


 城南職業能力開発センター大田校は、将来企業に就職したい、 

仕事を続けていきたいと願う皆様に、その業界で必要とされる技能や 

技術をお伝えし、就職のお手伝いをしている都立の職業訓練校です。 

科目名 期間 定員 入校時期 年齢制限 授業料 

エンジニア養成科 2年 30名 4月 概ね30歳以下の方 有料 

金型加工科 1年 25名 4月 なし 有料 

３DCAD・CAM科 1年 15名 4,10月 なし 有料 

広告美術科 1年 30名 4月 なし 有料 

板金溶接科 6か月 15名 4,7,10,1月 なし 無料 

調理科 6か月 30名 4,10月 なし 無料 

施設警備科 3か月 20名 4,7,10,1月 概ね50歳以上の方 無料 

大田校の６つの特徴 

 2名の就職支援推進員を配置し、就職活動

の進め方や履歴書の添削、模擬面接など、就

職活動に関する様々な支援を行っています。

平成29年度修了生の就職率は87％です。 

2 高い就職率 

  実習を重視した実践的なカリキュラムを導入

しており、総訓練時間の約70%が実習の時間で

す。また基礎から応用まで段階的に、専門分

野の技能・技術を習得できるカリキュラム編成

となっています。 

1 実践的なカリキュラム 

 1年、2年コースの科目は、入校選考料が

1,700円、授業料が年額118,800円です。 

 3か月、6か月コースの科目は入校選考料、

授業料が無料です。 

 

4 魅力ある授業料 

 実際の現場を想定した機材を継続して導入

し、実践的な訓練環境を整備しています。 

5 充実した実習設備 

城南職業能力開発センター大田校とは 

  生徒一人ひとりの個性に応じた丁寧な指導

で、基礎からわかりやすく指導します。また、経

験豊富な講師陣が直接指導するので、即戦力

として活躍できる力が身に付きます。 

3 充実の指導体制 

 ハローワークの指示を受けて入校された方に

は、雇用保険の失業給付又は訓練手当等の

支給があります。 

 

6 雇用保険の受給 



就  職 

訓  練 

入 校 選 考  

●訓練時間は9時05分から16時45分まで 

  土曜・日曜・祝日は休校日です。 

 ・夏季休業（8月に2週間） 

 ・冬季休業（年末年始に10日間程度） 

 ・春季休業（3月末に10日間程度） 

●学科試験（国語、数学） 

 １、２年コースは高等学校卒業程度 

 ３、６か月コースは義務教育修了程度   

 ※「高校推薦枠」で受験される方は、   

  作文試験になります。 

 

●面接があります。 

 

希望の科目を決める 

●募集イベントに参加 

 ・見学会 

 ・ものづくり体験入校 

 ・個別見学(随時受付） 

 
●ハローワークの職業相談や 

 在籍する学校で相談 

 

応募資格は？ Q 

A その科目に必要な取得能力と、受講・就職の意欲があれば、
学歴、住所は問いません。 

・原則、過去一年以内に公共職業訓練を受講したことのない方が 

  対象です。 

・他の公共職業訓練との併願や、都内複数校・複数科目と同時に 

  応募はできません。   

申込みは？ Q 

A 住所地を管轄するハローワーク（公共職業安定所）、又は
大田校に本人が申し込んでください。 

・雇用保険を受給できる方、45歳以上の方、障害のある方、母子 

  家庭のお母さん、「求職者支援制度」 による「職業訓練受講給 

  付」の要件を満たす方等は、必ず住所地を管轄するハローワー 

  クに事前に相談した上で申し込んでください。 

・訓練期間が１・２年の科目については、高等学校に在校する生 

  徒向けに推薦入校制度があります。 

就職支援は？ Q 

A ハローワークと連携するとともに、大田校独自の就職支援を
行っています。 

・就職相談→就職支援推進員により、就職活動の仕方、履歴書 

  添削、模擬面接などを実施します。 

・求人票の受理→大田校も求人票を企業から受理しています。生 

  徒の修了を見込んで多くの求人があり、平成29年度は1,234件 

  の求人を受理しました。 

・企業とのマッチング→求人票による会社紹介に加え、会社説明 

  会や会社見学を実施しています。科目によってはインターンシッ 

  プも行います。 

・修了後も就職のサポートを受けることができます。 

 

支援制度は？ Q 

A 一定の要件を満たす場合に、以下の制度が利用できます。 

・生活保護世帯、障害者手帳保持者等の場合は、授業料減免制

度や教科書支給制度があります。 

・訓練期間が１・２年の科目については、通学定期の学割が適用

されます。 

・雇用保険を受給できない方が、ハローワークの支援指示により

職業訓練を受講し、かつ要件を満たす場合に、「職業訓練受講

給付金」が支給される制度があります。 

・一定の要件を満たす場合に、「技能者育成支援融資制度」が利

用できます。 

 

 



   ものづくりの流れと機械系３科の特徴 

・CS 
・統計的手法 

・精密測定 

・品質管理 

・組み立て 

・配管、配線 

・3Dプリンタ 

・汎用工作 

・NC工作 

・5軸加工 

・研削加工 

・放電加工 

・金型技術 

・意匠設計 

・機能設計 

・生産性設計 

・組立図 

・部品図 

・市場調査 

・ビックデータ 

・デザイン 

販売 

検査 

組立て 

部品 
製造 

設計 

企画 
デザイン 

３DCAD・CAM科 エンジニア養成科 金型加工科 

金型製造 

5軸加工機 

3Dプリンタ 

汎用工作機械（汎用旋盤、フライス盤操作） 

NC加工実習（NCプログラミング、NC加工） 

組立検査作業 

放電加工 

研削加工 

複合加工機 

詳細設計 

3Dプリンタ 

コンピューター操作基本実習 

測定実習（寸法測定、形状測定、表面粗さ測定、3次元測定） 

電気・制御 

3DCAD 

2DCAD 

2DCAM/3DCAM 

5軸CAM 

製図（JIS機械製図、立体製図) 

