
 コース

番号
コース種別 訓練科名 訓練実施機関（訓練実施施設） 定員

実施予定

地　　区

入校

選考日
訓練概要 問合せ先

NKK-01
建設人材育

成
建設アシスタント養成科

春原建設株式会社

（マスターカレッジ住吉校）
15名 上田市 2/8 (月) ～ 4/6 (火) 4/16 (金) 5/7 (金) ～ 8/6 (金)

建設・土木の基礎知識から工事書類の作成・管理等をア

シストするノウハウ、小型車両系建設機械のオペレーション

等、建設・土木に関する業務に従事する際に必要な技能

や実践力を身に付け、早期就職を目指す。

NK-01 知識等習得 ビジネスアプリケーション＋Ｗeb科
アナハイム株式会社

（アナハイムパソコンスクール）
20名 上田市 3/22 (月) ～ 5/21 (金) 6/2 (水) 6/18 (金) ～ 9/17 (金)

事務部門で必要とされるアプリケーションソフトの使用法およ

び活用能力を習得し、日商PC検定２級・３級資格の取

得を目指す。加えてWeb環境が常識化するなかで、Web

ページの更新に必要な知識・技術やマルウェアの基本知識

を学習し、セキュリティーミスの予防等を含めたパソコンに関

する応用力を身に付けたうえで早期就職を目指す。

NKR-01
育児等との

両立

医療クラーク養成科（医科・調剤）

※NK-02と合同開催

(託児サービス付）

8名 上田市

NK-02 知識等習得
医療クラーク養成科（医科・調剤）

　※NKR-01と合同開催
12名 上田市

NK-03 知識等習得
介護職員養成科

(託児サービス付）

株式会社ニチイ学館

（上田校 上田教室）
20名 上田市 5/14 (金) ～ 7/14 (水) 7/28 (水) 8/17 (火) ～ 11/16 (火)

介護職員に求められる基本知識・技能を習得のうえ「介護

職員初任者研修課程修了資格」を取得する。併せて業務

を支援する「福祉用具」に関する専門的な知識・技術を習

得し、実践力の伴った職員として早期就職を目指す。

N2-01 知識等習得 パソコン会計基礎科
株式会社アンダンテ

（宮田ビジネス学院）
20名 伊那 2/3 (水) ～ 3/17 (水) 3/25 (木) 4/8 (木) ～ 7/7 (水)

パソコン初心者を対象者とし、日商ＰＣ検定3級及び日

商簿記3級と同等資格の取得、ビジネス、コミュニケーション

能力を向上し早期就職を目指す。

N2-02 知識等習得 介護サービス科
株式会社ライフマスターコーポレーション

（LMCビジネススクール伊那校）
15名 伊那 3/11 (木) ～ 5/10 (月) 5/17 (月) 5/27 (木) ～ 8/26 (木)

介護職従事者（介護職員初任者研修とガイドヘルパー等

の資格取得）としての必要な介護知識・マナー・技術を習

得するとともに、就職対策を行い、早期就職を目指す。

N2-03 知識等習得 ビジネススキル基礎科
株式会社ライフマスターコーポレーション

（LMCビジネススクール伊那校）
20名 伊那 4/28 (水) ～ 6/10 (木) 6/18 (金) 7/1 (木) ～ 9/30 (木)

パソコン初心者を対象者とし、企業が求める実践スキル

（ＩＴ関連）及び、関連資格取得へ向けて実力を養成

し、就職対策も行い、早期就職を目指す。

N2-04 知識等習得 介護職員初任者研修科
合同会社ＣＬＵアカデミー

（ＣＬＵアカデミー辰野教室）
15名

上伊那郡

辰野町
5/17 (月) ～ 7/12 (月) 7/20 (火) 8/3 (火) ～ 12/2 (木)

介護職従事者（介護職員初任者研修、福祉住環境コー

ディネーター3級、ガイドヘルパー等の資格取得）としての必

要な介護知識・マナー・技術を習得するとともに、就職対策

を行い、早期就職を目指す。

N2-05 知識等習得 パソコン実務会計科 伊坪ビジネス株式会社 20名 伊那 7/15 (木) ～ 8/26 (木) 9/3 (金) 9/16 (木) ～ 12/15 (水)

