
◇◇◇◇◇ 　キャリアアップ講習　とは ◇◇◇◇◇
現在、主に中小企業で働いている方を対象とした

スキルアップや資格試験受験対策のための短期講習です。

①応募資格…　　中小企業等にお勤めの方で、東京都内に在住又は在勤の方現在、主に中小企業で働いている方で、都内に在住または

在勤の方。（派遣・契約社員、パート等を含む）

②講習日等…主に、土日祝日の昼間・平日の夜間に行います。

概ね、土日祝日の講習は３日間、平日の講習は８日間です

③授業料等…１講座あたり1,600円～13,000円（科目により異なります）です

このほか、指定の教科書を各自ご用意いただきます。

講習内容や実施日等が変更になる場合があります。

最新情報は板橋校のホームページ、各月の案内等でご確認ください。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、定員の削減、

もしくは講習の延期または中止をすることがあります。

　※当校の駐車場（バイク含む）は使用できません。公共の交通機関等をご利用ください。

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/itabashi/

検 索板橋校



講習（科目）名 主な内容 受講対象者 学科/実技
レベル

実施日
曜日・時間

定員
授業料

簿記【初級】①
簿記の基礎概念、仕訳、試
算表、精算表、決算

職務上簿記の基礎知識を
必要とする方

学科
★

4/17(土)・18(日)・24(土)
9:20～16:30

 40人
1,600円

経営分析の実務

貸借対照表・損益計算書・
利益金処分計算書の見方、
資本利益率・損益分岐点・
キャッシュフローの分析

日商簿記検定3級程度の
知識を有し、経営分析の
知識を必要とする方

学科
★★

4/29(木・祝)・5/1(土)・2(日)
9:20～16:30

 40人
1,600円

Illustratorによる広告デザイン
(Windows)【中級】①

広告デザインを制作するた
めのIllustratorの応用

職務上パソコンによる広告
美術の技能を必要とし、
Windowsの基本操作(文字
入力、ファイルの保存、コ
ピー等)ができる方

実技
★★

4/29(木・祝)・5/1(土)・2(日)
9:20～16:30

 20人
6,500円

ビジネス文書の作成
(Word・Excel)

Word・Excelを活用した実務
的なビジネス文書・報告書
の作成

Wordの基本操作(文字入
力、漢字変換、文例の作
成、印刷等)およびExcelの
基本操作(表計算、数式や
関数、グラフ、印刷等)がで
きる方

実技
★★

4/10(土)・11(日)・17(土)
9:20～16:30

 20人
6,500円

表計算(Excel)【初級】
Excelの基本操作、表計算
機能、グラフ機能、印刷機能

Windowsの基本操作(文字
入力、ファイルの保存、コ
ピー等)ができる方

実技
★

4/7(水)・9(金)・14(水)・
16(金)・21(水)・23(金)・

28(水)・30(金)
18:30～20:55

 20人
6,500円

ExcelVBA【中級】

一歩進んだモジュール作成
技術、より使いやすいアプリ
ケーション作成のための技
法、 実用的なアプリケーショ
ンの作成、テキストボックス
のコントロール、入力フォー
ムの実行後の後処理

「ExcelVBA【初級】」修了
程度の技能を有し、プログ
ラミングの基礎知識を有す
る方

実技
★★★

4/2(金)・6(火)・8(木)・
13(火)・15(木)・20(火)・

22(木)・27(火)
18:30～20:55

 20人
6,500円

VBによるプログラミング①
Visual Basicを使用した初歩
的なプログラミング

Excelの基本操作(表計
算、数式や関数、グラフ、
印刷等)ができる方

実技
★★

4/18(日)・24(土)・25(日)
9:20～16:30

 20人
6,500円

Web作成(HTML編)

W3Cが進めるWebサイト作
成の基礎知識、HTML5タグ
の知識、CSS3との関係、新
機能

HTMLの基礎知識を有し、
業務でホームページの管
理に携わる方または携わ
る予定のある方

実技
★★

5/13(木)・18(火)・20(木)・
25(火)・27(木)・6/1(火)・

3(木)・8(火)
18:30～20:55

 20人
6,500円

  ※レベルは難易度の目安（参考）です。　〔★初級程度、★★中級程度、★★★上級程度〕
　　応募する際には、レベル・受講対象者・日程等について、よく確認した上でお申込みください。