構想設計 

ものづくりの流れと関連技術 

●機械装置設計/製作 

●金属/樹脂部品加工 

就職後の主な仕事内容 

●CAD/CAM技術者 

●CADオペレーター 

●マシニングオペレーター 

●プレス金型設計/製作 

●プラスチック金型設計/製作 



 資格について 

資格名 科目名 取得要件 

取
得
で
き
る
資
格 

（国家資格）技能士補 

エンジニア養成科 

金型加工科 

３DCAD・CAM科 

広告美術科 

修了時試験に合格した訓練修了者 

（2級技能検定の学科免除） 

労働安全衛生規則による 
特別教育修了証 

エンジニア養成科 

金型加工科 

３DCAD・CAM科 

板金溶接科 

特別教育修了者 

東京都屋外広告物条例 
に定める講習修了者 

広告美術科 訓練修了者 

ガス溶接技能講習修了証 板金溶接科 校内試験の合格者 

取
得
を
目
指
す
資
格 

溶接技能者資格 板金溶接科 JIS溶接技能者評価試験の合格者 

調理師免許 調理科 
2年以上の実務経験かつ調理師試験の合格者 
※調理科の訓練期間は実務経験に含まれません。 

自衛消防技術認定証 施設警備科 自衛消防技術認定試験の合格者 

上級救命技能認定証 施設警備科 上級救命講習の受講者 

５軸マシニングセンタ 

マシニングセンタ 

精密測定機械 

ワイヤカット放電加工機 

平面研削盤 

ＮＣフライス盤 

複合加工機 

３Dプリンタ 

３DCAD・CAM科 エンジニア養成科 金型加工科 

電気制御装置 



30名 

 エンジニア養成科 

  日本の産業を支えるものづくりエンジニアになろう 

訓練期間 

2年 

入校時期 

４月 

定員 訓練費用 

有料 

対象 

おおむね 

30 歳以下 

 質の高い製品を生産する日本の製造業において、現場を支えるのが「ものづくりエンジニア」の存在です。 

 当科では、加工の知識と技能、工作機械操作、組立調整知識、工程管理等のものづくりの知識を2年間

でじっくりと学び、技術の変化への適応性を持った技術者を目指します。構想設計、詳細設計、図面作成、

加工、測定、組立、評価、原価管理など、「ものづくり」に必要な知識を、３DCAD、３Dプリンタ、工作機械、

精密測定機械など、実際に現場で使われている機械を使いながら知識を身に付けます。2年間の訓練で、

基礎から高度な技術まで確実に身につけます。 

 

 

汎用旋盤による切削作業 

製作課題発表 NC工作機械による製品加工 3次元CADでの設計 



【学科】 

・製図 ・材料 ・材料力学 ・測定法  

・機械工学概論 ・電気工学概論 ・ＮＣ加工概論 

・機械工作法 ・機械加工法 

・金型工作法 ・金属加工法 ・制御工学  

・生産工学概論 ・機械設計 ・機械保全法 

【専門】 

・コンピュータ操作実習 ・製図実習 

・ＮＣ加工実習 ・機械工作実習 ・機械設計 

・ものづくり総合実習 ・制御機器組立実習 

・測定実習 ・機械保全実習 ・総合演習作業 

●マシニングセンタ 

●NC旋盤 

●汎用旋盤 

●フライス盤 

●ＣＡＤ・ＣＡＭシステム 

●３Ｄプリンタ 

●三次元測定器 

●表面粗さ測定器 

主要設備 ■ 
エンジニア養成科ではアイデア

を形にするための力をつけるこ

とができます。設計・加工・組

立調整などの知識を基礎から教

えますので、安心してください。

自分で考えたモノがカタチにな

り、動いた時の達成感は何とも

表現できません。この達成感を

味わってみませんか？ 

指導員からのMessage 
主なカリキュラム ■ 

就職後、即戦力として活躍できるよう

に、設計・製作・納品・取扱説明など、

エンジニアとして必要なスキルを総合

的に学びます。 

２年生の後半から、それまでに学んだ

知識をもとに「設計」「加工」「組立」の

なかから一つを選択し、より自分の専

門性を高めます。 

はじめは機械加工の基礎を学科や実

習を通して学びます。工作機械や測

定器の使い方などの技術と材料の種

類や強さなどの知識を身に付けます。 

基礎を学ぶ 専門的領域の選択 実践的な訓練 

【就職先】 

 ●機械装置設計会社  ●実験装置製作会社 

  ●製品試作会社   ●金属および樹脂部品加工会社 

【仕事内容】  

 ●設計 ●ＮＣ機械オペレーター   

 ●工作機械オペレーター 

カリキュラムの流れ ■ 

就職 ■ 

このカリキュラム表は平成29年度の実績です 

入校年月日 就職率 平均年齢 

平成28年4月 100.0% 21.6歳 

平成27年4月 73.9% 22.8歳 

平成26年4月 81.2% 26.7歳 

1年目 2年目

4月 ６月 8月 10月 12月 2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月

模擬面接

就職活動

就職相談

訓

練

カ

リ

キ

ュ

ラ

ム

資

格

試

験

・

就

職

支

援

入

　

　

　

　

　

　

　

校 就業基礎

インターンシップ

履歴書作成・添削

修

　

　

　

　

　

　

　