パソコン初心者を対象とし、日商ＰＣ検定3級及び日商

簿記3級と同等資格の取得、ビジネス、コミュニケーション能

力を向上し、早期就職を目指す。

NN03-02
長期高度

人材育成
介護福祉士養成科

学校法人光和学園

（信州スポーツ医療福祉専門学校）
4名 長野市 1月12日 ～ 2月24日 3月1日 4/2 (金) ～

令和5年

3/10

信州スポーツ医療福祉専門学校の一般学生と一緒に同じ

カリキュラムを受講して２年間の課程を修了し、介護福祉

士の国家資格を取得し、介護・福祉関連職に就職する。

NN03-03
長期高度

人材育成
介護福祉士養成科

学校法人北アルプスの風

（長野社会福祉専門学校）
4名 長野市 1月12日 ～ 2月24日 3月1日 4/7 (水) ～

令和5年

3/11

長野社会福祉専門学校の一般学生と一緒に同じカリキュ

ラムを受講して２年間の課程を修了し、介護福祉士の国

家資格を取得し、介護・福祉関連職に就職する。

NN03-04
長期高度

人材育成
ＩＴ人材養成科

学校法人平青学園

（長野平青学園）
5名 長野市 1月12日 ～ 3月2日 3月6日 4/6 (火) ～

令和5年

3/10

長野平青学園の一般学生と一緒に同じカリキュラムを受講

して２年間の課程を修め、アプリ開発・情報システムの設

計・運用およびWebサイト制作技術を習得し、正社員就

職する。

NN03-05
長期高度

人材育成
ＩＴ人材養成科

学校法人大原学園

（大原簿記情報ビジネス医療専門学校

長野校）

5名 長野市 1月12日 ～ 2月24日 3月1日 4/5 (月) ～
令和5年

3/11

大原簿記情報ビジネス医療専門学校の一般学生と一緒

に同じカリキュラムを受講して２年間の課程を修め、アプリ

開発・情報システムの設計・運用およびWebサイト制作技

術を習得し、正社員就職する。

NN03-06
長期高度

人材育成
栄養士養成科

学校法人長野家政学園

（長野女子短期大学）
10名 長野市 1月12日 ～ 2月8日 2月15日 4/8 (木) ～

令和5年

3/11

長野女子短期大学の一般学生と一緒に同じカリキュラムを

受講して２年間の課程を修了し、栄養士の国家資格を取

得し、正社員就職する。

NN03-07
長期高度

人材育成
保育士養成科

学校法人文化長野学園

（文化学園長野保育専門学校）
2名 長野市 1月12日 ～ 2月24日 2月27日 4/5 (月) ～

令和5年

3/20

文化学園長野保育専門学校の一般学生と一緒に同じカ

リキュラムを受講して２年間の課程を修了し、保育士の国

家資格を取得し、保育関連職に就職する。

NN-01 知識等習得 パソコン会計実務中級科
一般財団法人長野県情報財団

（信越情報専門学校21ルネサンス学院）
20名

長野市

鶴賀
2/10 (水) ～ 3/16 (火) 3/25 (木) 4/13 (火) ～ 7/12 (月)

キーボード操作及びファイル操作ができる者を対象とし、日

商ＰＣ検定２級及び日商簿記２級と同等資格を取得

し、経理事務補助等ができる人材として早期就職を目指

す。

NND-01 デュアル 介護職員養成科
社会福祉法人信濃の星

（共同研修センター）
15名

長野市

高田
2/10 (水) ～ 4/5 (月) 4/14 (水) 4/28 (水) ～ 8/27 (金)

介護職員初任者研修課程の資格取得及び幅広い知識

習得を目指す。また、１か月の職場実習経験により実践

力を高め、早期就職を目指す。

NN-02 知識等習得 ITスペシャリスト科
学校法人平青学園

（長野平青学園）
18名

長野市

（アーク

ス）

2/18 (木) ～ 4/13 (火) 4/22 (木) 5/11 (火) ～ 8/10 (火)

