
キャリアアップ講習 掲載

（西立川）・八王子校・府中校



（鉄筋コース、型枠コース）
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（鉄筋コース、型枠コース）
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企業受付を、社員研修等
にご活用ください。
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企業受付を、社員研修等
にご活用ください。
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◎講習名にカッコ付の数字「（1）（2）…」が入っている講習は、連続した複数コースにわたる講習（セット科目）です。原則として、セット単位での一括申込となります。
◎講習名に丸付数字「①」、「②」、…が入っている講習は、同じ内容を複数回実施する講習です。

2020キャリアアップ講習募集月別一覧
2 月募集（受付期間2/1〜2/10）

3 月募集（受付期間3/1〜3/10）

実施校 講　　習　　名 分　野 ページ

セ
ン
タ
ー

（
西
立
川
）

第二種電気工事士(学科)受験対策① 電気・電子 12

第三種電気主任技術者科目合格対策(理論)(1)(2) 電気・電子 13

1級簿記受験対策(商業簿記・会計学)(1)(2)(3) 経理・経営・事務 17

八
　
王
　
子

福祉住環境コーディネーター検定試験®(2級)対策(1)(2) 建築・設備 12

第二種電気工事士(学科)受験対策 電気・電子 13

第三種電気主任技術者科目合格対策(理論)(1)(2) 電気・電子 14

1級電気工事施工管理技士(学科)受験対策 電気・電子 14

高年齢者のためのExcel(データ加工・分析編) 情報 20

仕事で役立つデータベース(Access)(1)(2) 情報 20

ネットワークセキュリティ技術【初級】 情報 21

府
　
　
中

高年齢者のためのビル管理技術者受験対策 建築・設備 12

第二種電気工事士(学科)受験対策 電気・電子 15

第三種電気主任技術者科目合格対策(電力) 電気・電子 15

ビジネスにおけるIoTの活用 経理・経営・事務 18

Excel(関数活用編) 情報 22

データベース(Access)【初級】 情報 22

実施校 講　　習　　名 分　野 ページ

セ
ン
タ
ー
（
西
立
川
）

3次元CAD(CATIA V5)【初級】(1)(2) 機械 10

技能検定表装(壁装作業)(1・2級)受検対策 建築・設備 11

屋上緑化の施工 建築・設備 12

第三種電気主任技術者科目合格対策(電力) 電気・電子 13

高年齢者のための文書作成(Word)【初級】 情報 19

調理師になるための基礎知識 その他 24

八
　
王
　
子

第三種電気主任技術者科目合格対策(電力) 電気・電子 14

2級簿記受験対策(商業簿記)(1)(2) 経理・経営・事務 17

法人税の実務 経理・経営・事務 18

雇用保険と労災保険の実務 経理・経営・事務 18

Excel(データ加工・分析編)① 情報 20

府
　
　
中

第二種電気工事士(実技)受験対策① 電気・電子 15

第三種電気主任技術者科目合格対策(機械)(1)(2) 電気・電子 15

Excel(ビジネス活用編) 情報 22

AndroidStudioによるアプリケーション開発 情報 22

Androidプログラミングを利用した組込みシステム技術 情報 22

社内情報化推進担当者のための基礎知識 情報 23

（募集月が２月からの講習を掲載しております）

※「福祉住環境コーディネーター検定試験R」は東京商工会議所の登録商標です。
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◎講習名にカッコ付の数字「（1）（2）…」が入っている講習は、連続した複数コースにわたる講習（セット科目）です。原則として、セット単位での一括申込となります。
◎講習名に丸付数字「①」、「②」、…が入っている講習は、同じ内容を複数回実施する講習です。

4 月募集（受付期間4/1〜4/10）

5 月募集（受付期間5/1〜5/10）

実施校 講　　習　　名 分　野 ページ

セ
ン
タ
ー
（
西
立
川
）

汎用機械加工技術(旋盤・フライス盤)(1)(2) 機械 10

技能検定内装仕上げ施工(木質系床仕上げ)受検対策 建築・設備 11

技能検定造園(2級)受検対策① 建築・設備 11

技能検定造園(1級)(実技)受検対策 建築・設備 11

第二種電気工事士(実技)受験対策① 電気・電子 12

第三種電気主任技術者科目合格対策(機械)(1)(2) 電気・電子 13

Excel(関数・マクロ編)(1)(2) 情報 19

HTML5とCSS3によるホームページ作成 情報 19

八
　
王
　
子

3次元CAD(Inventor)【初級】 機械 10

第二種電気工事士(実技)受験対策① 電気・電子 14

第三種電気主任技術者科目合格対策(機械)(1)(2) 電気・電子 14

ExcelVBA【初級】(1)(2) 情報 20

C言語(1)(2) 情報 21

府
　
　
中

第三種電気主任技術者入門① 電気・電子 15

インバータ技術によるモーター制御① 電気・電子 16

中小企業のための戦略的Webマーケティング講座 経理・経営・事務 18

表計算(Excel)【中級】 情報 22

JavaScript 情報 23

ネットワーク構築法【初級】 情報 23

実施校 講　　習　　名 分　野 ページ

セ
ン
タ
ー
（
西
立
川
）

JIS溶接評価試験受験対策 機械 10

技能検定造園(2級)受検対策② 建築・設備 11

建設人材育成事業 技能検定塗装(建築塗装作業)(1級)受検対策(学科) 建築・設備 12

第二種電気工事士(実技)受験対策② 電気・電子 12

第一種電気工事士(学科)受験対策(1)(2) 電気・電子 13

第三種電気主任技術者科目合格対策(法規) 電気・電子 13

技能検定塗装(金属塗装作業)(1・2級)受検対策 印刷・広告 16

1級簿記受験対策(工業簿記・原価計算)(1)(2)(3) 経理・経営・事務 17

VBによるプログラミング 情報 19

Android【初級】(Webアプリケーション編) 情報 19

八
王
子

第三種電気主任技術者科目合格対策(法規) 電気・電子 14

デジタル回路【初級】 電気・電子 15

PowerPointによるプレゼンテーション 情報 20

府
　
　
中

地上波デジタル放送設備 電気・電子 16

Excel（関数活用実践編） 情報 22

jQueryによるWebサイト開発 情報 23

介護従事者のための介護記録作成【初級】 介護 24
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◎講習名にカッコ付の数字「（1）（2）…」が入っている講習は、連続した複数コースにわたる講習（セット科目）です。原則として、セット単位での一括申込となります。
◎講習名に丸付数字「①」、「②」、…が入っている講習は、同じ内容を複数回実施する講習です。

7 月募集（受付期間7/1〜7/10）
実施校 講　　習　　名 分　野 ページ

セ
ン
タ
ー
（
西
立
川
）

危険物取扱者(乙種第4類)受験対策 機械 10

2級建築施工管理技士受験対策(1)(2) 建築・設備 11

2級管工事施工管理技士(学科)受験対策 建築・設備 11

高年齢者のための二級ボイラー技士受験対策【初学者対象】(1)(2) 建築・設備 11

第二種電気工事士(学科)受験対策② 電気・電子 12

建設人材育成事業 2級電気工事施工管理技士(学科)受験対策 電気・電子 13

CSを意識したコミュニケーション・プレゼン技法 経理・経営・事務 17

情報セキュリティ 情報 19

八
　
王
　
子

3次元CAD(Inventor)【中級】 機械 10

1級電気工事施工管理技士(実地)受験対策 電気・電子 14

個人事業主のためのホームページ作成と活用 経理・経営・事務 18

表計算(Excel)【中級】 情報 20

C++言語 情報 21

府
　
　
中

第三種冷凍機械責任者受験対策 建築・設備 12

第二種電気工事士(実技) 【初級】 ① 電気・電子 15

工事担任者(AI・DD総合種)受験対策(1)(2) 電気・電子 16

セルフサービスBIによるビッグデータ分析(PowerBI) 情報 22

Webサイトデザイン 情報 23

ビルクリーニング技術【初級】 その他 24

6 月募集（受付期間6/1〜6/10）
実施校 講　　習　　名 分　野 ページ

セ
ン
タ
ー

（
西
立
川
）

CAD製図による建築図面の作成(1)(2) 建築・設備 11

内装業者のための水周りリフォーム工事【初級】 建築・設備 11

無線LAN構築とセキュリティ 情報 19

セキュリティ対策の基礎知識 情報 20

八
　
王
　
子

第一種電気工事士(学科)受験対策(1)(2) 電気・電子 14

3級簿記受験対策【初級】(1)(2)(3) 経理・経営・事務 17

2級簿記受験対策(工業簿記)(1)(2) 経理・経営・事務 17

ネットワークセキュリティ技術【中級】 情報 21

介護支援専門員実務研修受講受験対策 介護 24

府
　
　
中

ビル管理技術者受験対策 建築・設備 12

消防設備士(乙種第4類)受験対策 電気・電子 16

ネットワーク構築法【中級】 情報 23

情報セキュリティマネジメント受験対策(1)(2) 情報 23

介護支援専門員実務研修受講受験対策【初級】(1)(2) 介護 24
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8 月募集（受付期間8/1〜8/10）

9 月募集（受付期間9/1〜9/10）

10 月募集（受付期間10/1〜10/10）

実施校 講　　習　　名 分　野 ページ

セ
ン
タ
ー

（
西
立
川
）

消防設備士(甲種第1類)受験対策 建築・設備 11

第二種電気工事士(実技)受験対策③ 電気・電子 13

年末調整と所得税の確定申告の実務 経理・経営・事務 17

ビジネスにおける情報リテラシー 情報 20

八
王
子

第二種電気工事士(実技)受験対策② 電気・電子 14

第一種電気工事士(実技)受験対策 電気・電子 14

C言語によるマイコン制御(1)(2) 電気・電子 14

ネットワークセキュリティ技術【上級】 情報 21

府
　
　
中

第二種電気工事士(実技)受験対策② 電気・電子 15

消防設備士(甲種第4類)受験対策(1)(2) 電気・電子 16

ロジカルシンキングによる企画書作成 情報 22

介護利用者や高齢者の住環境を整える整理収納技術 介護 24

介護福祉士(学科)受験対策【初級】(1)(2) 介護 24

実施校 講　　習　　名 分　野 ページ

セ
ン
タ
ー
（
西
立
川
）

3次元CAD/CAMによる加工技術(Solidworks/Mastercam) 機械 10

機械要素と機構 機械 10

技能検定建築配管(1・2級)受検対策(1)(2) 建築・設備 11

第一種電気工事士(実技)受験対策 電気・電子 13

エアーブラシによる特殊塗装技能 印刷・広告 16

高年齢者のための表計算(Excel)【初級】 情報 19

Accessによるテーブル設計 情報 19

JavaScript 情報 19

八
　
王
　
子

第三種電気主任技術者入門 電気・電子 14

個人事業主のための会計・経理実務 経理・経営・事務 18

ExcelVBA【中級】 情報 20

サーバ構築法 情報 21

介護福祉士(学科)受験対策 介護 24

府
　
　
中

第一種電気工事士(実技)受験対策 電気・電子 15

インバータ技術によるモーター制御② 電気・電子 16

確定申告の書類作成 経理・経営・事務 18

ホームページビルダーによるホームページ作成 情報 23

実施校 講　　習　　名 分　野 ページ

八
王
子

エネルギー管理士(電気分野)受験対策【初学者対象】 電気・電子 14

介護保険の請求実務(1)(2)(3) 経理・経営・事務 18

ITパスポート試験受験対策(1)(2) 情報 21

府
　
中

3級簿記受験対策(1)(2) 経理・経営・事務 18

クラウドアプリケーションを活用した経営・業務管理 経理・経営・事務 18

HTML5とCSS3によるホームページ作成 情報 23
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◎講習名にカッコ付の数字「（1）（2）…」が入っている講習は、連続した複数コースにわたる講習（セット科目）です。原則として、セット単位での一括申込となります。
◎講習名に丸付数字「①」、「②」、…が入っている講習は、同じ内容を複数回実施する講習です。

