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制度の紹介動画はこちらから 円楽とシロのハロートレーニング

あなたも求職者支援訓練を受講しませんか？

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
千葉支部 求職者支援課 https://www.jeed.go.jp/location/shibu/chiba/jyukou.html

〒263-0004 千葉市稲毛区六方町274番地 043-422-7774
コース案内

TEL

● ハローワーク千葉
　TEL 043-242-1181
　（部門コード）42#

● ハローワーク市川
　TEL 047-370-8609
　（部門コード）42#

● ハローワーク銚子
　TEL 0479-22-7406

● ハローワーク館山
　TEL 0470-22-2236

● ハローワーク木更津
　TEL 0438-25-8609
　（部門コード）４１＃

● ハローワーク佐原
　TEL 0478-55-1132

● ハローワーク茂原
　TEL 0475-25-8609

● ハローワーク茂原
　いすみ出張所
　TEL 0470-62-3551

● ハローワーク松戸
　TEL 047-367-8609
　（部門コード）43#

● ハローワーク松戸
　野田出張所
　TEL 04-7124-4181

● ハローワーク船橋
　TEL 047-420-8609
　（部門コード）42#

● ハローワーク成田
　TEL 0476-89-1700
　（部門コード）41#

● ハローワーク千葉南
　TEL 043-300-8609
　（部門コード）42#

Q. 就職活動のサポートはしてくれるの？
専門のキャリアコンサルタントによるキャリアコン
サルティングが実施されます。また訓練と並行してハ
ローワークからの積極的な支援も受けられます。

Q. 訓練中に支給されるお金は？
一定の支給要件を満たす場合は、月10万円の職業
訓練受講給付金が訓練期間中、支給されます。
※支給要件などは、ハローワークにお問い合わせください。

Q. 資格取得は出来るの？
各コースのコース案内には、訓練修了後に取得可
能な資格（任意受験）の情報が掲載されています。
多くの方が資格取得に挑戦しています。

安定した仕事に
就きたい。

面接に自信がない。
コミュニケーション力を
身につけたい。

新たなスキルを
習得して就職に
活かしたい。

退職してブランクが
あるので仕事に
つくことが不安。

このような方にオススメ

お住まいの住所を管轄するハローワークまでお住まいの住所を管轄するハローワークまでお問い合わせ・お申込みは

コース案内はこちらから

テキスト代は除く

このような方にオススメ

お問い合わせ・お申込みは

Q. 訓練の受講期間はどのくらい？
基礎コースと実践コースがあり、基礎コースは2～
4か月、実践コースは原則3～6か月になります。1日
の訓練時間は5～6時間です。また特定のコースでは
短期間（2か月）や短時間（1日3～6時間）の受講も
可能です。その他にオンラインやeラーニングで、自
宅での受講が出来るコースもあります。

Q. 基礎コースと実践コースの違いは？
基礎コースはビジネスマナーや面接対策など、
最初の1か月は社会人としての必要不可欠な能力を磨
きます。実践コースは具体的な職業・職種を想定した
訓練内容になっています。

 and AnswerQuestionQuestion

制度のPR動画はこちらから
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Q. 受講のきっかけは？
転居を機に離職することとなり、前職は一般企業の経理担当

だったこともあり、今後の職種も経理を希望していました。1社の

みの経験であったこともあり、幅広い知識と経験、応用力を身に

付けて就職したいとの思いもあり、ハローワークからの紹介で職

業訓練を受講することにしました。いくつか訓練校を見学してま

わりましたが、ヒラオ人材開発センターでの授業は生徒と先生の

距離が近く、質問しやすい雰囲気で、コミュニケーションの苦手

な自分でもついていけるのではないかと思い受講を決めました。

カリキュラム面でも、今後も経理事務に就きたいという自分の目

標に応じたものでしたので受講を決めました。

Q. 受講してよかったことは?
学生の時に簿記は習っていましたが、日商簿記検定の試験内容

が再編されており、新たな分野については、しっかりと学ぶことが

でき、とても勉強になりました。また、講師の先生が税理士の方

もいらっしゃり、実務に応じた様々なパターンを想定して授業を

進めていただけたので幅広く学ぶことができました。

また、キャリアコンサルティングの中では、求人情報の情報収

集の仕方も指導いただき、履歴書、職務経歴書の添削指導によ

り自分の強みを出せるような、さらに前職の経験や学ぶ意欲をア

ピールすることなどもご指導いただきました。キャリアコンサル

ティング以外の時間でもよく声をかけていただき大変心強かった

です。

訓練科名：経理・人事労務・パソコンスキル習得（昼間）科 / 修了者：20代女性（令和2年度修了） / 就職先職種：経理事務

Q. 就職までのプロセスは?
ハローワークでの情報収集と併せて、インターネットを活用して

就職活動を行いました。就職にいたった強みとしては、キャリアコ

ンサルティングでも指導していただきましたが、これまでの前職

の経験に加えて空白の期間もなく、訓練校で学んでいたことが、

意欲があると評価していただいたと理解しています。また、学んで

いく中で様々な経験を有する方と接する時間を持てたことによ

り、これまで苦手としていた、人とのコミュニケーションについて

も少し自信が持てるようになりました。

Q. 今後の仕事内容と抱負は?
希望していた経理事務（正社員）で就職が決まりました。就職

先はベンチャー企業で従業員が十数名。当面は経理担当ですが、

職業訓練で学んだ経理はもちろん、機会があれば人事労務関係

の業務にもチャレンジしていきたいです。また、6月に受験予定で

あった日商簿記の試験も中止となり、受験できなかったため、就

職してからチャレンジしていきたいと思っています。

経理事務（正社員）で就職できました 

修了者に感想を伺いました！修了者に感想を伺いました！

Message 早期就職をサポート！

会計ソフトで経理実務を習得

キャリア・コンサルティング

人事労務法規の習得

千葉県船橋市前原西2-34-10 米本ビル3階・5階
（JR津田沼駅 徒歩4分 / 新京成電鉄 新津田沼駅 徒歩6分）住所

ヒラオ人材開発センターは平尾社会保険労務士事務所が運営している職業訓練校です。 2011年4月に開校し、すでに
800名以上の修了生を輩出しています。 　
「経理・人事労務・パソコンスキル習得（昼間/夜間）科」では受講生は簿記、社会保険の手続き、給与計算、Word・Excelや
会計ソフトの操作など、事務系職種に役立つスキルを6ヶ月間かけてしっかり学習し、幅広い業種への就職を果たしています。
専任のキャリアコンサルタントによる就職支援や職業紹介事業者として受講生へのお仕事の紹介も積極的に行っています。

ヒラオ人材開発センター 047-493-3815電話
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Q. 受講のきっかけは？
企業の広報事務を10年ほど経