キーボード操作及びファイル操作ができる者を対象とし、日

商ＰＣ検定２級と同等及びＩＴパスポートの資格を取得

し、早期就職を目指す。

NN-03 知識等習得 医療・介護事務マスター科
株式会社日本教育クリエイト

（日本医療事務協会長野教室）
18名

長野市

栗田
3/1 (月) ～ 4/21 (水) 5/6 (木) 5/18 (火) ～ 8/17 (火)

医療事務、介護事務の資格を取得して、医療・介護職場

における窓口業務・報酬請求事務等に必要な知識を習得

し、早期就職を目指す。

NN-04 知識等習得 介護士・パソコン基礎科
職業訓練法人中高職業訓練協会

（中野地域職業訓練センター）
12名

中野市

中野
3/1 (月) ～ 4/27 (火) 5/12 (水) 5/27 (木) ～ 8/26 (木)

介護職員初任者研修課程の資格取得及び介護現場で

必要となるパソコンスキルやコミュニケーション能力を習得し、

早期就職を目指す。

NNR-01
育児等との

両立

パソコン実務初級科

※NN-06と合同開催
10名

NN-06 知識等習得
パソコン実務初級科

※NNR-01と合同開催
8名

NN-07 知識等習得 ビジネスパソコン・Ｗｅｂ制作基礎科
カシヨ商事株式会社

（長野ビジネスアカデミー）
20名

長野市

南長野
4/2 (金) ～ 5/24 (月) 6/2 (水) 6/16 (水) ～ 9/15 (水)

パソコン初心者を対象とし、日商ＰＣ検定３級と同等以

上及びWebクリエイター能力認定（スタンダード）の資格

の取得し、早期就職を目指す。

NN-08 知識等習得 介護職員初任者研修科
株式会社ニチイ学館

（長野支店長野教室）
14名

長野市

南長野
4/20 (火) ～ 6/21 (月) 6/30 (水) 7/14 (水) ～ 9/13 (月)

訓練期間２か月の短期間で介護職員初任者研修課程

の資格を取得し、早期就職を目指す。

NN-09 知識等習得 基礎から学ぶ医療事務養成科
株式会社ニチイ学館

（長野支店長野教室）
18名

長野市

南長野
5/11 (火) ～ 7/6 (火) 7/15 (木) 7/29 (木) ～ 10/28 (木)

医療事務、介護事務の資格を取得して、医療・介護職場

における窓口業務・報酬請求事務等に必要な知識を習得

し、早期就職を目指す。

NN-10 知識等習得 Javaプログラミング基礎科
一般財団法人長野県情報財団

（信越情報専門学校21ルネサンス学院）
18名

長野市

鶴賀
5/18 (火) ～ 7/12 (月) 7/26 (月) 8/4 (水) ～ 12/3 (金)

汎用プログラミング言語であるＪavaを学ぶとともにＩＴパス

ポートの資格を取得し、早期就職を目指す。

NN-11 知識等習得 経理実務科
ＮＰＯ法人長野ＩＴ化推進センター

（長野ＩＴ化推進センター）
18名

長野市

栗田
6/3 (木) ～ 7/26 (月) 8/5 (木) 8/25 (水) ～ 11/24 (水)

日商簿記２級又は３級と同等以上の資格取得、企業会

計・実用会計ソフトを使用した経理・会計の幅広い知識を

習得し、早期就職を目指す。

NN-12 知識等習得 介護・障がい・医療・福祉科
長野県高齢者生活協同組合

（かがやきスペースほか）
18名

長野市

南長池
6/8 (火) ～ 8/4 (水) 8/18 (水) 9/1 (水) ～ 2/28 (月)

介護職員職員初任者研修課程と介護福祉士実務者研

修課程の修了資格取得及びコミュニケーション能力や幅広

い知識を習得し、早期就職を目指す。

NN-13 知識等習得 パソコン・簿記基礎科
NPO法人エリアネット更埴

（千曲市市民交流センター）
18名

千曲市

屋代
7/1 (木) ～ 8/24 (火) 9/2 (木) 9/16 (木) ～ 12/15 (水)

パソコン初心者を対象とし、日商ＰＣ検定３級と同等以

上の資格及び日商簿記３級と同等資格を取得し、会計ソ

フトを使用した経理・会計の幅広い知識を習得し、早期就

職を目指す。

令和３年度前期  民間活用委託訓練実施計画

訓練実施期間

南信工科短期大学校

〒399-4511

上伊那郡南箕輪村8304-190

☎0265-71-5051

～ 9/7 (火)

