試験受験料等別途負担
※追再試等受験費用個別自己負担

（�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 16日（日）9時（要事前予約）
上記日時は日本電子専門学校HPよりお申込みください。
１月 14日（金）15時申込締切となります。
※本校HPの申込フォーム下部のアンケート欄で「その
他」を選択したうえで「専門人材」とご入力ください。
その他日程では、個別相談を承っております。ご希望
の方はお電話よりご予約ください。

《備考》
※見学会集合場所　日本電子専門学校 本館
　　　　　　　　　新宿区百人町 1-25-4

《面接選考時提示書類》
高等学校卒業証明書（原本）
※�高等学校以上の最終学歴の卒業証明書原本また

は在籍期間証明書原本でも可

学　科
〔570H〕

・電気数学　・電磁気学　・物理学　・電気回路　・電子回路実装設計　
・アクチュエータ技術　　・コンピュータアーキテクチャ　
・組込みマイコン基礎　　・通信インタフェース技術　・組込みシステム設計・評価
・ロボット技術　・人工知能技術　・製造・管理技術　・アルゴリズム
・【選択科目１】資格対策（ハード系）　
・【選択科目２】資格対策（ソフト系）　・就職活動リテラシー

実　技
〔1,230H〕

・電気回路基礎および製作　　　・電子回路および製作　
・アナログＩＣ回路および製作　・デジタル回路および製作　
・回路シミュレーション技術　　・ＦＰＧＡ設計および実習　
・組込みマイコン設計　・マイコン周辺回路および実習　・IoT技術　
・Ｃ言語プログラミング基礎および演習　・デジタル・データ処理　
・組込みデータベース設計　　　・設計・製作実習　・卒業制作　
・コンピュータ基礎および演習　・ＣＡＤおよび演習

科目番号 科　　　　名 受 講 対 象 訓練期間 パソコンレベル

3 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）、 
修了後関連職種に就職を希望する方 ２年 中級

●コース【学科・実技】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あり、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を育成します。

●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に加え、豊かな創造力とコ
ミュニケーション能力を兼ね備えた、実社会で即戦力として活躍できるアニ
メーター

●修了後の関連職種
アニメーター（作画）、キャラクターデザイナー、動画検査

●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》　16ページ参照
《定員》　　5人
《訓練期間》

令和4年4月1日～令和6年3月29日（予定）
《訓練時間》　9時20分～16時40分
《自己負担額》

1 年次：約 45,000 円（教科書・教材費・検定料）
2年次：未定（昨年度 0円）
※学外活動時交通費等個別自己負担
※資格試験受験料等別途負担
※追再試等受験費用個別自己負担

（�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 16日（日）9時（要事前予約）
上記日時は日本電子専門学校HPよりお申込みください。
１月 14日（金）15時申込締切となります。
※本校HPの申込フォーム下部のアンケート欄で「その
他」を選択したうえで「専門人材」とご入力ください。
その他日程では、個別相談を承っております。ご希望
の方はお電話よりご予約ください。

《備考》
※見学会集合場所　日本電子専門学校 本館
　　　　　　　　　新宿区百人町 1-25-4

《面接選考時提示書類》
高等学校卒業証明書（原本）
※�高等学校以上の最終学歴の卒業証明書原本または在
籍期間証明書原本でも可

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　　　　・レイアウト作法
・背景・パース　　・原画作法　　　　・就職活動リテラシー　
・就職試験対策

実　技
〔1,170H〕

・フォトショップ　　・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　　　・卒業制作
・イラスト制作
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科目番号 科　　　　名 受 講 対 象 訓練期間 パソコンレベル

5 Web 動画クリエイター科 高等学校卒業以上（これに準ずる方を含む）、 
修了後関連職種に就職を希望する方 ２年 初級

●コース【学科・実技】の内容
Web 動画クリエイター科では、Web サイトのデザイン・制作だけではな
く、動画の撮影・編集技術も学びます。PC やスマホ、タブレット、電子
看板など様々なデバイスで動くデジタルコンテンツを制作できる技術者を
育成するため、２年間で動画８本＋ Web サイト２本＋企業連携授業にて
実作業に取り組みます。

●受験できる関連資格
Webデザイナー検定�ベーシック・エキスパート

●目標とする人材像
動画制作に必要な撮影スキルや編集ソフトの活用方法と、Web 制作に必
要なグラフィックソフトでの編集方法やプログラミング技術を身に付け、
様々なデバイスで動くデジタルコンテンツを制作できる人材

●修了後の関連職種
広告制作会社、デジタルコンテンツ開発会社、Webサイト制作・管理会社、
ＤＴＰ関連会社など

●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、都営大江戸線）

《地図》　16ページ参照
《定員》　　8人
《訓練期間》

令和4年4月5日～令和6年3月29日（予定）
《訓練時間》　9時20分～16時40分
《自己負担額》

1 年次：約 72,000 円
（教科書・教材費、保険料、学生活動費他）
2年次：約 61,000 円
（教科書・教材費、保険料、学生活動費他）
※証明書発行手数料等個別自己負担
※�その他、資格試験を受験する方は受験料別途自己負担
※�ノートPCをお持ちでない方：学園推奨PCを別途購入
※�ノートPC（スペック指定あり）をお持ちの方：1年
次にPCネットワーク設定費（約20,000円）を個別自
己負担

《施設見学会日程》
●�1 月�13 日（木）18時
●�1 月�20 日（木）18時
●�1 月�25 日（火）18時
※上記日程での参加が困難な場合、別途個別対応
（要事前予約）

《面接選考時提示書類》
最終学歴の卒業証明書（原本）

学　科
〔720H〕

・情報デザイン　・HTML5　・サイト制作
・Webサーバー技術　・JavaScript　・CSS
・グラフィックデザイン入門　・モーショングラフィックス
・HTML�オーサリングツール　・周辺機器活用技術
・映像機器＆撮影技術　・カメラテクニック

実　技
〔1,170H〕

・Webプログラミング　・CMS　・サイト制作
・グラフィックデザイン演習　・Webアプリケーション開発
・Web�マーケティング　・Web�解析　・3DCG�制作
・モーショングラフィックス　・動画制作技術
・リアルジョブプロジェクト　・校外実習

科目番号 科　　　　名 受 講 対 象 訓練期間 パソコンレベル

6 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）、 
修了後関連職種に就職を希望する方 ２年 初級

●コース【学科・実技】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ためのバイオ分析技術を学びます。バ
イオ分析技術は大きく化学分析技術と生物分析技術に分かれており、豊富
な機材を使って基本的な実験からより複雑な実験へと進み、必要な技術を
習得できるカリキュラム構成です。

●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、安全評価技術者、
分析機器メーカー技術者など

●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、都営大江戸線）

《地図》　16ページ参照
《定員》　　5人
《訓練期間》

令和4年4月5日～令和6年3月29日（予定）
《訓練時間》　9時20分～16時40分
《自己負担額》

1 年次：約94,000 円
（教科書・教材費、保険料、学生活動費、実習着費他）
2年次：約39,000 円
（教科書・教材費、保険料、学生活動費他）
※証明書発行手数料等個別自己負担
※�その他、資格試験を受験する方は受験料別途自己負担
※�ノートPCをお持ちでない方：学園推奨PCを別途購入

　※�ノートPC（スペック指定あり）をお持ちの方：1年
次にPCネットワーク設定費（約20,000円）を個別自
己負担

《施設見学会日程》
●�1 月�13 日（木）18時
●�1 月�20 日（木）18時
●�1 月�25 日（火）18時
※上記日程での参加が困難な場合、別途個別対応

