
しっかり学ぶ！
事務パソコンスキル基礎科
●訓練期間・時間

1月25日～4月21日 9：40～16：10
●定員

20名（最少開講人数：5名）
●自己負担額

6,600円（税込）
●実施施設

Nパソコンスクール上前津校
（名古屋市中区）
TEL 052(252)7711 （担当:野田、前川）

募集期間 2022年11月25日(金)～12月22日(木)

●訓練期間・時間
1月25日～6月21日 9：00～15：25
●定員

25名（最少開講人数：12名）
●自己負担額

0円
●実施施設
環境キャリアカレッジ名古屋校
（名古屋市千種区）
TEL 052(734)6154 （担当:榎本､神谷､池田）

自信がつく！ExcelビジネスPC実践科
●訓練期間・時間

1月25日～4月21日 9：40～16：10
●定員

15名（最少開講人数：5名）
●自己負担額

9,400円（税込）
●実施施設

Nパソコンスクール名古屋校
（名古屋市中村区）
TEL 052(253)5440 （担当:野田、前川）

●訓練期間・時間
1月25日～4月21日 9：40～16：10

●定員
15名（最少開講人数：5名）
●自己負担額

8,200円（税込）
●実施施設

Nパソコンスクール上前津校
（名古屋市中区）
TEL 052(252)7711 （担当:野田、前川）

求職者支援訓は、就職のために必要な職業スキルや
知識を習得することができる厚生労働大臣認定の公的職業訓練です。
求職者支援訓練

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 愛知支部

１ ３ 開講

2023年

月～

基本から学べる！
簿記・オフィスＰＣ実践科

実践コース

●訓練期間・時間
1月25日～3月24日 9：30～17：00
●定員

15名（最少開講人数：3名）
●自己負担額

7,000円（税込） ､職場見学先への交通費、
法定講習補講1時間 3,000円
●実施施設
日建学院名古屋校 （名古屋市中村区）
TEL 052（856)0631 （担当:鶴田）

初歩から学べる、就職のための
介護とパソコン習得科（短期間）

●訓練期間・時間
1月25日～5月24日 9：10～15：50
●定員

25名（最少開講人数：12名）
●自己負担額

5,610円（税込）
●実施施設
まなクル浄心
（名古屋市西区）
TEL 052(938)6866（担当:濱島、鳥居、石田）

ゼロから始めるIoT・AIアプリ
エンジニア養成科 宅建ビジネス科

●訓練期間・時間
1月25日～4月24日 10：00～16：40

●定員
10名（最少開講人数：5名）
●自己負担額

5,000円（税込）
●実施施設
日建学院岡崎校 （岡崎市）
TEL 0564(28)3811 （担当:草野）
●本コースの募集期間は、2022年11月25日(金)～12月16日(金)です。

●訓練期間・時間
1月25日～3月24日

●定員
24名（最少開講人数：11名）
●自己負担額
ソフトウエア利用料12,960円（税込）、通信費
●実施施設
ジョブトレ愛知校 （新城市）
TEL 050（8884)5051 （担当:平原）

広報／事務で活躍できる
Webデザイナー養成科（eラーニング）

WEBデザイナー科

基礎コース

実践コース

実践コース

実践コース

実践コース

実践コース

実践コース

●訓練期間・時間
1月25日～5月24日 9：30～16：00
●定員

20名（最少開講人数：10名）
●自己負担額

15,000円（税込）
●実施施設
ヒューマンアカデミー名古屋駅前校
サテライト教室 （名古屋市中村区）
TEL 0120(016)455 （担当:堀内、白木）
●本コースの募集期間は、2022年11月25日(金)～12月16日(金)です。

就職に役立つ
パソコン簿記社会保険事務科

実践コース

●訓練期間・時間
1月25日～4月21日
オンライン 9：30～14：30 通所 10:00～16:40
●定員 20名（最少開講人数：9名）
●自己負担額

8,136円（税込） ､オンライン訓練受講に係る
ソフトウエア利用料 15,336円（税込） 、通信費
●実施施設

WASパソコンマルチメディアスクール
（名古屋市天白区）
TEL 052（809)1111 （担当:小島、岡島）

WEBデザインマーケティング
オンライン科（短時間） 実践コース

●訓練期間・時間
1月25日～5月24日 10：00～16：50

●定員
15名（最少開講人数：4名）
●自己負担額

4,950円（税込）
●実施施設

SHANTIネイルスクール名駅校（名古屋市中村区）
TEL 052(414)7641 （担当:岸）

ネイル技術科 実践コース

オンライン
＋通学

ｅラーニング



就職に役立つ知識やスキルを身に付けるためのハロートレーニング（公的職業訓練）です。

訓練には基礎コースと実践コースがあり、自分の経験や希望する仕事に応じてコースを選ぶことができます。

訓練中や訓練修了後も、ハローワークや訓練実施機関による、きめ細かな就職支援が受けられます。

受講料はテキスト代などを除き無料です。（テキスト代などの自己負担額は、訓練コースによって異なります）

募集期間 2022年12月23日(金)～1月26日(木)