　※生活扶助受給の方、
　　障害者手帳等の交付を受けている方、
　　住民税非課税または均等割のみ課税世帯の方、
　　激甚災害等により被災された方は、

　　授業料の免除および使用教科書の支給を受けられる場合があります。

　　授業料お支払い前に必ずお問い合わせください。

　※一度お支払いいただいた授業料等はお返しできません。
　　お支払い前によくご確認ください。

　※講習（科目）名に①②と記載のある科目は同一内容の講習です。
    同一年度内に同一講習を２回受講することはできません。

　※板橋校の講習は、企業単位でお申込みができます。（企業受付）

板橋校のマスコット  いたちゃん　　

 板橋校　キャリアアップ講習

２
月
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集



講習（科目）名 主な内容 受講対象者 学科/実技
レベル

実施日
曜日・時間

定員
授業料

簿記【初級】②
簿記の基礎概念、仕訳、試算
表、精算表、決算

職務上簿記の基礎知識を
必要とする方

学科
★

5/30(日)・6/5(土)・6(日)
9:20～16:30

40人
1,600円

一からの実践経理①

経理事務の全体像(経営計
画、簿記、税金、社会保険手
続き・給与事務の知識)を一か
ら習得

日商簿記検定3級程度の知
識を有し、経理事務の知識
を必要とする方

学科
★★

5/15(土)・16(日)・22(土)
9:20～16:30

40人
1,600円

プラスチックの基本成形作業
成形機の取扱い、金型着脱、
成形条件の設定、射出成形
作業

プラスチック射出成形業務
関係の仕事に従事している
方、またはプラスチック関連
業に従事しプラスチック成形
作業の技能を必要とする方

実技
★

5/29(土)・6/5(土)・
12(土)

9:20～16:30

18人
6,500円

POPレタリング

フェルトペンによるカード作成
とレイアウト基本書体、筆と
フェルトペンによる総合作品の
制作

職務上POPレタリングの技
能を必要とする方

実技
★★

5/3(月・祝)・4(火・祝)・
5(水・祝)

9:20～16:30

20人
6,500円

実務に役立つWord活用
Word入門、文書の作成、文書
の編集とWordの活用、Word
の応用

Windowsの基本操作(文字
入力、ファイルの保存、コ
ピー等)ができる方

実技
★

5/16(日)・22(土)・23(日)
9:20～16:30

20人
6,500円

ビジネス文書(企画資料)の作成

WordとExcelを活用した企画
書や販売促進用プレゼン資
料作成(ビジネスイラストや画
像の挿入を含む)

Wordの基本操作(文字入
力、漢字変換、文例の作
成、印刷等)およびExcelの
基本操作(表計算、数式や
関数、グラフ、印刷等)がで
きる方

実技
★★

5/29(土)・30(日)・
6/5(土)

9:20～16:30

20人
6,500円

ビジネス文書の作成(Excel・Access)
Excel・Accessを使用した実務
に活用できるビジネス文書・報
告書の作成方法

「表計算(Excel)【中級】」およ
び「データベース(Access)
【初級】」修了程度の技能を
有する方

実技
★★

5/8(土)・9(日)・15(土)
9:20～16:30

20人
6,500円

Web作成(JavaScript編)
JavaScriptの基礎知識、
JavaScriptの概要と基本文法、
新機能(ｊQueryなど)

HTMLやCSSの基礎知識を
有し、企業内でホームペー
ジのメンテナンス作業等に
従事している方

実技
★★

5/3(月・祝)・4(火・祝)・
5(水・祝)

9:20～16:30

20人
6,500円

生産工程管理【初級】

生産管理の概要、生産形態、
生産計画、工程管理、テーマ
に対するブレーンストーンミン
グ、工程改善およびコスト計算

職務上生産工程管理の基
礎知識の習得を必要とする
方

学科
★

7/3(土)・4(日)・10(土)
9:20～16:30

30人
1,600円

情報セキュリティマネジメント受験対策(1)
6/12(土)・13(日)・19(土)

9:20～16:30

情報セキュリティマネジメント受験対策(2)
6/20(日)・26(土)・27(日)

9:20～16:30

機械図面の見方とCAD製図

製図規格、CADの基本操作、
CADの構造と機能、作図演
習、例題による図形入力、機
械部品の作図
※講習内容の一部が「CAD製
図(機械)【初級】」と重複します
ので、ご了承ください。

職務上製図関連知識を必
要とし、Windowsの基本操作
(文字入力、ファイルの保
存、コピー等)ができる方

実技
★

6/12(土)・13(日)・19(土)
9:20～16:30

20人
6,500円

技能検定機械加工(旋盤)(2級)受検対策(1)
6/12(土)・19(土)・26(土)

9:20～16:30

技能検定機械加工(旋盤)(2級)受検対策(2)
7/3(土)・10(土)・17(土)

9:20～16:30

表計算(Excel)【中級】

Excelの基本操作の復習、
ワークシートの連携、グラフ機
能、関数の使い方、ピボット
テーブル、マクロ機能

Excelの基本操作(表計算、
数式や関数、グラフ、印刷
等)ができる方

実技
★★

6/10(木)・15(火)・
17(木)・22(火)・24(木)・
29(火)・7/1(木)・6(火)