（要事前予約）
《面接選考時提示書類》

最終学歴の卒業証明書（原本）

学　科
〔705H〕

・バイオ化学　・生化学　・実験動物技術　・微生物学
・分子細胞生物学　・遺伝子工学技術　・食品化学
・酵素化学　・基礎分析化学　・バイオ分析化学
・細胞工学技術　・免疫学　・栄養生理学
・植物の生理と病理　・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

実　技
〔1,215H〕

・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　・細胞工学基礎実習
・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
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科目番号 科　　　　名 受 講 対 象 訓練期間 パソコンレベル

8 歯科技工士科 高等学校卒業以上（これに準ずる方を含む）、 
修了後関連職種に就職を希望する方 ２年 初級

●コース【学科・実技】の内容
職業人教育として必要とされる専門教育と人間教育を兼ね備えたキャリア
教育を主軸にして、歯科技工士に必要な「知識・技術・態度」を基礎から
養います。歯をつくる実習を中心としたカリキュラムで即戦力となれるよ
うに、業界が取り入れている最新のデジタル機器と同じ設備で学習します。
また、歯科技工士国家試験に合格できるように対策授業や個別指導を行い
高い合格率を維持継続しています。

●受験できる関連資格
歯科技工士（国家資格）

●目標とする人材像
歯科技工士の国家資格を取得し、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・業界団体等で歯科医療チームの一員としてグロー
バルな視点を持って活躍できる歯科技工士

●修了後の関連職種
歯科技工士（歯科技工所、歯科医院、歯科関連企業、デンタル CAD デザ
イナー、CAD/CAMオペレーター）

●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京浜東北線 )

《地図》　17ページ参照
《定員》　　20人
《訓練期間》

令和4年4月1日～令和6年3月29日（予定）
《訓練時間》　9時～14時45分
《自己負担額》

1 年次：約 341,100 円（教科書・教材費、健
康管理費、国家試験対策費）
2 年次：約 169,600 円（教科書・教材費、健
康管理費、資格試験受験料、卒業関連費）

※�オンライン授業受講や授業資料閲覧のため、
モバイル PC やタブレット端末等が必要とな
ります。お持ちでない方は各自でご購入をお
願いいたします。

《施設見学会日程》
●個別相談会　10時～�
1/8（土）、9（日）、10（月祝）、15（土）、
16（日）、22（土）、23（日）�
●体験授業付き個別相談会　13時～�
1/8（土）、9（日）、15（土）、16（日）、
22（土）、23（日）��
●オンライン個別相談会（Zoom 開催）　
① 10時 30分～ /② 14時 00分～
1/8(土）、12（水）、13（木）、19（水）、
20（木）、26（水）� �
（要事前予約）

《面接選考時提示書類》
高等学校卒業証明書（原本）

学　科
〔780H〕

・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　・歯の解剖学基礎・応用
・顎口腔機能学基礎・応用・実践　・歯科理工学基礎・応用
・有床義歯技工学基礎・応用　・歯冠修復技工学基礎・応用
・矯正歯科技工学各論・総論　・小児歯科技工学各論・総論
・総合歯科技工学　・スポーツ歯学入門　
・デジタル歯科技工入門　・総合歯科技工入門　・インターンシップ
・情報技術基礎　・外国語　・キャリアデザイン

実　技
〔1,020H〕

・歯型彫刻基礎・応用・総合　・部分床義歯基礎実習
・有床義歯基礎実習・総合実習　・全部床義歯基礎実習　
・歯冠修復基礎実習・応用実習・総合実習　・矯正歯科技工実習　
・小児歯科技工実習　・技工基本実習　・歯科技工実習総合　
・総合歯科技工実習　・課題研究実習

科目番号 科　　　　名 受 講 対 象 訓練期間 パソコンレベル

7 環境テクノロジー科 高等学校卒業以上（これに準ずる方を含む）、 
修了後関連職種に就職を希望する方 ２年 初級

●コース【学科・実技】の内容
環境テクノロジー科では、水処理技術者などの公害防止管理技術者を目指
します。各種環境測定機器の取り扱い方法や操作技術と廃液・廃棄物の処
理方法の原理を理解し、公害防止管理者（水質４種）の資格取得を目標と
しています。また、環境関連の技術者としてのバックグラウンド形成のた
めに、自然環境の保全や管理に関する取り組みについて、フィールドワー
クを多く取り入れています。

●受験できる関連資格
公害防止管理者（水質 4種）

●目標とする人材像
水処理技術などの公害防止管理技術者に必要な技術を習得して公害防止管
理者（水質４種）の資格を取得し、汚水等排水処理施設・公害防止管理施
設における維持管理業務が遂行できる技術者

●修了後の関連職種
水処理（上水・下水）関連業務、廃棄物処理業務、環境プラント施設等の
メンテナンス・オペレーション業務、自然環境調査業務など

●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、都営大江戸線）

《地図》　16ページ参照
《定員》　　5人
《訓練期間》

令和4年4月5日～令和6年3月29日（予定）
《訓練時間》　9時20分～16時40分
《自己負担額》

1 年次：約 86,000 円
（教科書・教材費、保険料、学生活動費、実習着費他）
2年次：約44,000 円

（教科書・教材費、保険料、学生活動費他）
※証明書発行手数料等個別自己負担
※�その他、資格試験を受験する方は受験料別途自己負担
※�ノートPCをお持ちでない方：学園推奨PCを別途購入
※�ノートPC（スペック指定あり）をお持ちの方：1年
次にPCネットワーク設定費（約20,000円）を個別自
己負担

《施設見学会日程》
●�1 月�13 日（木）18時
●�1 月�20 日（木）18時
●�1 月�25 日（火）18時
※上記日程での参加が困難な場合、別途個別対応
（要事前予約）

《面接選考時提示書類》
最終学歴の卒業証明書（原本）

学　科
〔630H〕

・環境リテラシー　・無機化学　・有機化学　・機械工学
・機器分析概論　　・公害総論　・水質概論　・電気工学
・物理化学的水処理技術　・生物化学的水処理技術
・大気概論　・水力学　・微生物学　・廃棄物処理技術
・大気保全技術　・環境関連法規

実　技
〔1,290H〕

・化学実習　・生物分類・同定実習　・環境調査基礎実習　
・製図実習　・機器分析実習　・装置制御実習
・物理化学的水処理実習　　　・大気測定実習　・微生物実習　
・自然環境調査・管理実習　　・自然環境保全実習　
・リアルジョブプロジェクト　・校外実習
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科目番号 科　　　　名 受 講 対 象 訓練期間 パソコンレベル

9 言語聴覚士養成科 大学卒業者または高度専門士称号取得者 
で、修了後関連職種に就職を希望する方 ２年

●コース【学科・実技】の内容
豊富な臨床経験・教員経験を持つ専任教員の指導のもと、言語聴覚士国家
資格の取得を目指します。通常授業の他、卒業生が活躍している現場の実
際を伝える特別授業も実施します。就職に関しては就職指導担当者が相談
から面接練習など、ニーズに応じた個別サポートを行い、開校以降、希望
者就職率 100％です。

●受験できる関連資格
言語聴覚士（国家資格）

●目標とする人材像
音声・言語・聴覚・摂食嚥下の障害児者に対して、適切な検査・訓練・指
導を行うことができる人材

●修了後の関連職種
言語聴覚士

●主な訓練カリキュラム

《実施施設》
首都医校
所在地：新宿区西新宿 1-7-3
ＴＥＬ：03-3346-3000

《最寄駅（路線）》
新宿駅（JR、私鉄、地下鉄各線）

《地図》　17ページ参照
《定員》　　5人
《訓練期間》

令和4年4月1日～令和6年3月29日（予定）
《訓練時間》　9時～17時50分
《自己負担額》

1 年次：約 203,000 円
（教科書・教材費、健康管理費、保険料、各種証明書代）
2年次：約 161,300 円
（教材費・実習費、健康診断費用、諸費用預り金）
国家試験受験料、登録料も自己負担となります。