験しましたが、結婚を機に離職し

ました。その後、子育てがやや落

ち着いてきた時期から調理の補

助に4年ほど従事していました。

しかしながら、今後のキャリアを

考えた時、事務職フルタイムの仕

事に就きたいという思いが強く

なってきました。

希望職種での就職活動を始めるにあたり、事務職に就いていた

時期から随分時間が経過してしまっていることもあり、まずは職業

訓練について情報収集を行いました。ハローワークインターネット

サービスで自宅から近く、また学びたい分野の訓練のコースを見つ

け、見学に行き受講を決定しました。前職は、繁忙期だったことも

あり、訓練直前まで仕事を続け、開始直前に離職しました。

Q. 受講してよかったことは?
事務職をしていた時から随分時間が経過していたので、訓練で

学んだカリキュラムの全てが今の仕事に役立っています。

これまで、広報事務を経験したとはいうものの、社会保険、経理な

どの実務経験が全くなかったため、簿記や会計ソフト、社会保険の基

礎知識を訓練で事前に身に付けてから就職できたことが、業務で多

少の違いがあっても仕事のイメージができ大変助かっています。

訓練中に、キャリアコンサルティングをはじめて受けましたが、

面接の受け方や履歴書の添削指導など適切なアドバイスとともに

先生からの日々の声かけをいただき就職に関するモチベーション

を最後まで保つことができ、修了前に就職が決まりました。

Q. 就職までのプロセスは?
訓練校からは、訓練受講中もエントリー、面接を重ねていくよう

日々の指導があったこともあり、ハローワークの求人検索機で定

期的に情報収集を行っていました。子供がいることから、自宅から

近い勤務地の正社員事務職を希望していましたが、なかなか希望

訓練科名：基本から学ぶオフィス事務・パソコンスキル養成科 / 修了者：40代女性（令和元年度修了） / 就職先職種：事務全般

の求人が見つけられず、まずは自宅から近い会社で時給アルバイト

（採用後正社員登用あり）の求人に応募することにし、結果、訓

練修了前に一発で採用が決まり、就職することができました。

就職先からは就職後3か月で正社員へという話もありましたが、

自分自身が続けられるか見極めてからという思いもあり、今年の夏

に正社員になりました。

Q. 現在のお仕事は?
勤務先は電子機器のオリジナル開発を行っている企業で従業

員8名。事務は2名体制で業務を行っています。業務は多岐にわ

たり、事務職は人事労務、経理、部品の発注などの営業事務、さ

らに社内規則の整備まで幅広く行います。

これまで社会保険、経理は未経験だった上に製造部品の基礎

知識がないため、発注にも手間取っていますが、日々勉強中です。

アルバイトから事務職正社員へ
千葉県我孫子市天王台1丁目24-4 川村第13ビル 4階
（常磐線快速天王台駅南口から 徒歩1分）

住所 04-7183-8688電話

夏目ビジネスカレッジは、全ての求職者が受講可能な求職者支援訓練をメインに職業訓練を運営しており、社会人にとって
必須のスキル：ビジネス事務スキル（総務・経理・ワード・エクセル・パワーポイント）が総合的に身に付きます。
運営会社である株式会社夏目FPオフィスは、総合コンサルティング会社なので、実例や実務に沿ったカリキュラムにより
基本から実践可能なレベルまでビジネス事務スキルを習得できます。また、履歴書の書き方・面接の受け方・ジョブカード
作成・キャリアカウンセリング・就職活動の個別支援を行い、早期就職の実現をサポートしています。

夏目ビジネスカレッジ

修了者に感想を伺いました！修了者に感想を伺いました！

Q. 受講のきっかけは？
これまでは、販売業、そして直近は病院内でのシーツ交換等の

リネン交換の仕事についていました。叔母、友人などが介護関係

の仕事に就いていたこともあり、介護には以前から関心がありまし

た。自分も年を重ねて、介護される立場が無関係とは言い切れな

いが、元気なうちに社会に役立つことをしたいという思いもありま

した。介護職には年齢制限があるわけではないということも聞

き、ハローワークで訓練について紹介していただきました。未経験

だったこともあり、まずは訓練を受けてからと受講を決めました。

Q. 訓練の感想、就職活動は？
担当講師の方は現場経験者、または現場で今も働いていらっ

しゃる先生方なので、実務に即した内容でかつプロ意識も高くモ

チベーションを保ちながら受講することができました。また、企

業実習では実際の現場にふれることもできました。

介護には様々な形態があります。訓練校からは自分にあった就

職先を見つけられるよう、数多くの現場を見るようすすめていた

だきました。自分で予約がとりにくい場合は、訓練校から先方に

説明していただくことも可能です。私は家から近いデイサービスを

選択し、見学に行かせていただきました。自宅から通いやすいこ

ともあり、面接を受け、採用となりました。

Q. 今後の仕事内容と抱負は?
就職先は、午前中10名、午後10名を受け入れるデイサービスで送

訓練科名：介護職員初任者研修養成科 / 受講者：60代女性（令和2年度修了予定） / 就職先職種：介護施設（デイサービス）

迎から筋肉体操、塗り絵のようなリハビリ補助、レクリエーションま

で担当の予定です。早く仕事に慣れるよう頑張っていきたいです。

60代、未経験、介護職への就職60代、未経験、介護職への就職

私は、介護保険制度がスタートする以前から、23年間介護

業務に就いています。当時は、特に資格もなく、ゼロからのス

タートでした。現在は10日から14日間デイサービスに従事

し、併せて訓練の講師を担当ささせていただいています。

訓練は、これまでの私の経験を糧に、テキストに記載のあ

ることが、実際の現場ではどのような事案となって起こって

いるか、受講者のみなさんが仕事の現場で遭遇した時に役立

つよう実例を用いて授業を行っています。また、現在は、新型

コロナウイルス感染防止の観点から介護現場も消毒、換気、

マスク、フェイスシールドなどあらゆる感染防止策をとりなが

ら業務にあたっています。訓練も同様に感染防止策を徹底し

ながら行っています。

新型コロナウイルスの関係で、現場には緊張感もあります

が、密をさけて、気を引き締めて感染防止策の徹底を継続す

れば恐れることはありません。また介護の現場では新しい仲

間も現在奮闘しています。　

介護に関心のある方、是非第一歩を踏み出してほしいと思

います。

Message担当講師からのメッセージ

実務に即した訓練を展開！

修了者に感想を伺いました！修了者に感想を伺いました！

Message 早期就職をサポート！

パソコン初心者も安心！就職に必要なスキルを習得！

キャリアコンサルティングなど就職支援も充実！

スキルアップ＆就職支援を
全力サポートの夏目代表！

実務に即した講義を展開！

「スライディングボード使用の移乗」講習 「体位変換」講習

株式会社ウイングは、市川に本社を持つ総合的な福祉企業です。平成11年8月に開講した千葉県知事認定ホームヘルパー
2級養成講座から始まり、すでに1,000人以上の修了生を輩出しています。
「介護職員初任者研修養成科」では、初めて介護を勉強する方を対象に、ベテランの講師陣が実践例をもとにわかりやすく
丁寧に指導していきます。ボディメカニクスを活用した介護技術、実際の介護現場での実習、基礎的なパソコン技術など、仕事
へとつながるスキルを3か月で身につけます。また、履歴書・ジョブカード作成指導、模擬面接、キャリアコンサルティングといっ
た就職支援を行い、早期就職へのサポートも行っています。

