
働いているみなさんのための講習

東京都立職業能力開発センターおよび校では、主に中小企業で働いている方を対象に、
スキルアップや資格試験受験対策等のための短期講習を行っています。

●応募資格 現在、主に中小企業で働いている方（派遣・契約社員、パート等を含む。）で、都内に在住また
は在勤の方。

平成３０年２月～４月募集分

●募　　集
募集月の１日～ 10日（必着）です。（講習によって「募集月」が異なります。）
往復はがきでのお申込みは、郵便事情等により期間内に到着しなかった場合は無効となります
ので、期日に余裕をもってお申込みください。

●授業料等 １講習あたり1,100円～ 6,500円です。このほか、指定の教科書を各自ご用意いただきます。

●講習時間 １講習は24時限（１時限は45分）が標準です。
主に平日の夜間・土日祝日の昼間に行います。（一部平日昼間に実施する講習もあります。）

●講習内容 仕事に役立つ講習、資格試験の受験対策、受講修了すると資格取得できる講習等を、年間
約600コース実施します。

キャリアアップガイド  2018キャリアアップガイド  2018

【講習のご案内】

■ホームページ

■電　話

ＴＯＫＹＯはたらくネット
　http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/

◇講習内容、募集月、実施日時等は変更になる場合があります。必ずお申込み前に、以下の方法で最新の
情報をご確認ください。

◇当ガイドの掲載内容は概要です。実施内容および受講対象者等の詳細は、各講習の実施校へお問い合わ
せください。（名称・電話番号・住所等は裏表紙をご覧ください。）

をご覧ください。
※ホームページの情報は、募集月の１日に更新されます。

各講習を実施する実施校へ（電話番号は裏表紙をご覧ください。）
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申込みから講習開始までの流れ

①講習を選ぶ

受講したい講習を選びます。講習内容欄の見方は下記のとおりです。

その分野の細分類における難易度の目安です。
（★　　　初級程度、

  ★★　　中級程度、
  ★★★　上級程度）

カッコ付の数字「⑴⑵・・・」が入っている講習は、
連続した複数コースにわたる科目（セット科目）です。
原則として、セット単位での一括申込となります。

※受講対象者・レベルについては、よく確認した上でお申込みください。
※講習によっては年に複数回実施するものもあります。詳細は各講習の実施校にお問い合わせください。
※講習名、Noに㊭のマークがある講習は、企業単位でお申込みができます。（企業受付制度）
　�申込人数、申込方法等の詳細は、TOKYOはたらくネット（http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/）「キャ
リアアップ講習企業受付のご案内」をご覧いただくか、各講習の実施校にお問い合わせください。

【学科】は、座学のみの講習です。
【実技】は、実技を含む講習です。

細分類

分野

目　　次

機械関係……………………………… ５ページ
建築・設備関係……………………… ７ページ
電気・電子関係…………………… １０ページ
印刷・広告関係…………………… １２ページ

経理・経営・事務関係…………… １３ページ
情報関係…………………………… １５ページ
介護・アパレル関係、その他…… １９ページ

講習名 主な内容
【使用ソフト】

受講対象者
（今年度：平成29年4月〜

平成30年3月）
No 実施日 時間 定員

（人） 授業料 実施校 募集月
レベル 学科／実技

はじめての
CAD製図
㊭

CAD の構造と機 能、AutoCAD の
基本操作、コマンドの種類と機能、
作図演習

【AutoCAD2015】

職 務 上 AutoCADに よ
る図面作成の基礎技能
を 必 要 と し、Windows
の基本操作（文字入力、
ファイルの保存、コピ
ー等）ができる方

01001071 4/7（土）,4/14（土）,4/21（土） 9:30〜16:40 28 6,500円 城東 2月

01001121 4/30（祝）,5/3（祝）,5/4（祝） 9:20〜16:30 25 6,500円 府中 2月
★ 実技

汎用機械加工技術
（旋盤・フライス盤）

㊭

旋盤コース
⑴段付加工、ねじ加工
⑵加工手順、課題演習
フライス盤コース
⑴六面体加工、溝加工、加工手順
⑵加工手順、課題演習

金属加工業又は機械工
業に従事し、当該技能
を必要とする方
※ 申込み時に旋盤また

はフライス盤の一方
を選択していただき
ます

1022101

⑴ 6/9（土）,6/16（土） 9:30〜16:40 10
一括申込
8,600円

⑴4,300円
⑵4,300円

多摩 4月

⑵ 6/23（土）,6/30（土） 9:30〜16:40 10

★★ 実技

機械関係
《CAD/CAM 系》 受付は 1 日〜 10 日
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往信

（往信の表） （返信の裏）

所
住
の
校
施
実

）
校
○
○
（

何も書かないで

○
○
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー

ください
（抽選結果を
お知らせします）

返信

（返信の表） （往信の裏）

所
住
の
た
な
あ

名
氏
の
た
な
あ

①希望講習名
②自宅〒・住所
③かな氏名
④漢字氏名
⑤生年月日（年齢）
⑥性別
⑦連絡先TEL
　
（携帯電話等本人と
　連絡がつくもの）

（○○社・正社員、
　○○社・パート　等）

⑧勤務先名・雇用形態

⑨勤務先所在地
⑩勤務先電話番号

○○職業能力開発センター（○○校）
キャリアアップ講習担当
①希望講習名
②自宅〒・住所
③かな氏名
④漢字氏名
⑤生年月日（年齢）
⑥性別
⑦連絡先TEL

⑧勤務先名・雇用形態

⑨勤務先所在地
⑩勤務先電話番号
⑪ＦＡＸ返送先番号
（自宅か勤務先か、勤務先の場合は
　部署名等も明記してください。）

（携帯電話等本人と連絡がつくもの）

（○○社・正社員、
　○○社・パート　等）

往復はがき・ＦＡＸ・インターネット（電子申請）のいずれかにて、募集期間内に、各講習の実施校へお申込みください。
（電話によるお申込みはできません。）

■往復はがき記入例 ■ＦＡＸ記入例

■インターネット（電子申請）

※消せるボールペン、鉛筆等の消えやすい筆記具の使用は避けてください

募集月の１日～10日（必着）

TOKYOはたらくネット
　http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/

〈インターネット申込みについての重要な注意事項〉
○以下の時間帯は、システムの定期メンテナンスのため、電子申請を行うことができません。
　毎月第二水曜日・最終水曜日　午後１０時３０分～翌日午前８時
　このほかにも、システムのメンテナンスを行うことがありますので、期日までに余裕を持ってお申し込みください。

申込みの際の注意事項
　●各講習の実施校の窓口でもお申込みできます。返信用はがきをお持ちになり、募集期間内にお越しください。
　●以下のようなお申込みは、原則として無効とさせていただきます。ご注意ください。
　　◇１講習につき、おひとり２通以上のお申込み（２通目以降はすべて無効となります。）
　　◇年度内に既に受講した（受講者として決定した）講習と同一講習へのお申込み
　　◇１通の往復はがき、またはFAXに複数の講習名を記入したお申込み
　　　�ただし、受験対策等、１講習が⑴～⑶の連続した複数コースにわたる講習（セット科目）は、１通で全コー

スにお申込みください。お申込みの際、⑴～⑶の数字が記載されていなかった場合には、セットでお申込
みされたものとみなしますので、ご了承ください。

　　◇「通常（片道）はがき」および「返送先指定のない FAX」によるお申込み
　　◇記載内容に不備があるもの
　※詳細は、実施校に直接お問い合わせください。
　※お申込みの際にご記入いただく個人情報は、講習の実施事務以外には使用いたしません。
　※�障害のある方は、障害の程度により講習が受けられない場合があります。事前に各講習の実施校にご確認く
ださい。

②申　込　み
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③抽選結果通知

④授業料等のお支払い

⑤教科書の準備

⑥講 習 開 始

申込者数が定員を超えた場合、抽選を行います。
お申込みの方法に応じて抽選結果をお知らせします。
※「はがき申込み」の方は「はがき」、「FAX申込み」の方は「FAX」にてお知らせします。
　��「インターネット申込み（電子申請）」の方は抽選終了をお知らせする「メール」が届きましたら、東
京電子自治体共同運営サービスにアクセスし、抽選結果をご確認ください。

●受講内定者となった方は、納付期限までに納付書（払い込み用紙）により金融機関で授業料等をお支払いください。
　（各講習の実施校の窓口でもお支払いいただけます）
●納付期限までにお支払いいただかない場合、受講辞退とみなしますので、ご注意ください。
●�金融機関によっては、入金確認に時間がかかる場合があります。お支払いの早期確認のため、領収書等のコピー
を、FAXまたは郵送で各講習の実施校にお送りくださるようご協力をお願いいたします。入金確認ができない場合、
電話等でご送付をお願いすることがあります。

●当選、受講の権利を他の方へ譲渡することはできません。
●�生活扶助受給の方、住民税非課税または均等割のみ課税世帯の方、障害者手帳の交付を受けている方、激甚災害
等により被災された方は、授業料の免除および使用教科書の支給を受けられる場合があります。必ずお支払い前に、
各講習の実施校にお問い合わせください。

●一度お支払いいただいた授業料等はお返しいたしません。お支払い前によくご確認ください。
●詳細は、納付書と一緒にお送りする当選通知をご覧ください。
※補欠で繰り上げ当選された方は、各講習の実施校の窓口で、現金にて授業料等をお支払いいただきます。

●�指定教科書を書店等でご購入ください。指定教科書が市販されていない場合は、各講習の実施校で用意しますので、
授業料と一緒に教科書代をお支払いください。

●講習に教科書を持たずに来られても、教科書の貸与、写しの提供等は一切ありません。あらかじめご了承ください。

●�講習時に本人確認を行う場合があります。受講票および身分証明書（運転免許証等、住所氏名が確認できるもの）を、
常時ご携帯ください。

Pay-easy（ペイジー）に対応している金融機関であれば、ＡＴＭ、インターネットバンキング、モバイルバンキング等から
の納入が可能です。ご利用に当たっては、各金融機関にお問い合わせください。

当選の方（受講内定者）
別途郵便で納付書等をお送りし
ます。④以降をご覧ください。

補欠の方
当選の方に欠員が出た場合、繰
上げ当選となります。

選外の方
残念ながら受講することができ
ません。
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講習名 主な内容
【使用ソフト】