範囲と期間を効果的に絞り、メディカルクラーク「医科」、「調

剤」の二科にわたる基礎知識を身に付け、育児・養育中の

人でも医療関連の現場へ即戦力として早期就職に繋がる

訓練および支援をする。

工科短期大学校

〒386-1211

上田市下之郷813-8

☎　0268-39-1111

～ 9/29 (水)

長野技術専門校

〒388-8011

長野市篠ノ井布施五明3537

☎026-292-2341

5/24 (月) 6/8 (火)

パソコン初心者を対象とし、日商ＰＣ検定３級と同等以

上の資格の取得、ビジネススキル、コミュニケーション能力を

向上し、早期就職を目指す。

7/30 (金)7/13 (火)

長野市

吉田

訓練生募集期間

株式会社ニチイ学館

（上田校 上田教室）

NPO法人ネットプラザ長野

（ノルテ教室）

4/30 (金) ～ 7/1 (木)

3/23 (火) ～ 5/13 (木)
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番号
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実施予定

地　　区
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NM03-01
長期高度

人材育成
介護福祉士養成科

学校法人松本学園

（松本短期大学）
4名 松本市 1月12日 ～ 3月1日 3月16日 4/2 (金) ～

令和5年

3/15

松本短期大学の一般学生と一緒に同じカリキュラムを受講

して２年間の課程を修了し、介護福祉士の国家資格を取

得し、介護・福祉関連職に就職する。

NM03-02
長期高度

人材育成
介護福祉士養成科

学校法人松樹学園

（信州介護福祉専門学校）
4名 塩尻市 1月12日 ～ 3月1日 3月11日 4/3 (土) ～

令和5年

3/10

信州介護福祉専門学校の一般学生と一緒に同じカリキュ

ラムを受講して２年間の課程を修了し、介護福祉士の国

家資格を取得し、介護・福祉関連職に就職する。

NM03-03
長期高度

人材育成
介護福祉士養成科

学校法人未来学舎

（松本医療福祉専門学校）
4名 松本市 1月12日 ～ 3月1日 3月12日 4/6 (火) ～

令和5年

3/3

松本医療福祉専門学校の一般学生と一緒に同じカリキュ

ラムを受講して２年間の課程を修了し、介護福祉士の国

家資格を取得し、介護・福祉関連職に就職する。

NM03-04
長期高度

人材育成
情報システム科

学校法人未来学舎

（松本情報工科専門学校）
2名 松本市 1月12日 ～ 3月1日 3月19日 4/6 (火) ～

令和5年

3/3

松本情報工科専門学校の一般学生と一緒に同じカリキュ

ラムを受講して２年間の課程を修め、アプリ開発・情報シス

テムの設計・運用およびWebサイト制作技術を習得し、正

社員就職する。

NM03-05
長期高度

人材育成
パティシエ・ブーランジェ科

学校法人未来学舎

（専門学校未来ビジネスカレッジ）
3名 松本市 1月12日 ～ 3月1日 3月19日 4/6 (火) ～

令和5年

3/10

専門学校未来ビジネスカレッジの一般学生と一緒に同じカ

リキュラムを受講して２年間の課程を修め、国家資格であ

る製菓衛生師資格も取得し、正社員就職する。

NM-01 知識等習得 ＰＣ実務科
学校法人未来学舎

（専門学校未来ビジネスカレッジ）
20名 松本市 3/2 (火) ～ 4/5 (月) 4/9 (金) 4/20 (火) ～ 7/16 (金)

パソコン初心者を対象とし、企業実務に役立つパソコンの

知識・技能を習得し、日商ＰＣ検定（文書作成、データ

活用）３級と同等の資格を取得すると共に、一般事務等

への早期就職を目指す。

NM-02 知識等習得 医療事務・調剤薬局事務科
株式会社ニチイ学館

（松本支店）
20名 松本市 3/2 (火) ～ 5/7 (金) 5/14 (金) 5/28 (金) ～ 7/27 (火)