047-420-8772電話ウイング船橋湊町校 住所 千葉県船橋市湊町2-12-25（京成線・JR船橋駅下車 徒歩10分）
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Q. 受講のきっかけは？
これまで、プログラマー、

レストランで仕込み作業、

パン製造や販売などのサービ

ス業を中心に携わってきまし

たが、肘を痛めたこともあ

り、離職することにしました。

当初は事務職など、あまり身体を使わない仕事を念頭に求職活動を

行っていましたが偶然、ハローワークでのコース案内チラシを見て、

職業訓練の説明会に参加しました。

説明会で校長先生から花業界には様々な職種があること、

また、自分次第で年齢を重ねても続けられる仕事だということを聞き

興味を持ち、また体調面も回復したことから受講を決定しました。

Q. 受講してよかったこと、就職活動は？
サービス業には長年携わってはきましたが、マーケティング知識

については、訓練で初めて理論的に学び、大変勉強になりました。

また、色彩学やブーケ実習は今でもアレンジメントを行う際に大

変役立っています。また、職場体験では店舗での花の水あげ作業な

ど実際の仕事のイメージが具体化し、よい経験となりました。

キャリアコンサルティングでは、ウエディング、店舗、葬儀など

様々な場面における花業界での仕事の内容、求人情報の収集方

法について、詳しく教えていただきました。インターネットで花業

界における求人情報収集を積極的に行い、就職が決まりました。

Q. 現在のお仕事は？
ホテル内でのフラワーコーディネート業務に携わっています。

お客様のニーズに応え、お花を選び、花束・アレンジメント・ウエ

ディングブーケ製作などを行い、ホテルの担当部署に引き渡すとい

う仕事を行っていますが、よい反響があるとやはり嬉しく思います。

今後は、フラワー装飾技能士などに挑戦し、スキルアップしなが

ら続けていきたいと思います。

訓練科名：基礎から学べるフローリスト養成科 / 修了者：40代女性（令和元年度修了） / 就職先職種：フラワーコーディネーター

花業界への就職

エイムフローラルデザインスクールは、創立27年を迎え、有限会社エイムインターナショナルを母体として花店3店舗を展開
している公益社団法人日本フラワーデザイナー協会の公認校です。2019年にはフラワーデザイナー試験受験者数が日本で3
番目に多いスクールとして表彰されました。
職業訓練は、2011年から実施し、これまで延べ1,000人以上の修了生を輩出しています。「花は人の心を託して贈るギフト、