受講対象者
（今年度：平成30年4月〜

平成31年3月）
No 実施日 時間 定員

（人） 授業料 実施校 募集月
レベル 学科／実技

はじめての
CAD製図
㊭

CAD の 構造と機 能、AutoCAD の
基本操作、コマンドの種類と機能、
作図演習

【AutoCAD2015】

職 務 上 AutoCADに よ
る図面作成の基礎技能
を 必 要 と し、Windows
の基本操作（文字入力、
ファイルの保存、コピ
ー等）ができる方

01001071 4/7（土）,4/14（土）,4/21（土） 9:30〜16:40 28 6,500円 城東 2月

01001121 4/30（祝）,5/3（祝）,5/4（祝） 9:20〜16:30 25 6,500円 府中 2月
★ 実技

機械図面の見方と
CAD製図
㊭

製図規格、CAD の基本操作、CAD
の構造と機能、作図演習、例題によ
る図形入力、機械部品の作図

【AutoCAD2015】板橋
【AutoCAD2014】大田
※ 講習内容の一部が「CAD 製図（機

械）【初級】」と重複しますので、
ご注意ください。

職務上製図関連知識を
必 要 と し、Windowsの
基 本 操 作（ 文 字 入 力、
ファイルの保存、コピ
ー等）ができる方

01002031
6/12（火）,6/14（木）,6/19（火）,
6/21（木）,6/26（火）,6/28（木）,
7/3（火）,7/5（木）

18:30〜20:55 20 6,500円 板橋 4月

01002061 4/7（土）,4/14（土）,4/21（土） 9:15〜16:30 25 6,500円 大田 2月

★ 実技

CAD製図（機械）
【初級】
㊭

CAD の基 本操作、CAD の構造と
機能、作図演習、例題による図形入
力、機械部品の作図

【AutoCAD2018】大田
【AutoCAD2013】江戸川
※ 講習内容の一部が「機械図面の見

方とCAD 製図」と重複しますので、
ご注意ください。

機 械 図 面 の 知 識 を 有
し、職務上 CAD製図の
基礎技能を必要とし、
Windowsの基本操作（文
字入力、ファイルの保
存、コピー等）ができ
る方

01003061 5/26（土）,6/2（土）,6/9（土） 9:15〜16:30 25 6,500円 大田 4月

01003081 4/8（日）,4/15（日）,4/22（日） 9:30〜16:40 20 6,500円 江戸川 2月

★ 実技

CAD製図（機械）
【中級】
㊭

作図方法の応用、各種入力方法、
図面編集、既存図面データ集の利
用、作図演習

【AutoCAD2015】

「CAD製図（機械）【初
級】」修了程度の技能を
有し、職務上さらに高
度な技能を必要とする
方

01004081 7/1（日）,7/8（日）,7/15（日） 9:30〜16:40 15 6,500円 江戸川 4月

★★ 実技

3次元CAD
（AutoCAD）

㊭

3 次元 CAD の基本操作、機械パー
ツの 3 次元ソリッドモデルの作成お
よびアセンブリ機能を使用した 3 次
元アセンブリモデルの作成

【AutoCAD2014】

機械設計関係および図
面関係の仕事に従事し、
機械図面の知識を有し、
AutoCADで機械図面を
作成できる方

01006061 5/12（土）,5/19（土）,5/26（土）9:15〜16:30 15 6,500円 大田 3月

★★ 実技

3次元CAD
（SolidWorks）

【初級】
㊭

3 次元 CAD の基本操作、部品作成、
図面展開、寸法拘束・幾何拘束の取
扱い、少数部品による基本的なアセ
ンブリモデルの作成 

【SolidWorks2014】

機械工業関係の仕事に
従 事 し、Windowsの 基
本操作（文字入力、フ
ァイルの保存、コピー
等）ができる方

01007061 5/26（土）,6/2（土）,6/9（土） 9:15〜16:30 15 6,500円 大田 4月

★ 実技

3次元CAD
（Inventor）

㊭

3 次元 CAD の基本操作、機械パー
ツの 3 次元ソリッドモデルの作成お
よびアセンブリ機能を使用した 3 次
元アセンブリモデルの作成

【Inventor2015】江戸川
【Inventor2013】八王子

機械設計関係および図
面関係の仕事に従事し、
機械図面の知識を有し、
Windowsの基本操作（文
字入力、ファイルの保
存、コピー等）ができ
る方

01010081 6/2（土）,6/9（土）,6/16（土） 9:30〜16:40 15 6,500円 江戸川 3月

01010111 6/23（土）,6/30（土）,7/7（土） 9:20〜16:30 15 6,500円 八王子 4月

★ 実技

講習名 主な内容
【使用ソフト】

受講対象者
（今年度：平成30年4月〜

平成31年3月）
No 実施日 時間 定員

（人） 授業料 実施校 募集月
レベル 学科／実技

汎用旋盤
【基礎】
㊭

汎用旋盤の基本的な操作方法、加
工の基本、切削理論、三ツ爪による
切削実習

金属加工業または機械
工業に従事し、測定器

（ノギス・マイクロメー
ター）の取扱・測定が
できる方で、当該基礎
技能を必要とする方

01019031 5/12（土）,5/19（土）,5/26（土）9:20〜16:30 10 6,500円 板橋 3月

01019081 5/19（土）,5/26（土）,6/2（土） 9:00〜16:30 10 6,500円 江戸川 3月
★ 実技

汎用機械加工技術
（旋盤・フライス盤）

㊭

旋盤コース
⑴段付加工、ねじ加工
⑵加工手順、課題演習
フライス盤コース
⑴六面体加工、溝加工、加工手順
⑵加工手順、課題演習

金属加工業又は機械工
業に従事し、当該技能
を必要とする方
※ 申込み時に旋盤また

はフライス盤の一方
を選択していただき
ます

01022101

⑴ 6/9（土）,6/16（土） 9:30〜16:40 10
一括申込
8,600円

⑴4,300円
⑵4,300円

多摩 4月

⑵ 6/23（土）,6/30（土） 9:30〜16:40 10

★★ 実技

◎実施日時、使用ソフト等は変更になる場合があります。お申込み前にご確認ください。
　また、授業料のほかに教科書代がかかります。詳細は各講習の実施校にお問い合わせください。機械関係

《CAD/CAM 系》

この分野はすべての講習で企業受付が可能です。詳細は各講習の実施校にお問い合わせください。

受付は 1日〜 10 日

《機械加工系》 受付は 1日〜 10 日

講習欄の見方については、P2 をご覧ください。
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機械関係

講習名 主な内容
【使用ソフト】

受講対象者
（今年度：平成30年4月〜

平成31年3月）
No 実施日 時間 定員

（人） 授業料 実施校 募集月
レベル 学科／実技

グラインダ安全作業
（特別教育・
自由研削）
㊭

労働安全衛生法による特別教育
研削盤・といし・取付け具に関する
知識、実習、関係法令（全日程を受
講した方には特別教育修了証を交
付）

職務上当該特別教育修
了証を必要とする方

01026031 6/2（土）,6/9（土） 9:20〜16:30 15 3,100円 板橋 3月

★ 実技

プラスチックの
基本成形作業

㊭
成形機の取扱い、金型着脱、成形
条件の設定、射出成形作業 

プラスチック射出成形
業務関係の仕事に従事
している方

01029031 6/3（日）,6/10（日）,6/17（日） 9:20〜16:30 18 6,500円 板橋 3月

★ 実技

危険物取扱者
（乙種第4類）
受験対策
㊭

危険物取扱者試験（乙種第 4 類）
受験対策
基礎物理、化学、燃焼、消火、危
険物の特性、消防法、答案練習 

危険物関連業種に従事
し、今年度当該試験を
受験する方

01030081 7/7（土）,7/14（土）,7/21（土） 9:30〜16:40 40 1,600円 江戸川 4月

★ 学科

毒物劇物取扱者
（一般）
受験対策
㊭

毒物劇物取扱者試験（一般）
受験対策
毒物劇物取締法、毒物劇物の取扱
いの実務、基礎物理・化学

毒物劇物取扱い業種に
従事し、今年度当該試
験を受験する方

01031031 5/19（土）,5/26（土）,6/2（土）,
6/9（土） 9:20〜15:00 35 1,600円 板橋 3月

01031081 5/13（日）,5/20（日）,5/27（日） 9:30〜16:40 40 1,600円

江戸川

2月

01031082 6/9（土）,6/16（土）,6/23（土） 9:30〜16:40 40 1,600円 3月
★ 学科

生産工程管理
【基礎】
㊭

生産管理の概要、生産形態、生産
計画、工程管理、テーマに対するブ
レーンストーミング、工程改善および
コスト計算

職務上生産工程管理の
基礎知識の習得を必要
とする方

01032031 5/13（日）,5/20（日）,5/27（日）9:20〜16:30 30 1,600円 板橋 3月

★ 学科

品質管理
【基礎】
㊭

5S の必要性とその定着方法、品質
管理と改善に向けた取組方法、QC
七つ道具の手法とその活用方法、報
連相と 5W1H の徹底、三現主義と
顧客第一の取組

製造業に従事する新入
社員または中堅社員の
方

01035081 7/7（土），7/14（土），7/21（土） 9:30〜16:40 24 1,600円 江戸川 4月

★ 学科

《その他》 受付は 1日〜 10 日

この分野はすべての講習で企業受付が可能です。詳細は各講習の実施校にお問い合わせください。 講習欄の見方については、P2 をご覧ください。

◎実施日時、使用ソフト等は変更になる場合があります。お申込み前にご確認ください。
　また、授業料のほかに教科書代がかかります。詳細は各講習の実施校にお問い合わせください。
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建築・設備関係

講習名 主な内容
【使用ソフト】

受講対象者
（今年度：平成30年4月〜

平成31年3月）
No 実施日 時間 定員

（人） 授業料 実施校 募集月
レベル 学科／実技

二級建築士
（学科）
受験対策
㊭

二級建築士試験（学科）受験対策
⑴法規
建築基準法、都市計画法、建築士法、
演習解説
⑵構造
構造力学、建築構造、材料、演習
解説
⑶施工
建築施工、測量積算、演習解説