1 月募集（受付期間1/1〜1/10）2021年
実施校 講　　習　　名 分　野 ページ
セ
ン
タ
ー

（
西
立
川
）

リレーシーケンス制御【初級】 電気・電子 13

ホームページビルダーによるホームページ作成 情報 19

府
　
中

第二種電気工事士(実技) 【初級】 ② 電気・電子 15

第三種電気主任技術者科目合格対策(法規) 電気・電子 15

VisualC#によるプログラミング 情報 22

12 月募集（受付期間12/1〜12/10）
実施校 講　　習　　名 分　野 ページ

セ
ン
タ
ー

（
西
立
川
）

第三種電気主任技術者(電気数学・理論)【初級】 電気・電子 13

第三種電気主任技術者(電力・機械・法規)【初級】 電気・電子 13

実務に役立つファイル操作とデータ管理 情報 19

八
　
王
　
子

危険物取扱者(乙種第4類)受験対策 機械 10

第二種電気工事士(実技) 【初級】 電気・電子 14

PowerPointによる企画書作成 情報 20

Androidアプリ開発入門 情報 21

はじめてのLinux講座 情報 21

基本情報技術者受験対策(1)(2) 情報 21

福祉用具活用【初級】 介護 24

府
　
中

第三種電気主任技術者科目合格対策(理論)(1)(2) 電気・電子 15

Python【初級】 情報 22

Python【中級】 情報 22

11月募集（受付期間11/1〜11/10）
実施校 講　　習　　名 分　野 ページ

セ
ン
タ
ー

（
西
立
川
）

高年齢者のための施設内緑地の維持管理 建築・設備 12

消防設備士(甲種第4類)受験対策(1)(2) 電気・電子 13

ビジネスを円滑に進める交渉力・プレゼン技法 経理・経営・事務 17

ビジネス文書の作成(Word・Excel) 情報 19

八
　
王
　
子

はじめてのCAD製図(AutoCAD) 機械 10

高年齢者のための二級ボイラー技士受験対策 建築・設備 12

消費税の実務 経理・経営・事務 18

社会保険の実務 経理・経営・事務 18

Excel(データ加工・分析編)② 情報 20

府
　
　
中

第三種電気主任技術者入門② 電気・電子 15

シーケンサ(1)(2) 電気・電子 15

第一級陸上特殊無線技士受験対策 電気・電子 16

ExcelVBA【初級】(1)(2) 情報 22

PHP言語によるWebシステム開発【初級】 情報 23
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◎講習名にカッコ付の数字「（1）（2）…」が入っている講習は、連続した複数コースにわたる講習（セット科目）です。原則として、セット単位での一括申込となります。
◎講習名に丸付数字「①」、「②」、…が入っている講習は、同じ内容を複数回実施する講習です。
◎講習内容、実施日時、使用ソフト等は、都合により変更することがあります。お申込み前にＨＰ、募集案内等でご確認ください。
　また、授業料のほかに教科書代がかかります。詳細は各講習の実施校へお問い合わせください。

講習分野別一覧 （募集月が２月からの講習を掲載しております）

機械関係
実施校 講　習　名 主な内容【使用ソフト】 受講対象者 募集月 講習日 時間 定員

(人) 授業料

セ
ン
タ
ー
（
西
立
川
）

3次元CAD(CATIA V5)
【初級】(1)(2)

(1)CATIA V5の概念とイン
ターフェース、スケッチ
基本操作、フィーチャ基
本操作

(2)サーフェスデザイン基本
操作、アッセンブリデザ
イ ン 基 本 操 作、 ド ラ フ
ティング基本操作

【CATIA V5】

機械設計関係および各種製
造現場の仕事に従事し、機械
図面の知識を有し、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

3月

(1)5/10(日)
    5/17(日)
    5/24(日)

9:30～
16:40 15

一括申込
13,000円
(1)6,500円
(2)6,500円(2)7/5(日)

    7/12(日)
    7/19(日)

汎用機械加工技術
(旋盤・フライス盤)(1)(2)

汎用旋盤コース
(1)段付加工、ねじ加工 
(2)加工手順、課題演習

フライス盤コース
(1)六面体加工、溝加工 
(2)加工手順、課題演習

金属加工業または機械工業
に従事し、当該技能を必要と
する方
※申込み時に汎用旋盤また
はフライス盤の一方を選択
していただきます
(各定員5名)

4月

(1)6/6(土)
    6/13(土)

9:30～
16:40 10

一括申込
8,600円

(1)4,300円
(2)4,300円(2)6/20(土)

    6/27(土)

3次元CAD/CAMによる
加工技術
(Solidworks/Mastercam)

Solidworksによる３次元モ
デルの作成、Mastercamに
よるツールパスの作成及び
マシニングセンタによる実
加工検証

【MastercamX7・
Solidworks2013】

機械工業関係の仕事に従事
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、NCプログラ
ムの基礎技能を必要とする
方

9月
10/31(土)
11/7(土)
11/14(土)

9:30～
16:40 10 6,500円

JIS溶接評価試験受験対策

JIS溶接技能者評価試験
受験対策
アーク手溶接・CO2半自動溶
接・ステンレス溶接技能者評
価試験受験対策
※この講習では、パイプ種目

は行いません。

アーク溶接特別教育修了証
を取得し、当該試験の受験お
よび更新を希望される方

5月

7/10(金) 18:30～
20:10

20 6,500円

8/27(木)
8/28(金)
9/1(火)
9/3(木)
9/4(金)

18:30～
20:55

9/5(土) 9:30～
15:55

機械要素と機構
機械設計や機械組立に必要
な、機械要素と機構(締結要
素、軸系要素、伝動要素等)
についての基礎講習

入社1年目～3年目程度の機
械設計技術者または機械組
立技術者

9月
10/31(土)
11/7(土)
11/14(土)

9:30～
16:40 25 1,600円

危険物取扱者(乙種第4類)
受験対策

危険物取扱者(乙種第4類)
受験対策
基礎物理、化学、燃焼、消火、
危険物の特性、消防法、答案
練習 

危険物関連業種に従事し、今
年度当該試験を受験する方 7月

8/21(金)
8/25(火)
8/28(金)
9/1(火)
9/4(金)
9/8(火)

18:30～
20:55 15 1,200円

八
　
王
　
子

はじめてのCAD製図
(AutoCAD)

CADの構造と機能、AutoCAD
の基本操作、コマンドの種類と
機能、作図演習

【Auto CAD2020】

職務上AutoCADによる図面
作成の基礎技能を必要とし、
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

11月
2021年
1/10(日)
1/17(日)
1/24(日)

9:20～
16:30 20 6,500円

3次元CAD(Inventor)
【初級】

3次元CADの基本操作、機械
パーツの3次元ソリッドモデ
ルの作成およびアセンブリ
機能を使用した3次元アセン
ブリモデルの作成

【Inventor2020】

機械設計関係および図面関
係の仕事に従事し、機械図面
の知識を有し、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

4月
6/7(日)
6/14(日)
6/21(日)

9:20～
16:30 15 6,500円

3次元CAD(Inventor)
【中級】

3次元ソリッドモデルの作
成、アセンブリモデルの作成
および2D図面化、パラメト
リック機能

【Inventor2020】

「3次元CAD(Inventor)【初級】」
修了程度の技能を有し、職務上
さらに高度な技能を必要とす
る方

7月
9/6(日)
9/13(日)
9/20(日)

9:20～
16:30 15 6,500円

危険物取扱者(乙種第4類)
受験対策

危険物取扱者(乙種第4類)受
験対策
基礎物理、化学、燃焼、消火、
危険物の特性、消防法、答案
練習 

危険物関連業種に従事し、今
年度当該試験を受験する方 12月

2021年
2/20(土)
2/27(土)
3/6(土)

9:20～
16:30 20 1,600円

受付はその月の１日から10日まで（必着）
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◎講習名にカッコ付の数字「（1）（2）…」が入っている講習は、連続した複数コースにわたる講習（セット科目）です。原則として、セット単位での一括申込となります。
◎講習名に丸付数字「①」、「②」、…が入っている講習は、同じ内容を複数回実施する講習です。
◎講習内容、実施日時、使用ソフト等は、都合により変更することがあります。お申込み前にＨＰ、募集案内等でご確認ください。
　また、授業料のほかに教科書代がかかります。詳細は各講習の実施校へお問い合わせください。

実施校 講　習　名 主な内容【使用ソフト】 受講対象者 募集月 講習日 時間 定員
(人) 授業料

セ
ン
タ
ー
（
西
立
川
）

2級建築施工管理技士
受験対策(1)(2)

2級建築施工管理技術検定試
験受験対策 
(1)計画原論 

力学、建築構造、建築材
料、施工  

(2)施工管理 
法規、工程管理、品質管理、
安全管理、記述問題対策

建築関係の仕事に従事し、今
年度当該検定試験を受験す
る方

7月

(1)9/5(土)
    9/12(土)
    9/19(土)

9:30～
16:40 20

一括申込
3,200円

(1)1,600円
(2)1,600円(2)9/26(土)

    10/3(土)
    10/10(土)

技能検定表装(壁装作業)
(1・2級)受検対策

技能検定表装(壁装作業)
(1級または2級)
受検対策(実技)
表装(壁装作業)の課題解説と
課題対策実技

内装業等建築関係の仕事に
従事し、今年度当該技能検定
1級または2級を受検する方

3月
5/29(金)
5/30(土)
5/31(日)

9:30～
16:40 15 6,500円

技能検定内装仕上げ施工
(木質系床仕上げ)受検対策

技能検定内装仕上げ施工
(木質系床仕上げ工事作業)
(1級または2級)受検対策(実技)
内装仕上げ(木質系床仕上げ)
の課題解説と課題対策実技

内装業等建築関係の仕事に
従事し、今年度当該技能検定
1級または2級を受検する方

4月
6/18(木)
6/20(土)
6/21(日)

9:30～
16:40 10 6,500円

CAD製図による建築図面の
作成(1)(2)

(1)Jw_cadの概要と構成、基
本コマンドの操作、作図
の基本

(2)木造およびRC造各図の作
図・編集

【Jw_cad】

建築関係の仕事に従事し、手
書きによる図面作成ができ
る方

6月

(1)8/23(日)
    8/30(日) 9:30～

16:40 15
一括申込
8,600円

(1)4,300円
(2)4,300円(2)9/6(日)

    9/13(日)

2級管工事施工管理技士
(学科)受験対策

2級管工事施工管理技術検定
試験(学科)受験対策
一般基礎、空調設備、衛生設
備、施工管理

管工事関係の仕事に従事し、
今年度当該検定試験を受験
する方

7月
9/12(土)
9/19(土)
9/26(土)

9:30～
16:40 20 1,600円

技能検定建築配管(1・2級)
受検対策(1)(2)

技能検定配管(建築配管作業)
(1級または2級)受検対策
(1)学科試験の模擬演習および

解説、実技試験①（ペーパー
テスト：材料取り)、演習

(2)実技試験②(作業試験)の
模擬演習および解説、総
合組立作業

建築配管関係の仕事に従事
し、今年度当該技能検定1級
または2級を受検する方

9月

(1)11/28(土)
    12/5(土)

9:30～
16:40 15

一括申込
8,600円

(1)4,300円
(2)4,300円(2)12/12(土)

    12/13(日)

消防設備士(甲種第1類)
受験対策

消防設備士試験(甲種第1類)
受験対策
消防関係法令、消防機器規格
および機能構造、工事・設備、
設計製図、設備設計、機器鑑
別・点検

消防用設備等の工事または
整備関係の仕事に従事し、当
該試験を受験する方

8月
10/11(日)
10/18(日)
10/25(日)

9:30～
16:40 30 1,600円

内装業者のための水周り
リフォーム工事【初級】

内装専門業者等水道工事を
専門としない業者向けの各
種法令・基準を踏まえた水道
配管・衛生器具取り付けにつ
いての基礎的実習

内装等リフォーム工事関係
の仕事に従事し、職務上水周
りのリフォーム工事の基礎
的知識・技能を必要とする方

6月
8/29(土)
9/5(土)
9/12(土)

9:30～
16:40 10 6,500円

高年齢者のための
二級ボイラー技士受験対策

【初学者対象】(1)(2)

二級ボイラー技士試験受験
対策
(1)ボ イ ラ ー の 構 造、 ボ イ

ラーの取扱い
(2)燃料および燃焼、関係法

令

概ね50歳以上の方で、ボイ
ラーの仕事に従事し、当該試
験を受験する方

7月

(1)9/6(日)
    9/13(日)

9:30～
16:40 30

一括申込
2,200円

(1)1,100円
(2)1,100円(2)9/27(日)

    10/4(日)

技能検定造園(2級)
受検対策①

技能検定造園(造園工事作業)
(2級)受検対策(実技)
2級実技課題に沿った竹垣、
庭木・庭石等の造園工事の施
工

造園関係の仕事に従事し、今
年度当該技能検定を受検す
る方

4月
6/26(金)
6/27(土)
6/28(日)