医療事務・調剤薬局事務に必要な知識・技能習得及びメ

ディカルクラーク（医科）／調剤報酬請求事務技能認定

資格を２か月の短期間で取得して、医療機関、薬局等へ

の早期就職を目指す。

NM-03 知識等習得 Ｗebクリエイター科
学校法人未来学舎

（松本医療福祉専門学校）
15名 松本市 3/19 (金) ～ 5/19 (水) 5/26 (水) 6/9 (水) ～ 9/8 (水)

パソコン中級者者を対象とし、Webに関するスキルの習得

及び、ビジネススキル、コミュニケーション能力を向上させ、早

期就職を目指す。

NM-04 知識等習得 介護・ＰＣ科 大北高等職業訓練校 15名 大町市 3/26 (金) ～ 5/31 (月) 6/7 (月) 6/17 (木) ～ 9/16 (木)

介護職員初任者研修課程修了と日商ＰＣ検定（文書

作成、データ活用）３級と同等のパソコンの資格を取得

し、介護サービス利用者とのコミュニケーション能力や技術を

習得して、介護分野への早期就職を目指す。

NMR-01
育児等との

両立

会計パソコン科

※NM-05と合同開催
10名

NM-05 知識等習得
会計パソコン科

※NMR-01と合同開催
10名

NM-06 知識等習得 パソコン基礎科 大北高等職業訓練校 15名 大町市 5/13 (木) ～ 7/15 (木) 7/26 (月) 8/6 (金) ～ 11/5 (金)

パソコン初心者を対象とし、企業実務に役立つパソコンの

知識・技能を習得し、日商ＰＣ検定（文書作成、データ

活用）３級と同等の資格を取得するとともに、一般事務

等への就職を目指す。

NM-07 知識等習得 介護職員初任者研修科
株式会社ニチイ学館

（松本支店）
15名 松本市 6/4 (金) ～ 8/10 (火) 8/17 (火) 8/26 (木) ～ 10/25 (月)

訓練期間が２か月の短期間で、介護職員初任者研修課

程修了と介護サービス利用者とのコミュニケーション能力や

技術を習得して、介護分野への早期就職を目指す。

NM-08 知識等習得 介護パソコン基礎科
学校法人未来学舎

（松本医療福祉専門学校）
15名 松本市 6/22 (火) ～ 8/25 (水) 9/1 (水) 9/15 (水) ～ 12/14 (火)

介護職員初任者研修課程修了と日商ＰＣ検定（文書

作成、データ活用）３級と同等のパソコンの資格を取得

し、介護サービス利用者とのコミュニケーション能力や技術を

習得して、介護分野への早期就職を目指す。

NO03-01
長期高度

人材育成
情報システム科

学校法人エスイー学園

（エプソン情報科学専門学校）
2名 諏訪市 1月12日 ～ 3月5日 3月12日 4/1 (木) ～

令和5年

3/10

エプソン情報科学専門学校の一般学生と一緒に同じカリ

キュラムを受講して２年間の課程を修了し、介護福祉士の

国家資格を取得し、介護・福祉関連職に就職する。

NO03-02
長期高度

人材育成
保育士養成科

学校法人豊南学園

（信州豊南短期大学）
2名

上伊那郡

辰野町
1月12日 ～ 3月5日 3月12日 4/1 (木) ～

令和5年

3/15

信州豊南短期大学の一般学生と一緒に同じカリキュラムを

受講して２年間の課程を修了し、保育士の国家資格を取

得し、保育関連職に就職する。

NOR-01
育児等との

両立

基礎からのパソコンスキル科

※NO-01と合同開催

(託児サービス付)

10名

NO-01 知識等習得
基礎からのパソコンスキル科

※NOR-01と合同開催
5名

NO-02 知識等習得 医療事務・調剤・PC科
株式会社ニチイ学館

（岡谷校）
15名 岡谷市 2/12 (金) ～ 4/13 (火) 4/22 (木) 5/11 (火) ～ 8/10 (火)

医療事務、調剤薬局事務、医事コンピューターの知識と技

術を習得し資格を取得することで、医療機関、調剤薬局へ

の早期就職を目指す。　【目標資格：メディカルクラーク医

科・調剤報酬請求事務技能認定・医事オペレータ技能認

定】

NO-03 知識等習得 ３次元CAD・品質マネジメント科
学校法人エスイー学園

（エプソン情報科学専門学校）
15名 諏訪市 2/19 (金) ～ 4/19 (月) 4/27 (火) 5/13 (木) ～ 11/12 (金)

