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茨城県実施  訓練コース一覧
【委託訓練】※各コースの訓練実施施設やコース内容の詳細等については、各産業技術専門学院にお問い合わせ下さい。

学院

3

【長期高度人材育成コース】 
介護福祉科（南町コース） 
リリーこども＆スポーツ専門学校 

（水戸市梅香２-１-４４）

適切な介護サービスを提供するために必要な知識、技
能を有する介護福祉士の養成をはかる実学訓練。厚生
労働大臣が指定した介護福祉士の養成課程を履修し、
介護福祉士の資格取得を目指す。

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た高等学校卒業
以上又は同等の者で、介護福祉士の
資格を取得する意思を有し、介護関
係の職種に正社員就職を希望する者　

3

【長期高度人材育成コース】 
介護福祉科（内原コース） 
いばらき中央福祉専門学校 

（水戸市鯉淵町２２２２-２）

適切な介護サービスを提供するために必要な知識、技
能を有する介護福祉士の養成をはかる実学訓練。厚生
労働大臣が指定した介護福祉士の養成課程を履修し、
介護福祉士の資格取得を目指す。

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た高等学校卒業
以上又は同等の者で、介護福祉士の
資格を取得する意思を有し、介護関
係の職種に正社員就職を希望する者　

2

【長期高度人材育成コース】 
介護福祉科（湖北コース） 
アール医療福祉専門学校 

（土浦市湖北２-１０-３５）

適切な介護サービスを提供するために必要な知識、技
能を有する介護福祉士の養成をはかる実学訓練。厚生
労働大臣が指定した介護福祉士の養成課程を履修し、
介護福祉士の資格取得を目指す。

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た高等学校卒業
以上又は同等の者で、介護福祉士の
資格を取得する意思を有し、介護関
係の職種に正社員就職を希望する者　

2

【長期高度人材育成コース】 
介護福祉科（荒川沖コース） 
ＡＯＩ国際福祉専門学校 

（土浦市荒川沖西１-１-２１）

適切な介護サービスを提供するために必要な知識、技
能を有する介護福祉士の養成をはかる実学訓練。厚生
労働大臣が指定した介護福祉士の養成課程を履修し、
介護福祉士の資格取得を目指す。

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た高等学校卒業
以上又は同等の者で、介護福祉士の
資格を取得する意思を有し、介護関
係の職種に正社員就職を希望する者

2

【長期高度人材育成コース】 
介護福祉科（つくばコース） 
筑波医療福祉専門学校 

（つくば市小野崎３０３-６）

適切な介護サービスを提供するために必要な知識、技
能を有する介護福祉士の養成をはかる実学訓練。厚生
労働大臣が指定した介護福祉士の養成課程を履修し、
介護福祉士の資格取得を目指す。

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た高等学校卒業
以上又は同等の者で、介護福祉士の
資格を取得する意思を有し、介護関
係の職種に正社員就職を希望する者

4

【長期高度人材育成コース】 
調理師科
つくば栄養医療調理製菓専門学校

（牛久市ひたち野東１−１４−8）

調理師の養成をはかる実学訓練。厚生労働大臣が指
定した調理師の養成課程を履修し、調理師の資格取
得を目指す。

ジョブカードを活用したキャリアコンサル
ティングを受けた高等学校卒業以上又
は同等の者で、調理師の資格を取得す
る意思を有し、調理関係の職種に正社
員就職を希望する概ね 55 歳未満の者

4

【長期高度人材育成コース】 
調理師科
晃陽看護栄養専門学校

（古河市東１−５−26）

調理師の養成をはかる実学訓練。厚生労働大臣が指定
した調理師の養成課程を履修し、調理師の資格取得を
目指す。

ジョブカードを活用したキャリアコンサル
ティングを受けた高等学校卒業以上又
は同等の者で、調理師の資格を取得す
る意思を有し、調理関係の職種に正社
員就職を希望する概ね 55 歳未満の者　

10農業者育成科

就農するために必要な農業の基礎的知識を習得するほ
か、稲作、野菜栽培、家畜飼育等の農業実習や農業機
械の操作方法などの実技の習得と共にパソコン事務処
理などを習得する。

農業関係の職種に就職を希望する者

25ＯＡシステム科 
（託児サービス付）

ワード、エクセルの基本・応用及びインターネット操作、
プレゼンテーション作成の基礎を習得する。マイクロソフ
トオフィススペシャリスト（ＭＯＳ）試験の合格を目指す。

パソコン操作を必要とする職種に就職
を希望する者（主にパソコン初心者ま
たは初級者を対象とするコースです）

20介護サービス科 
（デュアル・託児サービス付）

介護業務に必要な基礎知識を習得し、介護職員初任
者研修課程修了証の取得を目指す。さらに、高齢者介
護施設での１か月間の実習を通して実践的能力を習得
する。

ジョブ・カードの作成支援を受けた者
で介護関係の職種に就職を希望する者

18ビジネスパソコン基礎科

業種・職種に係わらず必要とされるパソコンスキル（ワード、
エクセル、パワーポイント）の基礎を学び、公的資格であ
るコンピュータサービス技能評価試験（CS 試験）の合格
を目指す。また、社会人として必須のコミュニケーションス
キル、ビジネスマナー、ビジネスメールを習得する。

パソコン操作を必要とする職種に就職
を希望する者（主にパソコン初心者ま
たは初級者を対象とするコースです）

20

20

パソコン簿記会計科

医薬品登録販売者科

パソコンの基礎知識、ワード、エクセルの基本操作を
習得するとともに、簿記の知識を学び、専用ソフトに
よる会計処理の基礎技能を習得する。日商簿記３級
の合格を目指す。

医薬品に関する専門知識を習得し、一般用医薬品販
売の専門資格である登録販売者試験の合格を目指す。
また、販売員としての基礎的な知識を習得し、３級販
売士検定試験の合格を目指す。