その花を作り上げるプロとして責任の持てるフローリストを養成する」ことを理念に、実践に役立つ授業を展開し、就職活動を
サポートしています。

修了者に感想を伺いました！修了者に感想を伺いました！

Message喜舎場代表からのメッセージ

千葉県松戸市新松戸4-236-1 
新松戸田中ビル2階（ジェーソン2階）

住所 047-348-3330電話エイムフローラルデザインスクール

フローリストは、人の気持ちをお花に託す、

とてもやりがいのある仕事です。既製品を売る

ということと異なり、その場の気持ちがお花で

表現できるように、例えば葬儀では残った方の

悲しみが癒されるように、ブライダルでは喜びが周囲の方と

分かち合えるように、その場の雰囲気に適したものを造って

いくというとてもやりがいのある仕事です。また、手に職をつ

けるため、年齢に関係なく続けることができます。

授業では実践力を養うよう心がけています。実際の現場で

は、自分の好みではなく、花の種類、予算など、顧客のニーズ

に応じた様々な制約の中で、プロとしての仕事をする専門知

識が必要です。また、就職支援では、花業界に強い求人情報

サイトや花業界団体・企業についての情報提供を積極的に行

うように心がけています。

花業界には様々な職種があります。接客が好きな方には店舗

販売、人と接するのは少し苦手という方はブライダルや葬儀の

花などフラワーアレンジメントなど製作中心の仕事もあります。

花業界での仕事に就くことに興味がある方、迷っている時

間があれば、是非一緒にやってみましょう！！

実践的な訓練を展開！

ウエディング装飾

アレンジメント実習

Messageパソコン講師からのメッセージ
当校の訓練受講者は年齢層が幅広く、20代

から60代まで、また、パソコンのレベルも初心

者から経験者まで様々な方が学ばれています。

授業では、まずは基本操作を第一に行っていき、

さらに応用スキルの習得や資格取得などの目標に向けて

サポートしています。聞きなれないカタカナ用語は身近な用

語に置き換えて、さらに質問時間を多く設けて訓練を実施し

ていきますので、年齢、経験に関係なく、ついていけないとい

うことはありません。

当校の訓練は初心者の方も安心して受講していただけます。

また、人前が苦手、集団授業が苦手、パソコンがはじめてと

いう方も興味があればまずは、訓練を受講してはいかがで

しょうか？様々なことにチャレンジできるきっかけになれば

とサポートしていきます！

Message就職支援講師からのメッセージ
就職支援では、訓練受講の数か月という短

い期間の中で、何を目指すのか、就きたい仕事

をイメージしながら日々訓練を受講していただ

くよう声かけを行っています。また、今までの

キャリアの振り返りにより、自分の強みを引き出す応募書類

へとつながるよう支援していきます。併せて求人情報収集は

習慣化していただき積極的に応募するように声かけを行って

います。模擬面接では面接のルール、言葉遣いでの確認を行

い、自信を持って面接に挑めるよう支援していきます。希望

に近い就職に近づけるよう一緒に頑張っていきましょう！

Q. 受講のきっかけは？
動物系の専門学校卒業後、動

物関連職種から、配達、工場内

での包装等の軽作業等アルバイ

トを続けていて、正社員の経験

が全くありませんでした。長く勤

められる仕事に就きたいと、就

職活動を行う中で、ハロートレー

ニング（求職者支援訓練）につい

て知りました。県外からの受講に

なりますが、アクセスがよく、資格や訓練内容も自分の探していた

ものとピッタリだったため、早速見学に行き、先生の教え方、質問

しやすい訓練風景をみて、ここで学ぼうと受講を希望しました。

Q. 受講してよかったことは?
訓練開始時は、パソコン初心者でなんとか入力できる程度でし

たが、訓練受講により、MOSの資格を取得できました。訓練は、

パソコンの操作方法だけではなく、実際の仕事の中では、どのよ

うに活用されているかということを想定して実施されていました

ので、事務職経験がない私にも、具体的に仕事のイメージが掴め

ました。分からないところは、講師の先生がいつも丁寧に教えて

くださいました。

就職活動では、まず毎日求人検索を行うという情報収集の習

慣ができました。また。就職支援の中で、職務経歴書の添削指導

や分かりにくい求人内容について、説明していただき、随時相談

ができたので就職活動も心強かったです。

Q. 就職活動は？
就職活動は、ハローワークのほか、インターネットの求人サイト

を中心に、情報収集を行いました。就職先は、経験不足等から一

度は不採用になった企業です。求人サイトで再度同社の求人を見

つけ、再度直接交渉し、面接を受けさせていただきました。再度挑

戦したいという熱意と、訓練受講という学ぶ意欲、資格取得など

を評価していただき、二度目の挑戦で採用になりました。

訓練科名：実務で使えるパソコン科 / 受講者：20代女性（令和2年度修了） / 就職先職種・業種：事務職（製造業（機械・鉄鋼））

Q. 今後のお仕事は？
従業員40名程度の機械・鉄鋼加工を行う企業で事務職の正

社員として採用していただきました。退職予定の方の引継ぎを受

けながら、4月には一人で全てこなせるように、すぐに入社の予定

です。正社員ははじめての経験です。また、事務職もはじめての

経験です。早くひとり立ちできるように頑張ります！

未経験から事務職正社員へ

日本国際工科専門学校（旧校名  明生情報ビジネス専門学校）は、創立昭和60年。IT関連の専門学校で、近年日本語学校
部門も運営し、多くの留学生も学んでいます。
社会人向けの職業訓練は、約20年前から実施し、これまで延べ7,000名以上の方が受講されています。訓練は主にパソコン

の基礎から資格取得も視野に入れたカリキュラムでMicrosoft Office Specialist試験は放課後、校内で受験することができ、
多くの訓練生が資格を取得されています。就職支援では、履歴書・職務経歴書の作成指導やキャリアコンサルティング、ビジ
ネスマナーの学習など就職後に必要な知識も学び、早期就職を支援しています。

千葉県松戸市新松戸4-5-2（4号館）
（JR常磐線・武蔵野線「新松戸駅」より 徒歩4分）

住所 047-346-2469電話日本国際工科専門学校

修了者に感想を伺いました！修了者に感想を伺いました！
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Q. 受講のきっかけは？
小売業、医療事務などを経験してきましたが、コロナの影響も

あり、離職することになりました。職業訓練については、以前か

ら様々なコースがあることは知っていました。ただ、私の場合は、

正社員で働いていたわけではなく、資格取得を目指すというより

はむしろ今後の方向性を定めたいと思いがありました。ハロー

ワークに設置してあったチラシを一通り確認し、ビジネスに必要

な基礎力を身に付け、振り返りや就職支援の時間・サポートも手

厚い今回の基礎コースを希望しました。

Q. 訓練の感想、就職活動は？
訓練開始当時は、これまで自分が自信を持ってアピールできる

ことが何かがはっきりせず、今後の目標も見つけることができま

せんでしたが、訓練の中で、徐々に自分を振り返り、さらに就職支

援の先生との相談により整理がついてきました。また、訓練によ

り、職業への理解も深まりました。例えば事務といっても入力の

み、あるいは営業事務など接客・応対を兼ねる事務など企業によ

り様々な形態があります。キャリアコンサルティングにより就職

支援の先生が「こういう仕事がしたいのかな、向いているのかも

しれない」と自然に気づかせてくれる場面が何度もありました。し

だいに、今後に就きたい仕事のイメージが徐々に明確になってき

たかと思います。最終的には、自分は人と接する事務をやってい

きたいと目標が明確になり、就職活動を行うことができました。

現在の勤務先の面接は、絶対に入社したいという思いで挑みま

訓練科名：PCスキル＆簿記 基礎科 / 修了者：40代女性（令和2年度修了） / 就職先職種：事務職（英会話教室）

した。私個人としては、年齢が不安な部分もありましたが、会社か

らはここで働きたいという強い思いと、これまでの様々な経験に

よる対人力、対応力を評価をいただき、採用となりました。

Q. 現在のお仕事は？
4名の外国人講師を抱える英会話教室の事務として働いています。

生徒に不安がないように講師と調整を図ったり、受講を検討され

ている方に案内を行うこともあります。

正直英語は得意ではありません。自分も英語上達の実体験を

伝えられればと私自身も教室でレッスンを受講しています。実体

験を活かし、自信を持って応対できるスタッフになれればと思っ

ています。

千葉県船橋市湊町2-11-3 ASビル2階住所 047-437-8015電話

自らを振り返り、選択した就職自らを振り返り、選択した就職

セレナ船橋教室では、講師の多くがキャリアコンサルタントの資格を持ち、簿記やパソコンの資格取得、就職支援、さらにライフ
キャリアの形成にも力を入れています。休み時間中や放課後にも気軽に、応募書類や面接の相談も可能で、これが就職活動の成功に
つながっています。資格については、パソコンはパソコン操作、メールの打ち方、タッチタイピングなど基礎からスタートし、マイクロソ
フトオフィススペシャリスト（MOS）の取得を目指します。簿記は、基礎の日商初級レベルから学び、日商３級資格取得まで学びます。
ExcelとWord操作を習得し、さらに経理や総務の知識があれば、会社でも即戦力になります。幅広い年齢層の方、事務
職以外を目指す方にとっても必要なスキルであり、多くの方が受講されています。

