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中央・城北職業能力開発センターでは例年どおり、印刷系科目の平成３１年３月修了生を

対象とした平成３０年度第２回の印刷系就職面接会を下記のとおり開催します。印刷関連企

業の皆様のご参加をお待ちしております。 

参加をご検討頂ける企業様は、当センター訓練課 就職支援担当までお問い合わせください。

(℡03-5800-2611)【参加申込期限：平成３１年１月１０日（木）】 

 

＜実施概要＞  

  日時：平成３１年２月２６日（火）  

   １０：００～   ・２５社程度 

１３：３０～   ・２５社程度 

  会場：中央・城北職業能力開発センター 

    ４階多目的室（文京区後楽１－９－５） 

科目内容：・パソコングラフィック科 

・グラフィック印刷科 

・印刷企画営業科 

            ・ＤＴＰ科 

 

 

 

 

 

中央・城北職業能力開発センターは、公益財団法人 東京都中小企業振興公社と協力し、

人材確保と育成に興味がある都内中小企業の経営者層及び管理者層向けに人材戦略セミナ

ーを実施します。当センターの施設見学会も行いますので、是非ともお申込ください。 

＜実施概要＞ 

 テ ー マ：社員自ら主体的・積極的に動くために経営者がやらねばならない 3 つのこと！ 

 日  時：平成３０年１２月１３日（木） １３：００～１６：４５（受付１２:３０～） 

会  場：中央・城北職業能力開発センター ４階多目的室（文京区後楽１－９－５） 

募集人員：４０名（参加費無料） ※事前申込制 

第１部 講演 公益財団法人日本生産性本部 主席経営コンサルタント 加藤 篤士道氏                

  第２部 ハンドブックセミナー 中小企業のための人材・組織課題解決ハンドブックの使い方  

第３部 中央・城北職業能力開発センター事業説明、施設見学会（見学は希望者のみ）  
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科目紹介  
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（申込・お問合せ）公益財団法人 東京都中小企業振興公社 企業人材支援課 

電話：03-3251-7904 公社ホームページ： http://www.tokyo-kosha.or.jp 

 -１- 

 人材戦略セミナーを、中央・城北職業能力開発センターで開催 

 
～中小企業の人材確保・育成・定着の課題解決～ 

http://blog.goo.ne.jp/illust-amembow/e/f0dd505709b94c172752a8be40aaf2d0
http://www.tokyo-kosha.or.jp/


 

 

 
中央・城北職業能力開発センター・各校では、新たに職業に就かれる方、求職中の方、転職を

希望している方を対象に、就職に向けて職業に必要な知識・技能を習得して頂くための職業訓練

を実施しています。そして、やる気あふれる生徒を、企業の皆様に無料でご紹介しています。 

今回は、中央・城北職業能力開発センターの印刷系訓練科目をご紹介します。 

 

科   目 訓  練  概  要 訓 練 風 景 

 

パソコングラフィック科 

 

定員 30 名 

訓練期間１年 

（修了３月） 

Mac OS パソコンを使用し、デザイン・企画に

基づいてイラスト・画像・編集等の DTP 処理を

行い、画像処理システムで面付け、デジタル色校

正出力を行います。修正後のデータを刷版（CTP）

出力し、印刷による仕上がりまでの技術・知識を

習得します。 

 

 

 

 

グラフィック印刷科 

 

定員 30 名 

訓練期間６か月 

（修了９月・３月） 

用紙の取扱い方、刷版の作成、CTP の操作、 

インキの調節、印刷機の操作・各部調整等 

を安全作業を基本として学び、印刷トラブル 

への対応、品質の良い印刷を目標に、オフセッ 

ト・オンデマンド印刷機オペレーターに必要 

な実務的知識と技能を習得します 

 

 

印刷企画営業科 

 