了

ものづくり作業Ⅰ

測定法

機械加工法
機械設計・製図実習

機械工作実習

制御機器組立て実習

機械加工作業

NC加工 ものづくり作業Ⅱ（コース選択制）

専門学科

 制御工学

材料力学

金型工作法

総合演習

製図

技能照査

「機械設計コース」

「機械加工コース」

「組立調整コース」

の中から好きなコースを選択します。

特別教育修了証（自由研削といし） 特別教育修了証（アーク溶接）



 金 型 加 工 科 

  意のままに金属を加工してみよう 

 世の中には自動車、冷蔵庫、スマートフォン、テレビなど様々な「モノ」があります。それらに使用さ

れる部品は一つ一つを手作業で作るのではなく、「型」のようなものを使って作られています。このよう

な「型」のことを「金型」と言います。現代生活で使われるほとんどの「モノ」は、「金型」を利用して

作られており、非常に重要であると言えます。 

 当科では金型製作の加工技術やNC工作技術を学び、金型の設計から製作までの一連の作業

に必要な技能・技術の習得を目指します。 

 

 

訓練期間 

1年 

入校時期 

４月 

定員 訓練費用 

有料 

対象 

生徒作品の金型 

ワイヤーカット放電機による製品加工 放電加工機による型彫り 

なし 
年齢制限 

25名 



訓練の後半では、それまでに身につ

けた知識や技術を使って、自分たち

でデザインしたオリジナルの金型を製

作します。 

【学科】 

 ・製図 ・材料 ・材料力学 ・測定法  

 ・機械工作法 ・ＮＣ加工概論 ・精密加工法 

 ・金型工作法 ・機械工学概論 

 ・生産工学概論 ・電気工学概論 

【専門】 

 ・製図基本実習 ・測定実習 ・機械工作実習 

 ・研削加工実習 ・ＮＣ加工実習 ・金型製作  

 ・精密加工実習 ・安全衛生作業法  

 ・機械保全作業 ・総合演習作業 

●マシニングセンタ 

●型彫放電加工機 

●汎用旋盤 

●フライス盤 

●ワイヤカット放電加工機 

●三次元測定機 

●研削盤 

主要設備 ■ 指導員からのMessage 

金型製造業の設計製作分野にお

ける実践技能者養成を目指し、

３次元ＣＡＤ・ＣＡＭやNＣ加

工など精度の高い加工技術を習

得していきます。図面の見方、

工具の取り扱いなど関連知識も

合わせて学ぶため、就職先は金

型業界に限らずたくさんありま

す。ぜひ一緒に学びましょう！ 

主なカリキュラム ■ 

実際の製造現場で必要不可欠なNC

工作機械（マシニングセンタ、ワイヤ

カット放電加工機など）の操作方法を

一から学びます。 

      3次元ＣＡＤによるモデリングや、工作

機械による部品加工、製作した金型

による成形作業まで、金型を用いた

一連の製造工程を学びます。 

モデリングから成形作業まで     オリジナル金型の製作 

就職 ■ 
入校年月日 就職率 平均年齢 

平成29年4月 85.7% 41.8歳 

平成28年4月 100.0% 35.7歳 

平成27年4月 100.0% 41.4歳 

カリキュラムの流れ ■ このカリキュラム表は平成29年4月生の実績です 

【就職先】 

 ●プラスチック金型製造業 ●プレス金型製造業 

 ●金属製品製造業等 

【仕事内容】  

 ●プレス金型設計/製作 ●プラスチック金型設計/製作 

  ●精密部品加工  ●マシニングオペレーター 

NC工作機械による製品加工 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

NC加工

　　　　金型設計、金型製作・組立て、成形作業

　　　　プレス金型もしくはプラスチック金型をグループで製作します

就職活動
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機械加工

資

格

試

験

・

就

職

支

援 模擬面接

機械・精密加工法

履歴書作成・添削

就職相談

精密加工

製図

切削・研削加工

パソコン・OS操作

技能照査特別教育修了証（自由研削といし）



 ３D CAD・CAM科 

 ３D CAD・CAMは製造業における、設計から製造までを支援するソフトウェアです。ＣＡＤは自動車や 

航空機などの設計に使用され、ＣＡＭは部品加工をするためのデータを作成する際に使用しており、 

どちらも、ものづくりには不可欠なツールといえます。 

 ３D CAD・CAM科では、イメージを立体形状化するため、加工を意識した３ＤＣＡＤでのモデリングや 

３Dプリンタでの試作品製作を行います。また、ＣＡＭを使用し複雑な形状を切削で加工するための

データの作成や、５軸マシニングセンタを用いたＮＣ加工実習などを行います。 

 

  CAD・CAM・NCを活用した技術者を目指す 

訓練期間 

1年 

入校時期 定員 訓練費用 

有料 

対象 

４月10月 

 CAMによる５軸加工データの作成 

複合加工機による製品加工 ３Dプリンタ 

なし 
年齢制限 

各15名 



【就職先】 

●金属製品製造業  ●金型設計 

●自動車部品製造業 ●製造業等 

【仕事内容】  

●ＣＡＤ/ＣＡＭ技術者 ●ＣＡＤオペレーター 

●マシニングオペレーター等 

【学科】 

・製図 ・材料 ・材料力学 ・生産工学概論  

・機械工学概論 ・電気工学概論  

・ＮＣ加工概論 ・機械工作法 ・機械加工法 

・金型工作法 ・切削加工法 ・機械保全法 

【専門】 

・製図実習 ・測定実習 ・ＮＣ加工実習 

・研削加工実習 ・機械工作実習 

・機械保全実習 ・CAD・CAMﾓﾃﾞﾙ作業 

●3ＤＣＡＤ（Solidworks） 

●5軸ＣＡＭ（MasterCAM） 

●複合加工機 

●5軸マシニングセンタ 

●３Ｄプリンタ、スキャナ 

●卓上レーザ加工機 

●汎用旋盤 

●汎用フライス盤 

主要設備 ■ 
当科では、東京都で実施され

ている他の職業訓練校には設

置されていない５軸マシニン

グセンタや複合加工機があり

ます。ものを形にする様々な

方法を身に付け、製造業の幅

広い分野で働ける人材を目指

しましょう!! 

