
この訓練は、短期大学・専修学校に入学し、国家資格等を取得して正社員就職を目指す訓練です。

訓練期間は2年間です。まずはハローワークでご相談ください。

【松江・安来エリア】 出雲エリアは裏面　⇒

分　野 訓練科名 定員 訓練会場 内　　　　　　容

【お問合せ先】島根県立東部高等技術校（出雲市長浜町3057-11）　電話(0853)28-2734　　　

 ※訓練の詳しい内容は受講生募集案内をご覧ください。

【取得可能資格】
日商簿記検定3級・2級
全経簿記能力検定1級
全経コンピューター会計能力試験3級
ファイナンシャルプランニング技能士検定3
級・2級
ビジネス能力検定試験ジョブパス3級
Microsoft Office Specialist（ Word･Excel･
PowerPoint）
秘書技能検定2級・準1級

【取得可能資格】
応用情報技術者、基本情報技術者、情報セキュ
リティマネジメント、Ruby技術者認定試験、
アンドロイド技術者認定試験、情報検定情報シ
ステム試験、Javaプログラミング能力検定試
験
Microsoft Office Specialist(Excel)

トリマーとしての技術と、動物の命
を守る看護の知識を併せ持つペット
のスペシャリストを育成するととも
に、ドッグスペシャリストとしての
技術・知識を持ちあわせ、人・動物
に対しコミュニケーションのとれる
人材を目指します。

【修了時取得資格】
保育士

【修了時取得資格】
保育士
【取得可能資格】
ビジネス能力検定ジョブパス3級

保育
士

養成

保育・幼児教育
学科（保育士養

成コース）
5

大阪健康福祉
短期大学

(松江キャンパス)

乳幼児保育の専門的知識及び技術の
習得に加え、現場で必要とされる音
楽の技術を養い、即戦力として活躍
できる「保育士」を目指します。

医療知識と医事コンピューターなど
を学び、医療事務のエキスパートを
目指すとともに、マナー・接遇を身
につけた思いやりのある医療事務員
を目指します。

専門
人材
養成

動物学科
1

ＩＴ学科

【取得可能資格】
トリマー検定1級・2級、サロントリマー検定1
級・2級、動物看護師検定1級・2級、愛玩動物
飼養管理士検定1級・2級、家庭犬トレーナー検
定1級・2級、小動物販売士検定
ビジネス能力検定ジョブパス3級
Microsoft Office Specialist(Excel)

5

　

3
大阪健康福祉

短期大学
(安来キャンパス)

介護福祉士国家試験の合格を目指
し、介護福祉を担う人間として成長
し、介護現場への就職を目指しま
す。

【修了時取得資格】
介護福祉士国家試験受験資格
【取得可能資格】
日本赤十字社救急法救急員
福祉住環境コーディネーター2級

【取得可能資格】
医療事務検定、保険請求事務技能検定（歯
科）、調剤報酬請求事務技能検定、医事秘書技
能検定2級・3級、医事コンピューター技能検定
3級・2級、電子カルテ実技検定、秘書技能検定
1級・2級・3級、日商簿記検定2級・３級、ビ
ジネス能力検定ジョブパス2級・3級、
Microsoft Office Specialist(Excel)

地域経済学科

介護
福祉
士

養成

保育・幼児教育
学科（介護福祉
士養成コース）

島根県立東部高等技術校

令和２年度 離職者等再就職訓練一覧表

専門
人材
養成

専門
人材
養成

16
専門学校
松江総合

ビジネスカレッジ

理容師の資格を習得するとともに、
人とのコミュニケーションを第一
に、お客様に喜んでいただける技術
力・接客力を身につけた理容師を目
指します。

専門
人材
養成

美容学科 5
松江理容美容
専門大学校

主な取得可能資格等（予定）

【修了時取得資格】
介護職員初任者研修修了
介護福祉士国家試験受験資格
【取得可能資格】
ビジネス能力検定ジョブパス３級

【修了時取得資格】
准看護師試験の受験資格

理容学科

入校までの流れ

11

《長期高度人材育成コース》

スマホアプリ、Webシステムの開発
に必要なプログラミング技術やシス
テム設計手法を基礎から学び、自作
のアプリ、システムを公開できる技
術力を身につけた即戦力となる人材
を目指します。