パソコン・簿記初心者でパソコン操作
や簿記資格を必要とする職種に就職
を希望する者

医薬品等の販売関係の職種に就職を
希望する者

定員訓練科名 訓練内容 訓練対象者

介護福祉関連職種 2/4 ～ 3/10
R4 年 4 月～ 
R6 年 3 月

3/15 3/18 2 年間

介護福祉士
【修了すると暫定的な介護福祉士となり、卒業
後 5 年以内に国家試験に合格または、卒業後
５年間連続して実務に従事することで引き続き

介護福祉士資格を有する】

介護福祉関連職種 2/4 ～ 3/10
R4 年 4 月～ 
R6 年 3 月

3/15 3/18 2 年間

介護福祉士
【修了すると暫定的な介護福祉士となり、卒業
後 5 年以内に国家試験に合格または、卒業後
５年間連続して実務に従事することで引き続き

介護福祉士資格を有する】

介護福祉関連職種 2/4 ～ 3/10
R4 年 4 月～ 
R6 年 3 月

3/15 3/22 2 年間

介護福祉士
【修了すると暫定的な介護福祉士となり、卒業
後 5 年以内に国家試験に合格または、卒業後
５年間連続して実務に従事することで引き続き

介護福祉士資格を有する】

介護福祉関連職種 2/4 ～ 3/10
R4 年 4 月～ 
R6 年 3 月

3/17 3/22 2 年間

介護福祉士
【修了すると暫定的な介護福祉士となり、卒業
後 5 年以内に国家試験に合格または、卒業後
５年間連続して実務に従事することで引き続き

介護福祉士資格を有する】

介護福祉関連職種 2/4 ～ 3/10
R4 年 4 月～ 
R6 年 3 月

3/16 3/22 2 年間

介護福祉士
【修了すると暫定的な介護福祉士となり、卒業
後 5 年以内に国家試験に合格または、卒業後
５年間連続して実務に従事することで引き続き

介護福祉士資格を有する】

飲食業 
観光サービス業等の調理師職 2/4 ～ 3/10 4/8 ～ 3/73/17 3/22 12 か月調理師免許 

【訓練修了により取得】

飲食業 
観光サービス業等の調理師職 2/4 ～ 3/10 4/7 ～ 3/33/17 3/22 12 か月

調理師免許【訓練修了により取得】 
専門調理師免許【訓練修了後任意受験により取得】
サービス接遇検定【訓練中任意受験により取得】

農業法人 
農業自営

農業関連産業
3/7 ～ 4/13 5/2 ～ 11/304/19 4/22 7 か月

小型車両系建機（3トン未満）免許 
小型フォークリフト操作免許 

刈り払い機操作農業技術検定（2 級・3 級） 
【任意受験により取得】

一般事務員 
インストラクター 3/7 ～ 4/13 5/2 ～ 7/294/19 4/22 3 か月

MOS（マイクロソフトオフィススペシャリスト）
Word・Excel・PowerPoint

【任意受験により取得】

介護老人保健施設介護職員
訪問施設職員 3/4 ～ 4/11 5/2 ～ 7/294/18 4/21 3 か月介護職員初任者研修課程修了証 

【訓練修了により取得】

事務職を中心とした、パソコ
ン操作を必要とする業務全般 3/4 ～ 4/11 5/2 ～ 8/314/19 4/21 4 か月

コンピュータサービス
技能評価試験（CS 試験） 

（ワープロ・表計算 2 級及び 3 級） 
【任意受験により取得】

一般事務員 
経理事務員

医薬品販売業務 
一般販売業務

2/28 ～ 4/13

3/7 ～ 4/8

5/2 ～ 7/29

5/2 ～ 8/31

4/18

4/15

4/22

4/20

3 か月

4 か月

日商簿記検定 3 級 
MOS（マイクロソフトオフィススペシャリスト）

Word・Excel 
【訓練中任意受験により取得】

医薬品登録販売者 
【訓練修了後任意受験により取得】 

日商販売士（3 級） 
【訓練中任意受験により取得】

取得可能な資格 就職を見込める職種・職務 選考日募集期間 訓練期間合　格
発表日

小学校就学前の児童を持つ保護者が、訓練を受講する間、代わって保育する者がいない場合に託児サービスを利用できる場合があります。
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学院

20Ｗｅｂクリエイター実践科 
（ＩＴ資格コース）

HTMLまたはホームページ作成ソフトと画像ソフトを使用して、ホ
ームページ作成技術を習得するとともに、Webプログラミング等
に関する知識、技能・技術を習得する。Webクリエイター能力
認定試験上級、ホームページ作成検定試験１級、 PHP 技術者認
定初級試験（ITスキル標準（ITSS）レベル１）の合格を目指す。

パソコンに関する基礎知識を有し、
Windows の基本操作を習得している
者で、Web 関係の職種に就職を希望
する者

20ＯＡシステム科

ワープロソフト・表計算ソフト・プレゼンテーションソフ
ト（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ・ＰｏｗｅｒPｏｉｎｔ）の使用方法及び文
書・帳票・資料類の作成に関する知識及び技能・技
術を習得する。

パソコン 操 作 の 経 験 が 少 ない 者 
パソコン操作に自信がない者

15

 

介護初任者研修・介護事務科

訪問介護や施設介護における入浴・排泄・食事等の
身体の世話、食事・洗濯・炊事等の日常生活の自立
支援に関する知識及び技能・技術を習得する。また、
介護事業所における請求業務の知識・技能を習得する。

介護職での就業経験のない者で、身体
介護を伴う介護職へ就職を希望する者

20介護サービス科（調理付） 
（デュアル）

介護業務に必要な基礎知識を習得し、介護職員初任
者研修課程修了証の取得を目指す。さらに、１か月間
の企業実習を通して、より実践的能力を習得する。

ジョブ・カードの作成支援を受けた者
で介護関係の職種に就職を希望する者

20パソコン簿記会計科 
（託児サービス付）

パソコンの基礎知識、ワード、エクセルの基本操作を
習得するとともに、簿記の知識を学び、専用ソフトによ
る会計処理の基礎技能を習得する。日商簿記３級の合
格を目指す。

パソコン・簿記初心者でパソコン操作
や簿記資格を必要とする職種に就職
を希望する者

20介護サービス科 介護業務に必要な基礎知識を習得し、介護職員初任
者研修課程修了証の取得を目指す。 介護関係の職種に就職を希望する者

10フォークリフト運転技能科 
（建設人材育成コース）

フォークリフトを操作・運転する技能、構造・取扱い
の知識及び関係法令等に係る知識を習得する。労働
安全衛生法に基づくフォークリフト運転技能講習修了
証の資格取得を目指す。また、パソコンの基礎的な操
作方法を習得する。

普通自動車運転免許証を有する者で
フォークリフト関係の職種に就職を希
望する者

20介護サービス科 介護業務に必要な基礎知識を習得し、介護職員初任
者研修課程修了証の取得を目指す。 介護関係の職種に就職を希望する者

25簿記２級科
パソコン操作の簡単な知識、技能と企業会計事務に必
要な商業簿記から工業簿記までの知識等を習得し、日
商簿記検定試験２級の合格を目指す。

パソコン操作や簿記知識を必要とする
会計・経理関係の職種に就職を希望
する者

15介護初任者研修科
訪問介護や施設介護における入浴・排泄・食事等の
身体の世話、食事・洗濯・炊事等の日常生活の自立
支援に関する知識及び技能・技術を習得する。

介護職での就業経験のない者で、身
体介護を伴う介護職へ就職を希望す
る者

20ＯＡシステム科 
（託児サービス付）

ワープロソフト・表計算ソフト・プレゼンテーションソ
フト（Word・Excel・PowerPoint）の使用方法及
び文書・帳票・資料類の作成に関する知識及び技能・
技術を習得する。