《施設見学会日程》
●1月7日（金）～1月8日（土）　10時～16時
●1月11日（火）～1月14日（金）　10時～16時
●1月17日（月）～1月22日（土）　10時～16時
●1月24日（月）～1月26日（水）　10時～16時
（要事前予約）

《面接選考時提示書類》
卒業証明書（原本）

学　科
〔1,792H〕

・�身体の構造・機能・疾病について学ぶ基礎医学及び臨床医学や、
ことばの構造と運用を学ぶ音声学・言語学　等

・�各種のコミュニケーション障害の症状・評価法・訓練法など
を学ぶ専門科目　等

実　技
〔480H〕

各種コミュニケーション障害の症状・検査法・指導訓練法につ
いての実習

科目番号 科　　　　名 受 講 対 象 訓練期間 パソコンレベル

10 税理士科 高等学校卒業以上（これに準ずる方を含む） ２年 初級
●コース【学科・実技】の内容
入校後、簿記の基礎から学習を開始し、簿記 2�級、簿記 1�級、簿記論、財
務諸表論等を学習します。学科は基礎学習から行い、知識を定着させた上
で応用学習まで、実技では過去問演習を行い、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科目の取得と会計事務所等への就職を目指
します。

●受験できる関連資格
①日商簿記検定 2級
②税理士試験 2科目（簿記論及び財務諸表論）

●修了後取得できる受験資格
税理士試験受験資格（商業実務課程専門士）

●目標とする人材像
簿記 2 級及び 1 級の学習を通じて会計知識の定着を図り、税理士科目（簿
記論及び財務諸表論）も取得した、会計事務所等で活躍できる人材

●修了後の関連職種
経理、会計、税務業務、事務職全般

●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�線）
神保町駅（�都営新宿線・三田線、東京メト

ロ半蔵門線）
《地図》　17ページ参照
《定員》　　30人
《訓練期間》

令和4年4月4日～令和6年3月28日（予定）
《訓練時間》　9時30分～17時
《自己負担額》

1 年次：約 134,500 円
（教科書・教材費、検定受験料、学習用デジタル端末、
12桁電卓本体、電卓検定教材）
2年次：約 97,100 円

（教科書・教材費、検定受験料、卒業関連費用）
※上記以外に、写真代、郵送・申込手数料、就職対策
諸費、健康管理費、卒業関連費、各種証明書発行代等は、
個別自己負担となります。詳細は施設見学会にて説明
いたします。

《施設見学会日程》
● 1月 12日（水）16時 30分
● 1月 19日（水）16時 30分
● 1月 22日（土）10時
● 1月 26日（水）16時 30分

（要事前予約）
2 年間にわたる長期訓練のため、ミスマッチ回
避のため、訓練参加には施設見学会の参加を必
須とさせて頂きます。

《面接選考時提示書類》
高等学校以上の卒業証明書（原本）
※ただし専門学校の卒業証明書は不可

学　科
〔1,220H〕

・簿記入門　・2�級簿記総合　・1�級会計学入門
・1�級原価計算入門　・簿記論総合　・財務諸表論総合
・ビジネス教養　・キャリアデザイン
・消費税法入門　・相続税法入門　等

実　技
〔730H〕

・簿記入門　・2�級簿記総合　・1�級会計学入門
・1�級原価計算入門　・簿記論総合　・財務諸表論総合
・一般常識　・ビジネス教養　・キャリアデザイン
・消費税法入門　・相続税法入門　等
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科目番号 科　　　　名 受 講 対 象 訓練期間 パソコンレベル

12 パティシエ科 高等学校卒業以上（これに準ずる方を含む）、 
修了後関連職種に就職を希望する方 ２年

●コース【学科・実技】の内容
2 年間で洋菓子と和菓子の技術を基礎からしっかりと学びます。また国家
資格「製菓衛生師」を在学中に取得し、高い衛生意識と製菓理論も身に付
けた、製菓業界で求められるパティシエを目指します。2 年次には企業か
ら課題をいただき、アレンジスイーツ（新商品）開発にもチャレンジでき
ます。

●受験できる関連資格
①［必修］製菓衛生師免許（国家資格）
②［選択］商業ラッピング検定�2,3 級、サービス接遇検定�2,3 級、
　　　　　色彩検定®�2,3 級、フードアナリスト®�検定試験�4 級、
　　　　　一般社団法人キャリア教育総合研究所　おもてなし検定
　　　　　＊授業受講後資格取得するか選択できます

●目標とする人材像
製菓衛生師を取得し、身に付けた知識と技術をより高めることで、アレン
ジレシピが作れるパティシエ・和菓子職人として協働できる人材

●修了後の関連職種
パティスリー（洋菓子専門店）、和菓子店、ホテル、ベーカリー（パン屋）、
ブライダルハウス（結婚式場）、レストラン、カフェ、ショコラトリー、洋
菓子メーカー、菓子製造工場　等

●主な訓練カリキュラム

《実施施設》
赤堀製菓専門学校
所在地：豊島区目白 3-1-31
ＴＥＬ：03-3953-2251

《最寄駅（路線）》
目白駅 (JR 線 )

《地図》　18ページ参照
《定員》　　20人
《訓練期間》

令和4年4月1日～令和6年3月29日（予定）
《訓練時間》　9時～14時40分
《自己負担額》

1 年次：約 110,000 円（教科書・教材費）
2年次：約 40,000 円（教科書・教材費、
国家資格試験）

《施設見学会日程》
● 1月　8日（土）10時
● 1月 12日（水）10時 /14 時
● 1月 15日（土）10時
● 1月 16日（日）10時
● 1月 19日（水）10時 /14 時
● 1月 23日（日）10時

（要事前予約）
《備考》

上記日程以外での見学をご希望の方もお電話・HPより
ご連絡ください。

《面接選考時提示書類》
高等学校卒業証明書（原本）

学　科
〔786H〕

・製菓理論　・衛生法規　　　・食品学　・食品衛生学　
・栄養学　　・公衆衛生学　　・国家試験対策　・ラッピング　
・サービス接遇検定　　・PC�スキル　
・社会　　　・キャリア演習　・就職講座　等

実　技
〔1,044H〕

・洋菓子実習　　・和菓子実習　・企業コラボ実習
・和洋製菓実習　・学内店舗実習　等

科目番号 科　　　　名 受 講 対 象 訓練期間 パソコンレベル

11 栄養科 高等学校卒業以上（これに準ずる方を含む）、 
修了後関連職種に就職を希望する方 ２年

●コース【学科・実技】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。

●受験できる関連資格
①フードアナリスト®�検定試験�3 級 ,4 級
②アスリートフードマイスター検定試験
③NR�サプリメントアドバイザー検定試験

●修了後取得できる資格
栄養士免許（国家資格）

●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》　17ページ参照
《定員》　　40人
《訓練期間》

令和4年4月5日～令和6年3月29日（予定）
《訓練時間》　8時30分～16時55分
《自己負担額》

1 年次：約 181,100 円
（教科書・教材費、実習用具等、健康管理費、証明
写真撮影代）
2年次：約 104,400 円
（教科書・教材費、実習用具等、健康管理費、栄養
士実力試験受験費用、栄養士免許取得時の申請手
数料）
※上記以外に、課外実習時交通費、定期試験不合
格者の追再試験受験料、職業訓練生総合保険料（任
意）、検査において抗体が基準値以下の場合の予防
接種代金、自由選択科目受講料、任意資格試験取
得費用等は個別自己負担です。