指導員からのMessage 
主なカリキュラム ■ 

５軸では、通常の３軸のマシニングセ

ンタと違った、面白い形状が加工でき

ます。NC工作実習では、CAMで５軸

ツールパスの作成も行います。 

就職先は、『部品製作』にかかわる機械

加工職種や３DCADのオペレータなど

があります。訓練を進めていく中で、自

分に合った仕事を選んでください。 

３DCADを使用してパソコン上で形を

作り上げた後、CAMやマシニングセ

ンタを使って実際の形に加工していき

ます。 

イメージを形に 機械加工それともＣＡＤ 当科でしか学べない５軸加工 

カリキュラムの流れ ■ 

就職 ■ 入校年月日 就職率 平均年齢 

平成29年4月 90.9% 41.8歳 

平成28年4月 83.3% 35.7歳 

平成27年4月 92.3% 41.4歳 

このカリキュラム表は平成29年4月生の実績です 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
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練

カ
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ュ

ラ
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就職活動

応用・総合作業

製図基本実習

就職相談

履歴書作成・添削

測定、機械工作実習(手仕上げ)

切削・研削加工実習（汎用旋盤・フライス盤など）

CAM作業（複雑なNCプログラムの作成）

３DCAD作業

NC加工実習（マシニングセンタなど）

特別教育修了証（自由研削といし） 技能照査



屋外広告物の取り付け作業 

 広 告 美 術 科 

 私たちは日常生活で、街を彩るディスプレイ、広告ボード、駅や公園などの公共的な案内・誘導サイ

ン等、数多くの広告物やサイン、ディスプレイを目にしています。 

 当科では、このような屋内・外の装飾･展示の制作に関連した企業で働くために必要な知識、技術の

習得を目指します。まず、基礎要素に重点を置いた学科、実技を行い、後半では実習課題を通して

広告物をデザインし、それを多彩な素材や加工方法を活用して表現していく術を学びます。 

 

訓練期間 

1年 

入校時期 

４月 

定員 

30名 

訓練費用 

有料 

対象 

  デザインの世界！ものづくりにかかせないもの！ 

    イベント展示作品 粘着シートの貼り作業 

なし 
年齢制限 



【就職先】 

 ●屋外広告会社  ●イベント会社 

 ●企画デザイン会社 ●ディスプレイ会社 

  
【仕事内容】  

 ●看板製作 ●デザイン制作 ●サイン・ディスプレイ製作 

【学科】 

・コンピュータ概論 ・製図 ・造形 

・生産工学概論 ・マーケティング論 

・色彩・施工法 ・デザイン ・関係法規 

・材料及び加工法 ・広告概論 

【専門】 

・平面及び立体構成基本実習 ・色彩構成実習 

・デザイン実習 ・設計実習 ・ディスプレイ作業 

・工作実習 ・広告物製作実習  

・展示及び装飾実習 ・総合演習作業 

●大型インクジェット出力機 

●パネルソー 

●Illustrator CC2018 

●Photoshop CC2018 

●VectorWorks2018 

●パソコン（Windows10) 

 

主要設備 ■ 
当科は人の目を引き、視覚的コ

ミュニケーションをはたすこと

で社会に役立つサインやディス

プレイと言われる広告物を作成

します。ある特定の空間で展開

する広告であることから、ス

ペースメディアとも言われます。

現役の業界人である講師陣が基

礎から丁寧に指導しています。 

指導員からのMessage 
主なカリキュラム ■ 

校内看板の製作や技能祭での展示、

コンペへの出展などで企画や設計、

施工方法など製品計画プロセスを学

び実践力を鍛えます。 

最新のグラフィックソフトを導入し、 

グラフィックデザイン、スペースデザイ

ン等全てのデザイン分野に共通する

デザインワークを学びます。 

街を彩る看板やディスプレイなど現

実空間で展開する広告物について

総合的に学びます。あなたが制作に

関わった広告物が街を彩ります！ 

街を彩る デザインワークを学ぶ 自分のアイデアを形に 

就職 ■ 

カリキュラムの流れ ■ このカリキュラム表は平成29年4月生の実績です 

入校年月日 就職率 平均年齢 

平成29年4月 75.0% 28.9歳 

平成28年4月 70.8% 25.6歳 

平成27年4月 94.7% 26.9歳 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
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器工具使用法

履歴書作成・添削

就職相談

模擬面接

製図

グラフィックソフト基本

設計実習

広告物総合作業

広告概論

インターンシップ

工作

ディスプレイ作業　

マーケティング論

広告物製作デザイン基本

色彩 色彩構成

技能照査



 板 金 溶 接 科 

 金属製品（自動車部品、配電盤等の筐体）は、設計図を基に材料を切断し、曲げる、丸める等（板

金技能）で形を造り、溶接して完成させる日本を代表するものづくりの技術で造られます。 

 当科では、鉄鋼・ステンレス鋼やアルミニウム合金などの板金加工や各種溶接法、レーザ溶接・切

断およびCAD・CAM操作など、「ものづくり」に必要な基本の知識と技能について学び、将来の板金・

溶接技術者に成り得る人材養成に目標をおき、総合的な実践的技能者を育てます。 

 

訓練期間 

6か月 

入校時期 定員 対象 

なし 
年齢制限 

訓練費用 

無料 

  目指せ！ 板金・溶接技術者！ 

アルミニウム溶接作業 

   課題作品（リリエンタールの模型） 

   レーザ加工機による穴あけ加工 

各15名 
４月7月 

10月1月 



【就職先】 

 ●金属製品製造業 

  （板金製品、遊具、自動車・鉄道車両関連等） 

 ●機械製造業・建築金物などの金属加工業等 

【仕事内容】  

 ●精密板金加工、溶接、製缶、金属加工等 

 ●オペレーター（ＣＡＤ／ＣＡＭ、レーザ） 

 