パソコン 操 作 の 経 験 が 少 ない 者 
パソコン操作に自信がない者

20

25

ＰＣデザイン科 
（託児サービス付）

不動産ビジネス科

広告広報業務、DTP デザイナーとして必要とされるデ
ザイン系ソフトおよびオフィス系ソフトの知識および技
能・技術を習得する。

不動産業務に必要な基本知識である権利関係や宅建
業法を習得し、不動産取引の実務技能を習得し、宅地
建物取引士試験の合格を目指す。

パソコン操作を必要とする職種に就職
を希望する者
DTP デザイン関係の職種に就職を希
望する者

不動産・建築関係の職種に就職を希
望する者

定員訓練科名 訓練内容 訓練対象者

Ｗｅｂプログラマ 
Ｗｅｂエンジニア 
Ｗｅｂ関連業務等

3/7 ～ 4/8 5/2 ～ 9/304/18 4/20 5 か月

Web クリエイター能力認定試験（上級） 
ホームページ作成検定 1 級 

PHP 技術者認定初級試験（IT スキル標準
（ITSS）レベル１） 

【訓練中任意受験により取得】

一般事務員 3/7 ～ 4/13 5/2 ～ 7/294/20 4/22 3 か月
ＭＯＳ（マイクロソフトオフィススペシャリスト） 

Word・Excel 
【訓練中または修了後任意受験により取得】

介護老人保健施設介護職員
訪問施設職員 

介護事業所事務員
3/7 ～ 4/13 5/2 ～ 7/294/19 4/21 3 か月

介護職員初任者研修課程修了証 
【訓練修了により取得】

介護事務管理士 
【任意受験により取得】

介護老人保健施設介護職員 
訪問施設職員 4/8 ～ 5/13 6/1 ～ 8/315/19 5/24 3 か月介護職員初任者研修課程修了証 

【訓練修了により取得】

一般事務員 
経理事務員 4/8 ～ 5/13 6/1 ～ 8/315/19 5/24 3 か月

日商簿記 3 級 
ＭＯＳ（マイクロソフトオフィススペシャリスト） 

Word・Excel 
【任意受験により取得】

介護老人保健施設介護職員
訪問施設職員 3/28 ～ 5/11 6/1 ～ 7/295/16 5/20 2 か月介護職員初任者研修課程修了証 

【訓練修了により取得】

荷役業務 
配送業 

倉庫作業員
3/28 ～ 5/11 6/1 ～ 6/305/16 5/20 1 か月フォークリフト運転技能講習修了証 

【訓練修了により取得】

介護老人保健施設介護職員 
訪問施設職員 4/11 ～ 5/11 6/1 ～ 7/295/18 5/23 2 か月介護職員初任者研修課程修了証 

【訓練修了により取得】

一般事務 
会計事務 

経理事務等
4/11 ～ 5/11 6/1 ～ 9/305/19 5/23 4 か月日商簿記検定試験 2 級及び 3 級 

【訓練中任意受験により取得】

介護老人保健施設介護職員
訪問施設職員 4/11 ～ 5/18 6/1 ～ 7/295/24 5/26 2 か月介護職員初任者研修課程修了証 

【訓練修了により取得】

一般事務員 4/11 ～ 5/18 6/1 ～ 8/315/24 5/26 3 か月
ＭＯＳ（マイクロソフトオフィススペシャリスト） 

Word・Excel 
【訓練中または修了後任意受験により取得】

一般事務員 
インストラクター 

グラフィックデザイナー 
ＤＴＰオペレーター

不動産関係の職務 
（土地、建物等の賃貸や売買

手続き）

5/6 ～ 6/13

5/6 ～ 6/13

7/1 ～ 9/30

7/1 ～ 10/31

6/17

6/17

6/22

6/22

3 か月

4 か月

イラストレータークリエイター能力認定試験スタンダード 
フォトショップクリエイター能力認定試験スタンダード 
ＭＯＳ（マイクロソフトオフィススペシャリスト） 

Word・Excel【任意受験により取得】 

宅地建物取引士 
【任意受験により取得】

取得可能な資格 就職を見込める職種・職務 選考日募集期間 訓練期間合　格
発表日

小学校就学前の児童を持つ保護者が、訓練を受講する間、代わって保育する者がいない場合に託児サービスを利用できる場合があります。
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７
・
８
月

土浦 
411

鹿島 
305

水戸 
110

筑西 
506

筑西 
507

土浦 
409

土浦 
410

日立 
203

日立 
204

日立 
205

水戸 
109

鹿島 
304

水戸 
111

学院

10建設技能資格土木施工科 
（建設人材育成コース）

フォークリフト運転と玉掛けの知識を習得し、併せて２
級土木施工管理技士（学科）の国家試験の合格を目
指し、さらにパソコンの基本操作（ワード・エクセル）
を習得する。

フォークリフト運転技能・玉掛け技能
を必要とする職種及び２級土木施工
管理技士に関する施工監督等の職務
を希望する者

20介護サービス・ＯＡ基礎科 
（託児サービス付）

介護業務に必要な基礎知識を習得し、介護職員初任
者研修課程修了証の取得を目指す。また、ワード・エ
クセルの基本操作を習得する。

介護関係の職種に就職を希望する者 
（ワード・エクセルの基本操作訓練に
ついては、パソコン初心者も可）

15機械ＣＡＤ・ＯＡ基礎科 
（託児サービス付）

パソコンの基本操作から文章作成、表計算等を学び、JIS
機械製図に関する基礎知識を習得するとともに、２次元
CADによる部品図及び組立図の作図ができるようにする。
さらに、社会人として必須のビジネススキルを習得する。

CAD ソフトウェアを用いた機械図面
の作成や、パソコン操作を必要とする
職種に就職を希望する者（パソコン初
心者も可）

12ビジネスパソコン基礎科 
（託児サービス付）

業種・職種に係わらず必要とされるパソコンスキル（ワード、
エクセル、パワーポイント）の基礎を学び、公的資格で
あるコンピュータサービス技能評価試験（ＣＳ試験）の
合格を目指す。また、社会人として必須のコミュニケーシ
ョンスキル、ビジネスマナー、ビジネスメールを習得する。

パソコン操作を必要とする職種に就職
を希望する者（主にパソコン初心者ま
たは初級者を対象とするコースです）

20パソコン事務・Ｗｅｂ基礎科
ワード、エクセルの基本・応用及びインタネット操作、
ホームページ作成・更新、Web 基本操作を習得する。
Web クリエイター能力認定試験の合格を目指す。

パソコン操作を必要とする職種に就職
を希望する者

25不動産ビジネス科

不動産取引に関する様々な知識と、顧客に対して資産
設計等の適切なアドバイスを行うことができる知識・
技能を習得する。宅地建物取引士資格試験及びＦＰ技
能検定３級の合格を目指す。

不動産・建築関係の職種に就職を希
望する者

20医療・調剤事務科
医療機関及び調剤薬局機関における保険請求業務の
知識と技能を習得し、医療事務及び調剤事務に関する
試験の合格を目指す。

医療・調剤事務関係の職種に就職を
希望する者

20パソコン簿記会計科 
（２級コース）

企業の経理部門における財務会計、PC 会計処理、財
務諸表報告、原価計算、資金収支管理とワープロ・
表計算ソフト（Word・Excel) によるビジネス文書・
帳票類の作成に関する知識及び技能・技術を習得する。

経理事務職への就職を希望する者

10建設機械運転技能科 
（建設人材育成コース）

建設現場等で求められる「フォークリフト」や「小型
移動式クレーン」の運転操作及び「玉掛け」業務にか
かる知識・技能を関係法令に基づき習得する。また、
社会人として基礎的なパソコン操作を習得する。

建設現場や物流関連等事業所で荷物
の積卸業務に就職を希望する者。
※普通自動車運転免許を有する者に
限る。

20ＯＡシステム・Ｗｅｂ基礎科 
（託児サービス付）

ワード、エクセルの基本・応用及びインターネット操
作、プレゼンテーション作成の基礎及びホームページ
更新を習得する。マイクロソフトオフィススペシャリスト

（MOS）試験の合格を目指す。

パソコン操作及びホームページ更新
を必要とする職種に就職を希望する者

（主にパソコン初心者または初級者を
対象とするコースです）

25オフィスビジネス科

パソコン操作による表計算や文書作成の知識、技能を
習得し、マイクロソフトオフィススペシャリスト（ＭＯＳ）
試験の合格を目指す。また、企業会計事務に必要な商
業簿記から工業簿記までの知識等を習得し、日商簿記
２級の合格を目指す。