《施設見学会日程》
● 1月 14日（金）14時
● 1月 15日（土）13時 30分
● 1月 21日（金）14時
（要事前予約）

《面接選考時提示書類》
高等学校卒業証明書（原本）または高等学
校以上の最終学歴の卒業証明書（原本）

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　・食品学実験　・食品衛生学実験
・食品加工学実習　・応用栄養学実習　・臨床栄養学実習
・栄養教育指導論実習　・給食管理実習　・校内実習　・校外実習
・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
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科目番号 科　　　　名 受 講 対 象 訓練期間 パソコンレベル

13 調理師科 高等学校卒業以上（これに準ずる方を含む）、 
修了後関連職種に就職を希望する方 ２年

●コース【学科・実技】の内容
１年次は西洋料理を中心に日本料理・中華料理・製菓など幅広く学び、２
年次には西洋料理 + 製菓の学びか、西洋料理 + 日本料理 + 世界の料理の
学びのどちらかを専攻することができます。また、業界と共に学生を育む
カリキュラムを通して、ホテルや有名店などのシェフから高い技術や発想
力を学びます。

●受験できる関連資格
①製菓衛生師免許（国家資格）
②フードコーディネーター�3 級
③サービス接遇検定�3 級
④コミュニケーションスキルアップ検定
⑤色彩検定®�3 級

●修了後取得できる資格
調理師免許（国家資格）

●目標とする人材像
調理師免許を取得し、現場で即戦力となる調理の知識と技術、社会人とし
ての勤労観を持ち、自身のキャリアプランを設計して現場で長く活躍でき
る人材

●修了後の関連職種
教育現場・医療機関・福祉現場における集団調理、ホテル、レストラン、料亭、
日本料理専門店、旅館の調理師

●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
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（東京メトロ東西線）

《地図》　18ページ参照
《定員》　　20人
《訓練期間》

令和4年4月1日～令和6年3月15日（予定）
《訓練時間》　9時～16時40分
《自己負担額》

1 年次：約 129,500 円
（教科書・教材費、健康管理費、国家資格試験・検定受験料）
2年次：約 43,500 円

（教科書・教材費、健康管理費、国家資格試験・検定受験料）
※�選択資格・検定の申し込み時、それぞれに
応じた資格検定費用は個別自己負担になり
ます。

《施設見学会日程》
● 1月���8 日（土）��10 時～ 11時 30分
● 1月���9 日（日）��10 時～ 11時 30分
● 1月 10日（月・祝）10時～ 11時 30分
● 1月 15日（土）��10 時～ 11時 30分
● 1月 16日（日）��10 時～ 11時 30分
● 1月 22日（土）��10 時～ 11時 30分

（要事前予約）
《面接選考時提示書類》

高等学校卒業証明書（原本）

学　科
〔690H〕

・公衆衛生学　・食品学　・食品衛生学　・栄養学
・食の法律　・調理理論　・キャリア教育講座　・食文化概論
　等

実　技
〔1,020H〕

・調理基礎実習　・調理応用実習　・総合調理実習
・製菓実習　・レストラントレーニング
・コラボレーション実習　・高度調理技術実習　等

科目番号 科　　　　名 受 講 対 象 訓練期間 パソコンレベル

14 パーソナルトレーナー科 高等学校卒業以上（これに準ずる方を含む）、 
修了後関連職種に就職を希望する方 ２年

●コース【学科・実技】の内容
健康づくりを目的とした運動を安全かつ効果的に実践指導できる知識、技
術、心構えを身に付けます。パーソナルトレーナーとして必要なトレーニ
ング理論や人体の機能や構造等を基礎から習得し、演習や実技を通じて自
ら運動の見本を見せる技術を学びます。

●受験できる関連資格
健康運動実践指導者

●目標とする人材像
幅広い年齢層の顧客に対し、性別、身体の特徴を踏まえ、個別ニーズに正
しい知識と技能で応えられる能力を備え、生活習慣病の予防や、高齢化社
会における身体機能の維持によるＱＯＬ向上をサポートできる人材

●修了後の関連職種
介護予防事業所、高齢者施設、メディカルフィットネス施設、健康増進施設、
スポーツクラブ、スポーツジム　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
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（東京メトロ東西線）

《地図》　18ページ参照
《定員》　　15人
《訓練期間》

令和4年4月1日～令和6年3月19日（予定）
《訓練時間》　9時10分～16時20分
《自己負担額》

1 年次：約 83,000 円
（�教科書・教材費、資格試験受験料）
2年次：約 70,300 円

（�教科書・教材費、資格試験受験料）
《施設見学会日程》

●�１月６日（木）～１月 26日（水）
　時間は予約時に確認してください。
　土日も開催（要事前予約）

《備考》
電話またはメールでお申込みください。
℡：0120-61-9090
 E-mail：info@tsr.ac.jp�

《面接選考時提示書類》
高等学校卒業証明書（原本）

学　科
〔1,065H〕

・パーソナルトレーナーの役割　・運動生理学　
・機能解剖学　・応急処置・救急法　・スポーツ心理学　
・パーソナルトレーナー栄養学　・最新トレーニング理論Ⅰ　等
（社会情勢によりオンラインでの授業となる場合あり）

実　技
〔660H〕

・パーソナルトレーニング　・ストレッチ　
・パワートレーニング　　　・レジスタンストレーニング
・対象者別トレーニング　　・トレーニングプログラム実践
・現場実習　等
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科目番号 科　　　　名 受 講 対 象 訓練期間 パソコンレベル

15 ヘアメイクビューティ科 高等学校卒業以上（これに準ずる方を含む）、 
修了後関連職種に就職を希望する方 ２年

●コース【学科・実技】の内容
ビューティビジネス業界では、時代の変化に適応し、革新する実践的な中
核人材が必要とされています。高度化・多様化・国際化している美容業界で、
技術力のみならず、幅広い知識と教養を持った人間力のある即戦力となる
人材を育成します。

●受験できる関連資格
①美容師免許（国家資格）
②ハリウッドメイク検定�3 級
③AJESTHE 認定エステティシャン
④ JNECネイリスト技能検定�3 級

●修了後取得できる受験資格
SBS メイクディレクター�2 級（美容師免許取得後受験可）

●目標とする人材像
高度化・多様化・国際化している美容業界に技術力のみならず、幅広い知
識と教養を持った人間力のある即戦力となる人材

●修了後の関連職種
美容師、ヘアメイクアーティスト、エステティシャン、ネイリスト、ビュー
ティアドバイザー、ブライダルスタイリスト、アイリスト等

●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）》
六本木駅（地下鉄各線）

《地図》　18ページ参照
《定員》　　40人
《訓練期間》

令和4年4月1日～令和6年3月29日（予定）
《訓練時間》　8時45分～16時10分
《自己負担額》

1 年次：約 375,000 円
（教科書・教材費、健康管理費、保険料、学外実習時交通費・
宿泊費等、各種検定受験料、行事費、卒業関連費、実習着費）
2年次：約 375,000 円

（教科書・教材費、健康管理費、保険料、学外実習時交通費・
宿泊費等、国家試験・各種検定受験料、行事費、卒業関
連費、実習着費）

《施設見学会日程》
● 1月���8 日（土）　　�13 時
● 1月���9 日（日）　　�13 時
● 1月 10日（月・祝）13時
● 1月 15日（土）　　�13 時
● 1月 16日（日）　　�13 時
● 1月 22日（土）　　�13 時

（要事前予約）
《面接選考時提示書類》

高等学校以上の最終学歴の卒業証明書（原本）

学　科
〔510H〕

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

実　技
〔1,500H〕 ・ヘア実習　・メイク実習　・エステ実習　・ネイル実習　他

訓練課程：１年制
科目番号 科　　　　名 受 講 対 象 訓練期間 パソコンレベル

16 調理師科 高等学校卒業以上（これに準ずる方を含む）、 
修了後関連職種に就職を希望する方 1 年

●コース【学科・実技】の内容
質の高い安定した技術力を身に付けるために「毎日実習」を行います。
一流シェフや、プロ現場出身の「実務家教員」による授業、また、職業実
践力を身に付けるために、企業や行政とコラボする「産官学接続型授業」
や店舗運営の「実践トレーニング」を豊富に行います。一流現場でのインター
ンシップも充実しています。