建築関係の仕事に従事
し、今年度当該試験を
受験する方

02002041

⑴
4/6（金）,4/9（月）,
4/11（水）,4/13（金）,
4/16（月）,4/18（水）,
4/20（金）,4/23（月）

18:30〜20:55 30

一括申込
4,800円

⑴1,600円
⑵1,600円
⑶1,600円

赤羽 2月⑵
5/7（月）,5/10（木）,
5/12（土）,5/14（月）,
5/17（木）,5/19（土）

平日
18:30〜20:55
土
9:05〜14:45

30

⑶
5/21（月）,5/24（木）,
5/26（土）,5/28（月）,
5/31（木）,6/2（土）

平日
18:30〜20:55
土
9:05〜14:45

30

★★ 学科

二級建築士
（学科・法規）
受験対策
㊭

二級建築士試験（法規）受験対策 
建築基準法、都市計画法、建築士法、
演習解説

建築関係の仕事に従事
し、今年度当該試験を
受験する方

02003051 4/1（日）,4/3（火）,4/5（木）,
4/7（土）,4/10（火）,4/12（木）

平日
18:30〜20:55
土日
9:30〜15:20

30 1,600円 城南 2月

★★ 学科

二級建築士
（学科・構造）
受験対策
㊭

二級建築士試験（構造）受験対策
構造力学、建築構造、材料、演習
解説 

建築関係の仕事に従事
し、今年度当該試験を
受験する方

02004051 5/9（水）,5/11（金）,5/13（日）,
5/16（水）,5/18（金）,5/20（日）

平日
18:30〜20:55
日
9:30〜15:20

30 1,600円 城南 3月

★★ 学科

二級建築士
（学科・施工）
受験対策
㊭

二級建築士試験（施工）受験対策
建築施工、測量積算、演習解説

建築関係の仕事に従事
し、今年度当該試験を
受験する方

02005051 4/14（土）,4/17（火）,4/19（木）,
4/21（土）,4/24（火）,4/26（木）

平日
18:30〜20:55
土
9:30〜15:20

30 1,600円 城南 2月

★★ 学科
二級建築士
（設計製図）
受験対策

（基礎演習）
㊭

二級建築士試験（設計製図）
受験対策
⑴基本的な設計条件の理解、基本
計画の策定、設計製図の応用
⑵基礎演習⑴とは異なった設計条件
での計画および設計製図

建築関係の仕事に従事
し、今年度当該試験を
受験する方

02007051

⑴ 5/12（土）,5/19（土）,
5/26（土） 9:20〜16:30 30 一括申込

13,000円
⑴6,500円
⑵6,500円

城南 3月

⑵ 6/2（土）,6/9（土）,
6/16（土） 9:20〜16:30 30

★★ 実技

福祉住環境
コーディネーター
検定試験®（2級）

対策
㊭

福祉住環境コーディネーター検定試
験 ®（2 級）受験対策
⑴福祉住環境整備の意義と福祉住
環境コーディネーターの役割
⑵福祉住環境整備の基本技術およ
び実践に伴う知識

今年度当該検定試験を
受験する方

02012081

⑴ 4/7（土）,4/14（土）,
4/21（土） 9:30〜16:40 35 一括申込

3,200円
⑴1,600円
⑵1,600円

江戸川

2月

⑵ 5/12（土）,5/19（土）,
5/26（土） 9:30〜16:40 35

02012111

⑴ 4/14（土）,4/21（土）,
4/28（土） 9:20〜16:30 20 一括申込

3,200円
⑴1,600円
⑵1,600円

八王子

⑵ 5/12（土）,5/19（土）,
5/26（土） 9:20〜16:30 20

★ 学科

技能検定表装
（壁装作業）
（1・2級）
受検対策
㊭

技能検定表装（壁装作業）（1 級また
は 2 級）受検対策（実技）
表装（壁装作業）の課題解説と課題
対策実技

内装業等建築関係の仕
事に従事し、今年度当
該技能検定1級または2
級を受検する方

02013051 5/25（金）,5/26（土）,5/27（日）
平日
10:00〜17:10
土日
9:05〜16:15

15 6,500円 城南 3月

02013101 6/1（金）,6/2（土）,6/3（日） 9:30〜16:40 15 6,500円 多摩 3月

★★ 実技

技能検定
内装仕上げ施工
（木質系床仕上げ）

受検対策
㊭

技能検定内装仕上げ施工（木質系床
仕上げ工事作業）（1 級または 2 級）
受検対策（実技）
内装仕上げ（木質系床仕上げ）の課
題解説と課題対策実技

内装業等建築関係の仕
事に従事し、今年度当
該技能検定1級または2
級を受検する方

02016101 6/22（金）,6/23（土）,6/30（土）9:30〜16:40 10 6,500円 多摩 4月

★★ 実技

技能検定
タイル張り
（1・2級）
受検対策
㊭

技能検定タイル張り（タイル張り作
業）（1 級または 2 級）受検対策
タイル張りを中心とした材料、施工
法に関する学科対策
ブロック・レンガ積みおよびタイル加
工から張りまでの実技対策

タイル施工の仕事に従
事し、今年度当該技能
検定1級または2級を受
検する方

02017071 6/3（日）,7/8（日） 9:30〜16:40 10 4,300円 城東 4月

★★ 実技

技能検定
家具製作
（1・2級）
受検対策
㊭

技能検定家具製作（家具手加工およ
び機械加工作業）（1 級または 2 級）
受検対策
実技 : 実技課題の作成、作業上のポ
イント
学科 : 法規、安全衛生、製図、材料、
器工具、工作法

家具製作の実務経験2年
以上で、今年度当該技
能検定1級または2級を
受検する方
※ 1級・2級の手加工お

よび機械加工を受検
する方が対象です

02018071 6/10（日）,6/17（日）,6/24（日）9:30〜16:40 30 6,500円 城東 4月

★★ 実技

《建築系》 受付は 1日〜 10 日

「福祉住環境コーディネーター検定試験 ®」は東京商工会議所の登録商標です。

この分野はすべての講習で企業受付が可能です。詳細は各講習の実施校にお問い合わせください。 講習欄の見方については、P2 をご覧ください。

◎実施日時、使用ソフト等は変更になる場合があります。お申込み前にご確認ください。
　また、授業料のほかに教科書代がかかります。詳細は各講習の実施校にお問い合わせください。
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建築・設備関係