パソコン・簿記初心者でパソコン操作
や簿記資格を必要とする職種に就職
を希望する者

20

25

パソコン簿記会計・２級科

ＯＡシステム・Ｗｅｂ基礎科 
（託児サービス付）

商業簿記・工業簿記・企業会計など簿記会計学に特
化して習得する。日商簿記２級の試験の合格を目指す。

ワード、エクセルの基本・応用及びインターネット操
作、プレゼンテーション作成の基礎及びホームページ
更新を習得する。マイクロソフトオフィススペシャリスト

（MOS）試験の合格を目指す。

パソコンに関する基礎知識を有し、簿
記を必要とする職種の経験・または学
習経験のある者。２級資格取得に強
い意志のある者

パソコン操作及びホームページ更新を
必要とする職種に就職を希望する者

定員訓練科名 訓練内容 訓練対象者

土木一式工事主任者 
フォークリフト操作・運転関

係の職種 
玉掛操作関係の業務

5/6 ～ 6/13 7/1 ～ 9/306/17 6/22 3 か月

フォークリフト運転技能講習修了証 
玉掛け技能講習修了証 
二級土木施工管理技士 
【訓練修了により取得】

介護老人保健施設介護職員
訪問施設職員 5/9 ～ 6/10 7/1 ～ 10/316/15 6/21 4 か月

介護職員初任者研修課程修了証【訓練修了により取得】 
サーティファイExcel 表計算処理技能認定試験（3 級）

【任意受験により取得】
サーティファイWord 文書処理技能技能認定試験（3 級）

【任意受験により取得】

製造業事務 
一般事務 
設計補助

5/9 ～ 6/10 7/1 ～ 10/316/16 6/21 4 か月

機械・プラント製図「機械製図CAD作業」（3級） 
CAD 利用技術者試験（基礎） 
CAD 利用技術者試験（2 級） 

【任意受験により取得】

事務職を中心とした、パソコ
ン操作を必要とする業務全般 5/9 ～ 6/10 7/1 ～ 10/316/17 6/21 4 か月

コンピュータサービス 
技能評価試験（CS 試験） 

（ワープロ・表計算 2 級及び 3 級） 
【任意受験により取得】

一般事務員 5/2 ～ 6/10 7/1 ～ 9/306/16 6/22 3 か月

Web クリエイター能力認定試験
MOS（マイクロソフトオフィススペシャリスト） 

Word・Excel 
【訓練中任意受験により取得】

不動産仲介業 
宅地建物取引業 

建設会社等
5/2 ～ 6/10 7/1 ～ 11/306/17 6/22 5 か月

宅地建物取引士 
3 級 FP 技能士 

【訓練中任意受験により取得】

医療機関・調剤薬局の
事務職員等 5/2 ～ 6/10 7/1 ～ 9/306/20 6/22 3 か月

調剤事務管理士、医療事務管理士
【訓練中任意取得】 

メディカルクラ―ク、医事オペレーター 
【訓練中任意取得】

調剤事務技能認定書【訓練修了後取得】

会計事務所 
経理士事務所

一般企業の経理事務員
5/9 ～ 6/15 7/1 ～ 12/276/22 6/24 6 か月日商簿記検定 2 級・３級 

【任意受験により取得】

物流、建設現場等での荷物の
積卸業務 5/9 ～ 6/15 7/1 ～ 8/316/21 6/23 2 か月

フォークリフト運転技能講習修了証 
小型移動式クレーン運転技能講習修了証 

玉掛け技能講習修了証 
【訓練修了により取得】

一般事務員 6/7 ～ 7/13 8/1 ～ 11/307/20 7/25 4 か月

MOS（マイクロソフトオフィススペシャリスト） 
Word・Excel・PowerPoint 

CS 技能評価試験ワープロ部門・表計算部門（3 級） 
日商 PC 検定試験文章作成・データ活用（3 級） 

【任意受験により取得】

一般事務員 
経理事務員 

インストラクター
6/7 ～ 7/13 8/1 ～ 1/317/20 7/25 6 か月

MOS（マイクロソフトオフィススペシャリスト） 
Word・Excel・PowerPoint・Access 

日商簿記 2 級及び 3 級 
【任意受験により取得】

一般事務員 
経理事務員

一般事務等

6/7 ～ 7/12

5/30 ～ 7/8

8/1 ～ 10/31

8/1 ～ 11/30

7/15

7/15

7/21

7/21

3 か月

4 か月

日商簿記検定 2 級・3 級 
【訓練中任意受験により取得】

MOS（マイクロソフトオフィススペシャリスト） 
Word・Excel・PowerPoint 

【訓練中任意受験により取得】

取得可能な資格 就職を見込める職種・職務 選考日募集期間 訓練期間合　格
発表日

小学校就学前の児童を持つ保護者が、訓練を受講する間、代わって保育する者がいない場合に託児サービスを利用できる場合があります。
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８
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・
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月

土浦 
412

土浦 
413

鹿島 
306

日立 
206

水戸 
112

水戸 
113

水戸 
114

筑西 
510

筑西 
511

筑西 
512

筑西 
513

筑西 
508

筑西 
509

学院

20ＯＡシステム科 
（デュアル）

ワープロソフト・表計算ソフト・プレゼンテーションソ
フト（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ・ＰｏｗｅｒPｏｉｎｔ）の使用方法及
び文書・帳票・資料類の作成に関する知識及び技能
・技術を習得する。さらに、１か月間の企業実習を通
して実践的能力を習得する。

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た者でパソコン
操作の経験が少ない者、パソコン操
作に自信がない者

15介護初任者研修・介護事務科 
（託児サービス付）

訪問介護や施設介護における入浴・排泄・食事等の
身体の世話、食事・洗濯・炊事等の日常生活の自立
支援に関する知識及び技能・技術を習得する。また、
介護事業所における請求業務の知識・技能を習得する。

介護職での就業経験のない者で、身
体介護を伴う介護職へ就職を希望す
る者

20リモートワーク実践科

リモートワークなどで活用しやすい事務ソフト（Google
アプリ）を用いてのビジネス書類の作成とＷｅｂ会議開
催、及び簡単な Web ページの更新作業ができる知識
・技能を身につける。

パソコン 操 作 の 経 験 が 少 ない 者 
パソコン操作に自信がない者

20介護サービス科
介護業務に必要な基礎知識を習得し、介護職員初任
者研修課程修了証の取得を目指す。 介護関係の職種に就職を希望する者

25ＯＡシステム科 
（若年者向け）

ワード、エクセルの基本・応用及びインターネット操作、
プレゼンテーション作成の基礎を習得する。マイクロソ
フトオフィススペシャリスト（ＭＯＳ）試験の合格を目
指す。また、コミュニケーション技法を習得する。

パソコン操作を必要とする職種に就職
を希望する者（主にパソコン初心者ま
たは初級者を対象とするコースです）

18ビジネスパソコン基礎科 
（託児サービス付）

業種・職種に係わらず必要とされるパソコンスキル（ワード、
エクセル、パワーポイント）の基礎を学び、公的資格であ
るコンピュータサービス技能評価試験（ＣＳ試験）の合格
を目指す。また、社会人として必須のコミュニケーションス
キル、ビジネスマナー、ビジネスメールを習得する。

パソコン操作を必要とする職種に就職
を希望する者（主にパソコン初心者ま
たは初級者を対象とするコースです）

20介護サービス科 
（デュアル）

介護業務に必要な基礎知識を習得し、介護職員初任
者研修課程修了証の取得を目指す。さらに、１か月間
の企業実習を通して実践的能力を習得する。

ジョブ・カードの作成支援を受けた者
で介護関係の職種に就職を希望する者

20介護サービス・介護調理科
介護業務及び介護調理に関する基礎知識・技能を習
得し、介護職員初任者研修課程修了証の取得を目指す。 介護関係の職種に就職を希望する者

25ＯＡシステム科 
（託児サービス付）

ワード、エクセルの基本・応用及びインターネット操作、
プレゼンテーション作成の基礎を習得する。マイクロ
ソフトオフィススペシャリスト（ＭＯＳ）試験の合格を
目指す。

パソコン操作を必要とする職種に就職
を希望する者

15介護初任者研修科
訪問介護や施設介護における入浴・排泄・食事等の
身体の世話、食事・洗濯・炊事等の日常生活の自立
支援に関する知識及び技能・技術を習得する。

介護職での就業経験のない者で、身体
介護を伴う介護職へ就職を希望する者

20ＯＡシステム科

ワープロソフト・表計算ソフト・プレゼンテーションソ
フト（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ・ＰｏｗｅｒPｏｉｎｔ）の使用方法及
び文書・帳票・資料類の作成に関する知識及び技能・
技術を習得する。

パソコン 操 作 の 経 験 が 少 ない 者 
パソコン操作に自信がない者

20

25

Ｗｅｂデザイン科

ＯＡシステム科 
（実践）

Ｗｅｂサイトのイラスト作成、フォトデータ加工、ＨＴ
ＭＬ/ Ｃ SS コーディング、動的サイト制作に関する知
識及び技能・技術を習得する。

ワード、エクセル応用及び情報処理技能検定の実践を
習得する。マイクロソフトオフィススペシャリスト（MOS）
試験や情報処理技能検定（表計算準２級・データベー
ス３級）の合格を目指す。