●受験できる関連資格
専門調理師免許・調理技能士（国家資格）、食育インストラクター（公的資
格）、野菜ソムリエ（民間資格）、アスリートフードマイスター（民間資格）

●修了後取得できる資格
調理師免許（国家資格）

●目標とする人材像
技術だけでなく社会人として通用する人間性、調理師としてあるべき姿を
教え、高い技術を持ち、社会で即戦力となる人材

●修了後の関連職種
料理人、シェフ、フードコーディネーター、商品開発、ブライダルスタッフ等

●主な訓練カリキュラム

《実施施設》
山手調理製菓専門学校
所在地：渋谷区円山町 28－ 5
ＴＥＬ：03-5456-0777

《最寄駅（路線）》
渋谷駅 (JR、私鉄、地下鉄各線 )

《地図》　19ページ参照
《定員》　　20人
《訓練期間》

令和4年4月1日～令和5年3月31日（予定）
《訓練時間》　8時50分～16時10分
《自己負担額》

約 471,500 円
（教科書・教具費、健康管理費、調理師免許申請手
数料、実習着費、給食食材、ロッカー使用料、学生証・
ストラップ、材料費）

《施設見学会日程》
1 月 6日（木）～ 1月 26日（水）
10時～ 19時
体験型のオープンキャンパスを希望の方は以下から
お申込みください。
https://yamanote.ac.jp/shibuya/opencampus/
（要事前予約）
《備考》

訓練カリキュラム以外にもレストラントレー
ニングなど実践的なトレーニングを実施して
います。

《面接選考時提示書類》
高等学校卒業証明書（原本）
※高等学校以上の最終学歴の卒業証明書原
本または在籍期間証明書原本でも可

学　科
〔540H〕

・ヘルシーライフ研究　　・食品栄養学　
・フードセーフティー論　・調理理論　・世界の食通信

実　技
〔420H〕 ・フードセーフティー論　・調理実習　・総合調理実習
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科目番号 科　　　　名 受 講 対 象 訓練期間 パソコンレベル

18 精神保健福祉士養成学科 四年制大学を卒業された方
修了後「精神保健福祉士」としての就職を希望する方 1 年

●コース【学科・実技】の内容
精神保健福祉士の国家資格化とともに開講したパイオニア校として、1年間で国
家試験合格を目指すカリキュラムです。クラスは40名少人数、クラス担任制で
講義授業から実習指導、就職相談まで行います。卒業後も勉強会やOBOG会な
ど卒後教育が充実しています。

●受験できる関連資格
精神保健福祉士（国家資格）

●目標とする人材像
「精神保健福祉士」の国家資格を取得し、精神障害および情緒の問題を抱える人々
のために福祉・医療業界で活躍でき、臨床現場に強いソーシャルワーカー

●修了後の関連職種
精神科病院・精神科クリニック、精神障害者地域生活支援施設（就労継続支援事
業所・地域活動支援センター・障害福祉サービス事業所等）、地方公務員（市町
村保健センター・精神保健福祉センター・保健所等）、教育機関、司法福祉施設、
企業　等

●主な訓練カリキュラム

《実施施設》
日本福祉教育専門学校
所在地：新宿区高田馬場 2-16-3
ＴＥＬ：03-3205-1611

《最寄駅（路線）》
高田馬場駅（JR、私鉄、地下鉄各線）

《地図》　19ページ参照
《定員》　　5人
《訓練期間》

令和4年4月6日～令和5年3月31日（予定）
《訓練時間》　9時～16時10分
　　　　　　　　（16時30分）

《自己負担額》
約 95,500 円
（教科書・教材費、健康管理費、国家試験
受験料、証明書類手数料、登録料）
※�全国統一模擬試験（任意）6,900 円は個別
自己負担になります。

※�授業でモバイル PC・タブレット端末等のデ
バイスを使用します（スマートフォン不可）。
機種や機能等の詳細は施設見学会にてご案
内致します。

《施設見学会日程》
● 1月 11日（火）15時
● 1月 18日（火）15時
● 1月 25日（火）15時
（要事前予約）
上記日程でご都合がつかない場合はお電話
でご相談ください。

《面接選考時提示書類》
四年制大学卒業証明書及び成績証明書（原本）

学　科
〔810H〕

・人体の構造と機能及び疾病　・心理学理論と心理的支援　・社
会理論と社会システム　・現代社会と福祉　・地域福祉の理論と
方法　・福祉行財政と福祉計画　・社会保障　・低所得者に対す
る支援と生活保護制度　・保健医療サービス　・権利擁護と成年
後見制度　・障害者に対する支援と障害者自立支援制度　・精神
疾患とその治療　・精神保健の課題と支援　・精神保健福祉相談
援助の基盤（基礎・専門）　・精神保健福祉の理論と相談援助の展
開　・精神保健福祉に関する制度とサービス　・精神障害者の生
活支援システム

実　技
〔390H〕

・精神保健福祉援助演習（基礎・専門）
・精神保健福祉援助実習指導　
・精神保健福祉援助実習

科目番号 科　　　　名 受 講 対 象 訓練期間 パソコンレベル

17 精神保健福祉士養成科 大学卒業者または高度専門士称号取得者 
で、修了後関連職種に就職を希望する方 1 年

●コース【学科・実技】の内容
「人体の構造と機能及び疾病」「現代社会と福祉」「福祉行財政と福祉計画」「社
会保障」など、福祉職として必要な基礎知識に加えて、「精神疾患とその治
療」「精神保健福祉相談援助の基盤」「精神保健福祉に関する制度とサービス」
など、精神保健福祉士に求められる専門知識を座学にて学びます。さらに、
精神保健福祉士に求められるスキルを実習にて身に付けます。

●受験できる関連資格
精神保健福祉士（国家資格）

●目標とする人材像
精神保健福祉士の国家試験合格を目標とし、精神面に障害のある人を対象
に生活面での支援を行うことができる人材

●修了後の関連職種
精神保健福祉士

●主な訓練カリキュラム

《実施施設》
首都医校
所在地：新宿区西新宿 1-7-3
ＴＥＬ：03-3346-3000

《最寄駅（路線）》
新宿駅（JR、私鉄、地下鉄各線）

《地図》　17ページ参照
《定員》　　13人
《訓練期間》

令和4年4月1日～令和5年3月31日（予定）
《訓練時間》　9時～17時50分
《自己負担額》

約 236,600 円
（教材費・実習費、健康診断費用、諸費用預り金）
国家試験受験料、登録料も自己負担となります。

《施設見学会日程》
● 1月 7日（金）～ 1月 8日（土）9時～ 15時
● 1月11日（火）～1月14日（金）9時～15時
● 1月17日（月）～1月22日（土）9時～15時
● 1月24日（月）～1月26日（水）9時～15時
（要事前予約）

《面接選考時提示書類》
卒業証明書（原本）

学　科
〔1,020H〕

・人体の構造と機能及び疾病　・心理学理論と心理的支援　・社会
理論と社会システム　・現代社会と福祉　・地域福祉の理論と方
法　・社会保障　・低所得者に対する支援と生活保護制度　・福
祉行財政と福祉計画　・保健医療サービス　・権利擁護と成年後
見制度　・障害者に対する支援と障害者自立支援制度　・精神疾
患と治療　・精神保健の課題と支援　・精神保健福祉相談援助の
基盤（基礎・専門）　・精神保健福祉の理論と相談援助の展開　
・精神保健福祉に関する制度とサービス　・精神障害者の生活支援
システム　・精神保健福祉援助演習（基礎・専門）　・精神保健福
祉援助実習指導　・精神保健福祉士総論