講習名 主な内容
【使用ソフト】

受講対象者
（今年度：平成30年4月〜

平成31年3月）
No 実施日 時間 定員

（人） 授業料 実施校 募集月
レベル 学科／実技

CAD製図（建築）
【初級】
㊭

⑴建築用 CAD の基本操作、簡単な
図形の作成
⑵簡単な平面図等の建築図面の作
成

【Jw_cad】赤羽
【AutoCAD2017】城南

建築関係の仕事に従事
し、手書きによる図面
作成と Windowsの基本
操作（文字入力、ファ
イルの保存、コピー等）
ができる方

02020041

⑴
6/18（月）,6/21（木）,6/25（月）,
6/28（木）,7/2（月）,7/5（木）,
7/9（月）,7/12（木）

18:30〜20:55 20
一括申込
13,000円
⑴6,500円
⑵6,500円

赤羽

4月

⑵
7/19（木）,7/23（月）,7/26（木）,
7/30（月）,8/2（木）,8/20（月）,
8/23（木）,8/27（月）

18:30〜20:55 20

02020051

⑴ 6/19（火）,6/21（木）,6/23（土）,
6/26（火）,6/28（木）,6/30（土）

平日
18:30〜20:55
土
9:30〜15:20

20
一括申込
13,000円
⑴6,500円
⑵6,500円

城南

⑵ 7/3（火）,7/5（木）,7/7（土）,
7/10（火）,7/12（木）,7/14（土）

平日
18:30〜20:55
土
9:30〜15:20

20

★ 実技

CAD製図（建築）
（AutoCAD）
【初級】
㊭

建築用 CAD の基本操作、簡単な図
面の作成、建築図面（平面図）の作
成

【AutoCAD2015】赤羽、城東
【AutoCAD2013】江戸川

建築関係の仕事に従事
し、手書きによる図面
作成と Windowsの基本
操作（文字入力、ファ
イルの保存、コピー等）
ができる方

02021041 5/12（土）,5/19（土）,5/26（土） 9:05〜16:30 25 6,500円 赤羽 3月

02021071 5/12（土）,5/19（土）,5/26（土） 9:30〜16:40 28 6,500円 城東 3月

02021081 5/20（日）,5/27（日）,6/3（日） 9:30〜16:40 20 6,500円 江戸川 3月
★ 実技

CAD製図（建築）
（AutoCAD）
【中級】
㊭

建築用 CAD の応用操作（作図入力
方法、図面編集の応用、既存図面
データの利用）

【AutoCAD2015】

建築関係の仕事に従事
し、手書きによる図面
作成と AutoCADの基本
操作ができる方

02022071 6/9（土）,6/16（土）,6/23（土） 9:30〜16:40 15 6,500円 城東 4月

★★ 実技

CAD製図（建築）
（Jw_cad）
【初級】
㊭

Jw_cad の表示画面と基本操作、基
本コマンド、図形の読込・登録、文
字と寸法、レイヤー操作と印刷、総
合演習

【Jw_cad】

建築関係の仕事に従事
し、手書きによる図面
作成と Windowsの基本
操作（文字入力、ファ
イルの保存、コピー等）
ができる方

02024081 6/23（土）,6/30（土）,7/7（土） 9:30〜16:40 20 6,500円 江戸川 4月

★ 実技

CAD製図
（建築設備）
【初級】
㊭

建築設備に関する図面作成、給排水・
空調設備図面の作成、シンボルのブ
ロック作成、レイヤーを使用しての
設備図作成

【AutoCAD2015】

建築設備関係の仕事に
従事し、手書きによる
図面作成と Windowsの
基 本 操 作（ 文 字 入 力、
ファイルの保存、コピ
ー等）ができる方

02028071 6/30（土）,7/7（土）,7/14（土） 9:30〜16:40 28 6,500円 城東 4月

★ 実技

講習名 主な内容
【使用ソフト】

受講対象者
（今年度：平成30年4月〜

平成31年3月）
No 実施日 時間 定員

（人） 授業料 実施校 募集月
レベル 学科／実技

高年齢者のための
ビル管理技術者
受験対策
㊭

建築物環境衛生管理技術者試験
受験対策
建築物衛生行政概論、建築物の環
境衛生、空気環境の調整、建築物
の構造概論、給水・排水管理、清掃、
ネズミ等の防除

概ね50歳以上の方でビ
ルマネジメント・ビル
メンテナンス業に携わ
り2年以上の実務経験を
有し、今年度建築物環
境衛生管理技術者試験
を受験する方

02043051 6/2（土）,6/9（土）,6/16（土） 9:20〜16:30 40 1,600円 城南 4月

02043071 4/7（土）,4/14（土）,4/21（土） 9:20〜16:30 30 1,600円 城東 2月

02043121 4/8（日）,4/15（日）,4/22（日） 9:20〜16:30 40 1,600円 府中 2月
★★ 学科

《建築 CAD 系》 受付は 1日〜 10 日

《設備系》 受付は 1日〜 10 日

講習名 主な内容
【使用ソフト】

受講対象者
（今年度：平成30年4月〜

平成31年3月）
No 実施日 時間 定員

（人） 授業料 実施校 募集月
レベル 学科／実技

技能検定造園（2級）
受検対策
㊭

技能検定造園（造園工事作業）（2 級）
受検対策
2 級実技課題に沿った竹垣、庭木・
庭石等の造園工事の施工

造園関係の仕事に従事
し、今年度当該技能検
定を受検する方

02044101 6/29（金）,6/30（土）,7/1（日） 9:30〜16:40 15 6,500円 多摩 4月

★★ 実技

技能検定造園（1級）
（実技）
受検対策
㊭

技能検定造園（造園工事作業）（1 級）
受検対策
作業試験対策（竹垣製作、つくばい
敷設、飛び石・延段敷設、景石配置、
植栽）、要素試験対策

造園関係の仕事に従事
し、今年度当該技能検
定を受検する方

02045101 6/8（金）,6/9（土）,6/10（日） 9:30〜16:40 10 6,500円 多摩 3月

★★★ 実技

《造園系》 受付は 1日〜 10 日

この分野はすべての講習で企業受付が可能です。詳細は各講習の実施校にお問い合わせください。 講習欄の見方については、P2 をご覧ください。

◎実施日時、使用ソフト等は変更になる場合があります。お申込み前にご確認ください。
　また、授業料のほかに教科書代がかかります。詳細は各講習の実施校にお問い合わせください。

Admin
取り消し線

Admin
タイプライターテキスト

Admin
タイプライターテキスト

Admin
タイプライターテキスト
赤羽校は【AutoCAD2018】に変更

Admin
タイプライターテキスト

Admin
タイプライターテキスト

Admin
タイプライターテキスト
しております。ご注意ください。

Admin
タイプライターテキスト

Admin
タイプライターテキスト

Admin
タイプライターテキスト

Admin
タイプライターテキスト

Admin
タイプライターテキスト

Admin
タイプライターテキスト

Admin
タイプライターテキスト
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建築・設備関係

《造園系》 受付は 1日〜 10 日

講習名 主な内容
【使用ソフト】

受講対象者
（今年度：平成30年4月〜

平成31年3月）
No 実施日 時間 定員

（人） 授業料 実施校 募集月
レベル 学科／実技

竹垣の施工
㊭ 竹垣の結束方法、四ツ目垣・金閣寺

垣作成
造園関係の仕事に従事
している方

02047081 4/14（土）,4/21（土）,4/28（土）9:30〜16:40 10 6,500円 江戸川 2月

★★ 実技

ルーフガーデンの
植栽
㊭

植栽に関する知識、植栽管理（学科・
実技）、植栽実技

建築物緑化、ビル管理、
建設、造園土木関係の
仕事に従事し、屋上緑
化・屋上庭園に関する
知識・技術・技能を必要
とする方

02048101 5/12（土）,5/19（土）,5/26（土）9:30〜16:40 10 6,500円 多摩 3月

★★ 実技

講習名 主な内容
【使用ソフト】

受講対象者
（今年度：平成30年4月〜

平成31年3月）
No 実施日 時間 定員

（人） 授業料 実施校 募集月
レベル 学科／実技

測量士補（学科）
受験対策
㊭

測量士補試験（学科）受験対策
測量数学、測量学、多角測量、水
準測量、地形測量、写真測量、応
用測量、GPS、測量士補試験問題
解説

今年度当該試験を受験
する方

02050041
4/9（月）,4/11（水）,4/13（金）,
4/16（月）,4/18（水）,4/20（金）,
4/23（月）,4/25（水）

18:30〜20:55 30 1,600円 赤羽 2月

★★ 学科

土地家屋調査士
受験対策
㊭

土地家屋調査士試験受験対策
⑴不動産登記制度、土地建物表示
登記、民法
⑵申請・請求の手続き、申請書の書
き方

今年度当該試験を受験
する方

02051041

⑴
5/28（月）,5/30（水）,6/1（金）,
6/4（月）,6/6（水）,6/8（金）,
6/11（月）,6/13（水）

18:30〜20:55 30
一括申込
8,100円

⑴1,600円
⑵6,500円

赤羽 4月

⑵
6/15（金）,6/18（月）,6/20（水）,
6/22（金）,6/25（月）,6/27（水）,
6/29（金）,7/2（月）

18:30〜20:55 30★★★ ⑴学科
★★★ ⑵実技

公害防止管理者
（水質関係第4種）

受験対策
㊭

水質関係第 4 種公害防止管理者試
験受験対策
⑴概論・関係法令
水質汚濁の現状・発生源・影響、環
境基本法および環境基準、水質汚
濁防止法体系
⑵汚水処理技術
汚水処理計画・方式、測定技術

今年度当該試験を受験
する方

02053081

⑴ 7/1（日）,7/8（日）,7/15（日） 9:30〜16:40 25
一括申込
3,200円

⑴1,600円
⑵1,600円

江戸川 4月

⑵ 7/22（日）,7/29（日）,8/5（日） 9:30〜16:40 25

★★ 学科

《その他》 受付は 1日〜 10 日

この分野はすべての講習で企業受付が可能です。詳細は各講習の実施校にお問い合わせください。 講習欄の見方については、P2 をご覧ください。

◎実施日時、使用ソフト等は変更になる場合があります。お申込み前にご確認ください。
　また、授業料のほかに教科書代がかかります。詳細は各講習の実施校にお問い合わせください。
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電気・電子関係

講習名 主な内容
【使用ソフト】

受講対象者
（今年度：平成30年4月〜

平成31年3月）
No 実施日 時間 定員

（人） 授業料 実施校 募集月
レベル 学科／実技

第二種電気工事士
（学科）
受験対策
㊭

第二種電気工事士筆記試験受験対策
基礎理論、配電理論と配線設計、
電気機器、工事用材料と工具、施
工方法、検 査方法、法令、鑑 別、
配線図

電気関係の仕事に従事
し、今年度当該試験を
受験する方

03001041
5/7（月）,5/9（水）,5/11（金）,
5/14（月）,5/16（水）,5/18（金）,
5/21（月）,5/23（水）

18:30〜20:55 30 1,600円 赤羽 2月

03001051
4/3（火）,4/5（木）,4/10（火）,
4/12（木）,4/17（火）,4/19（木）,
4/24（火）,4/26（木）

18:30〜20:55 50 1,600円 城南 2月

03001071
4/10（火）,4/12（木）,4/17（火）,
4/19（木）,4/24（火）,4/26（木）,
5/8（火）,5/10（木）

18:30〜20:55 40 1,600円 城東 2月

03001101 4/15（日）,4/22（日）,5/6（日）,
5/13（日） 10:00〜15:40 40 1,600円 多摩 2月

03001111 4/7（土）,4/14（土）,4/21（土）,
4/28（土） 10:00〜15:45 50 1,600円 八王子 2月

03001121 4/29（祝）,4/30（祝）,5/5（祝） 9:20〜16:30 40 1,600円 府中 2月
★ 学科

第二種電気工事士
（実技）
受験対策
㊭

第二種電気工事士技能試験受験対策
公表されている試験問題に対応した
演習

電気関係の仕事に従事
し、今年度当該試験を
受験する方

03004041
6/5（火）,6/7（木）,6/12（火）,
6/14（木）,6/19（火）,6/21（木）,
6/26（火）,6/28（木）

18:30〜20:55 30 6,500円 赤羽 4月

03004051
6/12（火）,6/14（木）,6/19（火）,
6/21（木）,6/26（火）,6/28（木）,
7/3（火）,7/5（木）

18:30〜20:55 30 6,500円 城南 4月

03004101 6/10（日）,6/17（日）,6/24（日） 9:30〜16:40 25 6,500円 多摩 3月

03004111 6/23（土）,6/24（日）,6/30（土）,
7/1（日） 10:00〜15:45 30 6,500円 八王子 4月

03004121 5/13（日）,5/27（日）,6/10（日） 9:20〜16:30 30 6,500円 府中 3月
★ 実技

第三種電気
主任技術者
科目合格対策
（理論）
㊭

第三種電気主任技術者試験（理論）
受験対策
電気理論、電子理論、電気計測、
電子計測

電気関係の仕事に従事
し、今年度当該試験を
受験する方

03013051

⑴ 4/1（日）,4/4（水）,4/6（金）,
4/8（日）,4/11（水）,4/13（金）

平日
18:30〜20:55
日
9:30〜15:20

55
一括申込
3,200円

⑴1,600円
⑵1,600円

城南 2月

⑵ 4/15（日）,4/18（水）,4/20（金）,
4/22（日）,4/25（水）,4/27（金）

平日
18:30〜20:55
日
9:30〜15:20

55

03013071

⑴ 4/8（日）,4/11（水）,4/13（金）,
4/15（日）,4/18（水）,4/20（金）

平日
18:30〜20:55
日
9:30〜15:20

50
一括申込
3,200円

⑴1,600円
⑵1,600円

城東 2月

⑵ 4/22（日）,4/25（水）,4/27（金）,
5/6（日）,5/9（水）,5/11（金）

平日
18:30〜20:55
日
9:30〜15:20

50

03013101

⑴ 4/7（土）,4/14（土）,4/21（土） 9:30〜16:40 60 一括申込
3,200円

⑴1,600円
⑵1,600円

多摩 2月

⑵ 4/28（土）,5/12（土）,5/19（土） 9:30〜16:40 60

03013111

⑴ 4/8（日）,4/15（日）,4/22（日） 9:20〜16:30 40 一括申込
3,200円

⑴1,600円
⑵1,600円

八王子 2月

⑵ 4/29（祝）,5/6（日）,5/13（日） 9:20〜16:30 40
★★★ 学科

第三種電気
主任技術者
科目合格対策
（電力）
㊭

第三種電気主任技術者試験（電力）
受験対策
発電・変電、送配電

電気関係の仕事に従事
し、今年度当該試験を
受験する方

03014051 5/9（水）,5/11（金）,5/13（日）,
5/16（水）,5/18（金）,5/20（日）

平日
18:30〜20:55
日
9:30〜15:20

55 1,600円 城南 3月

03014071 5/12（土）,5/19（土）,5/26（土） 9:20〜16:30 50 1,600円 城東 3月

03014101 5/26（土）,6/2（土）,6/9（土） 9:30〜16:40 55 1,600円 多摩 3月

03014111 5/20（日）,5/27（日）,6/3（日） 9:20〜16:30 40 1,600円 八王子 3月

03014121 4/14（土）,4/21（土）,4/28（土） 9:20〜16:30 40 1,600円 府中 2月
★★★ 学科

《電気系》 受付は 1日〜 10 日

この分野はすべての講習で企業受付が可能です。詳細は各講習の実施校にお問い合わせください。 講習欄の見方については、P2 をご覧ください。

◎実施日時、使用ソフト等は変更になる場合があります。お申込み前にご確認ください。
　また、授業料のほかに教科書代がかかります。詳細は各講習の実施校にお問い合わせください。
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電気・電子関係