9:30～
16:40 15 6,500円

技能検定造園(2級)
受検対策②

技能検定造園(造園工事作業)
(2級)受検対策(実技)
2級実技課題に沿った竹垣、
庭木・庭石等の造園工事の施
工

造園関係の仕事に従事し、今
年度当該技能検定を受検す
る方

5月
7/3(金)
7/4(土)
7/5(日)

9:30～
16:40 15 6,500円

技能検定造園(1級)(実技)
受検対策

技能検定造園(造園工事作業)
(1級)受検対策(実技)
作業試験対策(竹垣製作、つ
くばい敷設、飛び石・延段敷
設、景石配置、植栽)、要素
試験対策

造園関係の仕事に従事し、今
年度当該技能検定を受検す
る方

4月
6/5(金)
6/6(土)
6/7(日)

9:30～
16:40 10 6,500円

受付はその月の１日から10日まで（必着）建築・設備関係
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◎講習名にカッコ付の数字「（1）（2）…」が入っている講習は、連続した複数コースにわたる講習（セット科目）です。原則として、セット単位での一括申込となります。
◎講習名に丸付数字「①」、「②」、…が入っている講習は、同じ内容を複数回実施する講習です。
◎講習内容、実施日時、使用ソフト等は、都合により変更することがあります。お申込み前にＨＰ、募集案内等でご確認ください。
　また、授業料のほかに教科書代がかかります。詳細は各講習の実施校へお問い合わせください。

実施校 講　習　名 主な内容【使用ソフト】 受講対象者 募集月 講習日 時間 定員
(人) 授業料

セ
ン
タ
ー
（
西
立
川
）

屋上緑化の施工 植栽に関する知識、植栽管理
(学科・実技)、植栽実技

建築物緑化、ビル管理、建設、
造園土木関係の仕事に従事
し、屋上緑化・屋上庭園に関
する知識・技術・技能を必要
とする方

3月
5/16(土)
5/23(土)
5/30(土)

9:30～
16:40 10 6,500円

高年齢者のための施設内
緑地の維持管理

マンション・ビル等構内の緑
地管理方法、安全作業、植物
手入れの基礎知識、雑草対処
方法、病害虫防除

概ね50歳以上の方で、住宅
(マンション)、事務所(ビル)、
学校施設等で施設管理関係
の仕事に従事している方、若
しくは今後従事することを
予定している方

11月
2021年
1/23(土)
1/24(日)

9:30～
16:40 20 4,300円

建設人材育成事業 技能検定
塗装(建築塗装)(1級)
受検対策(学科)

技能検定 塗装(建築塗装)
(1級・学科)の受検対策
塗装一般、材料、色彩、関係
法規、安全衛生、建築塗装法

建築塗装関係の仕事に従事
し、今年度当該技能検定を受
検する方

5月 7/5(日)
7/12(日)

9:30～
16:40 35 1,100円

八
　
王
　
子

福 祉 住 環 境 コ ー デ ィ ネ ー
ター検定試験®(2級)対策
(1)(2)

福 祉 住 環 境 コ ー デ ィ ネ ー
ター検定試験®(2級)受験対
策
(1)福祉住環境整備の意義と

福祉住環境コーディネー
ターの役割

(2)福祉住環境整備の基本技
術および実践に伴う知識

今年度当該検定試験を受験
する方 2月

(1)4/12(日)
    4/19(日)
    4/26(日)

9:20～
16:30 15

一括申込
3,200円

(1)1,600円
(2)1,600円(2)5/10(日)

    5/17(日)
    5/24(日)

高年齢者のための
二級ボイラー技士受験対策

二級ボイラー技士試験受験
対策
ボイラーの構造、ボイラーの
取扱い、燃料および燃焼、関
係法令

概ね50歳以上の方で、ボイ
ラーに関する基礎知識を有
し、当該試験を受験する方

11月

2021年
1/31(日)
2/14(日)
2/21(日)
2/28(日)

10:00～
15:45 25 1,600円

府
　
　
中

第三種冷凍機械責任者
受験対策

第三種冷凍機械責任者免状
に係る試験受験対策
冷凍理論、保安管理技術、高
圧ガス保安法

建築設備関係の仕事に従事
し、当該試験を受験する方 7月

9/5(土)
9/12(土)
9/19(土)

9:20～
16:30 40 1,600円

ビル管理技術者受験対策

建築物環境衛生管理技術者
試験受験対策
建築物衛生行政概論、建築物
の環境衛生、空気環境の調
整、建築物の構造概論、給水・
排水管理、清掃、ネズミ等の
防除、問題演習

ビルマネジメント・ビルメン
テナンス業に携わり2年以上
の実務経験を有し、建築物環
境衛生管理技術者試験を受
験する方

6月
8/15(土)
8/22(土)
8/29(土)

9:20～
16:30 50 1,600円

高年齢者のための
ビル管理技術者受験対策

建築物環境衛生管理技術者
試験受験対策
建築物衛生行政概論、建築物
の環境衛生、空気環境の調
整、建築物の構造概論、給水・
排水管理、清掃、ネズミ等の
防除

概ね50歳以上の方でビルマ
ネジメント・ビルメンテナン
ス業に携わり2年以上の実務
経験を有し、建築物環境衛生
管理技術者試験を受験する
方

2月
4/5(日)
4/12(日)
4/19(日)

9:20～
16:30 40 1,600円

実施校 講　習　名 主な内容【使用ソフト】 受講対象者 募集月 講習日 時間 定員
(人) 授業料

セ
ン
タ
ー
（
西
立
川
）

第二種電気工事士(学科)
受験対策①

第二種電気工事士筆記試験受験対策
基礎理論、配電理論と配線設計、電
気機器、工事用材料と工具、施工方
法、検査方法、法令、鑑別、配線図

電気関係の仕事に従事し、今
年度当該試験を受験する方 2月

4/12(日)
4/19(日)
5/10(日)
5/17(日)

10:00～
15:40 40 1,600円

第二種電気工事士(学科)
受験対策②

第二種電気工事士筆記試験受験対策
基礎理論、配電理論と配線設計、電
気機器、工事用材料と工具、施工方
法、検査方法、法令、鑑別、配線図

電気関係の仕事に従事し、今
年度当該試験を受験する方 7月

9/5(土)
9/12(土)
9/19(土)
9/26(土)

10:00～
15:40 40 1,600円

第二種電気工事士(実技)
受験対策①

第二種電気工事士技能試験
受験対策
公表されている試験問題に
対応した演習

電気関係の仕事に従事し、今
年度当該試験を受験する方 4月

6/7(日)
6/14(日)
6/21(日)

9:30～
16:40 25 6,500円

第二種電気工事士(実技)
受験対策②

第二種電気工事士技能試験
受験対策
公表されている試験問題に
対応した演習

電気関係の仕事に従事し、今
年度当該試験を受験する方 5月

6/28(日)
7/5(日)
7/12(日)

9:30～
16:40 25 6,500円

受付はその月の１日から10日まで（必着）

受付はその月の１日から10日まで（必着）

※「福祉住環境コーディネーター検定試験R」は東京商工会議所の登録商標です。

電気・電子関係
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◎講習名にカッコ付の数字「（1）（2）…」が入っている講習は、連続した複数コースにわたる講習（セット科目）です。原則として、セット単位での一括申込となります。
◎講習名に丸付数字「①」、「②」、…が入っている講習は、同じ内容を複数回実施する講習です。
◎講習内容、実施日時、使用ソフト等は、都合により変更することがあります。お申込み前にＨＰ、募集案内等でご確認ください。
　また、授業料のほかに教科書代がかかります。詳細は各講習の実施校へお問い合わせください。

実施校 講　習　名 主な内容【使用ソフト】 受講対象者 募集月 講習日 時間 定員
(人) 授業料

セ
ン
タ
ー
（
西
立
川
）

第二種電気工事士(実技)
受験対策③

第二種電気工事士技能試験
受験対策
公表されている試験問題に
対応した演習

電気関係の仕事に従事し、今
年度当該試験を受験する方 8月

10/10(土)
10/17(土)
10/31(土)

9:30～
16:40 25 6,500円

第一種電気工事士(学科)
受験対策(1)(2)

第一種電気工事士筆記試験
受験対策
(1)電気理論、配電理論、配

線設計、電気機器
(2)施工方法、自家用電気工

作物の検査方法、機器配
線図、発電・変電施設、関
係法令 

電気関係の仕事に従事し、第
二種電気工事士の有資格者
で、今年度当該試験を受験す
る方

5月

(1)7/19(日)
    7/26(日)
    8/2(日)

9:30～
16:40 30

一括申込
3,200円

(1)1,600円
(2)1,600円(2)8/16(日)

    8/23(日)
    8/30(日)

第一種電気工事士(実技)
受験対策

第一種電気工事士技能試験
受験対策
公表されている試験問題に
対応した演習

電気関係の仕事に従事し、第
二種電気工事士の有資格者
で、今年度当該試験を受験す
る方

9月
11/8(日)
11/15(日)
11/22(日)

9:30～
16:40 25 6,500円

第三種電気主任技術者
(電気数学・理論)【初級】

電気数学(数学の基礎事項、
関数とグラフ、三角関数、ベ
クトルと複素数)
理論入門(理論の基礎)

電気工事関係の仕事に従事
し、今年度以降当該試験を受
験する方

12月
2021年
1/30(土)
2/6(土)
2/13(土)

9:30～
16:40 40 1,600円

第三種電気主任技術者
(電力・機械・法規)【初級】

電力入門(電力の基礎)、機械
入門(機械の基礎、伝達関数。
２進法)、法規入門(法規の基
礎)

電気工事関係の仕事に従事
し、今年度以降当該試験を受
験する方

12月
2021年
2/20(土)
3/6(土)
3/13(土)

9:30～
16:40 40 1,600円

第三種電気主任技術者科目
合格対策(理論)(1)(2)

第三種電気主任技術者試験
(理論)受験対策
電気理論、電子理論、電気計
測、電子計測

電気関係の仕事に従事し、今
年度当該試験を受験する方 2月

(1)4/4(土)
    4/11(土)
    4/18(土) 9:30～

16:40 50
一括申込
3,200円

(1)1,600円
(2)1,600円

(2)4/25(土)
    5/9(土)
    5/16(土)

第三種電気主任技術者科目
合格対策(電力)

第三種電気主任技術者試験
(電力)受験対策
発電・変電、送配電

電気関係の仕事に従事し、今
年度当該試験を受験する方 3月

5/23(土)
5/30(土)
6/6(土)

9:30～
16:40 40 1,600円

第三種電気主任技術者科目
合格対策(機械)(1)(2)

第三種電気主任技術者試験
(機械)受験対策 
電気機器、電動機応用、電気
化学、自動制御

電気関係の仕事に従事し、今
年度当該試験を受験する方 4月

(1)6/13(土)
    6/20(土)
    6/27(土) 9:30～

16:40 50
一括申込
3,200円

(1)1,600円
(2)1,600円

(2)7/4(土)
    7/11(土)
    7/18(土)

第三種電気主任技術者科目
合格対策(法規)

第三種電気主任技術者試験
(法規)受験対策
電気事業法、電気設備技術基
準、電気施設管理

電気関係の仕事に従事し、今
年度当該試験を受験する方 5月

7/25(土)
8/1(土)
8/8(土)

9:30～
16:40 40 1,600円

リレーシーケンス制御
【初級】

シーケンス図の読み方・書き
方、タイムチャート図の読み
方・書き方、制御機器の取扱
い方、基本回路の組立配線

リレーシーケンス制御の技
術を必要とし、制御技術の基
本を習得したい方

2021年
1月

2021年
3/7(日)
3/14(日)
3/21(日)

9:30～
16:40 20 6,500円

消防設備士(甲種第4類)
受験対策(1)(2)

消防設備士試験(甲種第4類)
受験対策
(1)関係法令

消防関係法令、設計製図、
設備設計

(2)保守管理
工事・設備、消防機器規格
および機能構造、機器鑑
別・点検

消防用設備等の工事または
整備関係の仕事に従事し、当
該試験を受験する方

11月

(1)2021年
    1/16(土)
    1/23(土)
    1/30(土) 9:30～

16:40 30
一括申込
3,200円

(1)1,600円
(2)1,600円

(2)2021年
    2/6(土)
    2/13(土)
    2/20(土)

建設人材育成事業
2級電気工事施工管理技士
(学科)受験対策

２級電気工事施工管理技士
(学科)受験対策
電気工学等、施工管理法、法
規

電気関係の仕事に従事し、第
一種電気工事士の有資格者
で、今年度当該試験を受験す
る方

7月
9/27(日)
10/4(日)
10/11(日)