実　技
〔210H〕 ・精神保健福祉援助実習
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科目番号 科　　　　名 受 講 対 象 訓練期間 パソコンレベル

19 精神保健福祉士一般養成科 四年制大学を卒業された方
修了後「精神保健福祉士」としての就職を希望する方 1 年

●コース【学科・実技】の内容
1年間で精神保健福祉士（国家資格）を取得して、精神保健分野のソーシャ
ルワーカー（相談援助職）として正職員就職を目指す学科です。12�月まで
に指定科目を履修し、1�月は国家試験対策講座（国家試験予定日：2�月上
旬）、現場実習を夏季及び国家試験終了後それぞれ2�週間実施し、模擬試験
を年5回実施します。また、キャリアコンサルタントや専門職担任、スタッ
フが一人ひとりの価値観や志向に沿った就職支援を行います。

●受験できる関連資格
精神保健福祉士（国家資格）

●目標とする人材像
精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識・技術をもって、精神障害
者の社会復帰等に関する相談に応じ、助言・指導・日常生活の適応のため
の訓練や援助を行うことのできる人材

●修了後の関連職種
精神科病院・精神科クリニック、精神障害者地域生活支援施設（就労継続
支援事業所・地域活動支援センター・障害福祉サービス事業所等）、地方公
務員（市町村保健センター・精神保健福祉センター等）、教育機関、司法福
祉施設、企業　等

●主な訓練カリキュラム

《実施施設》
東京福祉専門学校
所在地：�江戸川区西葛西 5-10-32
ＴＥＬ：03-3804-1515

《最寄駅（路線）》
西葛西駅（東京メトロ東西線）

《地図》　19ページ参照
《定員》　　20人
《訓練期間》

令和4年4月1日～令和5年3月17日（予定）
《訓練時間》　9時10分～16時20分
《自己負担額》

約 81,900 円
（教科書・教材費、健康管理費、資格検定費（模擬試験5�
回・国家試験受験料・申込手数料・証明書手数料））
※国家試験合格者は訓練修了後、精神保健福祉士登録免許
税（15,000円）、登録手数料（4,050円）が別途発生します。
※授業でタブレット端末・モバイルPC�等のデバイスを
使用します（スマートフォン不可）。機種や機能等の詳細
は施設見学会にてご案内致します。

《施設見学会日程》
●１月 10日（月・祝）10時
●１月 16日（日）10時
●１月 17日（月）14時 /18 時
●１月 20日（木）14時 /18 時
●１月 23日（日）10時
●１月 26日（水）14時 /18 時
（要事前予約）
上記日程でご都合がつかない場合はお電話でご相
談ください。

《面接選考時提示書類》
四年制大学卒業証明書（原本）

学　科
〔810H〕

・現代社会と福祉　　　・福祉行財政と福祉計画
・精神疾患とその治療　・権利擁護と成年後見制度
・保健医療サービス　　・精神保健の課題と支援
・精神保健福祉に関する制度とサービス　・国家試験対策　等

実　技
〔534H〕

・精神保健福祉援助演習　　・精神保健福祉援助実習指導
・精神保健福祉援助実習　　・現場体験プログラム
・キャリア開発プログラム　・社会人基礎力向上プログラム　等

科目番号 科　　　　名 受 講 対 象 訓練期間 パソコンレベル

20 社会福祉士一般養成科 四年制大学を卒業された方
修了後「社会福祉士」としての就職を希望する方 1 年

●コース【学科・実技】の内容
1年間で社会福祉士（国家資格）を取得してソーシャルワーカー（相談援助職）
として正職員就職を目指す学科です。12月までに指定科目を履修し、1月
は国家試験対策講座（国家試験予定日：2月上旬）、現場実習を夏季及び国
家試験終了後それぞれ2週間実施し、模擬試験を年5回実施します。また、
キャリアコンサルタントや専門職担任が一人一人の価値観や志向に沿った
就職支援を行います。

●受験できる関連資格
社会福祉士（国家資格）

●目標とする人材像
専門的知識・技術をもって、社会生活の中で困難を抱える人に助言・指導
を行い、関係者との連絡や調整ができ、支援を必要とする方が望む生活の
実現に向けて行動できる人材

●修了後の関連職種
病院、保健所等の医療機関、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、地域包括
支援センター、行政機関（地方公務員・社会福祉協議会・福祉事務所等）、ケ
アハウス、グループホーム、短期入所施設、障害者福祉施設、児童相談所、母
子支援施設、教育機関、児童福祉施設、福祉関連企業　等

●主な訓練カリキュラム

《実施施設》
東京福祉専門学校
所在地：江戸川区西葛西 5-10-32
ＴＥＬ：03-3804-1515

《最寄駅（路線）》
西葛西駅（東京メトロ東西線）

《地図》　19ページ参照
《定員》　　10人
《訓練期間》

令和4年4月1日～令和5年3月17日（予定）
《訓練時間》　9時10分～16時20分
《自己負担額》

約 75,200 円
（教科書・教材費、健康管理費、資格検定費（模擬試験5�
回・国家試験受験料・申込手数料・証明書手数料））
※国家試験合格者は訓練修了後、社会福祉士登録免許税
（15,000円）、登録手数料（4,050円）が別途発生します。
※授業でタブレット端末・モバイルPC�等のデバイスを
使用します（スマートフォン不可）。機種や機能等の詳細
は施設見学会にてご案内致します。

《施設見学会日程》
●１月 10日（月・祝）10時
●１月 16日（日）10時
●１月 17日（月）14時 /18 時
●１月 20日（木）14時 /18 時
●１月 23日（日）10時
●１月 26日（水）14時 /18 時
（要事前予約）
上記日程でご都合がつかない場合はお電話
でご相談ください。

《面接選考時提示書類》
四年制大学卒業証明書（原本）

学　科
〔780H〕

・現代社会と福祉　・地域福祉の理論と方法
・福祉行財政と福祉計画　・相談援助の理論と方法
・更生保護制度　　・児童に対する支援と児童家庭福祉制度　
・国家試験対策　等

実　技
〔564H〕

・相談援助演習　・相談援助実習指導　・相談援助実習　
・現場体験プログラム　・キャリア開発プログラム　
・社会人基礎力向上プログラム　等

14 15



訓練実施施設地図（面接選考会場）
1
２

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 線・西武新宿線）早稲田口　徒歩13分
　（東京メトロ東西線）7 番出口　徒歩 10 分
■雑司が谷駅（東京メトロ副都心線）2 番出口　徒歩 6 分
■学習院下駅（都電荒川線）徒歩 2 分

５
6
7

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
■落合駅（東京メトロ東西線）徒歩 8 分
■中井駅（西武新宿線）徒歩 13 分

 

 

専門学校東京テクニカルカレッジ

8 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　徒歩 5 分
■大森海岸駅（京浜急行線）徒歩 5 分

新東京歯科技工士学校

ファミリーマート ローソン

3
4

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）南口 徒歩 3 分

日本電子専門学校
（7号館）

ハローワーク新宿
歌舞伎町庁舎

日本電子専門学校本館
面接選考会場
施設見学会集合場所

早稲田文理
専門学校

２号館
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訓練実施施設地図（面接選考会場）
9
17

首都医校
新宿区西新宿 1-7-3

TEL 03（3346）3000

首都医校
総合校舎
コクーンタワー

■新宿駅（JR、私鉄、地下鉄各線）西口　徒歩4分

11 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　徒歩 5 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

あずま通りセブンイレブン

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

10 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
■神保町駅（地下鉄各線）徒歩５分
■九段下駅（地下鉄各線）徒歩 9 分