デザイン・設計など活用範囲が広がる「３次元ＣＡＤ」、品

質保証・向上のため多くの企業が重要視する「品質管理」

の知識・技能を習得し、また、機械加工の基礎、ＰＣ技能

も学び、主に製造業の生産・設計部門等への早期就職を

目指す。　　【目標資格：２次元ＣＡＤ利用技術者試

験２級、３次元ＣＡＤ利用技術者試験２級、品質管

理検定３級】

NOD-01 デュアル 介護職員養成科
株式会社和が家

（学び処　和が家）
15名 岡谷市 5/31 (月) ～ 7/30 (金) 8/12 (木) 8/25 (水) ～ 12/24 (金)

介護職員初任者研修課程の資格取得及び現実に起こり

得る様々な状況への対処方法、被介護者とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

や接遇ﾏﾅｰ等を習得し、即戦力として人手不足が深刻な

介護現場への早期就職を目指す。

NO-05 知識等習得
ＰＣエキスパート科

（託児サービス付）

学校法人エスイー学園

（エプソン情報科学専門学校）
15名 諏訪市 5/17 (月) ～ 7/16 (金) 7/27 (火) 8/5 (木) ～ 11/4 (木)

企業実務に求められるパソコン技能（文書作成・ﾃﾞｰﾀ活

用・ﾌﾟﾚｾﾞﾝ資料作成（日商PC検定２級または３級）と

マクロ操作）を習得し、主に企業等の事務部門への早期

就職を目指す。

N103-01
長期高度

人材育成
介護福祉士養成科

学校法人高松学園

（飯田女子短期大学）
4名 飯田市 1月12日 ～ 3月4日 3月10日 4/2 (金) ～

令和5年

3/17

飯田女子短期大学の一般学生と一緒に同じカリキュラムを

受講して２年間の課程を修了し、介護福祉士の国家資

格を取得し、介護・福祉関連職に就職する。

N103-03
長期高度

人材育成
保育士養成科

学校法人高松学園

（飯田女子短期大学）
5名 飯田市 1月12日 ～ 3月4日 3月10日 4/2 (金) ～

令和5年

3/17

飯田女子短期大学の一般学生と一緒に同じカリキュラムを

受講して２年間の課程を修了し、保育士の国家資格を取

得し、保育関連職に就職する。

NM03-04
長期高度

人材育成
栄養士養成科

学校法人高松学園

（飯田女子短期大学）
5名 飯田市 1月12日 ～ 3月4日 3月10日 4/2 (金) ～

令和5年

3/17

飯田女子短期大学の一般学生と一緒に同じカリキュラムを

受講して２年間の課程を修了し、栄養士の国家資格を取

得し、正社員就職する。

NM03-02
長期高度

人材育成
ＩＴ人材養成科

学校法人コア学園

（飯田コアカレッジ）
4名 飯田市 1月12日 ～ 3月1日 3月8日 4/6 (火) ～

令和5年

3/3

飯田コアカレッジの一般学生と一緒に同じカリキュラムを受

講して２年間の課程を修め、アプリ開発・情報システムの設

計・運用およびWebサイト制作技術を習得し、正社員就

職する。

N1O-01
大型自動車

1種
大型1種ドライバー育成科１

株式会社アジマ自動車学校

（ロジスティックアジマ）
15名 飯田市 2/15 (月) ～ 3/26 (金) 4/12 (月) 4/20 (火) ～ 6/16 (水)

大型自動車1種運転免許および運送業務に必要な資格

を取得すると共に、自動車運送業務に必要な法令知識を

習得する。またIT基礎スキルやコミュニケーション能力を身に

つけて、運送業界で大型自動車運転手として早期就職を

目指す。

N1-01 知識等習得
簿記会計＋パソコン基礎科

（託児サービス付）
伊坪ビジネス株式会社 20名 飯田市 2/22 (月) ～ 4/9 (金) 4/16 (金) 4/27 (火) ～ 7/26 (月)