パソコン基本操作ができ、Web デザ
イナーを目指す者

パソコン操作を必要とする職種に就職
を希望する者

定員訓練科名 訓練内容 訓練対象者

一般事務員 6/6 ～ 7/13 8/1 ～ 11/307/20 7/22 4 か月
MOS（マイクロソフトオフィススペシャリスト） 

Word・Excel 
【訓練中または修了後任意受験により取得】

介護老人保健施設介護職員
訪問施設職員 

介護事業所事務員
6/6 ～ 7/13 8/1 ～ 10/317/20 7/22 3 か月

介護職員初任者研修課程修了証 
【訓練修了により取得】

介護事務管理士
【任意受験により取得】

在宅ワーク職務 
モバイルワーク職務 6/6 ～ 7/13 8/1 ～ 10/317/20 7/22 3 か月

コンピュータサービス技能評価試験
（ワープロ部門 3 級・表計算部門 3 級） 

【訓練中または修了後任意受験により取得】

介護老人保健施設介護職員 
訪問施設職員 7/8 ～ 8/18 9/1 ～ 10/318/23 8/26 2 か月介護職員初任者研修課程修了証 

【訓練修了により取得】

一般事務員 
インストラクター 7/8 ～ 8/18 9/1 ～ 11/308/23 8/26 3 か月

MOS（マイクロソフトオフィススペシャリスト） 
Word・Excel・PowerPoint 

【任意受験により取得】

事務職を中心とした、パソコン
操作を必要とする業務全般 7/4 ～ 8/15 9/1 ～ 12/288/19 8/23 4 か月

コンピュータサービス 
技能評価試験（CS 試験） 

（ワープロ・表計算 2 級及び 3 級） 
【任意受験により取得】

介護老人保健施設介護職員
訪問施設職員 6/27 ～ 8/10 9/1 ～ 11/308/16 8/22 3 か月介護職員初任者研修課程修了証 

【訓練修了により取得】

介護老人保健施設介護職員 
訪問施設職員等 6/27 ～ 8/10 9/1 ～ 11/308/18 8/23 3 か月介護職員初任者研修課程修了証 

【訓練修了により取得】

一般事務等 6/27 ～ 8/10 9/1 ～ 11/308/19 8/23 3 か月
MOS（マイクロソフトオフィススペシャリスト） 

Word・Excel・PowerPoint 
【訓練中任意受験により取得】

介護老人保健施設介護職員
訪問施設職員 7/11 ～ 8/17 9/1 ～ 10/318/23 8/25 2 か月介護職員初任者研修課程修了証 

【訓練修了により取得】

一般事務員 7/11 ～ 8/17 9/1 ～ 11/308/23 8/25 3 か月
MOS（マイクロソフトオフィススペシャリスト） 

Word・Excel 
【訓練中または修了後任意受験により取得】

Web デザイナー

事務員（通信会社、監査法人、
金融機関、食品メーカなどのデー
タ分析）、取扱データ量が膨大な
研究機関（大学、民間、公営の
研究）へのデータアナリスト補助

7/11 ～ 8/17

8/5 ～ 9/13

9/1 ～ 12/27

10/3 ～ 12/26

8/23

9/16

8/25

9/22

4 か月

3 か月

Web クリエイター能力認定試験　エキスパート 
llustratorクリエイター能力認定試験　スタンダード 
Photoshopクリエイター能力認定試験　スタンダード 

【訓練修了後任意受験により取得】
MOS（マイクロソフトオフィススペシャリスト） 

Word・Excel 
情報処理技能検定試験表計算準２級

・データベース３級
【任意受験により取得】

取得可能な資格 就職を見込める職種・職務 選考日募集期間 訓練期間合　格
発表日

小学校就学前の児童を持つ保護者が、訓練を受講する間、代わって保育する者がいない場合に託児サービスを利用できる場合があります。
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20パソコン事務・Ｗｅｂ基礎科 
（育児等両立支援コース） ★

ワード、エクセルの基本・応用及びインターネット操作、
ホームページ作成・更新、Web 基本操作を習得する。
Web クリエイター能力認定試験の合格を目指す。

パソコン操作を必要とする職種に就職
を希望する者

10フォークリフト運転技能科 
（建設人材育成コース）

フォークリフトを操作・運転する技能、構造・取扱い
の知識及び関係法令等に係る知識を習得する。労働
安全衛生法に基づくフォークリフト運転技能講習修了
証の資格取得を目指す。また、パソコンの基礎的な操
作方法を習得する。

普通自動車運転免許証を有する者で
フォークリフト関係の職種に就職を希
望する者

20介護サービス科 
（デュアル）

介護業務に必要な基礎知識を習得し、介護職員初任
者研修課程修了証の取得を目指す。さらに、１か月間
の企業実習を通して実践的能力を習得する。

ジョブカードを活用したキャリアコンサ
ルティングを受けた者で、介護関係の
職種に就職を希望する者

25簿記２級科
パソコン操作の簡単な知識、技能と企業会計事務に必
要な商業簿記から工業簿記までの知識等を習得し、日
商簿記検定試験２級の合格を目指す。

パソコン操作や簿記知識を必要とする
会計・経理関係の職種に就職を希望
する者

25ＯＡシステム科 
（託児サービス付）

ワード、エクセルの基本・応用及びインターネット操作、
プレゼンテーション作成の基礎を習得する。マイクロ
ソフトオフィススペシャリスト（MOS）試験の合格を
目指す。

パソコン操作を必要とする職種に就職
を希望する者

20ＯＡシステム科 
（託児サービス付）

ワープロソフト・表計算ソフト・プレゼンテーションソ
フト（Word・Ｅｘｃｅｌ・ＰｏｗｅｒPｏｉｎｔ）の使用
方法及び文書・帳票・資料類の作成に関する知識及
び技能・技術を習得する。

パソコン 操 作 の 経 験 が 少 ない 者 
パソコン操作に自信がない者

15介護実務者研修科
訪問介護や施設介護における利用者の状態に応じた身
体の世話や日常生活の自立支援、医療的ケアに関する
知識及び技能・技術を習得する。

介護職での就業経験のない者で将来
的に介護福祉士を目指す者

20介護サービス科（調理付） 
（デュアル）

介護業務に必要な基礎知識を習得し、介護職員初任
者研修課程修了証の取得を目指す。さらに、１か月間
の企業実習を通して、より実践的能力を習得する。

ジョブ・カードの作成支援を受けた者
で介護関係の職種に就職を希望する者

15ＦＰパソコン簿記会計科 
（ｅラーニングコース）

パソコンの基礎知識、ワード、エクセルの基本操作を
習得するとともに、簿記の知識を学び、日商簿記３級
の合格を目指す。また、ファイナンシャルプランナーの
知識を習得する。

小学校就学前の子の育児または介護
等により外出が制限され、全日・通
所制の訓練の受講が困難な者であっ
て、パソコン操作や簿記資格を必要と
する職種に就職を希望する者

20介護サービス科 
（デュアル）

介護業務に必要な基礎知識を習得し、介護職員初任
者研修課程修了証の取得を目指す。さらに、高齢者介
護施設での１か月間の実習を通して実践的能力を習得
する。

ジョブ・カードの作成支援を受けた者
で介護関係の職種に就職を希望する者

12パソコン・Ｗｅｂ基礎科

業種・職種に係わらず必要とされるパソコンスキル（ワード、
エクセル、パワーポイント、ホームページ作成）の基礎を学び、
公的資格であるコンピュータサービス技能評価試験（CS 試
験）の合格を目指す。また、社会人として必須のコミュニケ
ーションスキル、ビジネスマナー、ビジネスメールを習得する。

パソコン操作を必要とする職種に就職
を希望する者（主にパソコン初心者ま
たは初級者を対象とするコースです）

15

20

ＩＴ基礎・Ｃ言語プログラミング科 
（託児サービス付）

２級ＦＰ技能士科

ITの基本的知識を身につけ、情報技術全般に関する事項を理
解し、実践で活用できるようにする。また、ソフトウェア開発
業務で必要とされるプログラミング言語の中でも汎用性の高い
Ｃ言語の基礎を理解し、小規模のプログラムを作成できるよう
にする。さらに社会人として必須のビジネススキルを習得する。
ライフプランと資金計画、保険制度、金融資産、税と
法規等を学び、ＦＰ（ファイナンシャルプランナー）業
務で必要とされる知識を習得する。ＦＰ技能検定２級
の試験合格を目指す。