介護
福祉
士

養成

介護福祉士学科 15
山陰中央

専門大学校

保育の専門的知識を習得し、地域の
子育て機能を担う人材として成長
し、保育現場への就職を目指しま
す。

専門
人材
養成

簿記、ＦＰの知識、ビジネスマナー
を習得し総合職、営業職、事務職な
どの幅広いジャンルで活躍し、地域
社会を活性化する人材を育成しま
す。

介護に関する専門的知識及び技術を
習得するとともに、音楽を用いたレ
クリエーション技術等を学び、現場
で即戦力として活躍できる「介護福
祉士」を目指します。

准看護師資格を取得し、基本的な態
度・知識・技術的能力を養い、対象
の人格を尊重し、倫理に基づいた看
護が実施できる准看護師を目指しま
す。

【修了時取得資格】
理容師国家試験受験資格
【取得可能資格】
ネイリスト技能検定3級
メイクアップ技能検定3級
ビューティーコーディネーター3級
ビジネス能力検定3級

【修了時取得資格】
美容師国家試験受験資格
【取得可能資格】
ネイリスト技能検定3級
メイクアップ技能検定3級
ビューティーコーディネーター3級
ビジネス能力検定3級

美容師の資格を取得、専門的スキル
を習得するとともに、お客様に喜ん
でいただける魅力的な美容師を目指
します。

10
専門学校
松江総合

ビジネスカレッジ

保育
士

養成
こども総合学科

山陰中央
専門大学校

専門
人材
養成

医療事務学科 12
専門学校
松江総合

ビジネスカレッジ

松江理容美容
専門大学校

准看護科
専門
人材
養成

専門学校
松江総合

ビジネスカレッジ

3
松江看護

高等専修学校

公共職業訓練

入学金・授業

無 料
別途テキスト代等

必 要

募集締め切り 2/26

東部高等技術校委託訓練ホームページQRコード

■入校検定

３月６日（金）10:00～

（受付9:40～9:55）

場所：島根県松江合同庁舎

（松江市東津田町1741-1）

内容：筆記試験（国語・数

学）、面接試験

■合格発表

3月19日（木）9:00

■入校説明会

3月26日（木）14:00～

場所：島根県松江合同庁舎

■入校検定

３月11日（水）10:00～

（受付9:40～9:55）

場所：島根県松江合同庁舎

（松江市東津田町1741-1）

内容：筆記試験（国語・数

学）、面接試験

■合格発表

3月19日（木）9:00

■入校説明会

3月26日（木）14:00～

場所：島根県松江合同庁舎

（松江市東津田町1741-1）



この訓練は、短期大学・専修学校に入学し、国家資格等を取得して正社員就職を目指す訓練です。

訓練期間は2年間です。まずはハローワークでご相談ください。

【出雲エリア】 松江エリアは裏面　⇒

分　野 訓練科名 定員 訓練会場 内容

　　【対象者】求職者（ハローワークから「受講指示」「受講推薦」又は「支援指示」を受けられる方）

　　【応募方法】ハローワークの窓口で相談のうえ、入校願を提出してください。　　　　　

　　【検定内容】筆記試験（国語・数学）、面接試験

　　【自己負担費用】入学金・授業料は無料です。(別途テキスト代等必要)

【お問合せ先】島根県立東部高等技術校（出雲市長浜町3057-11）　電話(0853)28-2734　　　

　　※訓練の詳しい内容は受講生募集案内をご覧ください。

高い専門知識と技術を習得し、高齢
者や障がい者の身の回りの生活介護
のみではなく、生き方や自立した生
活ができるための支援を行い、介護
する家族にも指導しながら、共に取
り組める即戦力の介護福祉士を目指
します。