日商簿記検定3級、日商PC検定3級（文章作成、データ

活用）及び同等以上の資格取得とコミニュケーション能力

等の向上を行い、事務、経理系職への早期就労目指す。

N1K-01
建設人材育

成
産業車両オペレータ-科１

株式会社アジマ自動車学校

（ロジスティックアジマ）
20名 飯田市 3/1 (月) ～ 4/27 (火) 5/13 (木) 5/21 (金) ～ 8/20 (金)

大型特殊免許・小型移動式クレーン・玉掛け・フォークリフト

と車両系建設機械運転技能とパソコン操作も習得し、建

設業界等の即戦力として、早期就職を目指す。

N1-02 知識等習得 介護職員養成＋パソコン基礎科１
学校法人コア学園

（飯田コアカレッジ）
15名 飯田市 3/12 (金) ～ 5/14 (金) 5/24 (月) 6/3 (木) ～ 9/2 (木)

介護職員初任者研修他資格習得とPC操作（日商PC３

級及び同等の資格も可能）習得し介護現場における即

戦力として早期就職を目指す。

飯田技術専門校

〒395-0823

飯田市松尾明7508-3

☎0265-22-1067

～ 11/19 (金)

～ 7/20 (火)

4/28 (水) ～ 6/30 (水) 7/7 (水) 7/20 (火)

2/1 (月) ～ 3/29 (月)

岡谷技術専門校

〒394-0004

岡谷市神明町2-1-36

☎0266-22-2165

松本技術専門校

〒399-0011

松本市寿北7-16-1

☎0263-58-3158

学校法人未来学舎

（専門学校未来ビジネスカレッジ）
松本市

パソコン中級者を対象とし、日商ＰＣ検定（文書作成、

データ活用）３級と同等のパソコンの資格、及び、日商簿

記検定３級と同等の資格を取得し、事務職への早期就

職を目指す。

主にパソコン初級者を対象に、企業実務に必要なパソコン

技能（文書作成・ﾃﾞｰﾀ活用・ﾌﾟﾚｾﾞﾝ資料作成（日商

PC検定３級程度））を習得することにより、企業等の事

務部門への早期就職を目指す。

4/6 (火) 4/21 (水)
学校法人 エスイー学園

（エプソン情報科学専門学校）
諏訪市



 コース

番号
コース種別 訓練科名 訓練実施機関（訓練実施施設） 定員

実施予定

地　　区

入校

選考日
訓練概要 問合せ先訓練実施期間訓練生募集期間

N1-03 知識等習得
品質管理＋パソコン基礎科

（託児サービス付）
伊坪ビジネス株式会社 15名 飯田市 4/9 (金) ～ 6/2 (水) 6/9 (水) 6/18 (金) ～ 9/16 (木)

QC検定3級、日商PC検定3級（文章作成、データ活

用）及び同等以上の資格取得により、業務品質の意識・

技能向上とPC操作の基本を習得し、幅広い職種への早

期就職を目指す。

N1O-02
大型自動車

1種
大型1種ドライバー育成科2

株式会社アジマ自動車学校

（ロジスティックアジマ）
15名 飯田市 6/8 (火) ～ 8/4 (水) 8/17 (火) 8/27 (金) ～ 10/26 (火)

大型自動車1種運転免許および運送業務に必要な資格

を取得すると共に、自動車運送業務に必要な法令知識を

習得する。またIT基礎スキルやコミュニケーション能力を身に

つけて、運送業界で大型自動車運転手として早期就職を

目指す。

N1K-02
建設人材育

成
産業車両オペレータ科２

株式会社アジマ自動車学校

（ロジスティックアジマ）
20名 飯田市 7/16 (金) ～ 9/2 (木) 9/10 (金) 9/22 (水) ～ 12/21 (火)

大型特殊免許・小型移動式クレーン・玉掛け・フォークリフト

と車両系建設機械運転技能とパソコン操作も習得し、建

設業界等の即戦力として、早期就職を目指す。

N1-04 知識等習得
PC中級+Webクリエイター科

（託児サービス付）
伊坪ビジネス株式会社 20名 飯田市 6/18 (金) ～ 8/18 (水) 8/26 (木) 9/7 (火) ～ 12/6 (月)