●訓練期間・時間
2月24日～5月23日 9：30～16：00
●定員

15名（最少開講人数：7名）
●自己負担額

2,310円（税込） ､職場見学先への交通費
●実施施設

Vesta
（名古屋市中区）
TEL 052(211)9839 （担当:あまいけ）

パソコン＆食生活アドバイザー養成科

次の全てに該当する方であれば、どなたでも受講を申し込むことができます。
・ ハローワークに求職の申込みをしていること
・ 週２０時間以上働いていないこと
・ ハローワークから職業訓練の受講が必要と認められること

基礎コース ：社会人として働くために必要なノウハウ（ビジネスマナーなど）と、

パソコン操作や希望する仕事に必要な実践的な職業スキルの両方を学ぶコースです。
実践コース ：希望する仕事に必要な実践的な職業スキルを重点的に学ぶコースです。

●訓練期間・時間
1月25日～7月24日 10：10～16：40

●定員
16名（最少開講人数7名）
●自己負担額

16,500円（税込）
●実施施設
株式会社イーオン （名古屋市中村区）
TEL 0800(111)1111 （担当:安藤）

～好きな英語を楽しく学べる～
こども英会話講師養成科

●訓練期間・時間
1月25日～4月24日 11：00～17：30

●定員
12名（最少開講人数：2名） 対象受講者：女性
●自己負担額

3,520円（税込）
●実施施設
ａｃｔｉｖｅ Ｂｏｄｙ ｃａｒｅ ももい （瀬戸市）
TEL 0561(76)3399 （担当:薮内・田中）

エステティックマネジメント科

募集期間 2022年11月25日(金)～12月22日(木)

初心者からのビジネスパソコン基礎科
●訓練期間・時間

2月24日～5月23日 9：30～16：00
●定員

20名（最少開講人数：5名）
●自己負担額

4,400円（税込）
●実施施設

Nパソコンスクール上前津校
（名古屋市中区）
TEL 052(252)7711 （担当:野田、前川）

●訓練期間・時間
2月24日～5月23日 9：30～16：00

●定員
15名（最少開講人数：5名）
●自己負担額

9,000円（税込）
●実施施設

Nパソコンスクール上前津校
（名古屋市中区）
TEL 052(252)7711 （担当:野田、前川）

イチからはじめる
WEB・オフィスＰＣ実践科

●訓練期間・時間
2月24日～5月23日 9：30～16：00

●定員
15名（最少開講人数：5名）
●自己負担額

8,800円（税込）
●実施施設

Nパソコンスクール名古屋校
（名古屋市中村区）
TEL 052(253)5440 （担当:野田、前川）

目指せ事務職！
ビジネスＰＣ実践科

●訓練期間・時間
2月24日～5月23日 9：30～16：00

●定員
20名（最少開講人数：9名）
●自己負担額

12,100円（税込）､職場見学先への交通費
法定講習補講1時間最大2,300円（税込）
●実施施設
名古屋ケアスクール （名古屋市中区）
TEL 052(231)1885 （担当:吉井）

外国人のための介護初任者研修養成科

●訓練期間・時間
2月24日～7月21日 9：00～15：30
●定員

24名（最少開講人数：11名）
●自己負担額

0円
●実施施設
環境キャリアカレッジ名古屋校
（名古屋市千種区）
TEL 052(734)6154 （担当:榎本､神谷､池田）

WEBデザイナー科

実践コース 実践コース

実践コース

基礎コース

実践コース

実践コース

実践コース

実践コース

●訓練期間・時間
2月24日～4月21日 9：30～16：10
●定員

15名（最少開講人数：4名）
●自己負担額

8,580円（税込）､健康診断料､職場体験先
への交通費､法定講習補講1時間 最大4,400円
●実施施設
ナーシングホームオレンジ中町 （西尾市）
TEL 052(962)9010 （担当:鵜飼）