定員 30 名 

訓練期間６か月 

（修了９月・３月） 

印刷物の企画、デザインの基礎知識、印刷 

指定、DTP の基本操作、製版による印刷物 

の作り方の概要と見積もり、生産管理、マー 

ケティング、企画戦略など、印刷企画営業に 

必要な実務的知識と技能を習得します。 

 

 

DTP 科 

 

定員 30 名 

訓練期間６か月 

（修了９月・３月） 

Windows パソコンを使用し、雑誌やマニュ 

アル、辞書などのページ数がある印刷データ 

を作成する科目です。そのために必要となる 

印刷の知識や日本語ルールおよび組版・図 

形・画像アプリケーションの操作などの技術・ 

知識を習得します。 

 

 

 

 

上記科目以外にも、中央・城北職業能力開発センター・各校で訓練を実施して

います。多くの人が「ものづくりの仕事」で働き、「やりがいのある仕事」に 

出会っていただけるよう、４ページで各科目をご覧いただき、 

にご協力、どうぞよろしくお願い申し上げます。 
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印刷系訓練科目のご紹介 

 

 

基礎的な知識・技能を身につけた人材があなたの企業を元気に！ 

求人方法、入校生募集予定  
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募集
月

講習名 開始月
実施校・問合先
（能力向上訓練担当℡）

講習内容

MacによるIllustrator【応用】　㊭ 平成31年3月
MacによるInDesign【基礎】　㊭ 平成31年2月
会社法における会社設立と運営実務　㊭ 平成31年2月
日常業務のデータベース設計　㊭ 平成31年2月

高年齢者のためのExcel 実践編(請求書をつくろう) 平成31年2月
高年齢者のためのWord・Excelスキルアップ実践編 平成31年2月

ビジネス文書(企画資料)の作成　㊭ 平成31年2月
文書作成(Word)【中級】実践編　㊭ 平成31年3月
Accessによる経理業務実践編　㊭ 平成31年2月
表計算（Excel）【中級】実践編　㊭ 平成31年2月
VBによるプログラミング　㊭ 平成31年3月
社内情報化推進担当者のための基礎知識　㊭ 平成31年3月

二級建築士( 学科・計画) 受験対策　㊭ 平成31年2月
販売戦略のためのホームページ作成 平成31年2月

実施校のホーム
ページをご参照く
ださい
（４ぺージ）

12月

中央・城北
職業能力開発センター
（03-5800-3420）

高年齢者校
（03-5211-2340）

板橋校
（03-3967-5421）

赤羽校
（03-3909-8333）

 

 

主に中小企業で働いている方（派遣・契約社員、パート等を含む）で、都内に在住または在勤の方を

対象に、スキルアップや資格試験受験対策のための短期講習を行っています。 

○授 業 料：900 円～6,500 円／人（このほか、指定の教科書を各自ご用意いただきます） 

○講習時間：14 時限～24 時限（1 時限は 45 分） 

 

来年度のキャリアアップ講習の予定について 

・ （平成 31 年１月中旬発行予定） 

・ （平成 31 年３月中旬発行予定） 

➾上記のとおり発行する予定ですが「ＴＯＫＹＯはたらくネット」でご確認ください。  
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/ 

 
☆１２月募集科目 

・12 月 1 日～10 日（必着）が申込期間です。 

・個人での申込が原則ですが、企業単位の申込ができる講習があります（㊭と表示）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャリアアップ講習 募集のご案内 

-３- 

働いているみなさんのための講習 

中央・城北職業能力開発センター、板橋校では、中小企業や事業主団体等が社員教育等を行う際に、

人材育成プラザの教室、パソコン室、実習室を貸し出しています。ぜひご利用ください。  
 

  
 ・中央・城北職業能力開発センター         （℡ 03-5800-3420）  

・中央・城北職業能力開発センター 板橋校（℡ 03-3967-5421）  
：教室、パソコン室、実習室  

：平 日 9：00 ～  21：00  土日祝 9：00 ～  16：00 
：・中央・城北職業能力開発センター  

・板橋校 （月曜日が祝日の場合は、翌火曜日以降直近の平日が休業日）  
     ・ 12 29 1 3  

：利用料は無料です。電灯代・機器使用代等の実費のみご負担いただきます。  
※詳しくは中央・城北職業能力開発センターと板橋校のホームページからご確認ください（４ぺージ）  