18:30～20:55

20人
6,500円

Web作成(CSS編)
CSS3の基礎知識、HTML5と
CSS3を使ったデザイン、CSS3
に追加されたプロパティ

HTMLの基礎知識を有し、
企業内でホームページのメ
ンテナンス作業等に従事し
ている方

実技
★★

6/20(日)・26(土)・27(日)
9:20～16:30

20人
6,500円

　　※（1）（2）と記載のある科目はセット科目です。
　　　講座の申込は、（1）および（2）セット単位での一括申込となります。

２０２１年２～４月　募集科目一覧

３
月
募
集

４
月
募
集

情報セキュリティマネジメント
試験受験対策

(1)情報セキュリティ全般、管
理、対策、関連法規

(2)情報資産管理、リスクアセス
メント、セキュリティ確保、委託
先管理、教育・訓練

今年度当該試験を受験する
方

学科
★★

40人
3,200円

技能検定機械加工(旋盤)(2
級)受検対策

段付加工、ねじ加工、テーパ
加工、実技受検対策

汎用旋盤の実務経験があ
り、基本操作および測定(ノ
ギス、マイクロメータ)ができ
る方で、今年度当該技能検
定を受検する方

実技
★★

10人
13,000円

セット科目

セット科目



往復はがき、ＦＡＸ、インターネット（電子申請）、または当校人材育成プラザ窓口で応募できます。

応募期間は募集月の１日～１０日（必着）です。応募期間内に到着しなかった往復はがき・ＦＡＸは無効となります。

【往復はがき】
　往復はがきは早めに投函するなど、期日に余裕をもってお申込みください。

174-0041 □□□-□□□□

 板  ①　希望講習名
橋 ②　自宅〒・住所  ①　希望講習名

区 あ あ ③　かな氏名  ②　自宅〒・住所

舟 な な ④　漢字氏名  ③　かな氏名

渡 ※何も書かないで た た ⑤　生年月日（年齢）  ④　漢字氏名

 二 　　ください の の ⑥　性別  ⑤　生年月日（年齢）　

｜ 氏 住 ⑦　連絡先TEL  ⑥ 　性別

 二 名 所 　　（携帯電話等本人と  ⑦　連絡先TEL

 ｜ お知らせします　 　　　　連絡がつくもの） 　　　（携帯電話等本人と連絡がつくもの）

 一   ⑧　勤務先名・雇用形態  ⑧　勤務先名・雇用形態

    　 　　（○○社・正社員、 　　　（○○社・正社員、○○社・パート、等）

   　 　　　○○社・パート、等）  ⑨　勤務先所在地

 　 　 ⑨　勤務先所在地  ⑩　勤務先TEL

　 ⑩　勤務先TEL  ⑪　ＦＡＸ返送先番号
  　(勤務先の場合は部署名等も明記ください)

【インターネット（電子申請）】   

　ＴＯＫＹＯはたらくネット（https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/）から応募できます。

　※以下の時間帯は、システムの定期メンテナンスのため、電子申請を行うことができません。

　　 毎月第二水曜日・最終水曜日　午後10時30分～翌日午前8時

　　 令和3年3月は、申込み締切日が定期メンテナンス日となっているため、

　　 3月10日（水）の午後10時30分以降は電子申請を行うことができません。ご注意ください。

　　 このほかにも、システムのメンテナンスを行うことがありますので、期日までに余裕を持ってお申込みください。

【窓口】 　

●記載内容に不備（記載もれや記載誤り等）がある場合は無効となりますので、正確に記入してください。
●応募は１講習につき１人１回に限ります｡重複申込みをされた方は２通目以降はすべて無効となります。
●１通の往復はがき・ＦＡＸに複数の講習名を記入した応募は無効となります。１講習につき１枚の往復はがき・FAXで
   応募ください。　※郵便事情や通信事情等による遅延・未着の責任は負いかねますのでご了承ください。
●年度内に既に受講した（受講者として決定した）講習と同一講習への応募は無効となります。

●お申込みの際にご記入いただく個人情報は、講習の実施事務以外には使用いたしません。

〔交通〕
　【電車】ＪＲ埼京線（各駅停車） 浮間舟渡駅下車　徒歩３分

　【バス】国際興業バス
　　都営三田線「西台駅」・「高島平駅」、東武東上線「東武練馬駅」より

　　⇒「浮間舟渡駅」行き ⇒  舟渡１丁目バス停下車　徒歩１分

〔窓口開設時間〕
　平日…９時～２０時　　土日祝日…９時～１６時

〔休館日〕
　　月曜日（祝日の場合は、翌火曜日以降の直近の平日）

　　年末年始（１２/２９～１/３）
　

　申込書を記入していただきます。ＦＡＸをお持ちでない方は住所・宛名を記入した返信用の普通はがきをご用意ください。

　人材育成プラザの休館日・窓口開設時間をご確認のうえ、当校人材育成プラザまでお越しください。

●応募者数が定員を超えた場合は抽選により受講者を決定します。抽選結果は応募月の２０日までにお知らせします。

 　　　    　→ 【働いている方へ】タブのメニューまたは、
　　　　　　　　分野別メニューの【在職者向け職業訓練】から【キャリアアップ講習】をご覧ください。

【ＦＡＸ】
 　受付ＦＡＸ番号 03-3967-2794

 都立中央・城北職業能力開発センター
 板橋校　人材育成プラザ行　
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※抽選結果を

 

（往信の表） （返信の裏） （返信の表） （往信の裏）  ※自宅または勤務先にＦＡＸがあり、
　  常に自動受信が可能な方に限ります。

応募方法

注意事項

返信往

所在地