～就職に強い人材を育てる～
介護初任者養成科（短期間）

実践コース

●訓練期間・時間
2月24日～4月21日

●定員
25名（最少開講人数：12名）
●自己負担額
ソフトウエア利用料12,960円（税込）、通信費
●実施施設
ジョブトレ愛知校 （新城市）
TEL 050（8884)5051 （担当:平原）

広報／事務で活躍できる
Webデザイナー養成科（eラーニング）

実践コース

外国人

訓練推奨者

の方



ハローワークに求職の申込みをする

求職者支援訓練の説明を受ける

・ハローワークでは、希望する仕事に就くためどのような

職業訓練を受けたらよいか、その方の状況に応じた相談

支援を行っています。

・ハローワークで受講申込書をもらい、記入し、訓練実施
施設に提出します。求職者支援訓練の申込みをする

ハローワークに詳しい訓練内容を記載したコース案内があります。

また、訓練コースを詳しく知るために、訓練実施施設で開催する訓練説明会に

参加されることをお勧めします。（訓練説明会については、各コース案内をご参照ください）

雇用保険受給資格者の方が訓練説明会に参加した場合は、

求職活動実績１回分にカウントすることができますので、説明会にてお申し出ください。

選考 ・訓練実施施設で面接等の選考を受けます。

ハローワークに合格通知を持参する
・ 合格の通知を受けた方は、ハローワークに持参します。

ハローワークで「就職支援計画書」を受け取り、開講日に
訓練実施施設に持参してください。

・訓練の受講には、ハローワークに求職申込の手続きを
行ってください。

ハローワークの支援指示を受けて訓練を受講し、一定の支給要件を満たす場合、訓練期間中、職業訓練受講
給付金が支給されます。

【支給額】

・職業訓練受講手当：月額１０万円

・通所手当：訓練実施施設までの通所経路に応じた所定の額（上限額あり）

・寄宿手当：月額１０，７００円

【支給要件】（以下のすべてを満たす方が対象）

・本人収入が月８万円以下。

・世帯全体の収入が月２５万円以下。

・世帯全体の金融資産が３００万円以下。

・現在住んでいるところ以外に土地、建物を所有していない。

・すべての訓練実施日に出席する。

・同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない。

・過去３年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない。

制度の内容は変更になることがあります。最新の情報はハローワークにお問い合わせください。

※「通所手当」は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所経路・方法による運賃または料金の額となります。

※「寄宿手当」は、訓練を受けるため同居の配偶者などと別居して寄宿する場合でハローワークが必要性を認めた方が対象となります。

自分の強みの分析や、職務経歴書の書き方を教えても
らったことが役立ちました。

グループで行う授業で、コミュニケーションの取り方を学
ぶことができました。

講師、スタッフの対応が、精神的な支えとなりました。

修了者の声をご紹介します

受講して、当面の目標や、本当に就きたい仕事が明
確になってよかったです。

基礎分野 修了者

デザイン分野 修了者

調理分野 修了者

営業･販売･事務分野

修了者

▶▶ホームページ「受講者の本音をインタビュー」
で、より詳しい感想をご覧いただけます。

IT分野
▼ はこちら ▼

営業･販売･事務分野
はこちら▼

介護･医療･福祉分野
はこちら▼

外国人向けコース
（介護）はこちら▼

ドッグトリマーコース
はこちら▼



●訓練期間・時間
3月27日～6月26日 11：00～17：30

●定員
20名（最少開講人数：9名）
●自己負担額

7,810円（税込）
●実施施設
ビューティビジネスアカデミー 名古屋校 （名古屋市中村区）
TEL 052(451)1155 （担当:川本）

募集期間 2023年1月27日(金)～2月24日(金)

●訓練期間・時間
3月27日～6月23日 9：40～16：10
●定員

20名（最少開講人数：5名）
●自己負担額 6,600円（税込）
●実施施設

Nパソコンスクール上前津校 （名古屋市中区）
TEL 052(252)7711 （担当:野田、前川）

●訓練期間・時間
3月27日～6月23日 9：40～16：10
●定員

20名（最少開講人数：5名）
●自己負担額 7,400円（税込）
●実施施設

Nパソコンスクール上前津校 （名古屋市中区）
TEL 052(252)7711 （担当:野田、前川）

目指せ専門職！建築CAD・オフィスPC実践科

https://www.jeed.go.jp/location/shibu/aichi/index.html
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 愛知支部

雇用支援機構 愛知

訓練の詳細についてのお問い合わせは、ハローワークまたは訓練実施機関へ！

愛知支部HP 愛知労働局HP

各校で開催する訓練説明会に参加すると、求職活動実績１回分にカウントすることができます。

雇用保険受給資格者の方へCheck !