9:30～
16:40 20 1,600円

八
王
子

第二種電気工事士(学科)
受験対策

第二種電気工事士筆記試験
受験対策
基礎理論、配電理論と配線設
計、電気機器、工事用材料と
工具、施工方法、検査方法、
法令、鑑別、配線図

電気関係の仕事に従事し、今
年度当該試験を受験する方 2月

4/4(土)
4/11(土)
4/18(土)
4/25(土)

10:00～
15:45 50 1,600円

受付はその月の１日から10日まで（必着）
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◎講習名にカッコ付の数字「（1）（2）…」が入っている講習は、連続した複数コースにわたる講習（セット科目）です。原則として、セット単位での一括申込となります。
◎講習名に丸付数字「①」、「②」、…が入っている講習は、同じ内容を複数回実施する講習です。
◎講習内容、実施日時、使用ソフト等は、都合により変更することがあります。お申込み前にＨＰ、募集案内等でご確認ください。
　また、授業料のほかに教科書代がかかります。詳細は各講習の実施校へお問い合わせください。

実施校 講　習　名 主な内容【使用ソフト】 受講対象者 募集月 講習日 時間 定員
(人) 授業料

八
　
王
　
子

第二種電気工事士(実技)
 【初級】

電気基礎、電気図記号、図面
の見方、電気工事実習、第二
種電気工事士受験ポイント

電気関係の仕事に従事し、電
気工事士の勉強をこれから
始める方または第二種電気
工事士試験受験のための基
礎知識を身につけたい方

12月

2021年
2/13(土)
2/20(土)
2/27(土)
3/6(土)

10:00～
15:45 30 6,500円

第二種電気工事士(実技)
受験対策①

第二種電気工事士技能試験
受験対策
公表されている試験問題に
対応した演習

電気関係の仕事に従事し、今
年度当該試験を受験する方 4月

6/20(土)
6/21(日)
6/27(土)
6/28(日)

10:00～
15:45 30 6,500円

第二種電気工事士(実技)
受験対策②

第二種電気工事士技能試験
受験対策
公表されている試験問題に
対応した演習

電気関係の仕事に従事し、今
年度当該試験を受験する方 8月

10/18(日)
10/25(日)
11/8(日)
11/15(日)

10:00～
15:45 20 6,500円

第一種電気工事士(学科)
受験対策(1)(2)

第一種電気工事士筆記試験
受験対策
(1)電気理論、配電理論、配

線設計、電気機器
(2)施工方法、自家用電気工作

物の検査方法、機器配線図、
発電・変電施設、関係法令 

電気関係の仕事に従事し、第
二種電気工事士の有資格者
で、今年度当該試験を受験す
る方

6月

(1)8/22(土)
    8/29(土)
    9/5(土) 9:20～

16:30 30
一括申込
3,200円

(1)1,600円
(2)1,600円

(2)9/12(土)
    9/19(土)
    9/26(土)

第一種電気工事士(実技)
受験対策

第一種電気工事士技能試験
受験対策
公表されている試験問題に
対応した演習

電気関係の仕事に従事し、第
二種電気工事士の有資格者
で、今年度当該試験を受験す
る方

8月
10/17(土)
10/24(土)
11/7(土)
11/14(土)

10:00～
15:45 30 6,500円

第三種電気主任技術者入門 試験概要、学習にあたって、
電気数学、電気基礎理論

第三種電気主任技術者試験
をこれから勉強する方また
は受験のための基礎知識を
身に付けたい方

9月
11/15(日)
11/29(日)
12/6(日)

9:20～
16:30 40 1,600円

第三種電気主任技術者科目
合格対策(理論)(1)(2)

第三種電気主任技術者試験
(理論)受験対策
電気理論、電子理論、電気計
測、電子計測

電気関係の仕事に従事し、今
年度当該試験を受験する方 2月

(1)4/5(日)
    4/12(日)
    4/19(日) 9:20～

16:30 40
一括申込
3,200円

(1)1,600円
(2)1,600円

(2)4/26(日)
    5/10(日)
    5/17(日)

第三種電気主任技術者科目
合格対策(電力)

第三種電気主任技術者試験
(電力)受験対策
発電・変電、送配電

電気関係の仕事に従事し、今
年度当該試験を受験する方 3月

5/24(日)
5/31(日)
6/7(日)

9:20～
16:30 40 1,600円

第三種電気主任技術者科目
合格対策(機械)(1)(2)

第三種電気主任技術者試験
(機械)受験対策 
電気機器、電動機応用、電気
化学、自動制御

電気関係の仕事に従事し、今
年度当該試験を受験する方 4月

(1)6/14(日)
    6/21(日)
    6/28(日) 9:20～

16:30 40
一括申込
3,200円

(1)1,600円
(2)1,600円

(2)7/12(日)
    7/19(日)
    7/26(日)

第三種電気主任技術者科目
合格対策(法規)

第三種電気主任技術者試験
(法規)受験対策
電気事業法、電気設備技術基
準、電気施設管理

電気関係の仕事に従事し、今
年度当該試験を受験する方 5月

8/2(日)
8/8(土)
8/23(日)

9:20～
16:30 40 1,600円

エネルギー管理士(電気分野)
受験対策【初学者対象】

エネルギー管理士試験(電気
分野)受験対策
試験概要、受験に必要な数学
と自動制御、電気分野の理論

電気関係の仕事に従事し、来
年度当該試験を受験する方
(受講には高等学校卒業程度
の数学の知識が必要です)

10月
12/5(土)
12/12(土)
12/19(土)

9:20～
16:30 20 1,600円

1級電気工事施工管理技士
(学科)受験対策

1級電気工事施工管理技術検
定試験(学科)受験対策
電気工学、電気設備等、施工
管理法、法規

電気関係の仕事に従事し、第
一種電気工事士の有資格者
で、今年度当該試験を受験す
る方

2月
4/11(土)
4/18(土)
4/25(土)
5/9(土)

10:00～
15:45 40 1,600円

1級電気工事施工管理技士
(実地)受験対策

1級電気工事施工管理技術検
定試験(実地)受験対策
施工管理、電気工事、電気工
学、建設業法、電気事業法、
労働安全衛生法、施工経験記
述、模擬問題

電気関係の仕事に従事し、第
一種電気工事士の有資格者
で、今年度当該試験を受験す
る方

7月 9/20(日)
9/27(日)

9:20～
15:55 15 900円

C言語によるマイコン制御
(1)(2)

(1)マイコン基礎、インター
フェース回路、C言語によ
るプログラミング、入出
力に関わる基礎的な演習

(2)アナログ信号の処理、シリア
ルインターフェース、モーター
制御などの応用的な演習

「C言語」修了程度の技能を有
する方 8月

(1)10/4(日)
    10/11(日)
    10/18(日) 9:20～

16:30 20
一括申込
13,000円
(1)6,500円
(2)6,500円

(2)10/25(日)
    11/1(日)
    11/8(日)

受付はその月の１日から10日まで（必着）
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◎講習名にカッコ付の数字「（1）（2）…」が入っている講習は、連続した複数コースにわたる講習（セット科目）です。原則として、セット単位での一括申込となります。
◎講習名に丸付数字「①」、「②」、…が入っている講習は、同じ内容を複数回実施する講習です。
◎講習内容、実施日時、使用ソフト等は、都合により変更することがあります。お申込み前にＨＰ、募集案内等でご確認ください。
　また、授業料のほかに教科書代がかかります。詳細は各講習の実施校へお問い合わせください。

実施校 講　習　名 主な内容【使用ソフト】 受講対象者 募集月 講習日 時間 定員
(人) 授業料

八
王
子

デジタル回路【初級】 オームの法則、半導体素子の
特性、ロジックICの使い方

電子回路の基本を習得した
い方 5月

7/4(土)
7/11(土)
7/18(土)

9:20～
16:30 20 6,500円

府
　
　
中

第二種電気工事士(学科)
受験対策

第二種電気工事士筆記試験
受験対策
基礎理論、配電理論と配線設
計、電気機器、工事用材料と
工具、施工方法、検査方法、
法令、鑑別、配線図

電気関係の仕事に従事し、当
該試験を受験する方 2月

4/4(土)
4/11(土)
4/18(土)

9:20～
16:30 40 1,600円

第二種電気工事士(実技)
 【初級】 ①

電気基礎、電気図記号、図面
の見方、電気工事実習、第二
種電気工事士受験ポイント

電気関係の仕事に従事し、電
気工事士の勉強をこれから
始める方または第二種電気
工事士試験受験のための基
礎知識を身につけたい方

7月
9/13(日)
9/20(日)
9/27(日)

9:20～
16:30 30 6,500円

第二種電気工事士(実技)
 【初級】 ②

電気基礎、電気図記号、図面
の見方、電気工事実習、第二
種電気工事士受験ポイント

電気関係の仕事に従事し、電
気工事士の勉強をこれから
始める方または第二種電気
工事士試験受験のための基
礎知識を身につけたい方

2021年
1月

2021年
3/7(日)
3/14(日)
3/21(日)

9:20～
16:30 30 6,500円

第二種電気工事士(実技)
受験対策①

第二種電気工事士技能試験
受験対策
公表されている試験問題に
対応した演習

電気関係の仕事に従事し、当
該試験を受験する方 3月

5/10(日)
5/17(日)
5/24(日)

9:20～
16:30 30 6,500円

第二種電気工事士(実技)
受験対策②

第二種電気工事士技能試験
受験対策
公表されている試験問題に
対応した演習

電気関係の仕事に従事し、当
該試験を受験する方 8月

10/10(土)
10/17(土)
10/24(土)

9:20～
16:30 30 6,500円

第一種電気工事士(実技)
受験対策

第一種電気工事士技能試験
受験対策
公表されている試験問題に
対応した演習

電気関係の仕事に従事し、第
二種電気工事士の有資格者
で、当該試験を受験する方

9月
11/7(土)
11/14(土)
11/23(祝)

9:20～
16:30 20 6,500円

第三種電気主任技術者入門
①

試験概要、学習にあたって、
電気数学、電気基礎理論

第三種電気主任技術者試験
をこれから勉強する方また
は受験のための基礎知識を
身に付けたい方

4月
6/7(日)
6/14(日)
6/21(日)

9:20～
16:30 50 1,600円

第三種電気主任技術者入門
②

試験概要、学習にあたって、
電気数学、電気基礎理論

第三種電気主任技術者試験
をこれから勉強する方また
は受験のための基礎知識を
身に付けたい方

11月
2021年
1/10(日)
1/11(祝)
1/17(日)

9:20～
16:30 50 1,600円

第三種電気主任技術者科目
合格対策(理論)(1)(2)

第三種電気主任技術者試験
(理論)受験対策
電気理論、電子理論、電気計
測、電子計測

電気関係の仕事に従事し、当
該試験を受験する方 12月

(1)2021年
    1/30(土)
    2/6(土)
    2/13(土) 9:20～

16:30 50
一括申込
3,200円

(1)1,600円
(2)1,600円

(2)2021年
    2/20(土)
    2/27(土)
    3/6(土)

第三種電気主任技術者科目
合格対策(電力)

第三種電気主任技術者試験
(電力)受験対策
発電・変電、送配電

電気関係の仕事に従事し、当
該試験を受験する方 2月

4/12(日)
4/19(日)
4/26(日)

9:20～
16:30 40 1,600円

第三種電気主任技術者科目
合格対策(機械)(1)(2)

第三種電気主任技術者試験
(機械)受験対策
電気機器、電動機応用、電気
化学、自動制御

電気関係の仕事に従事し、当
該試験を受験する方 3月

(1)5/9(土)
    5/16(土)
    5/23(土) 9:20～

16:30 40
一括申込
3,200円

(1)1,600円
(2)1,600円

(2)5/30(土)
    6/6(土)
    6/13(土)

第三種電気主任技術者科目
合格対策(法規)

第三種電気主任技術者試験
(法規)受験対策
電気事業法、電気設備技術基
準、電気施設管理

電気関係の仕事に従事し、当
該試験を受験する方

2021年
1月

2021年
3/13(土)
3/20(土)
3/27(土)

9:20～
16:30 40 1,600円

シーケンサ(1)(2)

演習を中心とするシーケンサ
のプログラミング入門講座
(1)シーケンサの機能、基本

命令語、プログラムの作
り方、演習(タイマー回路、
カウンター回路)

(2)パ ソ コ ン に よ る 入 力 
(IQ-Works)、数値データ
の取扱、応用命令の解説

リレーシーケンス制御の知
識を有し、Windowsの基本
操作(文字入力、ファイルの
保存、コピー等)ができ、シー
ケンサのプログラミング技
術を習得したい方

11月

(1)2021年
    1/9(土)
    1/16(土)
    1/23(土) 9:20～

16:30 15
一括申込
13,000円
(1)6,500円
(2)6,500円(2)2021年

    1/30(土)
    2/6(土)
    2/13(土)