ガス溶接技能講習修了証やアーク溶

接・自由研削といし・動力プレス・産

業用ロボット教示特別教育修了証の

資格を取得できます。 

 

【学科】 

・製図 ・塑性加工法 

・溶接法・材料 ・測定法 

 
【実技】 

・安全衛生作業法  

・工作基本実習  ・機械操作基本実習 

・溶接基本実習  ・切断基本実習 

・塑性加工基本実習 

・コンピュータ操作基本実習 

・応用作業  ・総合演習作業 

 

●CAD/CAM（ネットワーク） 

 （ＡＰ100） 

●レーザ加工機（ネットワーク） 

●レーザ溶接機 

●プレスブレーキ 

 （ネットワーク／汎用） 

●シャーリング／コーナー 

●ＭＩＧ（ミグ）溶接機 

●ＭＡＧ（マグ）溶接機 

●ＴＩＧ（ティグ）溶接機 

●被覆アーク溶接機 

主要設備 ■ 
ものづくりに親しみ、楽しむ 

 

高価な機械に頼ることなく、自分

の技で製品を作ることが出来ます。

まさに「ものづくり」を代表する

科目です。就職率１００％で正社

員採用が多く、女性の方も業界で

活躍しています。興味のある方は

是非、見学にお越しください。 

指導員からのMessage 主なカリキュラム ■ 

レーザで切る 

最新のレーザ切断機とレーザ溶接機

の操作を学ぶことができます。金属を

複雑で精密な形状に加工することが

できます。 

製品を製図し、展開を行うＣＡＤと、製

品を加工・成形するＣＡＭの基本操

作を学びます。ネットワーク板金につ

いても学びます。 

   

ＣＡＤ／ＣＡＭ操作を学べる いろいろな資格にチャレンジ 

就職 ■ 

カリキュラムの流れ ■                     このカリキュラム表は平成29年4月生の実績です 
※特別教育修了証(産業用ロボット教示)は2019年度から実施 

入校年月日 就職率 平均年齢 

平成29年10月 80.0% 38.8歳 

平成29年7月 100.0% 38.5歳 

平成29年4月 100.0% 28.1歳 

就業基礎

就職活動準備

模擬面接

応用作業
基本切断実習

就職活動

溶接法

コンピュータ操作基本操作

製図

溶接基本実習

機械操作基本実習

塑性加工法
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塑性加工基本実習（手板金）

資

格

試

験

・

就

職

支

援

訓

練

カ

リ

キ

ュ

ラ

ム

入

　

　

　

　

　

　

　

校

JIS溶接技能者評価試験特別教育修了証(といし・動力プレス・アーク） / ガス溶接技能講習修了 特別教育修了証(産業用ロボット教示)※



 調 理 科 

  給食で、安心と笑顔をお届けしましょう 

訓練期間 

6か月 

入校時期 定員 訓練費用 

無料 

対象 

４月10月 なし 
年齢制限 

 給食調理の職場では、健康状態、食事の役割などの様々なニーズへの対応が必要とされます。 

 当科では、幅広い需要に対応できる調理員を育てるため、食品衛生、調理理論などの学科を学ぶと

ともに、包丁の扱い方、煮る・焼く・揚げる・蒸すなどの基本技術、さらには、現場を意識した多種多様

な実習で、段取り力・コミュニケーション能力を訓練します。基礎から現場体験まで実習中心のカリ

キュラムで、即戦力となる人材を育成します。  

非加熱調理作業 

各30名 

      加熱調理作業 給食調理実習風景 



【就職先】 

 ●学校・社員食堂・福祉施設・病院・保育園 

  などの給食施設や、一般飲食店など 

【仕事内容】  

 ●給食調理 ●調理補助 ●盛り付け作業 

 ●配膳作業 ●洗浄作業 など 

実習中心のカリキュラムで、働くうえで

大切な協調性やチームワーク力、効

率よく作業を行う準備力の必要性を

身をもって体験します。 

●スチームコンベクションオーブン 

●フライヤー 

●回転釜 

●ガスレンジ 

●ガス炊飯器 

●ウォーマー 

●食器洗浄機 

主要設備 ■ 
調理員として働くためには、即

戦力としての調理技術と食中毒

予防に対する知識、チームで働

くためのコミュニケーション能

力が求められます。「できるこ

とを増やす」を目標に、一緒に

訓練をしていきましょう！ 

指導員からのMessage 
主なカリキュラム ■ 

調理作業は、「手洗いに始まって手

洗いに終わる」と言われます。正しい

手洗いを身につけることが、調理員と

しての第一歩です！ 

給食調理に欠かせない食品衛生に

関する知識を学び「衛生に配慮しな

がら、おいしい食事を作れる」調理員

を目指します。 

食品衛生を学ぶ 実習中心のカリキュラム 「きほん」の「き」から 

カリキュラムの流れ ■ このカリキュラム表は、調理科の平成31年度〈予定〉です 

※参考データ  
   前年度までの科目(福祉調理科) 
 

就職 ■ 入校年月日 就職率 平均年齢 

平成30年4月 95.7% 46.5歳 

平成29年10月 88.5% 46.9歳 

平成29年4月 96.2% 40.2歳 

【学科】 

・安全衛生 ・食品衛生学 

・調理理論 ・公衆衛生学 

・食品学   ・食文化概論 

・栄養学   ・衛生法規 

 

【実技】 

・安全衛生作業 ・給食調理作業 

・基本調理作業 ・総合演習作業 

 

・食品衛生と安全作業　・包丁の使い方、切り方　 ・給食調理の調理技法 ・給食調理〈実践編〉 ・給食調理〈応用編〉

・給食調理の心得　・大量調理機器の使い方 ・給食調理〈基礎編〉

➠ ➠ ➠

食品衛生学（学科） 公衆衛生学、調理理論、食品学（学科）
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了