セレナ船橋教室

修了者に感想を伺いました！修了者に感想を伺いました！

Message担当講師からのメッセージ
セレナでの就職支援の特徴は訓練の講義を

担当している講師がキャリアコンサルタントの

資格を有し、スキルの習得と併せて、訓練期間

中就職支援を常に行っているということです。

キャリアコンサルタント養成講座の講師を務める就職支援の

専門家も講義を担当し、モチベーションを高く保ちながら訓

練を継続していただいています。また、訓練期間中はパソコ

ンが自由に使用できますので、休み時間を活用し、情報収

集、履歴書の作成等に活用していただいています。

就職活動においては、「ただ就職する」ということでなく、

「続けられる仕事を選ぶ」ことが大切です。現在の受講者の

年齢層は幅広く、10代から60代の方々が「就職する」という

同じ目標に向かって意欲的に取り組まれています。「ピンチは

チャンス」です。もし今迷われているのであれば、自己理解を

深め見つめ直すチャンスです。是非見学にお越しください。

Q. 受講のきっかけは？
健康保険組合で30年近く勤務していましたが、長時間の残業

が常態化し、体調を崩したこともあり、離職しました。これまで医

療事務や病院勤務でのお年寄りとのコミュニケーションの経験

により、介護を身近に感じていたこともあったことから、再就職

については、介護分野での再就職を目指すことにしました。

介護職での再就職にあたり、将来的には介護福祉士の資格を

考え、まずは実務者研修の資格取得できるコースを受講したいと

考えました。コロナの影響で公共職業訓練の多くは中止になって

いるコースも多い中、求職者支援訓練の実務者研修は募集して

いたことから、通所しやすい場所であったこともあり今回受講を

希望しました。

Q. 訓練の感想、就職、現在のお仕事は？
現在の職場のグループホームは軽度重度の差はあるものの、

認知症の症状のある方が入居されています。また、車椅子の方も

いらっしゃいます。実務者研修の実技で学んだ車椅子への移乗、

口腔ケア、食事補助、着脱、入浴などの介護実技は特に、現場で

役立っています。

現在の勤務先は企業実習先です。研修体制、人事面、働いてい

る方々の対応もしっかりとされており、実習中にここで働きたいと

いう思いで採用試験を受けました。結果、翌月から働いています。

現在16名の入居者を4名で介助しています。業務内容は、服薬の

確認、起床介助、食事介助、水分補給の補助、レクリエーション

など多岐にわたります。現在、コロナ感染防止のため職員はPCR

検査を月4回実施し利用者の安全を確保しています。大変なこと

もありますが、コミュニケーションのある介護の仕事は、自分に

向いているとやりがいを感じています。

訓練科名：介護福祉士実務者研修養成科 / 受講者：50代男性（令和2年度修了） / 就職先職種：介護職

コミュニケーションを大切に。介護職へコミュニケーションを大切に。介護職へ

千葉介護福祉カレッジ（株式会社浩浩）は、介護に従事する人財を育成すること、介護を担うことのできる人材を育成する、
介護のお仕事の楽しさを伝えていくことを目的に設立しました。
人が人のサポートをする介護業務においては、人を大切にする心、日常生活に支援を必要としている方々を慈しむ気持ち、

傾聴できる余裕などが必要とされています。介護の技能・技術を学ぶとともに、思いや気持ちを大切にする職業教育を提供し
ていきたいと考えています。

就職支援にあたっては、まずは数多く見学し、就職したい

場所を早期に選んでいただくよう声かけしています。併せて

アポイントなどの、見学支援、求人企業の処遇確認や応募に

向けての履歴書の添削指導など就職サポートを行っていま

す。また、過去に行った施設見学の情報を積極的に提供し、

介護施設の情報収集に役立てていただいていただくととも

に、受講生が見学を行った場合は、その都度授業の中で紹介

してもらい、お互いの情報共有に役立てていただいていま

す。また、介護施設の人事担当者の方には定期的に説明にき

ていただいたりもしています。　

授業は、長年介護施設の責任者も勤めたベテラン講師に

担当していただいています。現場で活躍され、実務経験が豊

富なだけではなく、スタッフを指導していた立場の経験があ

るため、理解促進のみではなく、受講者の適性を見極めたア

ドバイスがあると喜んでいただいています。

Message実施機関からのメッセージ

　現場で役立つ訓練を！

修了者に感想を伺いました！修了者に感想を伺いました！

生活支援技術（基礎・入浴介助）

043-441-8331電話千葉介護福祉カレッジ 千葉県千葉市中央区栄町36-10 甲南アセット千葉中央ビル8階
（JR千葉駅東口 徒歩7分）

住所

医療的ケア演習（胃ろう実習）

即戦力となる訓練を展開
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Q. 受講のきっかけは？
以前はアパレルの接客販売を行っていましたが、結婚・出産を

機に退職し、就職については10年以上もブランクがありました。

以前から働きたいと思っていたこと、子育てが落ち着いてきたこ

と、家族の理解もあったことからハローワークでの情報収集、求

職活動を始めました。

子供がいるため、平日、日中勤務の事務職で働きたいと思いま

したが、現実は厳しく、ハローワークで職業訓練について紹介し

ていただきました。パソコンについて学んだ経験も事務職の経

験もなかったため、パソコンを基礎から学べる、また自宅からの

アクセスもよいこちらのコースを希望しました。

Q. 訓練、就職活動、現在のお仕事は？
講師の先生が素晴らしく感謝しかありません。授業の教え方は

もちろんですが、先生、スタッフの方ともにいつも親身になって相

談にのっていただき、クラスの雰囲気も非常によかったです。

訓練カリキュラムとしては、パソコンはもちろん、ビジネスマ

ナー、面接の仕方、応募書類の書き方など、丁寧に教えていただ

き自分を振り返ることができました。

就職活動は、緊急事態宣言で1か月間休校があった時期でもあ

り、厳しい時期でしたが、ハローワークには定期的に通っていまし

た。行政の事務で求人が出ていることを知り、応募、すぐに採用、

就職となりました。現在は、行政の事務として、データの出力、発

送等の事務処理を担当しています。

訓練科名：パソコン総合マスター基礎科 / 修了者：40代女性（令和2年度修了） / 就職先職種：事務職（行政事務）

私のように長年ブランクがあり、また職業経験もアパレル販売

業のみという全くの異業種の経歴であったにも関わらず、あきら

めず、希望の事務職で就職できたのは、訓練受講中に親身に相談

にのっていただいた先生、スタッフの方のサポートがあったからこ

そだと思います。就職に向けて、自分が違う世界に飛び込む勇気

を持つことは大切ですが、そのための土台づくりが重要です。受

講中、訓練校で勇気づけていただき、また訓練によってその基礎

となる土台を築けたことは感謝しかあ

りません。まだまだ勉強中ですが、しっ

かり経験を積んでいきたいと思ってい

ます。

飛び込む勇気 土台を築き 就職！飛び込む勇気 土台を築き 就職！

東芝OAスクール（ムラタ有限会社）は、平成元年ワープロ、パソコン教室を開講後、平成13年より約20年間、職業訓練
を実施しています。
パソコン、PCデスクは1人1台を使用し、「パソコン文書作成はお任せ」といえる人材育成を目指し、文書作成、表計算、グ
ラフやプレゼンテーション資料作成等の指導を行っています。
また、訓練と並行し、常駐する専任のキャリアカウンセラーが、求人動向を把握した上での求人情報収集、職務経験の棚卸や

自己PRの強み等の再発見に向けてアドバイスを行い、応募書類、面接試験の受け方など就職活動をしっかりサポートしています。

修了者に感想を伺いました！修了者に感想を伺いました！

Message 就職支援について

千葉県千葉市中央区中央3丁目3番1号 フジモト第一生命ビルディング10階住所 043-222-7456電話東芝OAスクール
（JR千葉駅東口徒歩9分、京成千葉中央駅 徒歩4分 / モノレール葭川（ヨシカワ）公園駅 徒歩1分）