受付はその月の１日から10日まで（必着）
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◎講習名にカッコ付の数字「（1）（2）…」が入っている講習は、連続した複数コースにわたる講習（セット科目）です。原則として、セット単位での一括申込となります。
◎講習名に丸付数字「①」、「②」、…が入っている講習は、同じ内容を複数回実施する講習です。
◎講習内容、実施日時、使用ソフト等は、都合により変更することがあります。お申込み前にＨＰ、募集案内等でご確認ください。
　また、授業料のほかに教科書代がかかります。詳細は各講習の実施校へお問い合わせください。

実施校 講　習　名 主な内容【使用ソフト】 受講対象者 募集月 講習日 時間 定員
(人) 授業料

府
　
　
中

インバータ技術による
モーター制御①

インバータの動作原理、汎用
インバータの接続、設定、動
作確認

建設設備やFA機器等の製造
またはメンテナンス関係の
仕事に従事している方

4月
6/7(日)
6/14(日)
6/21(日)

9:20～
16:30 10 6,500円

インバータ技術による
モーター制御②

インバーターの動作原理、汎
用インバーターの接続、設
定、動作確認

建設設備やFA機器等の製造
またはメンテナンス関係の
仕事に従事している方

9月
11/14(土)
11/21(土)
11/28(土)

9:20～
16:30 10 6,500円

工事担任者(AI・DD総合種)
受験対策(1)(2)

工事担任者試験(AI・DD総合
種)受験対策
(1)電気通信技術の基礎、端

末設備の接続に関する法
規

(2)端末設備・総合デジタル
通信・ネットワーク・情報
セキュリティ・接続工事
の技術、トラヒック理論

電気関係の仕事に従事し、当
該試験を受験する方 7月

(1)9/13(日)
    9/20(日)
    9/27(日)

9:20～
16:30 30

一括申込
3,200円

(1)1,600円
(2)1,600円(2)10/4(日)

    10/11(日)
    10/18(日)

消防設備士(甲種第4類)
受験対策(1)(2)

消防設備士試験(甲種第4類)
受験対策
(1)関係法令

消防関係法令、設計製図、
設備設計

(2)保守管理
工事・設備、消防機器規格
および機能構造、機器鑑
別・点検

消防用設備等の工事または
整備関係の仕事に従事し、当
該試験を受験する方

8月

(1)10/3(土)
    10/10(土)
    10/17(土)

9:20～
16:30 25

一括申込
3,200円

(1)1,600円
(2)1,600円(2)10/24(土)

    10/31(土)
    11/7(土)

消防設備士(乙種第4類)
受験対策

消防設備士試験(乙種第4類)
受験対策
機械器具・電気に関する基礎
知識、消防関係法令、消防設
備等の構造・機能・鑑別

消防用設備等の点検および
整備関係の仕事に従事し、当
該試験を受験する方

6月
8/16(日)
8/23(日)
8/30(日)

9:20～
16:30 20 1,600円

地上波デジタル放送設備
地上波デジタル放送設備の
共同視聴設備について、理
論、電波強度の測定、測定値
の評価、基礎工事実習

CATV工事関係者、通信工事
関係者 5月

7/19(日)
7/26(日)
8/2(日)

9:20～
16:30 20 6,500円

第一級陸上特殊無線技士
受験対策 第一級陸上特殊無線技士試

験受験対策（無線工学・法規）
無線設備の保守・運用に関わ
る仕事に従事するため、当該
試験を受験する方

11月
2021年
1/24(日)
1/31(日)
2/7(日)

9:20～
16:30 40 1,600円

実施校 講　習　名 主な内容【使用ソフト】 受講対象者 募集月 講習日 時間 定員
(人) 授業料

セ
ン
タ
ー
（
西
立
川
）

エアーブラシによる
特殊塗装技能

エアーブラシの使用方法、使
用する塗料、物体の見方と表
現、吹付け基本作業、描写作
業

塗装業を行っている方で、新
たにエアーブラシによる塗
装の技術を身につけたい方

9月
11/1(日)
11/8(日)
11/15(日)

9:30～
16:40 10 6,500円

技能検定塗装(金属塗装作業)
(1・2級)受検対策

技能検定塗装(金属塗装作業)
(1級または2級)受検対策
(学科)学科問題の基礎、塗膜
試験法試験問題解説、模擬試
験
(実技)ラッカーパテ付け、パ
テ研ぎ、上塗り、検定課題

金属塗装関係の仕事に従事
し、今年度当該技能検定を受
検する方

5月 7/5(日)
7/12(日)

9:30～
16:40 10 4,300円

受付はその月の１日から10日まで（必着）

受付はその月の１日から10日まで（必着）印刷・広告関係
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◎講習名にカッコ付の数字「（1）（2）…」が入っている講習は、連続した複数コースにわたる講習（セット科目）です。原則として、セット単位での一括申込となります。
◎講習名に丸付数字「①」、「②」、…が入っている講習は、同じ内容を複数回実施する講習です。
◎講習内容、実施日時、使用ソフト等は、都合により変更することがあります。お申込み前にＨＰ、募集案内等でご確認ください。
　また、授業料のほかに教科書代がかかります。詳細は各講習の実施校へお問い合わせください。

実施校 講　習　名 主な内容【使用ソフト】 受講対象者 募集月 講習日 時間 定員
(人) 授業料

セ
ン
タ
ー
（
西
立
川
）

1級簿記受験対策
(商業簿記・会計学)(1)(2)(3)

日商簿記検定試験1級受験対
策
(1)商業簿記　 

諸勘定の処理から連結財
務

(2)会計学　
収益費用の認識と判定

(3)演習　
過去の問題解説と演習

全経簿記検定1級、全商簿記
検定1級または日商簿記検定
2級のいずれかの合格者で、
今年度当該試験を受験する
方

2月

(1)4/5(日)
    4/12(日)
    4/19(日)

9:30～
16:40 35

一括申込
4,800円

(1)1,600円
(2)1,600円
(3)1,600円

(2)4/26(日)
    5/3(日)
    5/10(日)
(3)5/17(日)
    5/24(日)
    5/31(日)

1級簿記受験対策
(工業簿記・原価計算)
(1)(2)(3)

日商簿記検定試験1級受験対
策
(1)工業簿記

工業簿記の構造と各経費
の記帳

(2)原価計算
個別原価計算から総合原
価計算

(3)演習
過去の問題解説と演習

全経簿記検定1級、全商簿記
検定1級または日商簿記検定
2級のいずれかの合格者で、
今年度当該試験を受験する
方

5月

(1)7/12(日)
    7/19(日)
    7/26(日)

9:30～
16:40 35

一括申込
4,800円

(1)1,600円
(2)1,600円
(3)1,600円

(2)8/2(日)
    8/9(日)
    8/16(日)
(3)8/23(日)
    8/30(日)
    9/6(日)

年末調整と所得税の
確定申告の実務

事業における確定申告およ
び年末調整の方法と手続き、
事業所得、譲渡所得 

個人事業主または税務・経理
事務に従事している方で、職
務上所得税の知識を必要と
する方

8月
10/25(日)
11/1(日)
11/8(日)

9:30～
16:40 35 1,600円

CSを意識したコミュニケー
ション・プレゼン技法

CS(顧客満足度)の意義と必
要性、接客の心得、アサー
シ ョ ン、CSを 意 識 し た コ
ミュニケーションスキル、プ
レゼン技法の基本の修得

中小企業にお勤めの新入社
員または中堅社員の方 7月 9/5(土)

9/13(日)
9:30～
16:40 20 1,100円

ビジネスを円滑に進める
交渉力・プレゼン技法

会議の仕組み、価格交渉技
法、論理的対話力、コーチン
グ 、ビジネスの場で役に立
つ実践的コミュニケーショ
ン能力の修得

中小企業にお勤めで入社3年
目以上の方、または「CSを
意識したコミュニケーショ
ン・プレゼン技法」を受講さ
れた方で、さらにその上級講
座を希望する方

11月
2021年
1/17(日)
1/24(日)

9:30～
16:40 30 1,100円

八
　
王
　
子

3級簿記受験対策【初級】
(1)(2)(3)

日商簿記検定試験3級受験対策 
(１)簿記の基礎、諸取引の処

理
原理・仕訳・試算表等の基
礎知識、現金・預金、有形
固定資産、商品売買

(２)諸取引の処理、伝票、決
算整理、試算表
資本金、伝票、貸倒見積
り、収益・費用の前受け・
前払いと未収・未払い、試
算表の作成

(３)決算
精算表、帳簿の締切、損
益計算書と貸借対照表の
作成

職務上簿記の知識を必要と
する方で、今年度当該試験を
受験する方

6月

(1)8/22(土)
    8/29(土)
    9/5(土)

9:20～
16:30 35

一括申込
4,800円

(1)1,600円
(2)1,600円
(3)1,600円

(2)9/12(土)
    9/19(土)
    9/26(土)

(3)10/3(土)
    10/10(土)
    10/17(土)

2級簿記受験対策(商業簿記)
(1)(2)

日商簿記検定試験2級受験対策
（商業簿記）
(1)現金預金と売掛金、手形、

有価証券、債権・債務、商
品売買、株式会社の純資
産他

(2)外貨建取引、税効果会計、
決算、本支店会計、連結
会計

日商簿記検定3級合格者で、
今年度当該試験を受験する
方

3月

(1)5/9(土)
    5/16(土)
    5/23(土)
    5/30(土) 10:00～

15:45 40
一括申込
3,200円

(1)1,600円
(2)1,600円(2)6/6(土)

    6/13(土)
    6/20(土)
    6/27(土)

2級簿記受験対策(工業簿記)
(1)(2)

日商簿記検定試験2級受験対策
（工業簿記）
(1)費目別、製造間接費、部

門別個別原価計算
(2)総合原価計算、標準原価

計算、利益関係分析、直
接原価計算、工場会計

日商簿記検定3級合格者で、
今年度当該試験を受験する
方

6月

(1)8/30(日)
    9/6(日)
    9/13(日)
    9/20(日) 10:00～

15:45 40
一括申込
3,200円

(1)1,600円
(2)1,600円(2)9/27(日)

    10/4(日)
    10/11(日)
    10/18(日)

受付はその月の１日から10日まで（必着）経理・経営・事務関係
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◎講習名にカッコ付の数字「（1）（2）…」が入っている講習は、連続した複数コースにわたる講習（セット科目）です。原則として、セット単位での一括申込となります。
◎講習名に丸付数字「①」、「②」、…が入っている講習は、同じ内容を複数回実施する講習です。
◎講習内容、実施日時、使用ソフト等は、都合により変更することがあります。お申込み前にＨＰ、募集案内等でご確認ください。
　また、授業料のほかに教科書代がかかります。詳細は各講習の実施校へお問い合わせください。

実施校 講　習　名 主な内容【使用ソフト】 受講対象者 募集月 講習日 時間 定員
(人) 授業料

八
　
王
　
子

法人税の実務 法人税の概要(法人税のポイ
ント、改正税法のポイント)

会計・経理事務に従事してい
る方および職務上法人税の
知識を必要とする方で、日商
簿記検定3級程度の知識を有
する方

3月
5/16(土)
5/23(土)
5/30(土)
6/6(土)

10:00～
15:45 40 1,600円

消費税の実務 消費税の概要、消費税の計
算、消費税の実践

会計・経理事務に従事してい
る方および職務上消費税の
知識を必要とする方で、日商
簿記検定3級程度の知識を有
する方

11月

2021年
1/9(土)
1/16(土)
1/23(土)
1/30(土)

10:00～
15:45 30 1,600円

社会保険の実務
健康保険、厚生年金等社会保
険制度の概要、手続き処理の
実務演習 

会計・経理事務に従事してい
る方および職務上社会保険
の知識を必要とする方

11月

2021年
1/10(日)
1/17(日)
1/24(日)
1/31(日)

10:00～
15:45 40 1,600円

雇用保険と労災保険の実務 労働保険制度の要点と処理
手続き等の実務演習 

会計・経理事務に従事してい
る方および職務上労働保険
の知識を必要とする方で、労
働保険の基礎知識を有する
方

3月
5/31(日)
6/7(日)
6/14(日)
6/21(日)