《電気系》 受付は 1日〜 10 日

講習名 主な内容
【使用ソフト】

受講対象者
（今年度：平成30年4月〜

平成31年3月）
No 実施日 時間 定員

（人） 授業料 実施校 募集月
レベル 学科／実技

第三種電気
主任技術者
科目合格対策
（機械）
㊭

第三種電気主任技術者試験（機械）
受験対策
電気機器、電動機応用、電気化学、
自動制御

電気関係の仕事に従事
し、今年度当該試験を
受験する方

03016051

⑴ 6/6（水）,6/8（金）,6/10（日）,
6/13（水）,6/15（金）,6/17（日）

平日
18:30〜20:55
日
9:30〜15:20

55
一括申込
3,200円

⑴1,600円
⑵1,600円

城南 4月

⑵ 6/20（水）,6/22（金）,6/24（日）,
6/27（水）,6/29（金）,7/1（日）

平日
18:30〜20:55
日
9:30〜15:20

55

03016071

⑴ 6/6（水）,6/8（金）,6/10（日）,
6/13（水）,6/15（金）,6/17（日）

平日
18:30〜20:55
日
9:30〜15:20

50
一括申込
3,200円

⑴1,600円
⑵1,600円

城東 4月

⑵ 6/20（水）,6/22（金）,6/24（日）,
6/27（水）,6/29（金）,7/1（日）

平日
18:30〜20:55
日
9:30〜15:20

50

03016101

⑴ 6/16（土）,6/23（土）,6/30（土） 9:30〜16:40 55 一括申込
3,200円

⑴1,600円
⑵1,600円

多摩 4月

⑵ 7/7（土）,7/14（土）,7/21（土） 9:30〜16:40 55

03016111

⑴ 6/10（日）,6/17（日）,6/24（日） 9:20〜16:30 40 一括申込
3,200円

⑴1,600円
⑵1,600円

八王子 4月

⑵ 7/1（日）,7/15（日）,7/22（日） 9:20〜16:30 40

03016121

⑴ 5/12（土）,5/19（土）,5/26（土） 9:20〜16:30 40 一括申込
3,200円

⑴1,600円
⑵1,600円

府中 3月

⑵ 6/3（日）,6/10（日）,6/17（日） 9:20〜16:30 40
★★★ 学科
1級電気工事
施工管理技士
（学科）
受験対策
NEW

㊭

１級電気工事施工管理技術検定試験
（学科）受験対策
電気工学、電気設備等、施工管理法、
法規

電気関係の仕事に従事
し、第一種電気工事士
の有資格者または同程
度の知識を有する方で、
今年度当該試験を受験
する方

03019111 4/22（日）,4/29（祝）,5/6（日）,
5/13（日） 10:00〜15:45 40 1,600円 八王子 2月

★★★ 学科

《制御系》 受付は 1日〜 10 日

《その他》 受付は 1日〜 10 日

講習名 主な内容
【使用ソフト】

受講対象者
（今年度：平成30年4月〜

平成31年3月）
No 実施日 時間 定員

（人） 授業料 実施校 募集月
レベル 学科／実技

PLCプログラミング
【基礎】
㊭

リレーシーケンスの基礎、基本のラ
ダープログラミング（自己保持回路、
順序回路、インタロック回路）

職務上 PLCを使用する
方

03032081 6/9（土）,6/16（土）,6/23（土） 9:30〜16:40 20 6,500円 江戸川 3月

★ 実技

講習名 主な内容
【使用ソフト】

受講対象者
（今年度：平成30年4月〜

平成31年3月）
No 実施日 時間 定員

（人） 授業料 実施校 募集月
レベル 学科／実技

デジタル回路
【基礎】
㊭

オームの法則、半導体素子の特性、
ロジック IC の使い方

電子回路の基本を習得
したい方

03034111 6/2（土）,6/9（土）,6/16（土） 9:20〜16:30 20 6,500円 八王子 3月

★ 実技

地上波デジタル
放送設備
NEW

㊭

地上波デジタル放送設備の共同視
聴設備について、理論、電波強度の
測定、測定値の評価、基礎工事実
習

CATV工事関係者、通信
工事関係者

03038121 5/19（土）,5/26（土） 9:20〜16:30 20 3,100円 府中 3月

★ 実技

この分野はすべての講習で企業受付が可能です。詳細は各講習の実施校にお問い合わせください。 講習欄の見方については、P2 をご覧ください。

◎実施日時、使用ソフト等は変更になる場合があります。お申込み前にご確認ください。
　また、授業料のほかに教科書代がかかります。詳細は各講習の実施校にお問い合わせください。
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印刷・広告関係

講習名 主な内容
【使用ソフト】

受講対象者
（今年度：平成30年4月〜

平成31年3月）
No 実施日 時間 定員

（人） 授業料 実施校 募集月
レベル 学科／実技

Macによる
Illustrator
【基礎】
㊭

Illustrator の概要
簡単な図形作成、色の設定、選択
ツールの使い方、パスの描き方、レ
イヤーの基礎、透明、メッシュツー
ル、A4 チラシ作成、トレースの方法、
ブラシの種類、パターンのペイント、
テキスト入力と編集、CS5 と CS6・
CC との違い

【Illustrator CS5】

主に印刷関係の仕事に
従 事 し、Illustratorの 基
礎技能を必要とする方

04001011 4/11（水）,4/13（金）,4/18（水）,
4/20（金）,4/25（水）,4/27（金） 18:00〜21:05 15 6,500円 中央・城北 2月

★ 実技

Macによる
Photoshop
【基礎】
㊭

Photoshop の概要
色設定の基本、ペイントツール、選
択範囲作成の基本、レイヤー、解像
度とは何か、基本的な色調補正、パ
スの編集と活用、テキスト入力と編
集、ファイルの保存形式、CS5 と
CS6・CC との違い

【Photoshop CS5】

主に印刷関係の仕事に
従事し、Photoshopの基
礎技能を必要とする方

04003011 5/12（土）,5/19（土）,5/26（土）,
6/2（土） 9:30〜15:25 15 6,500円 中央・城北 3月

★ 実技

MacOSによる
はじめてのDTP

㊭

Macintosh による DTP ソフト
（Illustrator、Photoshop、InDesign）
の概要と基本操作

【Illustrator CS5】
【Photoshop CS5】
【InDesign CS5】

パソコンの基本操作（文
字入力、漢字変換、印
刷等）ができ、イラス
ト作成、画像処理、組
版等の技能を必要とす
る方

04005011 5/8（火）,5/10（木）,5/15（火）,
5/17（木）,5/22（火）,5/24（木） 18:00〜21:05 23 6,500円 中央・城北 2月

★ 実技

Macによる
印刷物制作
（Ai・Ps編）

NEW

㊭

Macintosh による DTP ソフト
（Illustrator、Photoshop）の概要と
基本操作と印刷物制作

【Illustrator CS5】
【Photoshop CS5】

主 に 印 刷 関 係 の 仕 事
に 従 事 し、 印 刷 物 制
作を行っている方で、
Illustrator・Photoshop
の基礎技能を習得して
いる方

04006011

⑴ 5/29（火）,5/31（木）,6/5（火）,
6/7（木）,6/12（火）,6/14（木） 18:00〜21:05 23

一括申込
13,000円
⑴6,500円
⑵6,500円

中央・城北 3月

⑵ 6/19（火）,6/21（木）,6/26（火）,
6/28（木）,7/3（火）,7/5（木） 18:00〜21:05 23

★★ 実技

Windowsによる
Illustrator
【基礎】
㊭

Illustrator の概要
オブジェクトの操作・線と塗りの設
定、テキストの入力と編集、文字の
組み方、パスの操作、簡単なチラシ
の作成

【Illustrator CS6】

Illustratorの基礎技能を
必要とする方

04008011 5/12（土）,5/19（土）,5/26（土）,
6/2（土） 9:30〜15:25 15 6,500円 中央・城北 3月

★ 実技

Windowsによる
Photoshop
【基礎】
㊭

Photoshop の概要
カラー設定、選択範囲の作成、描画・
ペイント、レイヤー、解像度、色相・
明度・彩度、簡単なレタッチ・色調
補正、テキスト入力と編集、ファイ
ルの保存形式

【Photoshop CS6】

Photoshopの 基 礎 技 能
を必要とする方

04009011 4/11（水）,4/13（金）,4/18（水）,
4/20（金）,4/25（水）,4/27（金） 18:00〜21:05 15 6,500円 中央・城北 2月