Windows基礎

就職支援については、主体的に活動

できるようにサポートを行っています。

まずは、自己理解と就職の準備です。

就職は、ただ就職するというのではな

く、長く、安心して勤めることができ

る、自分が納得できる就職をすることが大切です。職業能力

開発講習、キャリアコンサルティングを通じ自己理解を深め

最初の1か月目で応募書類の完成を目指します。これまでの

経験を振り返ることにより、自分の強みを見出すとともに、不

足している部分については、訓練や資格取得で補っていこう

という話をしています。そのほか、面接前などは不安を取り除

くよう相談を行っています。

就職活動は気持ちが向かない時もあるかもしれません。そ

ういう時は最低限求人検索などの情報収集は行うなど就職か

ら目を背けないようにサポートしていきます。また、スピーチを

順に行い就職意欲を共有するような取組みも行っています。

仕事を離れる方も増え、就職活動は厳しいという心配があ

るかと思いますが、自己理解を深め、しっかりとした応募書

類や面接準備を行い、真摯に訓練に取り組めば就職意欲は

必ず伝わります。東芝OAスクールでは気持ちに寄り添った就

職支援を行っていきます。

Message 就職支援担当から
受講者の方はそれぞれ異なる事情や悩みがあ

るため、就職支援では、まずは傾聴し、寄り添い
ながら面談を進めていきます。ご自身がお話しし
ていく中で自己理解をすすめ、今後何をしてい
きたいのか目標設定できるよう相談を進めていきます。
日建学院は建築関係資格取得対策有料講座を経営層の方

も利用されているなど、建築業界における幅広いネットワー
クがあり、業界の求人情報が集まりやすいことから、そのご
縁で就職される方もいます。
もし、受講を迷っていらっしゃれば、その時間はタイムロスです。

訓練は数か月、まずは行動してみてください。その先は全く予
想していなかった結果につながるのではないでしょうか。

訓練について
建築業界での仕事を希望される方は、CAD操

作の習得は必須要素です。またCADは建築だけで
はなく機械や製造現場でも幅広く使用され、2次
元CAD操作の習得により就職の幅が広がります。
訓練では、日頃馴染みのない、一見難しそうに見えるCAD

をまずは楽しんでいただき何ができるのかを体験していただ
くことから始めます。併せてこれまでの建築設計の実務経験
から、現場でのCADの操作、使用するワードやコマンドにつ
いて具体例を入れてお話するよう心がけています。CADの操
作は初めてという方がほとんどですが、興味を持って取り組
んでいただき、資格取得にチャレンジされる方もいます。
3次元CADではBIM（3次元の建築デジタルモデル）の操

作を習得します。BIMは3次元で設計を行い、各部の材料や仕
上げに必要なデータも管理、作成し
た3Dデータをもとに設計図面や指
示書類をほぼ自動的に出力すること
ができる一元管理できるソフトでこ
れからの普及が期待されています。

Q. 受講のきっかけは？
大学卒業後、10年近くコンビニでアルバイト

をしていました。雇用保険にも加入していない

状態で、このままではいられないなとは思っては

いましたが、なかなか踏み切れずにいました。

友人からCADの仕事や資格について話を聞いたことを機にCAD

に興味を持ちました。ハローワークでタイミングよくCADを学べる

訓練の受講者募集について案内があり、受講を希望しました。

Q. 受講してよかったことは?
受講したコースは、最初にパソコン全般（文書作成、表計算、プ

レゼンテーション）を学び、その後2次元・3次元CADを学ぶ内容

でした。これまでパソコンは少し扱ったことがある程度で、きちん

と学ぶのは初めてでした。また、届出書類作成事務もあり初歩から

学べる機会があってよかったと思います。なお、CADも必須要素です。

訓練では操作等スキルの習得だけではなく、建築業界と関連づけ

て授業が行われ、また建築業界に関する講話もあり、業界につい

て就職前に知ることができました。クラスの雰囲気もよく、集中し

て学ぶことができました。

Q. 就職活動は？
就職活動は、まずは自己分析を行い、並行して転職サイトなど

で情報収集を進めました。訓練校では情報収集のアドバイス、キャ

リアコンサルタントによる相談、履歴書の添削等をしていただきま

した。就職は日建学院に直接相談があった求人について個別に声

掛けしていただいたのがきっかけで応募し、採用となりました。

Q. 現在のお仕事、今後の抱負は？
職場は、木の家を建てる注文住宅の施工を行っている工務店

で、現在、建築現場の現場管理、設計補助、建物構築に関する各

種手続き書類の作成、確認等幅広く建築事務を担当しています。

全てが初めてで周囲に教わってばかりの状況です。また、現場施

工が終わってからの打ち合わせ、調整業務を行うため帰宅は決して

早くはありませんが、休憩時間を長くとるなど勤怠管理もしっかり

訓練科名：実践力を身につける建築CAD・BIM科 / 受講者：30代男性（令和2年度修了） / 就職先職種・業種：建築事務（工務店）

しています。また職場も活気があり全く苦にはなりません。むしろ

日々、新たに何かを覚え、できるようになっていくことの繰り返しで

自分の成長を感じることができ、充実しています。　業界ではコロ

ナの影響による「ウッドショック」（輸入木材価格の高沸）と呼ば

れる現象が懸念される状況ですが、企業努力により今のところ影

響はありません。当面の目標は、2級建築士の資格取得です！

千葉県船橋市本町1-26-2 船橋SFビル1階
（JR・京成 船橋駅 徒歩3分）

住所 047-422-7501電話

アルバイトから 建築事務正社員へ

建築資料研究社（日建学院）は、全国に施設があり、地域ニーズに合わせて、介護、宅建、CAD、パ
ソコン操作等幅広い分野の職業訓練を実施しています。
訓練は、厳選された教材により、熟練講師が実践的な指導を展開し、はじめて学ぶ方も理解が深
まるような訓練を実施し、検定受験者では高い合格率を実現しています。また、受講開始時から求人
情報の提供や就職相談などを継続的に行い、就職意欲の維持・向上をサポートしていきます。

日建学院船橋校

修了者に感想を伺いました！修了者に感想を伺いました！

　2次元CAD　AutoCAD
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訓練科名：Webデザイナー・クリエイター養成科 / 受講者：30代女性（令和3年度修了） / 就職先職種：Webデザイナー（Web制作会社勤務）