パソコンの基本的な操作ができ（起
動、終了、文字入力等）、IT 関連の
職種に就職を希望する者

金融関係及び金融知識が必要とされ
る職種就職を希望する者

定員訓練科名 訓練内容 訓練対象者

一般事務員 
インストラクター 8/1 ～ 9/8 10/3 ～ 12/289/12 9/20 3 か月

Web クリエイター能力認定試験
MOS（マイクロソフトオフィススペシャリスト）

Word・Excel 
【訓練中任意受験により取得】

荷役業務 
配送業 

倉庫作業員
8/1 ～ 9/8 10/3 ～ 10/319/12 9/20 1 か月フォークリフト運転技能講習修了証 

【訓練修了により取得】

介護老人保健施設介護職員 
訪問施設職員 8/1 ～ 9/8 10/3 ～ 12/269/16 9/21 3 か月介護職員初任者研修課程修了証 

【訓練修了により取得】

一般事務 
会計事務 

経理事務等
8/1 ～ 9/8 10/3 ～ 1/319/15 9/21 4 か月日商簿記検定試験２級及び３級 

【訓練中任意受験により取得】

一般事務等 8/1 ～ 9/8 10/3 ～ 12/269/16 9/21 3 か月
MOS（マイクロソフトオフィススペシャリスト）

Word・Excel・PowerPoint 
【訓練中任意受験により取得】

一般事務員 8/8 ～ 9/14 10/3 ～ 12/279/21 9/22 3 か月
MOS（マイクロソフトオフィススペシャリスト）

Word・Excel 
【訓練中または修了後任意受験により取得】

訪問介護事業所における「サ
ービス提供責任者」としての

訪問介護員、施設介護員
8/8 ～ 9/14 10/3 ～ 3/299/21 9/22 6 か月介護福祉士実務者研修課程修了証 

【訓練修了により取得】

介護老人保健施設介護職員 
訪問施設職員 9/8 ～ 10/17 11/1 ～ 1/3110/20 10/25 3 か月介護職員初任者研修課程修了証 

【訓練修了により取得】

一般事務員 
経理事務員 9/8 ～ 10/17 11/1 ～ 1/3110/20 10/25 3 か月

日商簿記 3 級 
MOS（マイクロソフトオフィススペシャリスト）

Word・Excel 
ファイナンシャルプランナー３級 

【任意受験により取得】

介護老人保健施設介護職員
訪問施設職員 9/1 ～ 10/12 11/1 ～ 1/3110/19 10/25 3 か月介護職員初任者研修課程修了証 

【訓練修了により取得】

事務職を中心とした、パソコン
操作を必要とする業務全般 9/1 ～ 10/12 11/1 ～ 2/2810/20 10/25 4 か月

コンピュータサービス 
技能評価試験（CS 試験） 

（ワープロ・表計算 2 級及び 3 級） 
【任意受験により取得】

ソフトウェア開発技術者 
ソフトウェアプログラマー 
情報処理・通信技術者

一般事務員 
保険事務員 

経理事務員等

9/1 ～ 10/12

8/22 ～ 9/27

11/1 ～ 3/28

11/1 ～ 1/31

10/21

10/4

10/25

10/7

5 か月

3 か月

日商プログラミング検定 
（EXPERT、STANDARD、BASIC） 

サーティファイC 言語プログラミング能力認定試験 
サーティファイ情報処理技術者能力認定試験 

IPA　IT パスポート試験 
【任意受験により取得】

2 級 FP 技能士 
【訓練中任意受験により取得】

取得可能な資格 就職を見込める職種・職務 選考日募集期間 訓練期間合　格
発表日

★ 小学校 6 年生までの子がいる方、介護中の方などを主な対象（その他の方も受講可能です。）とした、他コースより 1 日の訓練時間　
　   が短い（4 時間程度）訓練です。

小学校就学前の児童を持つ保護者が、訓練を受講する間、代わって保育する者がいない場合に託児サービスを利用できる場合があります。
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20Ｗｅｂクリエイター実践科 
（ＩＴ資格コース）

HTMLまたはホームページ作成ソフトと画像ソフトを使用して、
ホームページ作成技術を習得するとともに、Webプログラミング
等に関する知識、技能・技術を習得する。Ｗｅｂクリエイター能
力認定試験上級、ホームページ作成検定試験１級、 PHP 技術者
認定初級試験（ＩＴスキル標準（ITSS）レベル１）の合格を目指す。

パソコンに関する基礎知識を有し、
Windows の基本操作を習得している
者で、Web 関係の職種に就職を希望
する者

20医療・調剤事務科
医療機関及び調剤薬局機関における保険請求業務の
知識と技能を習得し、医療事務及び調剤事務に関する
試験の合格を目指す。

医療・調剤事務関係の職種に就職を
希望する者

15介護初任者研修・介護事務科

訪問介護や施設介護における入浴・排泄・食事等の
身体の世話、食事・洗濯・炊事等の日常生活の自立
支援に関する知識及び技能・技術を習得する。また、
介護事業所における請求業務の知識・技能を習得する。

介護職での就業経験のない者で、身体
介護を伴う介護職へ就職を希望する者

20ＯＡシステム応用科

ワープロソフト・表計算ソフト（Word・Excel）を使用し、
会社組織における管理業務を意識した文書管理やデー
タ集計、グループワークなどの知識及び技能・技術を
習得する。

基本的なパソコン操作ができ、ワー
プロソフト・表計算ソフト（Word、
Excel）による一般的な文書作成がで
きる者

10建設機械運転技能科 
（建設人材育成コース）

建設現場等で求められる「フォークリフト」や「小型
移動式クレーン」の運転操作及び「玉掛け」業務にか
かる知識・技能を関係法令に基づき習得する。また、
社会人として基礎的なパソコン操作を習得する。

建設現場や物流関連等事業所で荷物
の積卸業務に就職を希望する者※普
通自動車運転免許を有する者に限る

20ＯＡシステム・Ｗｅｂ基礎科 
（託児サービス付）

ワード、エクセルの基本・応用及びインターネット操
作、プレゼンテーション作成の基礎及びホームページ
更新を習得する。マイクロソフトオフィススペシャリスト

（MOS）試験の合格を目指す。

パソコン操作及びホームページ更新
を必要とする職種に就職を希望する者

（主にパソコン初心者または初級者を
対象とするコースです）

20ＰＣデザイン科 
（託児サービス付）

広告広報業務、DTP デザイナーとして必要とされるデ
ザイン系ソフトおよびオフィス系ソフトの知識および技
能・技術を習得する。

パソコン操作を必要とする職種に就職
を希望する者
ＤＴＰデザイン関係の職種に就職を希
望する者

20ＯＡシステム科

ワード、エクセルの基本・応用及びインターネット操作、
プレゼンテーション作成の基礎を習得する。マイクロ
ソフトオフィススペシャリスト（MOS）試験の合格を
目指す。

パソコン操作を必要とする職種に就職
を希望する者

25パソコン簿記３級科 
（オンライン対応コース）

パソコンの基礎知識、ワード・エクセルの基本操作を
習得するとともに、簿記の知識を学び、専用ソフトによ
る会計処理の基礎技能を習得し、日商簿記検定試験３
級の合格を目指す。（専門学科及び日商簿記３級対策
については、オンライン授業とする。）

パソコン・簿記初心者で、パソコン操
作や簿記資格を必要とする職種に就
職を希望し、またオンライン授業に対
応できる機器及びネットワーク環境を
整えることができる者

10
フォークリフト・クレーン・玉掛
け技能科 

（建設人材育成コース）

フォークリフトの操作・運転業務に就くための技能・知識及びつり上げ荷重１ト
ン以上５トン未満の移動式クレーンの運転業務及びつり上げ荷重１トン以上のク
レーン又は移動式クレーンで行う玉掛け業務に就くための技能・知識を習得し、
関係法令等に係る知識を習得する。労働安全衛生法に基づくフォークリフト運転
技能講習修了証及び小型移動式クレーン運転技能講習修了証及び玉掛技能講習
修了証の資格取得を目指す。また、パソコンの基礎的な操作方法を習得する。

普通自動車運転免許証を有する者で
フォークリフト及び小型移動式クレー
ン・玉掛け関係の職種に就職を希望
する者

20リモートワーク実践科

リモートワークなどで活用しやすい事務ソフト（Google
アプリ）を用いてのビジネス書類の作成と Web 会議
開催、及び簡単な Web ページの更新作業ができる知
識・技能を身につける。

パソコン 操 作 の 経 験 が 少 ない 者 
パソコン操作に自信がない者

20

25

ＯＡシステム科

ＯＡシステム科

ワープロソフト・表計算ソフト・プレゼンテーションソ
フト（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ・ＰｏｗｅｒPｏｉｎｔ）の使
用方法及び文書・帳票・資料類の作成に関する知識
及び技能・技術を習得する。