10:00～
15:45 40 1,600円

個人事業主のための会計・
経理実務

個人事業における日常経理
のポイント(伝票、仕訳、記
帳)と決算処理および確定申
告書作成 

個人事業主および個人事業
の税務・経理事務を担当する
方

9月
10/31(土)
11/7(土)
11/14(土)
11/28(土)

10:00～
15:45 40 1,600円

個人事業主のための
ホームページ作成と活用

ホームページ作成の基本か
ら応用まで、自社の製品・
サービスをより良くPRする
ための工夫と方法

【ホームページ・ビルダー19】

個人事業主、自営業、家内労
働、グループ等で働いている
方で、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

7月
9/19(土)
9/26(土)
10/3(土)

9:20～
16:30 20 6,500円

介護保険の請求実務
(1)(2)(3)

(1)介護保険の現状および介
護保険請求事務の基礎知
識

(2)介護保険請求書の作成・
請求演習

(3)介護保険請求演習　
レセプトのパソコン入力

【快悟郎Ⅱ】

医療事務・診療報酬請求事務
等に従事している方または
介護関係の仕事に従事して
いる方で、Windowsの基本
操作(文字入力、ファイルの
保存、コピー等)ができ、職
務上介護保険の知識を必要
とする方

10月

(1)12/12(土)
    12/19(土)
    12/26(土)

9:20～
16:30 15

一括申込
14,600円
(1)1,600円
(2)6,500円
(3)6,500円

(2)2021年
    1/16(土)
    1/23(土)
    1/30(土)
(3)2021年
    2/13(土)
    2/20(土)
    2/27(土)

府
　
　
中

3級簿記受験対策(1)(2)

日商簿記検定試験3級受験対
策
(1)簿記の基礎、取引の記帳、

過去問題演習
(2)決算および伝票、過去問

題演習、模擬試験

職務上簿記の知識を必要と
する方で、当該試験を受験す
る方

10月

(1)12/5(土)
    12/12(土)
    12/19(土)

9:20～
16:30 40

一括申込
3,200円

(1)1,600円
(2)1,600円

(2)2021年
    1/9(土)
    1/16(土)
    1/23(土)

確定申告の書類作成
所得税実務の概要、所得税額
の計算手順、所得税確定申告
に関連するその他の事項

所得税の確定申告を自ら行
う必要がある方 9月

11/7(土)
11/14(土)
11/21(土)

9:20～
16:30 20 6,500円

ビジネスにおけるIoTの活用
「IoT(モノのインターネット)」
について、現状の各種技術の
紹介と、活用事例を解説し、
IoTの考え方を理解する

商品企画開発担当者の方で、
IoTの業務への活用を考えて
いる方

2月
4/11(土)
4/18(土)
4/25(土)

9:20～
16:30 20 1,600円

クラウドアプリケーション
を活用した経営・業務管理

クラウドアプリケーション
の基礎知識、アプリ紹介デ
モ、アプリ実習演習

中小企業にお勤めで、経営管
理や業務管理(ホームページ作
成、顧客管理、社内情報共有
等)に従事している社員の方

10月
12/6(日)
12/13(日)
12/20(日)

9:20～
16:30 25 6,500円

中小企業のための戦略的
Webマーケティング講座

1.マーケティング(訴求力・集
客力)2.アクセスアップのポイ
ント3.成約率アップのポイン
ト4.コアコンセプトの基本に
沿った分析と改善点作成演習
5.Googleアドワーズ広告の活
用法6.ＳＥＯ対策の基本7.コ
ピーライティング演習8.アク
セス解析の活用法9.セールス
レターの作成演習と発表

ホームページをビジネスで
有効活用したい中小企業に
在勤および自社の集客・マー
ケティング担当を任されて
いる方で、Wordの基本操作
(文字入力、漢字変換、文例
の 作 成、 印 刷 等)、Power-
Pointの基本操作(スライド
作成等)ができる方

4月
6/21(日)
6/28(日)
7/5(日)

9:20～
16:30 25 6,500円

受付はその月の１日から10日まで（必着）
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◎講習名にカッコ付の数字「（1）（2）…」が入っている講習は、連続した複数コースにわたる講習（セット科目）です。原則として、セット単位での一括申込となります。
◎講習名に丸付数字「①」、「②」、…が入っている講習は、同じ内容を複数回実施する講習です。
◎講習内容、実施日時、使用ソフト等は、都合により変更することがあります。お申込み前にＨＰ、募集案内等でご確認ください。
　また、授業料のほかに教科書代がかかります。詳細は各講習の実施校へお問い合わせください。

実施校 講　習　名 主な内容【使用ソフト】 受講対象者 募集月 講習日 時間 定員
(人) 授業料

セ
ン
タ
ー
（
西
立
川
）

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

【Word2016・Excel2016】

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

11月
2021年
1/17(日)
1/24(日)
1/31(日)

9:30～
16:40 20 6,500円

高年齢者のための文書作成
(Word)【初級】

Wordの基本操作、文字の入
力、文書・表の作成、文書の編
集、表現力をアップする機能

【Word2016】

概ね50歳以上の方で、
Windowsの初歩的操作
(ローマ字入力、マウス操作
等)ができる方

3月
5/16(土)
5/23(土)
5/30(土)

9:30～
16:40 20 6,500円

高年齢者のための表計算
(Excel)【初級】

Excelの基礎知識、表の作成、
数式の入力、複数シートの操
作、グラフの作成、データ
ベースの利用

【Excel2016】

概ね50歳以上の方で、
Windowsの初歩的操作
(ローマ字入力、マウス操作
等)ができる方

9月
11/7(土)
11/14(土)
11/21(土)

9:30～
16:40 20 6,500円

Excel(関数・マクロ編)
(1)(2)

Excelの関数、マクロ機能等
を利用した効率的な業務方
法

【Excel2016】

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

4月

(1)6/7(日)
    6/14(日) 9:30～

16:40 20
一括申込
8,600円

(1)4,300円
(2)4,300円

(2)6/21(日)
    6/28(日)

Accessによるテーブル設計

Accessデータベース構築の
ためのデータ分析、テーブル
設計(データ型、正規化、リ
レーション)、E-R図の書き方

【Access2016】

Accessの基本操作(テーブ
ル、クエリ、レポート機能等)
ができる方で、テーブルの設
計方法習得を必要とする方

9月
11/1(日)
11/8(日)
11/15(日)

9:30～
16:40 20 6,500円

実務に役立つファイル操作
とデータ管理

ファイルの種類および取扱
い、ファイルの変換、ファイ
ル管理とセキュリティ、圧縮
と解凍、バックアップと復元

【Word2016・Excel2016】

Wordの基本操作(文字入力、漢
字変換、文例の作成、印刷等)、
Excelの基本操作(表計算、数式
や関数、グラフ、印刷等)ができ
る方で、効率的なファイル・デー
タ管理の技能を必要とする方

12月
2021年
2/20(土)
3/6(土)
3/13(土)

9:30～
16:40 20 6,500円

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

【VisualBasic2016】

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

5月
7/5(日)
7/12(日)
８/１(土)

9:30～
16:40 20 6,500円

Android【初級】
(Webアプリケーション編)

Webアプリケーション概要、
Android開発概要、HTML5と
CSS3の仕組みと役割、データ
ベースとのデータのやり取
り、簡単な問い合わせ用Web
アプリケーションの作成

パソコン操作に精通し、プロ
グラム作成に関する知識を
有する方

5月
7/4(土)
7/11(土)
7/18(土)

9:30～
16:40 20 6,500円

JavaScript
JavaScriptの概要、基本構
文、関数の定義と使用、オブ
ジェクトの使用 

HTMLによるホームページ
作成ができる方 9月

11/22(日)
11/28(土)
11/29(日)

9:30～
16:40 20 6,500円

ホームページビルダーに
よるホームページ作成

ホームページの基礎知識、
Webサイトとトップページ
の作成および編集、リンクの
設定、画像の作成と編集 

【ホームページビルダー15】

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

2021年
1月

2021年
3/7(日)
3/14(日)
3/21(日)

9:30～
16:40 20 6,500円

HTML5とCSS3による
ホームページ作成

HTML5の基礎、既存・新規追加・
廃止要素、FlashやSilverlight等
の旧アドインからの移行、Ajax
等の新技術、CSS3の基礎、表示
系・配置系CSSの解説

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

4月
6/13(土)
6/20(土)
6/27(土)

9:30～
16:40 20 6,500円

無線LAN構築と
セキュリティ

ネットワーク概要、有線LAN
と無線LAN、IPアドレス、無
線LANの設定、無線LANのセ
キュリティ

Windowsの基本操作(文字
入力、ファイルの保存、コピー
等)ができ、社内で無線LANの
ネットワーク構築を行うため
の知識や技能を必要とする方

6月
8/29(土)
9/5(土)
9/19(土)

9:30～
16:40 20 6,500円

情報セキュリティ

情報セキュリティの基礎的
な知識をもとに、より実際的
な知識を習得(Word・Excel
の安全対策、メール・ブラウ
ザのやや高度な設定、公開
鍵、SSL、ネットワーク機器、
監査制度、セキュリティポリ
シー、事例研究)

「ビジネスにおける情報リテ
ラシー」修了程度の技能を有
する方で、社内の情報または
ネットワークの管理を担当
する方

7月
9/27(日)
10/4(日)
10/11(日)

9:30～
16:40 20 6,500円

受付はその月の１日から10日まで（必着）情報関係
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◎講習名にカッコ付の数字「（1）（2）…」が入っている講習は、連続した複数コースにわたる講習（セット科目）です。原則として、セット単位での一括申込となります。
◎講習名に丸付数字「①」、「②」、…が入っている講習は、同じ内容を複数回実施する講習です。
◎講習内容、実施日時、使用ソフト等は、都合により変更することがあります。お申込み前にＨＰ、募集案内等でご確認ください。
　また、授業料のほかに教科書代がかかります。詳細は各講習の実施校へお問い合わせください。

実施校 講　習　名 主な内容【使用ソフト】 受講対象者 募集月 講習日 時間 定員
(人) 授業料

セ
ン
タ
ー
（
西
立
川
）

セキュリティ対策の
基礎知識

セキュリティとは何か、情報資
産と脅威、ウイルス対策ソフ
トやファイアウォール等の実
装技術、各種セキュリティの
技術的脅威に対する対策

情報管理やセキュリティ関
係の仕事に携わっている方、
または携わる予定の方

6月 8/30(日)
9/6(日)

9:30～
16:40 35 1,100円

ビジネスにおける
情報リテラシー

インターネットの利用方法、電
子取引での注意点、メディアリ
テラシー、クラウドコンピュー
ティング、ネットワークの脅威、
セキュリティ、各種SNSの特
徴、知的財産権、LAN・Wi-Fi
の仕組みと活用、パソコンの
仕組み、ソフトウェアの活用

情報管理やセキュリティ関
係の仕事に携わっている方、
または携わる予定の方

8月
10/3(土)
10/10(土)
10/25(日)

9:30～
16:40 20 6,500円

八
　
王
　
子

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

【Excel2019】

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

7月
9/27(日)
10/4(日)
10/11(日)

9:20～
16:30 20 6,500円

ExcelVBA【初級】(1)(2)

ExcelVBAの 基 礎 知 識、 作
成、利用方法を習得する。
マクロ、VBAを利用する操作
の習得。目的の作業をVBAの
展開するための知識、作業方
法習得。書籍等からの情報収
集と利用のポイント習得。

Excelに関して、セルやワー
クシートの操作、基本的な関
数、データの並べ替えや抽出
等ができる方

4月

(1)6/6(土)
    6/13(土)

9:20～
16:30 20

一括申込
8,600円

(1)4,300円
(2)4,300円(2)6/20(土)

    6/27(土)

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

【Excel2019】

「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

9月
11/29(日)
12/6(日)
12/13(日)
12/20(日)

10:00～
15:45 20 6,500円

Excel(データ加工・分析編)
①

Excelのデータベース管理に
おけるデータの加工・集計・
分析・共有

【Excel2019】

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

3月
5/10(日)
5/17(日)
5/24(日)
5/31(日)

10:00～
15:45 20 6,500円

Excel(データ加工・分析編)
②

Excelのデータベース管理に
おけるデータの加工・集計・
分析・共有

【Excel2019】

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

11月
2021年
1/9(土)
1/16(土)
1/23(土)

9:20～
16:30 20 6,500円

高年齢者のための
Excel(データ加工・分析編)

Excelのデータベース管理に
おけるデータの加工・集計・
分析・共有

【Excel2019】

概ね50歳以上の方で、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

2月
4/5(日)
4/12(日)
4/19(日)
4/26(日)

10:00～
15:45 20 6,500円

仕事で役立つデータベース
(Access)(1)(2)