15

入校までの流れ主な取得目標資格等（予定）

【修了時取得資格】
介護福祉士国家試験受験資格
【取得可能資格】
レクリエーション・インストラクター
福祉住環境コーディネーター

島根県立東部高等技術校

令和２年度 離職者等再就職訓練一覧表
《長期高度人材育成コース》

介護
福祉
士

養成

10 出雲コアカレッジ

ソフトウェア開発を行う上で必要と
される知識・プログラミング技術を
習得するとともに必要な資格を取得
し、IT企業での即戦力となるプログ
ラマー、システムエンジニアを目指
します。

医療機関における、受付対応・カル
テ管理・医療費の請求・医療文書作
成に必要な保険・薬学・医学・接遇
マナーなどの専門知識を学ぶととも
に、Word・Excel・Access・
PowerPointなどのビジネスアプリ
ケーションを中心とした事務処理、
簿記会計を学び、即戦力となる人材
を目指します。

出雲コアカレッジ15

【取得可能資格】
医療事務技能審査試験(医科・歯科)
医師事務作業補助技能認定試験
調剤報酬請求事務技能認定
日商簿記検定3級
秘書技能検定3級
コンピュータサービス技能評価試験(ワープロ
2・3級、表計算2・3級)
Accessビジネスデータベース技能認定試験3級
Webクリエイター能力認定試験(スタンダード)
ビジネス能力検定ジョブパス3級・2級
電子会計実務検定
情報検定情報活用試験3級

【取得可能資格】
基本情報技術者試験
応用情報技術者試験
C言語プログラミング能力認定試験3級・2級
Ruby技術者認定試験(Silver)
Accessビジネスデータベース技能認定試験3級
Webクリエイター能力認定試験(スタンダード)

出雲コアカレッジ

　　　　高等学校卒業資格を有する人　など詳しくはハローワークでご確認ください。

各種アプリケーションソフトの活用
法、Web制作に必要な技術、コン
ピュータ周辺機器の利用方法、また
ビジネスに必要な簿記の知識を習得
し、幅広い職種に対応できる人材を
目指します。

専門
人材
養成

情報システム科
（システム
エンジニア
コース）

専門
人材
養成

医療ビジネス科

専門
人材
養成

情報システム科
（ＩＴビジネス

コース）

【取得可能資格】
ITパスポート試験
日商簿記検定3級
コンピュータサ－ビス技能評価試験(ワープロ
2・3級・表計算2・3級)
Accessビジネスデータベース技能認定試験3級
Webクリエイター能力認定試験(スタンダード)

4

こども福祉科

16
トリニティカレッジ

出雲医療福祉
専門学校

保育
士

養成

トリニティカレッジ
出雲医療福祉

専門学校
介護福祉学科

保育
士

養成
12 出雲コアカレッジ

こども保育学科

自然あふれる教育環境のもとで、保
育の知識や技術を習得し、保育現場
での実践的な応用力を身につけた
「魅力ある保育士」として、心身と
もに豊かな子どもの育成につなげる
人材を目指します。

保育所保育指針の理解に基づき、保
育に関する知識、理論、技術を習得
し、保育の実践力を養います。ま
た、保護者支援、相談支援の具体的
方法を学び、健全なる子どもの育ち
や子育てを支える保育士を目指しま
す。

【修了時取得資格】
保育士

【修了時取得資格】
保育士

公共職業訓練

募集締め切り 2/26

東部高等技術校委託訓練ホームページQRコード

入学金・授業

無 料
別途テキスト代等

必 要

■入校検定

３月10日（火）9:30～

（受付9:00～9:25）

場所：島根県出雲合同庁舎

（出雲市大津町1139）

内容：筆記試験（国語・数

学）、面接試験

■合格発表

3月19日（木）9:00

■入校説明会

3月27日（木）9:30～

場所：島根県出雲合同庁舎

（出雲市大津町1139）