ワード、エクセルの基本・応用及びインターネット操作、
プレゼンテーション作成の基礎を習得する。マイクロソ
フトオフィススペシャリスト（ＭＯＳ）試験の合格を目
指す。

パソコン 操 作 の 経 験 が 少 ない 者 
パソコン操作に自信がない者

パソコン操作を必要とする職種に就職
を希望する者（主にパソコン初心者ま
たは初級者を対象とするコースです）

定員訓練科名 訓練内容 訓練対象者

Ｗｅｂプログラマ 
Ｗｅｂエンジニア 
Ｗｅｂ関連業務等

8/29 ～ 10/11 11/1 ～ 3/2810/18 10/21 5 か月

Web クリエイター能力認定試験（上級）
ホームページ作成検定 1 級 

PHP 技術者認定初級試験（IT スキル標準
（ITSS）レベル１） 

【訓練中任意受験により取得】

医療機関・調剤薬局の
事務職員等 8/29 ～ 10/11 11/1 ～ 1/3110/19 10/21 3 か月

調剤事務管理士、医療事務管理士
【訓練中任意取得】 

メディカルクラ―ク、医事オペレーター 
【訓練中任意取得】 

調剤事務技能認定書【訓練修了後取得】

介護老人保健施設介護職員
訪問施設職員 

介護事業所事務員
9/5 ～ 10/12 11/1 ～ 1/3110/18 10/20 3 か月

介護職員初任者研修課程修了証 
【訓練修了により取得】

介護事務管理士 
【任意受験により取得】

一般事務員 9/5 ～ 10/12 11/1 ～ 1/3110/19 10/21 3 か月
MOS（マイクロソフトオフィススペシャリスト）

Word・Excel（エキスパート） 
【訓練中または修了後任意受験により取得】

物流、建設現場等での
作業員 9/5 ～ 10/12 11/1 ～ 12/2710/18 10/20 2 か月

フォークリフト運転技能講習修了証 
小型移動式クレーン運転技能講習修了証 

玉掛け技能講習修了証 
【訓練修了により取得】

一般事務員 10/7 ～ 11/15 12/1 ～ 3/3011/18 11/24 4 か月

MOS（マイクロソフトオフィススペシャリスト）
Word・Excel・PowerPoint 

CS 技能評価試験ワープロ部門・表計算部門（3 級） 
日商 PC 検定試験文章作成・データ活用（3 級） 

【任意受験により取得】

一般事務員 
インストラクター 

グラフィックデザイナー 
ＤＴＰオペレーター

10/7 ～ 11/15 12/1 ～ 2/2811/18 11/24 3 か月

イラストレータークリエイター能力認定試験スタンダード 
フォトショップクリエイター能力認定試験スタンダード 
ＭＯＳ（マイクロソフトオフィススペシャリスト） 

Word・Excel【任意受験により取得】

一般事務員 9/26 ～ 11/10 12/1 ～ 2/2811/14 11/18 3 か月
MOS（マイクロソフトオフィススペシャリスト） 

Word・Excel・PowerPoint 
【訓練中任意受験により取得】

一般事務 
経理事務 

会計事務等
9/26 ～ 11/9 12/1 ～ 2/2811/16 11/21 3 か月日商簿記検定試験 3 級 

【訓練中任意受験により取得】

荷物積み下ろし業務 
倉庫業務等 9/26 ～ 11/9 12/1 ～ 1/3111/17 11/21 2 か月

フォークリフト運転技能講習修了証 
小型移動式クレーン運転技能講習修了証 

玉掛け技能講習修了証 
【訓練中受験により取得】

在宅ワーク職務 
モバイルワーク職務 10/11 ～ 11/16 12/1 ～ 2/2811/22 11/24 3 か月

コンピュータサービス技能評価試験
（ワープロ部門３級・表計算部門３級） 

【訓練中または修了後任意受験により取得】

一般事務員

一般事務員 
インストラクター

10/11 ～ 11/16

11/8 ～ 12/12

12/1 ～ 2/28

1/5 ～ 3/30

11/22

12/15

11/24

12/20

3 か月

3 か月

ＭＯＳ（マイクロソフトオフィススペシャリスト） 
Word・Excel 

【訓練中または修了後任意受験により取得】

ＭＯＳ（マイクロソフトオフィススペシャリスト） 
Word・Excel・PowerPoint 

【任意受験により取得】

取得可能な資格 就職を見込める職種・職務 選考日募集期間 訓練期間合　格
発表日

小学校就学前の児童を持つ保護者が、訓練を受講する間、代わって保育する者がいない場合に託児サービスを利用できる場合があります。
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学院

20ＯＡ事務・販売科

ワード、エクセル、パワーポイントの操作方法を習得し、
マイクロソフトオフィススペシャリスト（ＭＯＳ）試験の合
格を目指す。販売員としての基本的な知識・技能を習得し、
販売士３級の合格を目指す。コミュニケーション技法を習
得し、コミュニケーション検定初級合格を目指す。

パソコン操作を必要とする職種や販
売員・営業職を希望する者（主にパソ
コン初心者または初級者を対象とする
コースです）

20介護サービス科 
（デュアル・託児サービス付）

介護業務に必要な基礎知識を習得し、介護職員初任
者研修課程修了証の取得を目指す。さらに、高齢者
介護施設での１か月間の実習を通して実践的能力を
習得する。

ジョブ・カードの作成支援を受けた者
で介護関係の職種に就職を希望する者

16ビジネスパソコン基礎科 
（託児サービス付）

業種・職種に係わらず必要とされるパソコンスキル（ワード、
エクセル、パワーポイント）の基礎を学び、公的資格で
あるコンピュータサービス技能評価試験（CS 試験）の
合格を目指す。また、社会人として必須のコミュニケーシ
ョンスキル、ビジネスマナー、ビジネスメールを習得する。

パソコン操作を必要とする職種に就職
を希望する者（主にパソコン初心者ま
たは初級者を対象とするコースです）

20介護サービス・パソコン基礎科

介護業務に必要な基礎知識を習得し、介護職員初任
者研修課程修了証の取得を目指す。また、介護事業所
における請求業務の知識と技能、並びにパソコンの初
歩的な操作方法を習得する。

介護関係の職種に就職を希望する者

20ビジネス・ＣＡＤ科

CAD（Jw_cad 使用）基礎知識や機能について学び、基
本操作および作図方法を習得する。パソコンの基礎知識、
Word・Excel 基本操作・応用操作を習得する。マイクロ
ソフトオフィススペシャリスト（MOS）試験の合格を目指す。