(1)データベースの管理、設
計、商品管理データベー
スの構築、入出力処理、応
用機能の活用

(2)販売管理データベースの
構 築、 売 上 管 理 デ ー タ
ベースの構築、売上デー
タの効率的な入出力、応
用機能の活用

【Access2019】

Accessの基本操作(テーブ
ル、クエリ、レポート機能等)
ができる方

2月

(1)4/18(土)
    4/25(土)
    5/9(土)

9:20～
16:30 20

一括申込
13,000円
(1)6,500円
(2)6,500円(2)5/16(土)

    5/23(土)
    5/30(土)

PowerPointによる
プレゼンテーション

PowerPointを使用した効果
的なプレゼンテーション技
法の習得
※企業受付は、板橋のみ

【PowerPoint2019】

Wordの基本操作(文字入力、
漢字変換、文例の作成、印刷
等)、Excelの基本操作(表計
算、数式や関数、グラフ、印
刷等)ができる方で、職務上
プレゼンテーション技能を
必要とする方

5月
7/4(土)
7/11(土)
7/18(土)

9:20～
16:30 20 6,500円

PowerPointによる
企画書作成

PowerPointを使用し見やす
くわかりやすい企画書作成
技術を習得する

【PowerPoint2019】

Wordの基本操作(文字入力、
漢字変換、文例の作成、印刷
等)、Excelの基本操作(表計
算、数式や関数、グラフ、印
刷等)ができる方で、職務上
企画書作成技能を必要とす
る方

12月
2021年
2/14(日)
2/21(日)
2/28(日)

9:20～
16:30 20 6,500円

受付はその月の１日から10日まで（必着）
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(人) 授業料

八
　
王
　
子

C言語(1)(2)

(1)C言語の特徴、機械操作、
入出力、関数、各種演算
子

(2)配列の活用、構造体の基
礎、関数の定義と引用

【VisualStudio2019】

プログラム作成に関する知
識を有する方 4月

(1)6/28(日)
    7/5(日)
    7/12(日) 9:20～

16:30 20
一括申込
13,000円
(1)6,500円
(2)6,500円

(2)7/26(日)
    8/2(日)
    8/23(日)

C++言語

CとC++の比較、C++の簡
単なプログラミング、オブ
ジェクト指向、クラス、継承、
ポリモーフィズムと仮想関
数

【VisualStudio2019】

C言語の機械操作、入出力、
関数、各種演算子等ができる
方

7月
10/25(日)
11/1(日)
11/8(日)

9:20～
16:30 20 6,500円

Androidアプリ開発入門

Javaプログラミング、エミュ
レータの使用方法、アプリ開
発の基本手順、簡単なアプリ
ケーションの作成

【AndroidStudio】

プログラム作成に関する知
識を有する方 12月

2021年
3/7(日)
3/14(日)
3/21(日)

9:20～
16:30 20 6,500円

はじめてのLinux講座
GUI環境を使った環境構築、
viエディタを使用した簡単
な設定

Windowsの基本操作(文字
入力、ファイルの保存、コ
ピ ー 等)が で き、 職 務 上
Ubuntu Linuxの技能を必要
とする方

12月
2021年
3/13(土)
3/20(土)

9:20～
16:30 12 4,300円

サーバ構築法

基本的なネットワークコマン
ドによる、IPアドレスの設定・
確認や通信テスト、ルータを使
用したネットワークの構築、

「BlackJumboDog」や「Apache」
等を用いたWebサーバなど各
種サーバの構築

IPアドレス、サブネットマス
ク、デフォルトゲートウェ
イ、ルーティングなど、ネッ
トワークに関する基礎知識
を有し、設定ができる方で、
社内ネットワーク整備に関
する技能を必要とする方

9月
11/28(土)
12/5(土)
12/12(土)

9:20～
16:30 12 6,500円

ネットワークセキュリティ
技術【初級】

ネットワークの用語、仕組の
再確認と実際の運用の理解、
セキュリティ理解への針路

ネットワーク知識の再確認を
して、社内ネットワークへの取
り組みの技能を必要とする方

2月 4/4(土)
4/11(土)

9:20～
16:30 12 4,300円

ネットワークセキュリティ
技術【中級】

基本的なネットワークコマン
ドによる、IPアドレスの設定・
確認や通信テスト、ルータを
使用したネットワークの構
築、暗号化技術を使用した
Webサーバの構築など、ネッ
トワークセキュリティ技術に
関する実習

IPアドレス、サブネットマス
ク、デフォルトゲートウェ
イ、ルーティングなど、ネッ
トワークに関する基礎知識
を有し、設定ができる方で、
社内ネットワーク整備に関
する技能を必要とする方

6月
8/29(土)
9/5(土)
9/12(土)

9:20～
16:30 12 6,500円

ネットワークセキュリティ
技術【上級】

複数台のルータを使用した
ネットワークの設計、暗号化
や認証などのネットワーク
セキュリティ技術に関する
実習

IPアドレス、サブネットマス
ク、デフォルトゲートウェイ、
ルーティングなど、ネットワー
クに関する基礎知識を有し、
設定ができる方で、社内ネッ
トワーク整備に関する高度な
技能を必要とする方

8月
10/10(土)
10/17(土)
10/24(土)

9:20～
16:30 12 6,500円

ITパスポート試験受験対策
(1)(2)

ITパスポート試験受験対策
(1)ストラテジ系、マネジメン

ト系のポイント解説と問
題演習
企業と法務、経営戦略、シ
ステム戦略、プロジェクト
マネジメント、サービスマ
ネジメント

(2)テクノロジ系のポイント解
説と問題演習　
基礎理論、コンピュータシ
ステム、データベース、ネッ
トワーク、セキュリティ

当該試験を受験する方 10月

(1)12/6(日)
    12/13(日)
    12/20(日)

9:20～
16:30 20

一括申込
3,200円

(1)1,600円
(2)1,600円(2)2021年

    1/10(日)
    1/17(日)
    1/24(日)

基本情報技術者受験対策
(1)(2)

基本情報技術者試験受験対策
(1)午前の部対策

コンピュータ科学基礎、
システムの開発と運用

(2)午後の部対策
ハードウエア、ソフトウ
エア、アルゴリズム　 

来年度当該試験を受験する
方 12月

(1)2021年
    2/14(日)
    2/21(日)
    2/28(日) 9:20～

16:30 30
一括申込
3,200円

(1)1,600円
(2)1,600円

(2)2021年
    3/7(日)
    3/14(日)
    3/21(日)

受付はその月の１日から10日まで（必着）

21



◎講習名にカッコ付の数字「（1）（2）…」が入っている講習は、連続した複数コースにわたる講習（セット科目）です。原則として、セット単位での一括申込となります。
◎講習名に丸付数字「①」、「②」、…が入っている講習は、同じ内容を複数回実施する講習です。
◎講習内容、実施日時、使用ソフト等は、都合により変更することがあります。お申込み前にＨＰ、募集案内等でご確認ください。
　また、授業料のほかに教科書代がかかります。詳細は各講習の実施校へお問い合わせください。

実施校 講　習　名 主な内容【使用ソフト】 受講対象者 募集月 講習日 時間 定員
(人) 授業料

府
　
　
中

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

【Excel2013】

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

4月
5/31(日)
6/7(日)
6/14(日)

9:20～
16:30 25 6,500円

Excel(関数活用編)

Excel関数を活用して、見積
書・売上集計表・売上分析表・
受注管理表・勤務時間表等を
作成

【Excel2013】

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

2月
4/4(土)
4/11(土)
4/18(土)

9:20～
16:30 25 6,500円

Excel（関数活用実践編）
Excelデータ分析の基本、分
析に活用できる機能、分析に
必須のグラフ機能、シミュ
レーション機能、活用事例

（企画・提案・報告）

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

5月
7/4(土)
7/11(土)
7/18(土)

9:20～
16:30 25 6,500円

Excel(ビジネス活用編)

Excelのデータ機能を使っ
て、データの変換、並べ替え、
抽出、集計、分析、ピボット
テーブルなどのデータを活
用演習

【Excel2013】

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

3月
5/10(日)
5/17(日)
5/24(日)

9:20～
16:30 25 6,500円

ExcelVBA【初級】
(1)(2)

ExcelVBAの 基 礎 知 識、 作
成、利用方法を習得する。
マクロ、VBAを利用する操作
の習得。目的の作業をVBAの
展開するための知識、作業方
法習得。書籍等からの情報収
集と利用のポイント習得。

Excelに関して、セルやワー
クシートの操作、基本的な関
数、データの並べ替えや抽出
等ができる方

11月

(1)2021年
    1/10(日)
    1/17(日) 9:20～

16:30 25
一括申込
8,600円

(1)4,300円
(2)4,300円(2)2021年

    1/24(日)
    1/31(日)

セルフサービスBIに
よるビッグデータ分析
(PowerBI)

セルフサービスBIの基礎知
識、PowerBI　Desktop操
作実習、レポート作成、サー
ビスを使用したダッシュボー
ド作成と共有

【PowerBI Desktop】

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

7月
9/27(日)
10/4(日)
10/11(日)

9:20～
16:30 25 6,500円

データベース(Access)
【初級】

Accessの基本操作、ファイ
ルの作成、リレーションシッ
プの設定

【Access2013】

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

2月
4/5(日)
4/12(日)
4/19(日)

9:20～
16:30 25 6,500円

ロジカルシンキングによる
企画書作成

ロジカルシンキングとは（グ
ル ー プ ワ ー ク ）、Word・
PowerPointを使用した企画
書の作成

【Word2013・PowerPoint2013】

Wordの基本操作(文字入力、
漢字変換、文例の作成、印刷
等)、PowerPointの基本操作
(スライド作成等)を理解して
おり、職務上企画書を作成す
る方

8月
10/17(土)
10/24(土)
10/31(土)

9:20～
16:30 25 6,500円

Python【初級】
Python基礎、判断や繰返し
文法と簡単なシステムの作
成手順の演習

企業の商品企画開発担当者、
自動化運用担当者 12月

2021年
2/7(日)
2/14(日)
2/20(土)

9:20～
16:30 25 6,500円

Python【中級】
Python基 礎 事 項 の 確 認、
Webや統計、グラフ、ライ
ブラリ活用など応用的な内
容の解説

企業の商品企画開発担当者、
企業の自動化運用担当者、個
人事業主、企業経営者

12月
2021年
2/21(日)
2/23(祝)
2/27(土)

9:20～
16:30 25 6,500円

VisualC#による
プログラミング

Visual C#とは、オブジェクト
指向言語とは、変数と型・制御
構造、各種コントロールの使
い方、アプリケーション作成

プログラミングの経験者で、
プログラム作成に関する知
識を有する方

2021年
1月

2021年
3/6(土)
3/13(土)
3/20(土)

9:20～
16:30 20 6,500円

AndroidStudioによる
アプリケーション開発

Android開発環境の構築方
法、AndroidStudio使 用 方
法、Widgetを利用したアプ
リ構築、リソースを利用した
アプリ構築

【AndroidStudio】

Javaプログラミングの初歩
的な知識を有する方 3月

5/9(土)
5/16(土)
5/23(土)

9:20～
16:30 20 6,500円

Androidプログラミングを
利用した組込みシステム
技術

組込み機器と一般的な通信
規 格、Wi-Fi通 信 を 用 い る
Androidアプリ構築、blue-
tooth通信を用いるAndroid
アプリ構築

Androidを使用した組込み
システムの開発に携わる方
または携わる予定のある方
で、タブレット端末の操作が
できるおよびJava言語の知
識を有する方

3月
5/30(土)
6/6(土)
6/13(土)

9:20～
16:30 10 6,500円

受付はその月の１日から10日まで（必着）
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府
　
　
中

JavaScript
JavaScriptの概要、基本構
文、関数の定義と使用、オブ
ジェクトの使用 

HTMLによるホームページ
作成ができる方 4月

6/6(土)
6/13(土)
6/20(土)

9:20～
16:30 25 6,500円

ホームページビルダーに
よるホームページ作成

ホームページの基礎知識、
Webサイトとトップページ
の作成および編集、リンクの
設定、画像の作成と編集

【ホームページ・ビルダー19】

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

9月
11/8(日)
11/15(日)
11/22(日)

9:20～
16:30 25 6,500円

PHP言語によるWeb
システム開発【初級】

Webシステム開発の手順、
Webアプリケーション開発
環境の構築、データベース作
成、実例に沿ったシステムの
構築他

プログラミングおよびデー
タベース構築の基礎知識を
有し、職務上Webシステム
の構築に携わる方または携
わる予定のある方

11月
2021年
1/16(土)
1/23(土)
1/30(土)