西口
←至 新橋

ファミリーマート

京王
プレッソイン

九
段
下
駅

九段北一丁目

７

５

専修大学
会館

セブンイレブン

レストラン
鳴海

ファミリーマート

城南信用金庫

ローソン
みずほ銀行

A1

A2

専大前

神保町駅

三菱UFJ銀行

A6

A3
A4

A5

A7
本屋

靖 国 通 り

公園

信誠堂

さかいや
スポーツ

神保町
ひまわり館西神田

西神田
公園千代田

ファーストビル

西神田
コスモス館

専
修
大
学
通
り

大原学園
7号館

教会
郵便局

日大
吉野家

セブンイレブン

セブンイレブン

日本大学
法学部

洋服の
青山

庭のホテル
東京

薬ヒグチ

東洋高校 至 御茶ノ水→

東口

神保町

三崎町

三崎町二丁目

首
都
高
速
５
号
池
袋
線

大原簿記学校
3号館

5号館

マツモト
キヨシ

ファミリー
マート

東京歯科大

東京歯科大
水道橋病院

日大

大原簿記学校 本館

JR水道橋駅

12 赤堀製菓専門学校
豊島区目白 3-1-31

TEL 03（3953）2251

■目白駅（JR 線）徒歩 2 分 
■雑司が谷駅（東京メトロ副都心線）徒歩 10 分

目
白
駅

デ
サ
ン
ト
ビ
ル

交
番

三菱東京UFJ
銀行

みずほ銀行

ファミリーマート

美容室
ANTEnNA

階段

川村短大

学習院
大学

目 白 通 り

三
井
住
友
銀
行

至
池
袋

至
新
宿

山
手
線

埼
京
線

赤堀製菓
専門学校
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訓練実施施設地図（面接選考会場）

13
東京ベルエポック製菓調理

専門学校
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）北口　徒歩 7 分

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

14
東京スポーツ・レクリエーション

専門学校
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　徒歩 5 分

東京スポーツ・レクリエーション
専門学校

西葛西駅
北口

南口

ファミリー
マート

サイゼリヤ

江戸川区球場

ローソンジョナサン

三井住友
銀行

ベスト
ウエスタンホテル
西葛西

ファミリーマート

コナカ

モス
バーガー

至浦安 東京メトロ東西線

三菱UFJ銀行

森山脳神経
センター病院

15
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）  1C 出口　徒歩 0 分
■六本木駅（都営地下鉄大江戸線）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

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 

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

ハリウッド
プラザ

16 山手調理製菓専門学校
渋谷区円山町 28-5

TEL 03（5456）0777

■渋谷駅（JR線、東京メトロ銀座線）ハチ公口　徒歩約 8分 
■渋谷駅 （東京メトロ半蔵門線・副都心線、東急東横線、田

　園都市線）A1 出口　徒歩約 6 分
■渋谷駅（京王井の頭線）アベニュー口　徒歩約 6 分
■神泉駅（京王井の頭線）南口　徒歩約 2 分

首都
圏高
速３号

渋谷
線

神泉駅

E・スペースタワー

ユニクロ渋谷道玄坂店

TOHOシネマズ渋谷

ビックカメラ渋谷
ハチ公口店

東急メトロ
半蔵門線

渋谷ヒカリエ

東急メ
トロ銀

座線

SHIBUYA109

アパホテル

グランパーク渋谷
ブランシェ

渋谷マークシティ

京王井
の頭線

東
急
田
園
都
市
線

道
玄
坂

東急プラザ渋谷

セルリアンタワー
東急ホテル

渋谷グランベルホテル

JR山
手
線

東急東横線

東
京
メ
ト
ロ

副
都
心
線

渋谷駅

N

山手調理製菓専門学校
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訓練実施施設地図（面接選考会場）

18 日本福祉教育専門学校
新宿区高田馬場 2-16-3
TEL 03（3205）1611

■高田馬場駅（JR、私鉄、地下鉄各線）　徒歩１分

宿線

フ

マ

東西線 高田馬場駅
番出口

東西線
高田馬場駅
番出口

６

7
東西線 高田馬場駅

番出口

東西線
高田馬場駅
番出口

６

7

東西線東西線 高田馬場駅高田馬場駅 番出口番出口33

本校舎

日本福祉教育専門学校

19
20

東京福祉専門学校
江戸川区西葛西 5-10-32
TEL 03（3804）1515

■西葛西駅（東京メトロ東西線）南口　徒歩 6 分
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受受講講申申込込書書のの書書きき方方

表　　面

　　　年　　　月　　　日
次のとおり受講したいので申し込みます。

氏　名
ふりがな 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

名設施練訓　名目科練訓

☆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）

公共職業訓練又は
求職者支援訓練

(実践コース)
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

　　　年　　　月　　～　　　　　年　　　月

　　　年　　　月　　～　　　　　年　　　月

 
東京都立中央・城北職業能力開発センター所長　殿

科　目　名

なるべく日中連絡
のつきやすい連
絡先（携帯電話番
号等）を記入して
ください。

志望理由は訓練
を受講される目的
や、訓練受講後
どのように就職活
動に活かしていき
たいか等につい
てお書きください。
また、施設見学会
や相談会に参加
された方は、その
感想も記入してく
ださい。

申込日を記入して
ください。

必ず写真をお貼り
ください。なお、写
真の裏面に氏名
と志望の科目番
号を記入してくだ
さい。

雇用保険受給資
格のある方は記
入してください。
また、申請中の方
は該当欄にレ印を
入れてください。

資格をお持ちの場
合は記入してくだ
さい。

過去に公共職業
訓練の受講歴が
ある場合は記入し
てください。

裏　　面

☆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

）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（他のそ□中動活職就□
□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

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

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

目　　項　　当　　該ルベレンコソパ

□　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。

これまでの職務経
歴を新しいものか
ら、記入してくださ
い。
勤務先業種：勤務
先の業種を記入し
てください（例 運
送業、小売業）。
雇用形態：該当す
るものにレ印を入
れてください。
担当業務：勤務先
で担当した職務内
容 を具体的に記
入してください。そ
の際、身に付いた
技術や知識があ
れば記入してくだ
さい。
退職理由：退職さ
れた理由を記入し
てください。

現在の就業状況
について該当する
ものにレ印を入れ
てください。

これまでされてき
た就職活動の内
容を期間ごとに記
入してください。

希望される就職
時期、職種、雇用
形態を記入してく
ださい。

パソコンの使用状
況について、該当
するものにレ印を
入れてください。
パソコンレベルに
ついては、各級の
全ての項目を満た
す必要はありませ
んが、目安として、
各級の項目に半
分程度該当した級
をお選びください。
※科目案内にパソ
コンレベルの表記
がある科目を希望
される方は、必ず
記入してください。

介護職員初任者
研修取得を希望さ
れる方は、必ずご
一読の上、訓練に
お申込みください。

英語レベルについ
て、該当するもの
にレ印を入れてく
ださい。
英語レベルについ
ては、各級の目安
に該当したものを
お選びください。
あわせて、保有す
る資格(取得年月
日)をご記入くださ
い。
※科目案内に英
語レベルの表記が
ある科目を希望さ
れる方は、必ず記
入してください。

専 門 人 材 育 成 訓 練 受 講 申 込 書

（上段に最
新の職歴か
らご記入く
ださい）
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（様式2）

　　　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 （　　　　）

求職者番号： 支給番号※： □ 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

長期高度人材育成コース又は一年以上の公共職業訓練受講歴、
若しくは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）

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

　　　年　　　月　　～　　　　　年　　　月

　　　年　　　月　　～　　　　　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→

公共職業訓練又は

求職者支援訓練

(実践コース)