パソコン操作を必要とする職種に就職
を希望する者

25ＯＡシステム科 
（育児等両立支援コース） ★

ワード、エクセルの基本・応用及びインターネット
操作を習得する。マイクロソフトオフィススペシャリスト

（MOS）試験の合格を目指す。

パソコン操作を必要とする職種に就職
を希望する者

20介護サービス科
介護業務に必要な基礎知識を習得し、介護職員初任
者研修課程修了証の取得を目指す。 介護関係の職種に就職を希望する者

15介護初任者研修科
訪問介護や施設介護における入浴・排泄・食事等の
身体の世話、食事・洗濯・炊事等の日常生活の自立
支援に関する知識及び技能・技術を習得する。

介護職での就業経験のない者で、身体
介護を伴う介護職へ就職を希望する者

20介護サービス科
介護業務に必要な基礎知識を習得し、介護職員初任
者研修課程修了証の取得を目指す。 介護関係の職種に就職を希望する者

定員訓練科名 訓練内容 訓練対象者

事務的職業全般 
小売業界・販売関連企業等

の販売員や営業職
11/8 ～ 12/12 1/5 ～ 3/3012/15 12/20 3 か月

ＭＯＳ（マイクロソフトオフィススペシャリスト） 
Word・Excel 
販売士 3 級 

コミュニケーション検定初級 
【任意受験により取得】

介護老人保健施設介護職員
訪問施設職員 11/1 ～ 12/9 1/5 ～ 3/2912/16 12/20 3 か月介護職員初任者研修課程修了証 

【訓練修了により取得】

事務職を中心とした、パソコン
操作を必要とする業務全般 11/1 ～ 12/9 1/5 ～ 3/2912/15 12/20 3 か月

コンピュータサービス 
技能評価試験（CS 試験） 

（ワープロ・表計算 2 級及び 3 級） 
【任意受験により取得】

介護老人保健施設介護職員
訪問施設職員 10/31 ～ 12/8 1/4 ～ 3/2812/12 12/16 3 か月介護職員初任者研修課程修了証 

【訓練修了により取得】

建築事務 
一般事務員 10/31 ～ 12/8 1/4 ～ 2/2812/12 12/16 2 か月

ＭＯＳ（マイクロソフトオフィススペシャリスト） 
Word・Excel 

【訓練中任意受験により取得】

一般事務 10/31 ～ 12/7 1/4 ～ 3/2812/14 12/19 3 か月
ＭＯＳ（マイクロソフトオフィススペシャリスト） 

Word・Excel 
【訓練中任意受験により取得】

介護老人保健施設介護職員 
訪問施設職員 10/31 ～ 12/7 1/4 ～ 2/2812/15 12/19 2 か月介護職員初任者研修課程修了証 

【訓練修了により取得】

介護老人保健施設介護職員
訪問施設職員 11/7 ～ 12/14 1/5 ～ 3/312/21 12/23 2 か月介護職員初任者研修課程修了証 

【訓練修了により取得】

介護老人保健施設介護職員 
訪問施設職員 12/8 ～ 1/16 2/1 ～ 3/301/19 1/24 2 か月介護職員初任者研修課程修了証 

【訓練修了により取得】

取得可能な資格 就職を見込める職種・職務 選考日募集期間 訓練期間合　格
発表日

★ 小学校 6 年生までの子がいる方、介護中の方などを主な対象（その他の方も受講可能です。）とした、他コースより 1 日の訓練時間　
　   が短い（4 時間程度）訓練です。

小学校就学前の児童を持つ保護者が、訓練を受講する間、代わって保育する者がいない場合に託児サービスを利用できる場合があります。
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【施設内訓練】
※コース内容の詳細等については、各産業技術専門学院にお問い合わせ下さい。

【障がい者施設内訓練】
※コース内容の詳細等については、水戸産業技術専門学院（水府町校舎）総合実務科　TEL：029-300-5221 までお問い合わせ下さい。

【障がい者委託訓練（知識・技能習得訓練）】
※各コースの訓練実施施設やコース内容の詳細については、各産業技術専門学院にお問い合わせ下さい。

学院

学院

学院

15

10

10

生産ＣＡＤ科

総合実務科（前期）

ＯＡ実務科

汎用・ＮＣ工作機械による各種切削加工を学び、ＪＩＳ
に基づく機械製図を学ぶ。組立図の読図から２次元ＣＡ
Ｄによる部品図を作成する技能を習得する。ＮＣ言語を
理解し、ＣＡＤ／ＣＡＭによるＮＣプログラム作成及び
ＮＣ加工ができる技能を習得する。

ＯＡ実技を含む基礎学科、生活習慣の確立やコミュニケ
ーション能力を高める社会適応訓練、販売・清掃、介
護等に関する知識・技能を習得する。

事務作業で必要となるパソコン周辺機器の取扱いを習
得するとともに、文書作成（ワード）、表計算（エクセル）、
プレゼンテーション（パワーポイント）、電子メールによ
る情報通信等を習得する。

17 歳以上おおむね 45 歳未満の者

軽度の知的障がいのある方

身体障がい者、精神障がい者、知的
障がい者でパソコン初心者の方

20

10

5

ＩＴ技術科

総合実務科（後期）

ＯＡ実務科

情報処理システムの開発・管理・運営に関する基礎、
各種ビジネスソフトの操作及びホームページ作成に関す
る基礎、ＣＡＤ製図の基礎を習得する。ＩＴパスポート
試験及び各種ＭＯＳ試験の合格を目指す。

ＯＡ実技を含む基礎学科、生活習慣の確立やコミュニケ
ーション能力を高める社会適応訓練、販売・清掃、介
護等に関する知識・技能を習得する。

ワード・エクセルの基本・応用及びインターネット操作、
プレゼンテーション作成の基礎を習得する。日本情報処
理検定協会（ワープロ、表計算）試験及びマイクロソフ
トオフィススペシャリスト（ＭＯＳ）試験の合格を目指す。

17 歳以上（令和 4 年 (2022 年）
４月 1 日時点 ) 概ね 30 歳以下の者

軽度の知的障がいのある方

身体障がい者、精神障がい者、知的
障がい者でパソコン初心者の方

15
（うち定
住外国人
優先定員

５人）

5

金属加工科

ＯＡ実務科

金属加工に必要な各種溶接施工（被覆アーク・半自動
・ＴＩＧ）、ＣＡＤソフトによる作図、板金機械操作等に
必要な知識と技能を習得する。

パソコンの基本操作とタイピング、文章作成（ワード）・
表計算（エクセル）・プレゼンテーション（パワーポイント）
ソフトの基本操作、インターネット検索とメールの送受
信等を習得する。

金属の溶接や加工等を伴う製造業・
鉄骨工事業への就職を希望する者 
※ 17 歳以上の者

精神障がい者、知的障がい者でパソコ
ン初心者の方

定員

定員

定員

訓練科名

訓練科名

訓練科名

訓練内容

訓練内容

訓練内容

訓練対象者

訓練対象者

訓練対象者

汎用、ＮＣ機械加工 
ＣＡＤによる機械設計・製図

製造業及び軽作業 
介護施設 
小売店 

事務補助

一般事務等

1/17 ～ 3/4

12/20 ～ 2/7

7/8 ～ 9/7

4/7 ～ 3/16

4/8 ～ 9/22

10/3 ～ 12/26

3/10

2/21

9/12

3/11

2/28

9/15

12 か月

6 か月

3 か月

ガス溶接技能講習修了証 
特別教育修了証 

（アーク溶接、自由研削といし） 
【訓練修了により取得】 

技能検定【機械・プラント製図［機械製図CAD作業（３級）】 
【任意受験により取得】

・文書処理能力検定 3 ～ 4 級 
（ワープロ・表計算） 

・電卓計算能力検定 3 ～ 4 級 
【任意受験により取得】

–

プログラマー 
製造業（ＣＡＤ操作、生産管

理業務等） 
その他（販売、事務等）

製造業及び軽作業 
介護施設 
小売店 

事務補助

一般事務等

1/27 ～ 3/9

7/4 ～ 8/22

6/27 ～ 8/10

4/7 ～ 3/16

10/4 ～ 3/17

9/1 ～ 11/30

3/17

9/1

8/18

3/22

9/5

8/23

12 か月

6 か月

3 か月

IT パスポート試験 
MOS（Word・Excel・Access） 
Web クリエイター能力認定試験 

（初級、上級） 
【訓練中任意受験により取得】

・文書処理能力検定 3 ～ 4 級 
（ワープロ・表計算） 

・電卓計算能力検定 3 ～ 4 級 
【任意受験により取得】

・日本情報処理検定協会（ワープロ、表計算） 
・MOS（Word・Excel・PowerPoint）

金属製品製造業 
輸送用機械機器具製造業 

鉄骨工事業など

一般事務等

1/17 ～ 2/18

7/12 ～ 9/13

4/7 ～ 3/16

10/3 ～ 12/27

2/25

9/22

3/2

9/26

12 か月

3 か月

アーク溶接 
自由研削と石・粉じん作業特別教育修了証 

ガス溶接技能講習修了証 
【訓練修了により取得】

JIS 溶接技能者評価試験（各種：基本・専門級） 
【訓練中任意受験により取得】

・ビジネス文章検定（全商）

取得可能な資格

取得可能な資格

取得可能な資格

就職を見込める職種・職務

就職を見込める職種・職務

就職を見込める職種・職務

選考日

選考日

選考日

募集期間

募集期間

募集期間

訓練期間

訓練期間

訓練期間

合　格
発表日

合　格
発表日

合　格
発表日



2120



茨　 城　 県

令和４年度

再就職のための

令和４年４月～令和５年３月

公共職業訓練
コースガイド

受講料
無料
受講料
無料
受講料
無料

下妻市下妻乙124－2  下妻地方合同庁舎別館