★ 実技

《DTP 系》 受付は 1日〜 10 日

《色彩系》 受付は 1日〜 10 日

講習名 主な内容
【使用ソフト】

受講対象者
（今年度：平成30年4月〜

平成31年3月）
No 実施日 時間 定員

（人） 授業料 実施校 募集月
レベル 学科／実技

Windowsによる
広告デザイン

（Illustratorの基礎）
㊭

広 告 デ ザインを 制 作 するため の
Illustrator の基本 

【Illustrator CC】

職務上パソコンによる広
告美術の技能を必要と
し、Windowsの 基 本 操
作（文字入力、ファイル
の保存、コピー等）がで
きる方

04011061 5/26（土）,6/2（土）,6/9（土） 9:15〜16:30 15 6,500円 大田 4月

★ 実技

Windowsと手描きによる
POP広告デザイン

（Illustratorの基礎）
㊭

POP 広告デザインを制作するための
Illustrator の基本

【Illustrator CS6・PhotoshopElements13】

職務上パソコンによる
POP広告の技能を必要
とし、POPに関する基礎
知 識 を 有 し、Windows
の基本操作（文字入力、
ファイルの保存、コピー
等）ができる方

04012031 7/1（日）,7/8（日）,7/15（日） 9:20〜16:30 20 6,500円 板橋 4月

★ 実技

POPレタリング
㊭

フェルトペンによるカード作成とレイ
アウト基本書体、筆とフェルトペン
による総合作品の制作

職務上 POPレタリング
の技能を必要とする方

04015031 5/4（祝）,5/5（祝）,5/6（日） 9:20〜16:30 20 6,500円 板橋 2月

★★ 実技

講習名 主な内容
【使用ソフト】

受講対象者
（今年度：平成30年4月〜

平成31年3月）
No 実施日 時間 定員

（人） 授業料 実施校 募集月
レベル 学科／実技

色彩検定（3級）
受験対策
NEW

㊭

A・F・T の色彩検定試験（3 級）
受験対策
色のはたらき・光と色・色の表 示

（PCCS などの色表示）・色彩心理・
色彩配色・色彩効果・色彩と生活

（ファッションの色彩とインテリアの
色彩）

職務上色彩に関する知
識を必要とし、今年度
当該試験を受験する方

04016011 4/21（土）,4/28（土）,5/12（土）,
5/19（土） 9:30〜15:25 20 6,500円 中央・城北 2月

★ 実技

この分野はすべての講習で企業受付が可能です。詳細は各講習の実施校にお問い合わせください。 講習欄の見方については、P2 をご覧ください。

◎実施日時、使用ソフト等は変更になる場合があります。お申込み前にご確認ください。
　また、授業料のほかに教科書代がかかります。詳細は各講習の実施校にお問い合わせください。

《広告系》 受付は 1日〜 10 日
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経理・経営・事務関係

㊭印の講習は企業受付が可能です。詳細は各講習の実施校にお問い合わせください。 講習欄の見方については、P2 をご覧ください。

講習名 主な内容
【使用ソフト】

受講対象者
（今年度：平成30年4月〜

平成31年3月）
No 実施日 時間 定員

（人） 授業料 実施校 募集月
レベル 学科／実技

簿記
【基礎】
㊭

簿記の基礎概念、仕訳、試算表、
精算表、決算
※企業受付は、板橋のみ

職務上簿記の基礎知識
を必要とする方

05001031
㊭ 4/14（土）,4/15（日）,4/21（土）9:20〜16:30 45 1,600円 板橋 2月

05001081 6/2（土）,6/3（日）,6/10（日） 9:30〜16:40 54 1,600円 江戸川 3月
★ 学科

2級簿記受験対策
（商業簿記）

日商簿記検定試験 2 級受験対策
⑴商業簿記
現金預金と売掛金、手形、有価証券、
商品売買、固定資産、引当金
⑵商業簿記
株式会社の純資産、税金、税効果
会計、リース会計、外貨建、決算、
財務諸表の作成、本支店会計、連
結会計、製造業の決算

日商簿記検定3級合格者
または同程度の知識を
有する方で、今年度当
該試験を受験する方

05006071

⑴
6/5（火）,6/7（木）,6/12（火）,
6/14（木）,6/19（火）,6/21（木）,
6/26（火）,6/28（木）

18:30〜20:55 45 一括申込
3,200円

⑴1,600円
⑵1,600円

城東 4月

⑵
7/3（火）,7/5（木）,7/10（火）,
7/12（木）,7/19（木）,7/24（火）,
7/26（木）,7/31（火）

18:30〜20:55 45

05006111

⑴ 6/2（土）,6/9（土）,6/16（土）,
6/23（土） 10:00〜15:45 40 一括申込

3,200円
⑴1,600円
⑵1,600円

八王子 3月

⑵ 6/30（土）,7/7（土）,7/14（土）,
7/21（土） 10:00〜15:45 40

★★ 学科

1級簿記受験対策
（商業簿記・会計学）

日商簿記検定試験 1 級受験対策
⑴商業簿記
諸勘定の処理から連結財務
⑵会計学
収益費用の認識と判定
⑶演習
過去の問題解説と演習

全経簿記検定1級、全商
簿記検定1級または日商
簿記検定2級のいずれか
の合格者もしくは同程
度の知識を有する方で、
今年度当該試験を受験
する方

05008101

⑴ 4/8（日）,4/15（日）,4/22（日） 9:30〜16:40 50
一括申込

4,800円
⑴1,600円
⑵1,600円
⑶1,600円

多摩 2月⑵ 5/6（日）,5/13（日）,5/20（日） 9:30〜16:40 50

⑶ 6/3（日）,6/10（日）,6/17（日） 9:30〜16:40 50
★★★ 学科

一からの実践経理
㊭

経理事務の全体像（経営計画、簿記、
税金、社会保険手続き・給与事務の
知識）を一から習得 

日商簿記検定3級程度の
知識を有し、経理事務
の知識を必要とする方

05010031 6/16（土）,6/23（土）,6/30（土） 9:20〜16:30 45 1,600円 板橋 4月

★★ 学科

法人税の実務 法人税の概要（法人税のポイント、
改正税法のポイント）

会計・経理事務に従事
している方および職務
上法人税の知識を必要
とする方で、日商簿記
検定3級程度の知識を有
する方

05014111 5/26（土）,6/2（土）,6/9（土）,
6/16（土） 10:00〜15:45 40 1,600円 八王子 3月

★★ 学科

《経理系》 受付は 1日〜 10 日

《人事労務系》 受付は 1日〜 10 日

講習名 主な内容
【使用ソフト】

受講対象者
（今年度：平成30年4月〜

平成31年3月）
No 実施日 時間 定員

（人） 授業料 実施校 募集月
レベル 学科／実技

雇用保険と労災保険
の実務 労働保険制度の要点と処理手続き

等の実務演習 

会計・経理事務に従事
している方および職務
上労働保険の知識を必
要とする方で、労働保
険の基礎知識を有する
方

05019111 5/20（日）,5/27（日）,6/3（日）,
6/10（日） 10:00〜15:45 40 1,600円 八王子 3月

★★ 学科

◎実施日時、使用ソフト等は変更になる場合があります。お申込み前にご確認ください。
　また、授業料のほかに教科書代がかかります。詳細は各講習の実施校にお問い合わせください。

講習名 主な内容
【使用ソフト】

受講対象者
（今年度：平成30年4月〜

平成31年3月）
No 実施日 時間 定員

（人） 授業料 実施校 募集月
レベル 学科／実技

企業経営戦略
【基礎】
㊭

ビジネスモデルを軌道に乗せるため
の経営戦略（経営の方向性と基本戦
略、経営資源の有効配分、C/S な
どの有効戦略）

中小企業にお勤めで企
画・営業の実務を担当
している方

05024011 4/14（土）,4/21（土）,4/28（土）,
5/12（土） 9:30〜15:25 40 1,600円 中央・城北 2月

★★ 学科

Word
（ビジネス活用編）

㊭

文書テンプレートの作成、見積書の
作成・自動計算、Excel データを元
にグラフを挿入

【Word2013】
※企業受付は、中央・城北のみ

Wordの基本操作（文字
入力、漢字変換、文例
の作成、印刷等）がで
きる方

05027011
㊭

4/9（月）,4/11（水）,4/13（金）,
4/16（月）,4/18（水）,4/20（金）,
4/23（月）,4/25（水）

18:30〜20:55 30 6,500円 中央・城北 2月

05027071 4/8（日）,4/15（日）,4/22（日） 9:30〜16:40 28 6,500円 城東 2月
★★ 実技

Excelによる
ビジネス資料作成
（販売管理）

㊭

販売管理に必要なビジネス資料（売
上表、売上集計表や在庫管理等）
を Excel のさまざまな機能（関数・
データベース機能・クロス集計・グ
ラフ等）を活用して作成する演習

【Excel2013】

Excelの基本操作（表計
算、数式や関数、グラフ、
印刷等）ができ、仕事
で活かそうと考えてい
る方

05030011
5/7（月）,5/9（水）,5/11（金）,
5/14（月）,5/16（水）,5/18（金）,
5/21（月）,5/23（水）

18:30〜20:55 30 6,500円 中央・城北 3月

★★ 実技

《経営・ビジネス系》 受付は 1日〜 10 日
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講習名 主な内容
【使用ソフト】

受講対象者
（今年度：平成30年4月〜

平成31年3月）
No 実施日 時間 定員

（人） 授業料 実施校 募集月
レベル 学科／実技

ビッグデータ分析
（Excel）

㊭

Excel を使ったデータ分析の基 礎
知識、アドインを使ったビッグデー
タ分析例紹介、条件付書式で簡単
分析実習、ピボットテーブル実習、
PowerView 実習

【Excel2013】
※企業受付は、板橋のみ

Excelの基本操作（表計
算、数式や関数、グラフ、
印刷等）ができる方

05051031
㊭ 4/7（土）,4/14（土）,4/21（土） 9:20〜16:30 20 6,500円 板橋 2月

05051121 5/6（日）,5/13（日）,5/20（日）,
5/27（日） 10:00〜15:40 30 6,500円 府中 3月

★★ 実技

講習名 主な内容
【使用ソフト】

受講対象者
（今年度：平成30年4月〜

平成31年3月）
No 実施日 時間 定員

（人） 授業料 実施校 募集月
レベル 学科／実技

通関士受験対策
㊭

通関士試験受験対策
通関士試験の手引き、関税法、関
税定率法、関税暫定措置法、関税
関係特例法、外国為替および外国
貿易法、通関業法、通関実務

今年度当該試験を受験
する方

05055011

⑴ 5/19（土）,5/26（土）,6/2（土）,
6/9（土） 9:30〜15:25 50

一括申込
4,800円

⑴1,600円
⑵1,600円
⑶1,600円

中央・城北 3月⑵ 6/16（土）,6/23（土）,6/30（土）,
7/7（土） 9:30〜15:25 50

⑶ 7/14（土）,7/21（土）,7/28（土）,
8/4（土） 9:30〜15:25 50

★★ 学科

《IT 活用系》 受付は 1日〜 10 日

《その他》 受付は 1日〜 10 日

㊭印の講習は企業受付が可能です。詳細は各講習の実施校にお問い合わせください。 講習欄の見方については、P2 をご覧ください。

◎実施日時、使用ソフト等は変更になる場合があります。お申込み前にご確認ください。
　また、授業料のほかに教科書代がかかります。詳細は各講習の実施校にお問い合わせください。