受講歴

（様式2）

　　　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

学校番号

名設施練訓　名目科練訓

※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：

　　　　非自発的離職

相談事項

整理番号： 第　　　　 号 受付年月日： 　　　　　年　　　月　　　日

その他

長期高度人材育成コース又は一年以上の公共職業訓練受講歴、
若しくは一年以内の公共職業訓練受講歴

離　職　理　由

有　　　　　　無

☆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）

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、学校
　 　 番号を記入してください。

期　　　　間

　　　年　　　月　　～　　　　　年　　　月

　　　年　　　月　　～　　　　　年　　　月

東　京　都

    
東京都立中央・城北職業能力開発センター所長　殿

学　校　名

ふりがな

裏面へ続く→

介 護 福 祉 士 養 成 科 受 講 申 込 書

 

公共職業訓練又は
求職者支援訓練

(実践コース)
受講歴

A

B

C 上記A、Bに該当しない求職者

雇用保険の区分　(A、B、Cのいずれかに○)

雇用保
険受給
資格者

【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

上記A以外の者　(  受講指示予定：　有　・　無　)
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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

）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（他のそ□中動活職就□

□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

目　　項　　当　　該ルベレンコソパ

□　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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※キャリアコンサルティング実施可能日時をご確認、ご予約の上、キャリアコンサルティングを受けてください。
※都外にお住まいの方は、下記予約先もしくは最寄りのハローワークにお問合せください。

所名 予約先電話番号
キャリアコンサルティング
実施日時

所在地 最寄り駅 管轄区域
ハローワーク
代表電話番号

飯田橋

03-6268-8026

受付時間
平日

8:30 ～ 17:15

※令和３年度
は、ランゲート
株式会社が、厚
生労働省東京労
働局から訓練前
キャリアコンサ
ルティング実施
業務の委託を受
けています。

【WEB予約】
http://jobcard.
work/index.html

QRコード

月・火・水・木・金 
8：30～ 17：15

〒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

03-3812-8609

上　野
月・火・木 

8：30～ 17：15
〒110-8609
台東区東上野4-1-2

JR上野
徒歩5分

台東 03-3847-8609

品　川
月・火・水・木・金 
8：30～ 17：15

〒108-0014
港区芝5-35-3

JR田町
徒歩3分

港、品川 03-5419-8609

大　森
月・火・水・木・金 
8：30～ 17：15

〒143-8588
大田区大森北4-16-7

JR大森
徒歩8分

大田 03-5493-8609

渋　谷
月～金 

8：30～ 17：15
〒150-0041
渋谷区神南1-3-5

JR渋谷
徒歩10分

渋谷､世田谷、
目黒

03-3476-8609

新　宿

月～金 
8：30～ 17：15

西新宿庁舎（一般求職者）
〒163-1523
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

（西新宿庁舎） 
03-5325-9593

西新宿庁舎で
実施

歌舞伎町庁舎（障害のある方、学卒の方）
〒160-8489
新宿区歌舞伎町2-42-10

西武新宿線
西武新宿
徒歩1分

（歌舞伎町庁舎） 
03-3200-8609

池　袋

月～金 
8：30～ 17：15

サンシャイン庁舎（一般求職者）
〒170-6003
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

（サンシャイン庁舎） 
03-5911-8609

サンシャイン
庁舎で実施

池袋本庁舎（障害のある方、学卒の方）
〒170-8409
豊島区東池袋3-5-13

（池袋本庁舎） 
03-3987-8609

王　子
月・水・金 

8：30～ 17：15
〒114-0002
北区王子6-1-17

地下鉄南北線
王子神谷
徒歩7分

北 03-5390-8609

足　立
月・火・水・木・金 
8：30～ 17：15

〒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 03-3870-8609

墨　田
月・火・水・木・金 
8：30～ 17：15

〒130-8609
墨田区江東橋2-19-12

JR・地下鉄
半蔵門線
錦糸町
徒歩4分

墨田､葛飾 03-5669-8609

木　場
月・火・水・木・金 
8：30～ 17：15

〒135-8609
江東区木場2-13-19

地下鉄東西線
木場 徒歩3分

江東､江戸川 03-3643-8609

八王子
月・火・水・木・金 
8：30～ 17：15

〒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 042-648-8609

立　川
月・火・水・木・金 
8：30～ 17：15

〒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

042-525-8609

青　梅

水・木 
8：30～ 17：15

本庁舎（一般求職者）
〒198-0042
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

0428-24-8609

本庁舎で実施
分庁舎（障害のある方、学卒の方）
〒198-0042
青梅市東青梅3-20-7

三　鷹
月・火・木・金 
8：30～ 17：15

〒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

0422-47-8609

町　田

火・水・金 
8：30～ 17：15

森野ビル庁舎（一般求職者）
〒194-0022
町田市森野1-23-19 小田急町田森野ビル 2階 

小田急線町田
徒歩5分
JR町田
徒歩8分

町田 042-732-8609
～ 12月：森野
ビル庁舎で実施
1月～：本庁舎
で実施

本庁舎（障害のある方、学卒の方）
〒194-0022
町田市森野2-28-14 町田合同庁舎 1階 

小田急線町田
徒歩10分
JR町田
徒歩13分

府　中
月・火・水・木・金 
8：30～ 17：15

〒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

042-336-8609

＊下線は令和4年1月～ 3月のみ対応
※東京拠点
　令和4年1月17日から2月28日のみ月～金まで、中央区八重洲【最寄り駅:東京駅(八重洲)南口から徒歩3分】に開設する東京拠点でもキャリアコ
ンサルティングを受けることができます。詳細な情報についてはキャリアコンサルティング予約時にご確認ください。

都内ハローワークキャリアコンサルティング実施場所及び連絡先一覧
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訓練受講申込みについての注意事項訓練受講申込みについての注意事項

登録番号 (3) 37

※　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。

※　受講申込みには、事前にハローワークでの相談が複数回必要となります。

　　ハローワークでの相談時間は、平日の８時３０分～１７時１５分です。

※　事前に相談をされていない方は、募集期間締切当日には受付できない場合がございますので

ご注意ください。

※　ハローワークへの受講申込みとは別に、訓練実施施設への面接選考日時予約、キャリアコン

サルティングを受けていただくことがそれぞれ必要です。キャリアコンサルティング申込み

先は「都内ハローワークキャリアコンサルティング実施場所及び連絡先一覧」(P.23)をご確

認ください。

※　長期訓練のため、事前に施設見学会で実際に訓練を受ける場所やカリキュラムの内容を確認

してください。

　　各訓練施設の施設見学会日時については「実施施設一覧」（P.5）「科目案内」（P.6 ～ P.15）で

説明会の日時を参照の上、事前に実施施設に電話で開催を確認し、必要な場合は予約をして

ご参加ください。

※　時間に余裕をもってお申込みください。

＜問合せ先＞

〒112-0004　文京区後楽1-9-5　東京都立中央・城北職業能力開発センター4階
JR中央・総武線　飯田橋駅「東口」徒歩5分
東京メトロ東西線・有楽町線・南北線　飯田橋駅「A1出口」「B1出口」徒歩5分
都営大江戸線　飯田橋駅「C2出口」徒歩1分

警視庁遺失物センター

ガソリンスタンド

Ａ４

交番

ハローワーク
飯田橋

東京都立中央・
城北職業能力
開発センター4階

みずほ銀行

三井住友銀行

歩道橋

外 堀 通 り
神 田 川

有楽町
線・南

北線

飯田橋
駅

神 田
川

神
田
川

目
白
通
り

東
西
線
飯
田
橋
駅

首 都 高 速

至 市ヶ
谷 至 水道橋

大江戸線 飯田橋駅

〒112－0004 東京都文京区後楽一丁目９番５号

 東京都立中央・城北職業能力開発センター４階

ＴＥＬ ０３－５８００－７７０１
※お問合せの際には、「お問合せ先」（P.3）をご確認ください。

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