 

施設貸出 ～社員研修の施設を貸し出します～ 

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/


詳しくは希望する訓練科目のあるセンター・各校  

へお問合せください 

 

 

 

 

名  称 所在地・電話・交通手段  訓練科目 

中央・城

北職業能

力開発セ

ンター 

文京区後楽 1―9―5 

☎ 03-5800-2611 
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/vsdc/chuo/ 

<鉄道> 

JR 総武線・東京メトロ 飯田橋駅 歩 5 分 

都営大江戸線 飯田橋駅(C２出口)歩１分 

◆パソコングラフィック ◆ＤＴＰ 

◆グラフィック印刷  ◆印刷企画営業  

◆ＯＡシステム開発  ◆介護サービス  

高年齢者

校 

千代田区飯田橋 3―10―3 

東京しごとセンター10 階 

☎ 03-5211-2340 
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/vsdc/kounenrei/ 

<鉄道> JR 総武線 飯田橋駅(東口) 歩 7 分  
東京メトロ 飯田橋駅 歩 7 分 

JR 総武線 水道橋駅(西口) 歩 6 分 
東京メトロ 九段下駅 歩 10 分 

◆内装施工 ◆ビル管理 ◆和装技術 

◆ホテル・レストランサービス  

板橋校 

板橋区舟渡 2―2―1 

☎ 03-3966-4131 

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/vsdc/itabashi/ 

<鉄道> JR 埼京線 浮間舟渡駅 歩 3 分 

◆機械加工 ◆自動車車体整備 ◆三次元ＣＡＤ 

◆プラスチック加工 ◆サイン・ディスプレイ 

◆コンピュータ制御システム 

◆ネットワークプログラミング                 

◆介護サービス ◆実務作業  

赤羽校 

北区西が丘 3―7―8 

☎ 03-3909-8333 
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/vsdc/akabane/ 

<鉄道> JR 埼京線 十条駅 歩１５分 

都営三田線 板橋本町駅 歩１２分  

<バス>●ＪＲ王子駅北口 

「赤羽西口行」乗車 

       「西が丘三丁目」下車徒歩１分 

●ＪＲ赤羽駅西口 

     「王子駅行」乗車 

        「西が丘三丁目」下車徒歩２分 

◆測量設計    ◆環境空調サービス 

◆建築ＣＡＤ    ◆電気工事           

◆電気設備保全  ◆Ｗｅｂ設計  

 

求人申込（随時受付）         入校生募集予定 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行／  
東京都立中央・城北職業能力開発センター人材育成課  
〒112-0004 文京区後楽１－９－５  
電話番号 ０３－５８００－２６１１（代）  

東京都立中央・城北職業能力開発センター 各校所在地・訓練科目 

 -４- 

 基礎的な知識・技能を身につけた生徒を紹介

しています。都立職業能力開発センターの 

「求人票」に必要事項をご記入の上、求人を希

望する訓練科目のあるセンター・各校へ直接お

送りください。（「高年齢者校の各科目」、「板橋

校の実務作業科」については、最寄りのハロー

ワークを通してお申込みください） 

※求人票はセンター・各校のホームページから 

ダウンロードできます 

 

１月生（中央・城北、板橋校の「介護サービス科」のみ） 

< 募集期間>平成 30 年  10 月 25 日（木）〜11 月 22 日（木） 

< 選考日> 12 月 5 日（水）  

 

４月生（全科目） 

< 募集期間> 平成 31 年 1 月 10 日（木）〜  2 月 4 日（月） 

< 選考日> 2 月 13 日（水）、14 日（木）、15 日（金）  

※科目により異なります。  
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