《経営・ビジネス系》 受付は 1日〜 10 日

講習名 主な内容
【使用ソフト】

受講対象者
（今年度：平成30年4月〜

平成31年3月）
No 実施日 時間 定員

（人） 授業料 実施校 募集月
レベル 学科／実技

仕事で役立つ
データベース
（Access）

⑴データベースの管理、設計、商品
管理データベースの構築、入出力処
理、応用機能の活用
⑵販売管理データベースの構築、売
上管理データベースの構築、売上
データの効率的な入出力、応用機能
の活用

【Access2010】

Accessの基本操作（テ
ーブル、クエリ、レポ
ート機能等）ができる
方

05031111

⑴ 4/8（日）,4/15（日）,4/22（日） 9:20〜16:30 20
一括申込
13,000円
⑴6,500円
⑵6,500円

八王子 2月

⑵ 5/13（日）,5/20（日）,5/27（日）9:20〜16:30 20

★★ 実技

ビジネス文書の作成
（Word・Excel）

㊭

Word・Excel を活用した実務的なビ
ジネス文書・報告書の作成

【Word2013】
【Excel2013】

Wordの基本操作（文字
入力、漢字変換、文例
の作成、印刷等）およ
び Excelの基本操作（表
計算、数式や関数、グ
ラフ、印刷等）ができ
る方

05032031 5/20（日）,5/27（日）,6/3（日） 9:20〜16:30 20 6,500円 板橋 3月

★★ 実技

ビジネスで成功する
コミュニケーション

講座
㊭

ロジカルシンキング概論、論理的対
話力の向上、自己分析、コミュニケー
ションの技法、説得力のあるプレゼ
ンテーションテクニック、傾聴のテ
クニックを意識したカウンセリングテ
クニック

中小企業にお勤めの新
入社員または中堅社員
の方

05036011 6/16（土）,6/23（土）,6/30（土）,
7/7（土） 9:30〜15:25 20 1,600円 中央・城北 4月

★ 学科

若手社員の
基礎力アップ

㊭

若手社会人に必要な基礎的スキルで
ある、接遇マナー、社内・社外文書
の基本、社会性アップのための非言
語（態度、表情等）コミュニケーショ
ン、自己分析

中小企業にお勤めの新
入社員から入社3年目程
度までの社員の方

05037051 4/7（土）,4/14（土）,4/21（土） 9:20〜16:30 20 1,600円 城南 2月

★ 学科

ビジネスを円滑に進める
交渉力・プレゼン技法

㊭

会議の仕組み、価格交渉技法、論
理的対話力、コーチング 、ビジネス
の場で役に立つ実践的コミュニケー
ション能力、論理的対話力の修得

中小企業にお勤めで入
社3年目以上の方、また
は「CSを意識したコミ
ュニケーション・プレ
ゼン技法」を受講され
た方で、さらにその上
級講座を希望する方

05039071 5/13（日）,5/20（日） 9:30〜16:40 20 1,100円 城東 3月

★★ 学科

ビジネスで活かす
統計分析（Excel）

【基礎】
NEW

㊭

分散や標準偏差、相関分析、単回
帰分析

【Excel2013】

Excelの基本操作（表計
算、数式や関数、グラフ、
印刷等）ができ、統計
分析を仕事に活用する
必要のある方

05044011 4/7（土）,4/14（土）,4/21（土）,
4/28（土） 9:30〜15:25 30 6,500円 中央・城北 2月

★★ 実技
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講習名 主な内容
【使用ソフト】

受講対象者
（今年度：平成30年4月〜

平成31年3月）
No 実施日 時間 定員

（人） 授業料 実施校 募集月
レベル 学科／実技

実務に役立つ
Word活用
㊭

Word 入門、文書の作成、文書の編
集と Word の活用、Word の応用

【Word2013】

Windowsの基本操作（文
字入力、ファイルの保
存、コピー等）ができ
る方

07001031 6/30（土）,7/7（土）,7/14（土） 9:20〜16:30 20 6,500円 板橋 4月

★ 実技

表計算（Excel）
【初級】
㊭

Excel の基本操作、表計算機能、グ
ラフ機能、印刷機能 

【Excel2013】

Windowsの基本操作（文
字入力、ファイルの保
存、コピー等）ができ
る方

07004031
5/8（火）,5/10（木）,5/15（火）,
5/17（木）,5/22（火）,5/24（木）,
5/29（火）,5/31（木）

18:30〜20:55 20 6,500円 板橋 2月

★ 実技

表計算（Excel）
【中級】

Excelの基本操作の復習、ワークシー
トの連携、グラフ機能、関数の使い
方、ピボットテーブル、マクロ機能

【Excel2013】

Excelの基本操作（表計
算、数式や関数、グラフ、
印刷等）ができる方

07005081 6/3（日）,6/10（日）,6/17（日） 9:30〜16:40 20 6,500円 江戸川 3月

07005121 6/10（日）,6/17（日）,6/24（日） 9:20〜16:30 30 6,500円 府中 4月
★★ 実技

Excel
（関数活用編）

Excel 関数を活用して、見積書・売
上集計表・売上分析表・受注管理表・
勤務時間表等を作成

【Excel2013】

Excelの基本操作（表計
算、数式や関数、グラフ、
印刷等）ができる方

07010081 4/15（日）,4/22（日）,4/29（祝） 9:30〜16:40 20 6,500円 江戸川 2月

07010121 4/7（土）,4/14（土）,4/21（土） 9:20〜16:30 25 6,500円 府中 2月
★★ 実技

データベース設計
【基礎】
NEW

㊭

データベースの設計、Access の基
本操作

【Access2013】

Excelの基本操作（表計
算、数式や関数、グラフ、
印刷等）ができる方

07012011

⑴ 5/26（土）,6/2（土）,6/9（土） 9:30〜15:25 30 一括申込
9,800円

⑴4,900円
⑵4,900円

中央・城北 3月

⑵ 6/23（土）,6/30（土）,7/7（土） 9:30〜15:25 30
★★ 実技

Excelによる
データベースの活用

データベース関数、データの集計機
能（並べ替え）、ピボットテーブル、
ピボットグラフ

【Excel2013】

Excelの基本操作（表計
算、数式や関数、グラフ、
印刷等）ができる方

07014061 4/7（土）,4/14（土）,4/21（土） 9:15〜16:30 25 6,500円 大田 2月

★★ 実技

Excel
（関数・マクロ編）

㊭

Excel の関数、マクロ機能等を利用
した効率的な業務方法

【Excel2013】中央・城北
【Excel2016】城南
【Excel2010】多摩
※ 企業受付は、中央・城北、城南の

み

Excelの基本操作（表計
算、数式や関数、グラフ、
印刷等）ができる方

07015011
㊭

6/4（月）,6/6（水）,6/8（金）,
6/11（月）,6/13（水）,6/15（金）,
6/18（月）,6/20（水）

18:30〜20:55 30 6,500円 中央・城北 3月

07015051
㊭ 5/12（土）,5/19（土）,5/26（土） 9:20〜16:30 20 6,500円 城南 3月

07015101 5/13（日）,5/20（日）,5/27（日） 9:30〜16:40 20 6,500円 多摩 3月
★★ 実技

ExcelVBA
【基礎】

マクロ /VBA の基礎知識、マクロの
作成・編集方法、初歩的なモジュー
ルの作成方法、初歩的な業務システ
ムの紹介

【Excel2013】

Excelに 関 し て、 セ ル
やワークシートの操作、
基本的な関数、データ
の並べ替えや抽出等が
できる方

07016081 5/12（土）,5/19（土）,5/26（土） 9:30〜16:40 20 6,500円 江戸川 2月

★★★ 実技

データベース
（Access）
【初級】
㊭

Access の基本操作、ファイルの作
成、リレーションシップの設定

【Access2013】
※企業受付は、板橋のみ

Excelの基本操作（表計
算、数式や関数、グラフ、
印刷等）ができる方

07019031
㊭ 4/29（祝）,5/6（日）,5/13（日） 9:20〜16:30 20 6,500円 板橋 2月

07019081 4/7（土）,4/14（土）,4/21（土） 9:30〜16:40 20 6,500円 江戸川 2月

07019121 4/8（日）,4/15（日）,4/22（日）,
4/29（祝） 10:00〜15:40 25 6,500円 府中 2月

★★ 実技
データベース
（Access）
【中級】
㊭

テーブル、レポート、クエリ、マクロ、
演習

【Access2013】

Accessの フ ァ イ ル 作
成、リレーションシッ
プの設定等ができる方

07020031 5/19（土）,5/26（土）,6/2（土） 9:20〜16:30 20 6,500円 板橋 3月

★★ 実技
SQLによる

データベース操作
【基礎】
㊭

SQL を用いた問合せシステムアプリ
ケーション作成によるデータベース
の概要、SQL の基本、セキュリティ
の基礎

情報システム開発・管
理に携わる、または携
わる予定のある方

07024051
6/20（水）,6/22（金）,6/27（水）,
6/29（金）,7/4（水）,7/6（金）,
7/11（水）,7/13（金）

18:30〜20:55 20 6,500円 城南 4月

★★ 実技
データベース
（Access）

マクロ /VBA入門
㊭

マクロの概要、VBA の概要、演習
【Access2013】

「データベース（Access）
【中級】」修了程度の技
能を有する方

07025031 6/9（土）,6/16（土）,6/23（土） 9:20〜16:30 20 6,500円 板橋 4月

★★ 実技

《オフィス系》 受付は 1日〜 10 日

情報関係

㊭印の講習は企業受付が可能です。詳細は各講習の実施校にお問い合わせください。 講習欄の見方については、P2 をご覧ください。

◎実施日時、使用ソフト等は変更になる場合があります。お申込み前にご確認ください。
　また、授業料のほかに教科書代がかかります。詳細は各講習の実施校にお問い合わせください。
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情報関係