日商PC検定２級（文章作成、データ活用）と同等以上

の資格及びWebクリエイター能力認定資格取得しPC応用

スキルアップを行い事務系職種への早期就職を目指す。

NS03-01
長期高度

人材育成
介護福祉士養成科

学校法人佐久学園

（佐久大学　信州短期大学部）
2名 佐久市 1月12日 ～ 3月4日 3月10日 4/1 (木) ～

令和5年

3/31

佐久大学信州短期大学部の一般学生と一緒に同じカリ

キュラムを受講して２年間の課程を修了し、介護福祉士の

国家資格を取得し、介護・福祉関連職に就職する。

NS03-03
長期高度

人材育成
保育者養成科

学校法人北野学園

（上田女子短期大学）
5名 上田市 1月12日 ～ 3月4日 3月10日 4/1 (木) ～

令和5年

3/31

上田女子短期大学の一般学生と一緒に同じカリキュラムを

受講して２年間の課程を修了し、保育士の国家資格を取

得し、保育関連職に就職する。

NS-01 知識等習得 医療クラーク養成科
株式会社ニチイ学館

（上田校 上田教室）
15名

上田市

天神
2/1 (月) ～ 4/1 (木) 4/6 (火) 4/16 (金) ～ 7/15 (木)

医療職場における窓口業務等の知識と実践力を身に着

け、医療事務業務に携われる人材として早期就職を目指

す。

NS-02 知識等習得 地域福祉スタッフ養成科 社会医療法人恵仁会 15名
佐久市

中込
2/9 (火) ～ 4/9 (金) 4/14 (水) 4/27 (火) ～ 7/26 (月)

介護職員初任者研修課程ほかの資格取得及び介護福

祉関係の就職に役立つ知識技能を習得し、早期就職を

目指す。

NSR-01
育児等との

両立

オフィスソフト実務科

※NS-03と合同開催
10名

実務に役立つパソコンの操作(文書作成、データ作成、プレ

ゼン資料作成等)を習得し、一般事務への早期就職を目

指す。

NS-03 知識等習得
オフィスソフト実務科

※NSR-01と合同開催
10名

実務に役立つパソコンの操作(文書作成、データ作成、プレ

ゼン資料作成等)を習得し、一般事務への早期就職を目

指す。

NS-04 知識等習得 オフィスソフト実務中級科 臼田経理専門学校 15名
佐久市

原
6/3 (木) ～ 8/3 (火) 8/6 (金) 8/20 (金) ～ 11/19 (金)

日商ＰＣ検定プロフェッショナル(文書作成、データ作成、プ

レゼン資料作成各２級)を習得し、即戦力として事務系職

種への早期就職を目指す。

NA-01 知識等習得 就職パソコン基礎科 ＮＰＯ法人木曽情報技術支援センター 15名 木曽福島 2/15 (月) ～ 4/13 (火) 4/20 (火) 5/7 (金) ～ 8/6 (金)

パソコン初心者を対象に、企業実務に役立つパソコン基礎

知識（ワード、エクセル、パワーポイント）およびビジネスマ

ナーを習得し、事務、生産管理、サービス職への早期就職

を目指す。

上松技術専門校

〒399-5607

木曽郡上松町小川3540

☎0264-52-3330

 

72コース 896名

長期高度人材育成コース 19　コース 76名

知識等習得コース 41　コース 657名

育児等との　　　両立コース 5　コース 48名

デュアルコース 2　コース 30名

建設人材育成コース 3　コース 55名

大型自動車　　　1種コース 2　コース 30名

計 72　コース 896名

事務系 28　コース 410名

情報系 11　コース 129名

介護 20　コース 225名

保育 4　コース 14名

栄養士 2　コース 15名

製菓衛生師 1　コース 3名

製造 1　コース 15名

建設人材 3　コース 55名

大型自動車 2　コース 30名

計 72　コース 896名

飯田技術専門校

〒395-0823

飯田市松尾明7508-3

☎0265-22-1067

2/19 (金) ～ 4/19 (月) 4/22 (木) 5/11 (火)臼田経理専門学校
佐久市

原

佐久技術専門校

〒385-0042

佐久市高柳346-4

☎0267-62-0549

～ 8/10 (火)

令和３年度前期　計