６月（１２月） ７月（１月） ８月（２月）

応募書類の作成求人検索・情報収集

接遇、マナー、面接技法

個別支援（面談、履歴書の添削、模擬面接など）

合同企業説明会合同企業説明会職業講話

就職活動の流れ



 施 設 警 備 科 

 警備業界は、年々着実に拡大・発展を遂げています。これは、社会でのセキュリティに対する関心

の高まりとともに、需要が増大しているためです。警備の仕事は、社会的貢献度が大きくかつ今後もさ

らなる発展が見込まれる、将来性のある仕事です。 

 当科は、百貨店・大型複合ビル・学校等、多種多様な施設における出入管理業務、開閉館業務、

監視業務、巡回業務や警報装置等の使用方法など、施設警備員としての必要な実務的知識と技能

の習得を目標とします。毎年ほぼ全員が就職し、警備業界で活躍しています。 

訓練期間 

3か月 

定員 訓練費用 

無料 

  警備員のスペシャリストを育成する日本で唯一の科目 

対象 

おおむね 

50 歳以上 

刺股の操作訓練 

訓練用機材 自動火災報知機の操作 

各20名 

入校時期 

４月7月 

10月1月 



【就職先】 

 ●警備保障会社 

 ●ビル管理会社の警備部門 

【仕事内容】  

 ●受付、出入管理、鍵の貸出保管、巡回、立哨 

  ●防災センター警報機器監視業務 ●駐車場管理 

警備業に対する社会的な需要は増

大しています。直近3年間の修了生

の就職率は95％と非常に高いのが科

目の特徴です。 

【学科】 

 ・警備概論 ・救急蘇生法 ・刑法 

 ・消防法 ・刑事訴訟法   

 ・警備業法 ・パソコン基礎  

 ・安全衛生 

 

 

 

【専門】 

 ・警備業基礎 ・出入管理 

 ・巡回警備 ・交通警備 

 ・機械警備 ・自衛消防技術 

 ・施設警備 

 

●自動火災報知設備 

●無線送受信機 

●金属探知機 

●訓練用1号消火栓 

●ＡＥＤ（自動体外式除細動器） 

   トレーニングユニット 

●ＣＰＲ（心肺蘇生法) トレーニング  

   マネキン 

●緩降機 

●特殊警戒棒 

主要設備 ■ 
40代半ばから60代まで人生経

験豊かで様々な人たちが集い、

和気あいあいとした雰囲気のな

か厳しさもあり、毎日充実した

訓練生活をおくっています。ま

た、校外実習では警備現場の見

学なども行っています。 

指導員からのMessage 
主なカリキュラム ■ 

警備の礼式、関係法令、出入管理、

屋内消火栓操作、非常放送設備の

操作など警備員として必要な実務的

知識と技能を習得します。 

施設警備員を養成する日本で唯一

の公共訓練です。３か月間の訓練で、

自衛消防技術認定証、上級救命技

能認定証の取得を目指します。 

日本で唯一 即戦力の人材となる 高い就職率 

就職 ■ 

カリキュラムの流れ ■ このカリキュラム表は平成29年4月生の実績です 

入校年月日 就職率 平均年齢 

平成30年4月 100.0% 57.5歳 

平成30年1月 100.0% 55.7歳 

平成29年10月 100.0% 53.5歳 
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履歴書作成・添削

就職活動

パソコン基礎

模擬面接

社会人基礎

交通警備

機械警備
修
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4月(7月、10月、1月) ５月(8月、11月、2月) 6月(9月、12月、3月)

上級救命講習 自衛消防技術試験



  修了生インタビュー 

 ●現在の仕事内容は？ 

  マシニングセンタによる部品加工 

 

●大田校に入校したきっかけは？ 

  木工をやっていましたが、金物も製作したいと考え、 

 金属加工や3DCADを習得したいと思い入校しました。 

             

●職場で役立っている技術・技能は？ 

  切削理論や切削方法だけでなく、ものを加工する考え方や 

 測定などです。 

 

●入校にあたっての不安はありましたか？ 

  今までやったこともない作業だったので、自分にできるか不安で 

  した。訓練が始まると良い仲間ができて、不安はなくなりました。 

 

●大田校のよかったところは？ 

  やらなければ分からないことを実践できたこと。大変だったけど   

 いろいろやれたことは、糧になっていると思います。 

 

●3DCAD・CAM科 大山 直美さん 

（平成24年度修了）  

   勤務先：合同会社Eメタル  

  

●楽しかった思い出は？ 

  グループでいろいろ調べたり、知恵を出し合ったりしなが 

 ら、課題を完成させることができたことです。 

 

●入校する方へメッセージ 

  とにかくやってみることがこの業界に必要だと思います。  

 がむしゃらに頑張ってください。 

 

●現在の仕事内容は？ 

 ビルの施設警備に携わっています。 

 

●大田校に入校したきっかけは？ 

 病気のため前職を続けることが難しくなった時に、当時入ってい 

  た消防団の方から大田校を勧められたことがきっかけです。 

             

●職場で役立っている技術・技能は？ 

 訓練でやったことは全て役に立っています。訓練で使っていた 

  設備と同じようなものが多く、就職後すぐに扱えました。 

 

●大田校のよかったところは？ 

 訓練中に資格がいくつか取得できたことで、会社で評価されて 

  出世が周りと比べて早かったです。 

 

●楽しかった思い出は？ 

 訓練全てが楽しかったです。あと、調理科の生徒が作った給食 

  をたまに試食出来たのがうれしかったです。 

 

  
●施設警備科 鹿又 力雄さん 

（平成14年度修了）  

   勤務先：大成株式会社 

●入校する方へメッセージ 

 訓練期間が短い中で、次々と新しいことを学ぶため忙しい

日々になるとは思いますが、同じ目的を持つ仲間と過ごす学

校生活は、すごく充実していました。入校したからには責任

をもってしっかり訓練を受けてください。 

 