04-7128-6781電話

未経験からWeb制作の仕事へ未経験からWeb制作の仕事へ

中央キャリアアップアカデミーは、2011年12月に開講し、当初はOfficeソフトを中心とした訓練を行っていましたが、現在
はIllustrator・Photoshop・Dreamweaver・XD等のスキルを習得しWebデザイナー、Web制作に必要な基礎知識、必要な
ソフトの使い方、HTMLなどによるWebサイトコーディングなどを、できるだけ仕事に近い環境で6ヶ月間で習得し、Webサ
イトの企画・立案からデザイン・コーディング作業まで、Web系の就職を目指す訓練を行っています。これまで、数多くの修
了生がWeb制作会社やECショップの運営、フリーランス等、Web業界に就職され、活躍されています。

中央キャリアアップアカデミー

修了者に感想を伺いました！修了者に感想を伺いました！

住所 千葉県柏市南柏１丁目1-2 富士物産南柏駅前ビル4階

Q. 受講のきっかけは？
事務職に6年ほど就いていました

が、期間満了となりました。再就職に

あたり、特に資格も保有していなかっ

たこともあり、職業訓練の受講を希望

することにしました。訓練コースにつ

いては、当初、ワード、エクセルの習得

とWebデザインのコースで迷いました

が、昔から絵を描くことが好きで、色彩、グラフィックの知識を活

かしたいという思いもあり、最終的にはWebデザインの受講を希

望することにしました。

Q. 訓練の感想、就職活動は？
パソコンについては、一般事務で使用していた程度で、Webに

ついては、全くの初心者でした。訓練は、ホームページを制作す

るWordPressやDreamweaverなどのホームページ制作ソフ

トやHTMLなどの専門知識はもちろん、グループでの課題制作

や発表を行いました。コミュニケーションを取りながら課題を制

作する経験、プレゼンテーションに対し、講評をいただいた経験

は、作品を客観的に見直すよい経験となり現在仕事を進める上

で大変役立っています。クラスや講師の先生も明るく楽しく学ぶ

ことができました。

就職活動については、インターネットで求人情報を常時確認、

訓練校からも求人情報の提供がありました。また、訓練の中で定

期的に個人目標発表の時間もあり、就職を意識しながら受講し

続けることができました。またキャリアコンサルティングでは、自

分の強みと面接でのアピールの仕方などのアドバイスをしていた

だきました。就職活動は、未経験者では厳しい状況を踏まえ、

ウェブ知識を活かした事務職も視野に入れて活動していました。

採用に向けて話が進んでいた企業もありましたが、訓練中に職場

見学した企業から声をかけていただき、採用となりました。

Q. 今後の仕事内容と抱負は？
就職して、2か月となりますが、現在はWebサイトのデザイン制作、

バナー作成、自社のFacebookの更新などを担当しています。動

画の作成ニーズも高まっているので、今後は動画も担当できるよ

うにしっかりと勉強していきたいです！

Web業界の仕事には様々な役割がありますが、大きく分け

て「素材作成」「コーディング」があります。素材作成では、

Adobe社のllustratorとPhotoshopを使い、ロゴマークや

画像の加工・修正を学び、コーディングでは、手入力＝

Handcodingで基礎を学び、Dreamweaverでコーディン

グへのアプリケーション的なアプローチ方法を実習します。

実際の訓練では、Illustrator、Photoshopなどを使い、

Webの仕事ではどのような作業を行うのかを楽しみながら、

まずは慣れるところから始めています。その後、日頃の実習や

課題制作などを通じ、徐々に具体的な実務実習へと入ります

が、出来るだけ初学者の皆さんにも入っていきやすいように

心がけています。皆さん、興味を持って取り組み、資格試験を

目指す方もいます。実際、Web業界は狭き門ですが、ご本人

の努力により希望を実現されています。

Message担当講師からのメッセージ

ウェブサイト制作ウェブ素材制作

授業風景

　Web業界で活躍できる人材を！

Message

新コース 担当講師にインタビュー！
当コースは、Webサイトの更新ができる、サ

イトの修正が行えるなど、会社内でWebサイト

管理ができる人材を育成することを目標にして

います。ECとはイーコマース、いわゆるネット

ショッピングサイトのことで、WebサイトやECサイトの概要

や更新について総合的に学べる内容になっています。

まず、コーディング学習を通して、静的なWebサイト制作

を学び、次にWebサイトに動きを追加するためのプログラミ

ングも学習します。また写真の編集についての訓練では、EC

サイトを作ることを前提に、ネットショッピングでよく見る商

品画像の背景を合成し、商品紹介の文字を入れ込む方法な

どを例に学びます。

その後は、近年多くのWebサイト制作に使われているワー

ドプレスを使ったECサイトの構築を行います。Webサイトを

簡単に作るためのアプリケーションのようなもので、導入して

いる企業も多く、更新の手間などが従来の方法より少なく、

ブログ感覚でWebサイト構築が行えるところが魅力です。

ここまでの訓練を通し、多様なカスタマイズが可能になり

ます。最後に総まとめとして、各自Webサイト制作と発表を

行っていきます。

Q. 受講のきっかけは？
就職については、しばらくブランクがあ

ります。これまで、アパレル関係の接客販

売、喫茶等サービス業の経験があります

が、就職は今後長く勤められる事務職が

よいのではと漠然と考えていました。しか

しながら、就職活動をするにあたり、特に強みとなるスキルも経

験もなかったため、なかなか思うようには決まりませんでした。

パソコンは専門的に習ったことはありませんが、アプリ制作、

プログラミングには以前からとても興味があり、有料でも習いた

いと自分でも探していたところでした。

ハローワークの職業相談の中で今回の求職者支援訓練コース

を紹介していただいた時はまさにこれだ！！と思い、すぐに受講を

希望しました。

Q. 訓練の感想は？
訓練では、エクセル、ワード等からWebに関することまで幅広く

学びますが、htmlコーディング、ECサイト構築、プログラミング、

Web制作の授業は、まさに学びたかった内容であったこともあり、

本当に勉強できて良かったと思っています。最初は全く知識もな

いので授業についていくのは難しいのではないかという心配も

ありましたが、講師の先生にはとても丁寧に対応していただき、

また、いつでも質問できる雰囲気で放課後も指導してくださいま

した。

卒業制作として、html、プログラミング、ワードプレスなど学ん

だ要素を全て活用したWebサイト制作を行い、応募企業にも提

示できる内容にまで仕上げることが出来ました。

Q. 今後の仕事内容と抱負は？
在学中からの就職活動を経て現在は、Webのフレームワーク

制作の仕事に就く事が出来ました！フレームワークはWebサイト