（詳細は中面「受講手続きの流れ」をご覧ください）

コースの詳細はWEBで確認できます！ または

愛知県のハローワーク

ハローワーク名古屋中
TEL 052(855)3740
（部門コード43＃)

ハローワーク名古屋南
TEL 052(681)1211
（部門コード41＃)

ハローワーク名古屋東
TEL 052(774)1115
（部門コード42＃)

ハローワーク豊橋
TEL 0532(52)7193

ハローワーク岡崎
TEL 0564(52)8609

ハローワーク一宮
TEL 0586(45)2048

ハローワーク半田
TEL 0569(21)0023

ハローワーク瀬戸
TEL 0561(82)5123

ハローワーク豊田
TEL 0565(31)1400

ハローワーク津島
TEL 0567(26)3158

ハローワーク刈谷
TEL 0566(21)5001

ハローワーク碧南
TEL 0566(41)0327

ハローワーク西尾
TEL 0563(56)3622

ハローワーク犬山
TEL 0568(61)2185

ハローワーク豊川
TEL 0533(86)3178

ハローワーク蒲郡
TEL 0533(67)8609

ハローワーク新城
TEL 0536(22)1160

ハローワーク春日井
TEL 0568(81)5135

※ 相談受付時間：平日8:30～17:15（祝日､年末年始は閉庁です）

●訓練期間・時間
3月27日～7月26日 9：40～16：10

●定員
10名（最少開講人数：4名）
●自己負担額

16,500円（税込）
●実施施設

Nail Academy Allure （一宮市）
TEL 0586(64)9711 （担当:吉田）

●訓練期間・時間
3月27日～9月25日 9：30～16：00
●定員

15名（最少開講人数：4名）
●自己負担額

14,430円（税込）、職場見学先への交通費
●実施施設
岡崎南アニマルアカデミー（額田郡幸田町）
TEL 080(7691)5967 （担当:亀嶋）

しっかり学ぶ！事務パソコンスキル基礎科

リラクゼーション・セラピスト科

0からスタート ドッグトリマー養成科ネイリスト養成科

実践コース

基礎コース

●訓練期間・時間
3月27日～6月23日 9：40～16：10
●定員

15名（最少開講人数：5名）
●自己負担額 8,200円（税込）
●実施施設

Nパソコンスクール名古屋校 （名古屋市中村区）
TEL 052(253)5440 （担当:野田、前川）

基本から学べる！簿記・オフィスPC実践科 実践コース

●訓練期間・時間
3月27日～5月26日 9：30～16：20
●定員

20名（最少開講人数：5名）
●自己負担額 5,500円（税込）
●実施施設
社会福祉研修センター（名古屋市昭和区）
TEL 052(745)6660 （担当:谷口）

介護職員養成科(短期間・短時間) 実践コース

●訓練期間・時間
3月27日～7月26日 9：30～16：00
●定員 20名（最少開講人数：10名）
●自己負担額 15,000円（税込）
●実施施設
ヒューマンアカデミー名古屋駅前校
サテライト教室 （名古屋市中村区）
TEL 0120(016)455 （担当:堀内、白木）
●本コースの募集期間は、2023年1月27日(金)～2月17日(金)です。

就職に役立つパソコン簿記社会保険事務科 実践コース

●訓練期間・時間
3月27日～8月24日 9：00～15：25
●定員

25名（最少開講人数：12名）
●自己負担額 0円
●実施施設
環境キャリアカレッジ名古屋校（名古屋市千種区）
TEL 052(734)6154 （担当:榎本､神谷､池田）

WEBデザイナー科 実践コース
●訓練期間・時間

3月27日～6月23日
オンライン 9：30～14:30  通所 10:00～16:40
●定員 20名（最少開講人数：9名）
●自己負担額

8,136円（税込） ､オンライン訓練受講に係る
ソフトウエア利用料 15,336円（税込）、通信費
●実施施設

WASパソコンマルチメディアスクール（名古屋市天白区）
TEL 052（809)1111 （担当:小島、岡島）

WEBデザインマーケティング
オンライン科（短時間） 実践コース

●訓練期間・時間
3月27日～5月26日

●定員 25名（最少開講人数：12名）
●自己負担額 ソフトウエア利用料12,960円（税込）、通信費
●実施施設
ジョブトレ愛知校 （新城市）
TEL 050（8884)5051 （担当:平原）

広報／事務で活躍できる
Webデザイナー養成科（eラーニング） 実践コース

実践コース

ｺｰｽ実践コース

実践コース

オンライン
＋通学
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