●現在の仕事内容は？ 

  サイン作成、シート貼り、デザインソフトを使ったデザインなど 

 を行っています。 

 

●大田校に入校したきっかけは？ 

  デッサンやイラストに興味があり高校の先生相談したところ大 

 田校を勧めてもらいました。 

             

●職場で役立っている技術・技能は？ 

  シートの貼り方やインクジェット機の使い方、デザインソフト 

  （Illustrator、Photoshop）の使い方などです。 

 

●大田校に入校するにあたり不安はありませんでしたか？ 

  入校前、授業でどんなことをするか分からず、自分のやりたい 

 ことが出来るか不安でした。ただ、募集期間中にやっていた見 

 学会に参加して、詳しく話を聞けたので不安はなくなりました。 

 

●印象に残っている訓練は？ 

  ポップコンペ出展に向けての作品制作です。出展した作品が 

 銅賞を受賞しすごくうれしかったです。 

 

●広告美術科 天野 真太郎さん 

（平成29年度修了）  

   勤務先：株式会社ラックランド 

  

 

●入校する方へメッセージ 

  働いている今も、授業で使った教科書やプリントを見返す 

 ことがあります。授業でやったことが就職後活きていると感 

 じているので、まじめに授業を聞いたほうがいいです。笑 

 

 



 

 

●現在の仕事内容 

  小学校の給食員として、給食調理全般を 

 行っています。  

 

●大田校に入校したきっかけ 

  もともと料理が好きだったので、調理関係の職に 

 就きたいと思っていました。しかし、自宅で料理する 

 くらいの経験しかなかったため、ハローワークで 

 相談したところ大田校を勧められました。 

             

●職場で役立っている技術・技能は？ 

  全てですが、特に衛生面に関して徹底的に指導していただいたこと 

 が、役立っていると感じています。 

 

●大田校で楽しかった思い出は？ 

  好きなことを学べていたので、毎日が楽しかったです。給食実習など、 

 みんなで協力しながら行う訓練が多いのも科目の特徴だと思います。 

 

●大田校のよかったところ 

  実習で使った器具が現場の調理器具と似ていたので、扱い方に困ら 

 なかったことや、時間内に仕上げる訓練をやっていたおかげで、時間 

 の意識が自然と身についたことです。 

 

●入校する方へメッセージ 

  講師陣は丁寧に教えてくれますので、先生を信じて授業を受けてい 

 れば必ず身につくと思います。安心して入校してください。悩んでる方 

 は一度見学に来るといいと思います。 

 

 

●現在の仕事内容 

  鍛造プレス機の製造を行っています。 

 組立、接触部分のすり合わせを担当しています。 

 （表面加工によりオーダー寸法に調整） 

 

●大田校に入校したきっかけ 

  前職場で溶接作業を見て、自分も溶接ができれば、 

 技能の幅が広がるため、溶接資格を取得したいと 

 思いました。さらに、ハローワークでの相談でも薦められました。 

             

●職場で役立っている技術・技能は？ 

  グラインダでの仕上げ技能です。材料の表面研削加工が主な仕事の   

 為、正しい作業方法を習得できて良かったです。また、コンパス等の  

 様々な手工具の使い方を学べたことも感謝しています。 

  

●印象に残っていること 

  ステンレス鋼の基礎的な知識と溶接技能を学び、溶接技能者評価試 

 験（JIS検定）に合格できたことです。 

  

●大田校のよかったところ 

  前職での仕上げ作業で行っていた機工具等の取扱い方が不安全で  

 能率が悪いことが分かり、正しい作業方法を習得することができました。 

  

●入校する方へメッセージ 

  半年間学べて、大変良かったと思っています。６ヶ月という期間が少 

 し回り道に感じるかもしれませんが、私は結果として技能を身につけ、 

 再就職の近道になりました。もし、興味があり、入校にためらっているこ 

 とがあれば、見学してみてください。きっと、入校したくなりますよ。 

●板金溶接科 修了生 

  （平成29年度修了） 

 勤務先：都内製造業 

  

 

●現在の仕事内容は？ 

  プレス加工業の会社で働いています。 

 

●大田校に入校したきっかけは？ 

  金型工になりたかったからです。 

             

●大田校で印象に残っている訓練は？ 

  NCフライス盤での切削加工が特に 

 印象に残っています。 

 

●職場で役立っている技術・技能は？ 

  汎用機やプレス機の操作方法、CADの知識など金型製造や 

 モノづくり全般の基礎的な姿勢を学べたことです。 

 

●大田校に入校するにあたり不安はありませんでしたか？ 

  年齢層の幅広さが原因で人間関係がうまく作れるか不安でした。 

 

●大田校のよかったところは？ 

  金型製作の流れを学べたこと。また、学びたいことの希望を聞いてく 

 れるところ。 

 

●楽しかった思い出は？ 

  射出成型金型をチームを組んで生徒のみんなで製作したことです。 

 

●入校する方へメッセージ 

  様々な工作機械の使い方を学べます。ぜひ金型加工科へお越し 

 ください。 

●金型加工科 Mさん 

  （平成29年度修了） 

勤務先：都内製造業 

●福祉調理科 佐藤さん 

 （平成29年度修了） 

 勤務先： 都内小学校 

●エンジニア養成科 帖佐 将男さん 

 （平成29年度修了） 

  勤務先：株式会社東京精機工作所 
 

●現在の仕事内容は？ 

  入社当初は、紙ベースの図面を２次元 

 CADデータにする仕事を行っていました。 

 現在は、半導体用のシリコン等を薄く切る 

 スライシングマシンの設計を行ってます。 

 