9:20～
16:30 20 6,500円

HTML5とCSS3による
ホームページ作成

HTML5の基礎、既存・新規追加・
廃止要素、FlashやSilverlight
等 の旧アドインからの移 行、
Ajax等の新技術、CSS3の基礎、
表示系・配置系CSSの解説

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

10月
12/5(土)
12/12(土)
12/19(土)

9:20～
16:30 25 6,500円

Webサイトデザイン

Webサイト制作環境の構
築、JavaScriptによるWeb
サイト構築、CSSによるデザ
インの作成、HTML5による
Webサイト作成、Webサイ
ト更新

HTML言語の基礎知識を有
し、職務上Webサイト作成
に携わる方または携わる予
定のある方

7月
9/26(土)
10/3(土)
10/10(土)

9:20～
16:30 25 6,500円

jQueryによる
Webサイト開発

Webサイト作成における
jQueryの 特 徴 と 使 い 方、
jQuery の仕組みと役割、概
要と開発方法、記述につい
て、HTML内にｊQueryを記
述する方法、ｊQueryを用い
たWebサイトの開発実習

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

5月
7/12(日)
7/19(日)
7/23(祝)

9:20～
16:30 20 6,500円

社内情報化推進担当者の
ための基礎知識

無線LANとネットワーク、
SNSやクラウドサービスの
注意点、Word・Excelの業務
活用、セキュリティの考え
方、Webサイトの作成方法

Windowsの基本操作(文字
入力、ファイルの保存、コ
ピー等)ができる方で日常業
務においてITを活用したい
と考えている方

3月
5/9(土)
5/16(土)
5/17(日)

9:20～
16:30 25 1,600円

ネットワーク構築法
【初級】

ネットワークの種類・利点、
LANの設計、必要な機器・ソ
フ ト、IPア ド レ ス の 設 定、
ゲートウェイの設定、ルータ
の設定、ルーティングテーブ
ルの設定

ソフトウェアのインストール
やハードウェアの増設ができ
る程度のWindowsの知識を
有し、職務上Windowsによ
るLANの構築・運用を行う方

4月
6/7(日)
6/14(日)
6/21(日)

9:20～
16:30 25 6,500円

ネットワーク構築法
【中級】

スイッチの機能と特徴、VLAN
の種類と構築、スイッチの冗
長化技術

ネットワーク構築法【初級】
修了程度の技能を有する方
で、職務上Windowsによる
LANの構築・運用を行う方

6月
8/1(土)
8/8(土)
8/9(日)

9:20～
16:30 25 6,500円

情報セキュリティ
マネジメント受験対策
(1)(2)

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

当該試験を受験する方 6月

(1)8/23(日)
    8/30(日)
    9/6(日)

9:20～
16:30 30

一括申込
3,200円

(1)1,600円
(2)1,600円(2)9/12(土)

    9/19(土)
    9/26(土)

受付はその月の１日から10日まで（必着）
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◎講習内容、実施日時、使用ソフト等は、都合により変更することがあります。お申込み前にＨＰ、募集案内等でご確認ください。
　また、授業料のほかに教科書代がかかります。詳細は各講習の実施校へお問い合わせください。

実施校 講　習　名 主な内容【使用ソフト】 受講対象者 募集月 講習日 時間 定員
(人) 授業料

八
　
王
　
子

福祉用具活用【初級】
ベッドと周辺用具、排泄関連
用具、リフト、入浴補助用具、
車椅子と付属品、歩行器の選
び方、使い方

介護、福祉、医療関係の仕事
に従事し、福祉用具に関する
知識・技術を必要とする方

12月
2021年
2/14(日)
2/21(日)
2/28(日)

9:20～
16:30 15 6,500円

介護福祉士(学科)受験対策
介護福祉士国家試験(筆記)受
験対策
人間と社会、介護、こころと
からだのしくみ、医療的ケア

今年度当該試験を受験する
方 9月

11/14(土)
11/28(土)
12/5(土)
12/12(土)

10:00～
15:45 20 1,600円

介護支援専門員実務研修
受講受験対策

介護支援専門員(ケアマネ
ジャー)実務研修受講試験受
験対策
介護保険制度、要介護認定、
居宅サービス計画および施
設サービス計画、保健医療
サービスおよび福祉サービ
スに関する基礎的知識

今年度当該試験を受験する
方 6月

8/23(日)
8/30(日)
9/6(日)
9/13(日)

10:00～
15:45 25 1,600円

府
　
　
中

介護利用者や高齢者の
住環境を整える
整理収納技術

依頼者とのコミュニケーショ
ンとアプローチ、介護と片付
け(基礎・応用)、高齢者の環境
整備、生前整理と遺品整理

生活支援サービス関係また
は介護関係の仕事に従事し
ている方

8月
11/8(日)
11/15(日)
11/22(日)

9:20～
16:30 30 1,600円

介護従事者のための
介護記録作成【初級】

介護過程・ICFの基礎的理解、
介護記録の必要性、介護行為
を記録する意味、グループ
ワーク、演習

介護関係の仕事に従事して
いる方 5月

7/25(土)
8/1(土)
8/8(土)

9:20～
16:30 15 4,600円

介護福祉士(学科)受験対策
【初級】(1)(2)

介護福祉士国家試験(筆記)受
験対策
(1)人間と社会、介護
(2)こころとからだのしく

み、医療的ケア
※この科目は、基礎に重点を

置いて実施します。

当該試験を受験する方 8月

(1)11/15(日)
    11/22(日)
    11/29(日) 9:20～

16:30 30
一括申込
3,200円

(1)1,600円
(2)1,600円(2)12/6(日)

    12/13(日)
    12/20(日)

介護支援専門員実務研修
受講受験対策【初級】
(1)(2)

介護支援専門員(ケアマネ
ジャー)実務研修受講試験受
験対策
(1)介護保険制度、要介護認

定、居宅サービス計画お
よび施設サービス計画に
関する基礎的知識

(2)保健医療サービスおよび
福祉サービスに関する基
礎的知識

※「実務研修受講受験対策」
より、やや基礎的な問題も
扱います。

当該試験を受験する方 6月

(1)8/15(土)
    8/22(土)
    8/29(土)

9:20～
16:30 40

一括申込
3,200円

(1)1,600円
(2)1,600円

(2)9/13(日)
    9/20(日)
    9/26(土)

実施校 講　習　名 主な内容【使用ソフト】 受講対象者 募集月 講習日 時間 定員
(人) 授業料

セ
ン
タ
ー（
西
立
川
）

調理師になるための
基礎知識

食文化概論、衛生法規、公衆
衛生学、栄養学、食品学、食
品衛生学、調理理論

調理師試験の受験資格者で、
食文化概論、衛生法規、公衆
衛生学、栄養学、食品学、食
品衛生学、調理理論の基礎知
識を有する方

3月
5/24(日)
5/31(日)
6/7(日)
6/14(日)

10:00～
15:40 20 1,600円

府
中

ビルクリーニング技術
【初級】

ビル清掃、安全・衛生、器具
と機械、作業の基本技術

ビル清掃業務に従事し、ビル
清掃の基本技術を習得した
い方

7月 9/26(土)
9/27(日)

9:20～
16:30 20 4,300円

受付はその月の１日から10日まで（必着）

受付はその月の１日から10日まで（必着）

介護関係

その他
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お問い合わせ先

お問い合わせ先

6,600
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3,300

3 7 3 21
7,000
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7,000
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6,600
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お問い合わせ先

お問い合わせ先

6,600
7,000 3,500

3,300

3 7 3 21
7,000
76,800

21 6,600

7,000
52,300

6,600
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開催時期

建設需要が高まる中、建設業界での活躍を希望する方のための講習です。必要な知識と実践的な技能を学
びます。
コース概要

受 講 料

【鉄筋コース・型枠コース】　八王子校　　　　  能力開発担当　TEL　０４２-６２２-８２０１
　　　　　 【型枠コース】　センター（西立川）　能力開発担当　TEL　０４２-５００-８７００

鉄筋コース（八王子校） 年４回
型枠コース（八王子校） 年5回
　　　　　（センター（西立川）） 年2回
※　開催日程、募集期間等の詳細は、各コース実施校のホームページをご覧いただくか、下記実施校へ
　　お問い合わせください。

無料

対 象 者 ・ 中小企業に勤務し、「鉄筋工」もしくは「型枠大工」の職務に従事している方
・ 「鉄筋工」もしくは「型枠大工」の職務に従事することを目指している求職中の方

コース区分
（実施校）

鉄筋コース
型枠コース

鉄筋コース
（八王子校）

・ 鉄筋施工実習 特別教育
 ・ 自由研削用といし特別教育

型枠コース
（八王子校）
（センター）

・ 型枠施工実習 特別教育
 ・ 携帯用丸のこ盤取扱作業者安全教育

・ 安全衛生
・ 建設概論
・ 小型移動式クレーン運転技能講習
・ 玉掛け技能講習
・ 高所作業車運転技能講習
・ 足場の組立て等特別教育　　　等

技能講習
 ・ 小型移動式クレーン運転技能講習
 ・ 玉掛け技能講習
 ・ 高所作業車運転技能講習
特別教育
 ・ 足場の組立て等特別教育

各コース
各回

１５日間

定員６名

講習内容 取得できる国家資格等 日数・定員

共通

お問い合わせ先

お問い合わせ先

令和2年6月13日～7月18日

令和2

（鉄筋コース、型枠コース）

お問い合わせ先

令和2年4月1日～令和3年3月31日

20

10

（令和2年2月17日から令和3年1月15日まで）

で、6時間以上12時間未満）

（3時間以上20時間未満）
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開催時期

建設需要が高まる中、建設業界での活躍を希望する方のための講習です。必要な知識と実践的な技能を学
びます。
コース概要

受 講 料

【鉄筋コース・型枠コース】　八王子校　　　　  能力開発担当　TEL　０４２-６２２-８２０１
　　　　　 【型枠コース】　センター（西立川）　能力開発担当　TEL　０４２-５００-８７００

鉄筋コース（八王子校） 年４回
型枠コース（八王子校） 年5回
　　　　　（センター（西立川）） 年2回
※　開催日程、募集期間等の詳細は、各コース実施校のホームページをご覧いただくか、下記実施校へ
　　お問い合わせください。

無料

対 象 者 ・ 中小企業に勤務し、「鉄筋工」もしくは「型枠大工」の職務に従事している方
・ 「鉄筋工」もしくは「型枠大工」の職務に従事することを目指している求職中の方

コース区分
（実施校）

鉄筋コース
型枠コース

鉄筋コース
（八王子校）

・ 鉄筋施工実習 特別教育
 ・ 自由研削用といし特別教育

型枠コース
（八王子校）
（センター）

・ 型枠施工実習 特別教育
 ・ 携帯用丸のこ盤取扱作業者安全教育

・ 安全衛生
・ 建設概論
・ 小型移動式クレーン運転技能講習
・ 玉掛け技能講習
・ 高所作業車運転技能講習
・ 足場の組立て等特別教育　　　等

技能講習
 ・ 小型移動式クレーン運転技能講習
 ・ 玉掛け技能講習
 ・ 高所作業車運転技能講習
特別教育
 ・ 足場の組立て等特別教育

各コース
各回

１５日間

定員６名

講習内容 取得できる国家資格等 日数・定員

共通

お問い合わせ先

お問い合わせ先

令和2年6月13日～7月18日

令和2

（鉄筋コース、型枠コース）

お問い合わせ先

令和2年4月1日～令和3年3月31日

20

10

（令和2年2月17日から令和3年1月15日まで）

で、6時間以上12時間未満）

（3時間以上20時間未満）
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お問い合わせ先

　調理科から採用。衛生面に関する基本的な考え方が身についています。また、大
量調理における時間配分、集団給食の機械や器具の使い方も習得しており、センター

求人票の書式は、多摩職業能力開発センター（西立川）･各校HPの
「書類ダウンロード」からダウンロードして、ご利用ください。

ファミリーマート

東小学校

ウェルパーク
ローソン
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お問い合わせ先

　調理科から採用。衛生面に関する基本的な考え方が身についています。また、大
量調理における時間配分、集団給食の機械や器具の使い方も習得しており、センター

求人票の書式は、多摩職業能力開発センター（西立川）･各校HPの
「書類ダウンロード」からダウンロードして、ご利用ください。

ファミリーマート

東小学校

ウェルパーク
ローソン
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キャリアアップ講習 掲載

（西立川）・八王子校・府中校