制作の枠組みを組み立てるお仕事で、訓練期間中に学んだWeb

の知識とマーケティングは現場でも非常に役立っています。

業務としては新たなアプリの使い方を学んでいますが、これも

訓練科名：Web/ECサイト管理者養成科 / 受講者：30代女性（令和3年度受講生）

また楽しく習得できています。訓練校では気になる求人企業の

企業情報について相談したり、急な応募書類の添削指導、模擬

面接などきめ細やかにサポートしていただきました。

目指す職業を見つけた！
千葉県柏市旭町1丁目7番17号 中山ビル2階・3階住所 04-7189-7078電話

株式会社ナレッジベース柏校は、2011年7月に職業訓練校として開校し、約10年に渡って就職活動のサポートを行っています。
訓練はビジネスマナーやオフィス系ソフトの基礎を学ぶコースから最近では、Web/ネットショッピングサイトの構築を学
べる新規コースを開講し、これまでの経験にプラスアルファとして役立つ訓練を実施しています。
また、キャリアコンサルティング、応募書類の作成支援、面接指導なども実施し、活動の幅を広げ、就職へとつながるよう
サポートを行っています。スタッフ・講師との距離も近く、アットホームな雰囲気の中でリラックスして学べる環境です。
なお同じく、津田沼校、東京校でも訓練を実施しています。

株式会社ナレッジベース柏校

修了者に感想を伺いました！修了者に感想を伺いました！

授業風景 / 制作課題
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実施機関のご紹介
その他の

令和3年度以降実施いただいた実施機関の一部紹介です。

千葉県千葉市中央区新宿2-5-2住所 043-246-4211電話

千葉情報経理専門学校
1954年（昭和29年）の創立以来一貫して｢誠実｣、｢積極｣、｢創造｣の3つの基本教育理念の

もとで、ビジネス社会での有為な人材育成をめざしています。
千葉情報経理専門学校のカリキュラム、授業方法は充分に考え抜かれたものです。
それぞれの人に無理のない、余裕をもった授業が受けられ、かつ確実に知識・技能が修得で

きるようにカリキュラムを組んでいます。
2021年3月より求職者支援訓練「WEB・IT実務科」を開講しており、資格試験「ITパスポート」

「Webクリエイター能力認定試験」の多数の合格者を輩出いたしました。
キャリアコンサルティングや就職対策を万全に行いながら、早期就職を支援しております。

東京パソコンアカデミー柏校
コミュニケーション能力、ビジネスマナー、パソコンスキルなど、職業訓練

を通して、皆様の「現代社会を生き抜くために必要な力」を身に付けるお手
伝いをしたいと考えております。
タイピングやマウス操作などの基礎からはじめ、Word・Excel・ExcelVBA

の習得を目指します。資格を三つ以上取得して卒業できるカリキュラムで、お
仕事に直結した内容に重点を置いた訓練です。また認定試験会場のため、
慣れた環境で訓練期間内にMOS資格を取得することができます。
就職支援にも力を入れており、応募書類の作成や面接対策だけでなく、

常駐の国家資格取得キャリアコンサルタントにいつでも就職に関する相談
ができる環境をご用意しております。
東京パソコンアカデミー柏校は、スキルの習得や就職を真剣に目指す方を全力でサポートいたします。

KIRIパソコン教室市原校
KIRIパソコン教室市原校は有限会社KIRIが運営するパソコン教

室です。平成17年に開校し、一般の方のコースと職業訓練のコースを
実施しています。インターネットで検索、買い物など広くパソコンを楽
しみたい方、パソコンを使う仕事に就きたい方、MOSの資格を取得
し、就職、転職に活かしたい方など幅広いニーズに対応しています。
アットホームな雰囲気で楽しく学ぶことができます。
職業訓練のコースでは、実務に役立つ幅広い内容の各種文書、帳

票類作成・プレゼンテーション作成・Webページ作成などのカリキュラ
ムを備え、職業訓練経歴の長い講師が懇切丁寧に指導します。転職
希望の方！ 求職中の方！ やる気のある方！ ぜひご応募ください。

株式会社ワークキャリア
「人生の選択肢を広げるキャリアスクール」としてこれまで1,000人以上の卒

業生を輩出し、Webデザイン・ライティング・サイト制作・動画編集などを中心と
したWebスキルの習得をサポートして来た株式会社ワークキャリアには、Web
スキルとWeb系キャリアに明るい運営・スタッフ・講師が多く揃っております。
実践的な授業では、受講して頂きながら手を動かしていくことで、ご自身

の就職活動に役立つポートフォリオを自然と作りあげることができます。もち
ろん、授業を担当するのは各業界において活躍中のプロの講師陣です。
また通所のない求職者支援訓練（eラーニングコース）でも、週に

一度の対面指導と豊富な職業人講話、そしてキャリアコンサルティン
グの時間を使って、「自分×Webスキル」の先にあるあなただけのキャ
リアを見つけるお手伝いをさせて頂きます。

まなクル矢切
まなクル矢切は、IT・Webをメインとした職業訓練を行っています！
これまでは、Illustrator・Photoshop等のスキルを習得し、Webデザ

イナー、Web制作に必要な基礎知識を学ぶ【Webデザイナー養成科】
を行っていましたが、今後はWordやExcel、VBAなど、Officeソフトを
中心に学び、国家資格ITパスポートの取得など、事務系、IT系など
様 な々職種に対応した訓練を行って参ります。
経験豊富なキャリアコンサルタントと人材紹介会社との提携により、

求人のご紹介など全力で就職活動をサポートします！
矢切駅から徒歩1分のため、とても通いやすく、職業訓練や就職のこと

をじっくり相談でき、気軽に話せる職員がいる馴染みやすい施設です。
皆さんにお会いできることを楽しみにしています！

千葉県柏市旭町1-7-3　飯塚ビル1階住所 04-7146-5818電話

千葉県千葉市中央区栄町36-10 甲南アセット千葉中央ビル3階住所 043-306-3345電話

千葉県市原市八幡1345-2住所 0436-42-4877電話

千葉県富津市金谷3870番地住所 0439-29-6173電話

千葉県松戸市栗山31番地1 栗山平城苑ビル3階住所 047-382-5521電話

キャリアスタジオ千葉校・船橋学校
キャリアスタジオでは、全ての求職者が受講可能な訓練プログラムを用意し、社会人にとって

必須のビジネスキル、PCスキル等の「技」が総合的に身に付きます。
さかのぼること2013年春に運営会社である（株）千手Softでは、新卒、若年者就職支援教育

事業をスタートしました。その背景は東日本大震災の影響を受け、就職先のなかった学生様や、
中途応募者の着実な就労と豊かな生活を目指して実践的な教育活動を積み重ね、着実に就職
率を伸ばして参りました。IT分野に特化した3ヶ月、6ヶ月実践型訓練で、数多くの人材を育てて
きました。
今後も、今までの経験を活かし、COVID 19の影響で就業が難しい方をはじめ、より多くの求

職者様の就職支援に全力サポートをして参ります。