●大田校に入校したきっかけ？ 

  大学を卒業して求職中に、「設計から加工まで、 

 総合的に勉強できるところ。」と、ハローワークから 

 紹介を受け、２年間のエンジニア養成科を選びました。 

 

●大田校に入校するにあたり不安はありませんでしたか？ 

  見学会の時に、周りに高校生が多かったので、歳の離れた人とうまく   

 やっていけるか心配でした。しかし、卒業製作等で、チームリーダーと 

 して、うまくやっていけました。 

 

●大田校で印象に残っている訓練は？ 

  自主製作での、スターリングエンジンカーや、ボッチャ競技スタート 

 台、ハンドリフターの卒業製作等、自分で設計して加工・組立をしてい 

 く訓練です。 

 

●大田校でここはよかったと思うところは？ 

  機械関係で現役で働いている講師の方に、直接、機械設計や機械  

 加工について教えてもらえるところ。 

 

●大田校に入校する方へのメッセージ 

  より現場に近い方からアドバイスがもらえ、設計も加工もできます。 

 色々なところに就職できるので、チャンスを勝ち取ってもらいたい。 

 



4月生 7月生 10月生 1月生 4月生 
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10 

11 

12 
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3 

1月10日（木） 
～2月4日（月） 

募集期間 

2月13日(水）・14日(木） 
選考日 

2月21日（木） 
合格発表日 

4月5日（金） 
入校日 

4月24日（水） 
～5月23日（木） 

募集期間 

6月5日（水） 
選考日 

6月11日（火） 
合格発表日 

7月1日（月） 
入校日 

6月25日（火） 
～7月25日（木） 

募集期間 

8月20日（火） 
選考日 

8月27日（火） 
合格発表日 

10月1日（火） 
入校日 

10月24日（木） 
～11月21日（木） 

募集期間 

12月4日（水） 
選考日 

12月10日（火） 
合格発表日 

1月7日（火） 
入校日 

1月8日（水） 
～2月4日（火） 

募集期間 

2月12日(水）・13日（木） 
選考日 

2月20日（木） 
合格発表日 

   募集日程 

見学会日程 

■募集期間中に、見学会を開催します。 

 いずれも午後２時開始（予約不要） 

■日程の合わない方については、随時個別 

 での見学も承っております。 

 ご希望の方は、事前にご予約ください。 

4月生 2019年1月11・17・24日 

7月生 2019年5月9・16日 

10月生 2019年7月4・11・18日 

1月生 2019年11月7・14日 

4月生 2020年1月9・16・23・30日 

2019年 

2019年 

■4月生及び10月生募集において、応募が定員に満たない場合、追加募集を行うことがあります。 

■ものづくり体験入校やバスツアーも行います。 

  詳細については、大田校のホームページに掲載いたします。 

 

  一般入校選考とは別に、高等学校および中等教育学校の 

  卒業予定者を対象として推薦入校選考を実施しています。 

推薦入校制度について 

 ●申込資格および応募方法  

   詳しくは実施要領をご覧ください。 

   実施要領は、募集開始までに都内すべての都立高校 

   および私立高校に配布されます。 

 ●選考方法  

   入校願書、高等学校長等から提出された推薦書･調査書   

   および当校で行う作文と面接の結果を総合的に判定し、 

   合否が決定されます。 

 

2020年 

2020年 

2019年 

2020年 



 生徒・修了生に対する事業主の皆様からの求人を受け付けております。 

受け付けた求人票は、生徒がいつでも閲覧できるよう各科目の教室および

就職情報コーナーに掲載しています。都外の事業主の皆様からも求人を受

け付けております。まずは大田校就職支援担当までお問い合わせください。 

毎年１１月３日に開催の「大田校技能祭」では、生徒作品展示や工作教室、模擬店出店などで地域の皆様にお楽しみ

いただいています。 

   技能祭 

大田校では、職業訓練や働いている方のための講習だけでなく、地域のさまざまな機関と連携を図ることで、ものづく

り教育への支援(ものづくり体験・高校生向け講座)や若者の就職支援、その他のイベントなどを数多く実施しています。 

   モノづくり教育への支援 

□夏休み工作教室（区内の小学生対象）・・・・・・・・・7月実施 

□高校生実習講座・・・・・・・・・・・・・7月に3日間実施 

□ものづくり体験入校・・・・・・・・・・・年5回実施 

□匠の技の祭典・・・・・・・・・・・・・・・・8月実施 

□バスツアーIN城南・・・・・・・・・・・・・8月、1月実施 

□ものづくり教育・学習フォーラムへの参加(区内の小中学生対象)・・1月実施 

 

平成30年度の主な実績及び予定 
夏休み工作教室 

   在職者向け訓練 

  企業の皆様へ 

【キャリアアップ講習】 

 主に中小企業で働いており、都内在住または在勤の方を対象に、スキルアップのための短期講習を行っています。

平日夜間または土曜日昼間に実施し、授業料は1,600～6,500円となっております。 

詳しい講習名等は大田校のホームページに掲載しています。 

【オーダーメイド講習】 

 都内の中小企業、事業主団体等のご要望に応じ、講習の実施時期・講習内容をコーディネートするオーダーメイド

講習を行っています。社員教育にぜひご活用ください。 

講習のお問い合わせ・お申込みは講習会担当までご連絡ください。 



アクセスマップ 

最新情報はホームページへ 

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/vsdc/ohta/ 

ホームページは「大田校」と入力して検索 

大田校 検索 

表紙デザイン 広告美術科生徒  
平成30年1月発行 登録番号（30）5 

お問い合わせ 

電話   03-3744-1013 

FAX   03-3745-6950 

E-mail S0000461@section.metro.tokyo.jp 

 

〒144-0044 東京都大田区本羽田3-4-30 

京浜急行空港線「大鳥居駅」徒歩5分 

京急バス「萩中公園前」下車3分 

 