講習名 主な内容
【使用ソフト】

受講対象者
（今年度：平成30年4月〜

平成31年3月）
No 実施日 時間 定員

（人） 授業料 実施校 募集月
レベル 学科／実技

PowerPointによる
プレゼンテーション

㊭

PowerPoint を使用した効果的なプ
レゼンテーション技法の習得

【PowerPoint2013】
※企業受付は、板橋のみ

Wordの基本操作（文字
入力、漢字変換、文例の
作成、印刷等）、Excelの
基本操作（表計算、数式
や関数、グラフ、印刷等）
ができる方で、職務上プ
レゼンテーション技能を
必要とする方

07028031
㊭ 6/10（日）,6/17（日）,6/24（日） 9:20〜16:30 20 6,500円 板橋 4月

07028081
6/8（金）,6/15（金）,6/22（金）,
6/29（金）,7/6（金）,7/13（金）,
7/20（金）,7/27（金）

18:30〜20:55 20 6,500円 江戸川 3月

★★ 実技

実務に役立つ
ファイル操作と
データ管理

ファイルの種類および取扱い、ファ
イルの変換、ファイル管理とセキュ
リティ、圧縮と解凍、バックアップと
復元

Wordの 基 本 操 作（ 文
字入力、漢字変換、文
例 の 作 成、 印 刷 等 ）、
Excelの基本操作（表計
算、数式や関数、グラフ、
印刷等）ができる方で、
効率的なファイル・デ
ータ管理の技能を必要
とする方

07031101 4/7（土）,4/14（土）,4/21（土） 9:30〜16:40 20 6,500円 多摩 2月

★★ 実技

高年齢者のための
電子メール活用

㊭
電子メールの知識、電子メールの送受
信方法、便利な機能、インターネット

【Outlook2013】

概ね50歳以上の方で、
Windowsの初歩的操作

（ローマ字入力、マウス
操作等）ができる方

07033031 4/8（日）,4/15（日）,4/22（日） 9:20〜16:30 20 6,500円 板橋 2月

★ 実技

高年齢者のための
文書作成（Word）

【初級】

Wordの基本操作、文字の入力、文書・
表の作成、文書の編集、表現力をアッ
プする機能

【Word2010】

概ね50歳以上の方で、
Windowsの初歩的操作

（ローマ字入力、マウス
操作等）ができる方

07034021
4/6（金）,4/9（月）,4/11（水）,
4/16（月）,4/18（水）,4/20（金）,
4/23（月）,4/25（水）

18:30〜20:55 30 6,500円 高年齢者 2月

07034101 4/8（日）,4/15（日）,4/22（日） 9:30〜16:40 20 6,500円 多摩 2月
★ 実技

高年齢者のための
文書作成（Word）

【中級】

図形や図表を使った文書の作成、写
真を使った文書の作成、差込印刷、
長文の作成

【Word2010】

概ね50歳以上の方で、
Wordの基本操作（文字
入力、漢字変換、文例
の作成、印刷等）がで
きる方

07035021
6/5（火）,6/7（木）,6/12（火）,
6/14（木）,6/19（火）,6/21（木）,
6/26（火）,6/28（木）

18:30〜20:55 30 6,500円 高年齢者 4月

★★ 実技

高年齢者のための
表計算（Excel）
【初級】

Excel の基礎知識、表の作成、数
式の入力、複数シートの操作、グラ
フの作成、データベースの利用

【Excel2010】

概ね50歳以上の方で、
Windowsの初歩的操作

（ローマ字入力、マウス
操作等）ができる方

07037021
5/7（月）,5/9（水）,5/14（月）,
5/16（水）,5/21（月）,5/23（水）,
5/28（月）,5/30（水）

18:30〜20:55 30 6,500円 高年齢者 3月

★ 実技

高年齢者のための
表計算（Excel）
【中級】

関数の利用、表作成・グラフの活用、
複数ブックの操作、ピボットテーブル・
マクロの作成

【Excel2010】

概ね50歳以上の方で、
Excelの基本操作（表計
算、数式や関数、グラフ、
印刷等）ができる方

07038021
6/11（月）,6/13（水）,6/18（月）,
6/20（水）,6/25（月）,6/27（水）,
7/2（月）,7/4（水）

18:30〜20:55 30 6,500円 高年齢者 4月

★★ 実技

高年齢者のための
PowerPoint
【初級】

PowerPoint の基礎知識、基本的な
プレゼンテーション資料の作成、表
の作成、グラフの作成

【PowerPoint2010】

概 ね50歳 以 上 の 方 で、
Wordの基本操作（文字
入力、漢字変換、文例の
作成、印刷等）、Excelの
基本操作（表計算、数式
や関数、グラフ、印刷等）
ができる方で、職務上プ
レゼンテーション技能を
必要とする方

07042021
5/8（火）,5/10（木）,5/15（火）,
5/17（木）,5/22（火）,5/24（木）,
5/29（火）,5/31（木）

18:30〜20:55 30 6,500円 高年齢者 3月

★★ 実技

《オフィス系》 受付は 1日〜 10 日

《プログラミング系》 受付は 1日〜 10 日

講習名 主な内容
【使用ソフト】

受講対象者
（今年度：平成30年4月〜

平成31年3月）
No 実施日 時間 定員

（人） 授業料 実施校 募集月
レベル 学科／実技

VBによる
プログラミング

Visual Basic を使用した初歩的なプ
ログラミング

【VisualBasic2013】城東
【VisualBasic2010】多摩

Excelの基本操作（表計
算、数式や関数、グラフ、
印刷等）ができる方

07047071
5/8（火）,5/10（木）,5/15（火）,
5/17（木）,5/22（火）,5/24（木）,
5/29（火）,5/31（木）

18:30〜20:55 20 6,500円 城東 3月

07047101 4/29（祝）,4/30（祝）,5/3（祝） 9:30〜16:40 20 6,500円 多摩 2月
★★ 実技

C言語
⑴ C 言語の特徴、機械操作、入出力、
関数、各種演算子
⑵配列の活用、構造体の基礎、関
数の定義と引用

【VisualStudio2012】

プログラム作成に関する
知識を有する方

07049111

⑴ 6/10（日）,6/17（日）,6/24（日） 9:20〜16:30 20 一括申込
13,000円
⑴6,500円
⑵6,500円

八王子 4月

⑵ 7/1（日）,7/8（日）,7/15（日） 9:20〜16:30 20
★★ 実技

㊭印の講習は企業受付が可能です。詳細は各講習の実施校にお問い合わせください。 講習欄の見方については、P2 をご覧ください。

◎実施日時、使用ソフト等は変更になる場合があります。お申込み前にご確認ください。
　また、授業料のほかに教科書代がかかります。詳細は各講習の実施校にお問い合わせください。

Admin
タイプライターテキスト
【Word2013】に変更しております。

Admin
タイプライターテキスト
ご注意ください。

Admin
取り消し線

Admin
取り消し線

Admin
取り消し線

Admin
取り消し線

Admin
取り消し線

Admin
タイプライターテキスト
【Word2013】に変更しております。

Admin
タイプライターテキスト
【Excel2013】に変更しております。

Admin
タイプライターテキスト
【Excel2013】に変更しております。

Admin
タイプライターテキスト
【PowerPoint2013】に変更しており

Admin
タイプライターテキスト
ます。ご注意ください。
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情報関係

《プログラミング系》 受付は 1日〜 10 日

《ホームページ・Web 系》 受付は 1日〜 10 日

講習名 主な内容
【使用ソフト】

受講対象者
（今年度：平成30年4月〜

平成31年3月）
No 実施日 時間 定員

（人） 授業料 実施校 募集月
レベル 学科／実技

JAVA
【基礎】 JAVA とは何か、JAVA プログラミン

グの基本、オブジェクト指向
プログラム作成に関す
る知識を有する方

07060081 6/23（土）,6/30（土）,7/7（土） 9:30〜16:40 20 6,500円 江戸川 4月

★★ 実技

Java言語
㊭

⑴プログラミングの基礎知識、Java
の概要、プログラムの基礎構造、デー
タと演算、配列と繰り返し、条件分岐
⑵ Java アプリケーション、オブジェ
クト指向とは、クラス、フィールド、
メソッド、クラスライブラリ、標準入
出力とファイル入出力、総合演習

プログラム作成に関する
知識を有する方

07061051

⑴ 5/27（日）,6/3（日）,6/10（日） 9:20〜16:30 20
一括申込
13,000円
⑴6,500円
⑵6,500円

城南 3月

⑵ 6/17（日）,6/24（日）,7/1（日） 9:20〜16:30 20

★★★ 実技

JavaScript JavaScript の概要、基本構文、関数
の定義と使用、オブジェクトの使用

HTMLによるホームペ
ージ作成ができる方

07062121 6/16（土）,6/23（土）,7/1（日） 9:20〜16:30 25 6,500円 府中 4月

★★ 実技

PHP
【基礎】

Web アプリケーションの概要と開発
方法、それぞれの画面間・プログラ
ム間での情報の受け渡し方法、デー
タベースへのデータの登録と取り出し

HTMLとプログラミン
グの基礎知識を有し、
Webサイト制作に従事
している方

07064041 5/26（土）,6/2（土）,6/9（土） 9:05〜16:30 20 6,500円 赤羽 3月

★★ 実技

HTMLによる
ホームページ作成 HTML の基礎、ホームページ作成手法 

Windowsの基本操作（文
字入力、ファイルの保存、
コピー等）ができる方で、
HTMLの基礎知識を習得
しようとする方

07067071 5/13（日）,5/20（日）,5/27（日） 9:30〜16:40 28 6,500円 城東 3月

★ 実技

HTML5による
ホームページの
構築と運用

中小企業のための実用的なホーム
ページ作成技術（企業サイトの現状、
ボックスレイアウトを使った CSS で
のデザイン、モバイルサイトの作成
等）の基礎

Windowsの基本操作（文
字入力、ファイルの保
存、コピー等）ができ
る方

07068061 5/12（土）,5/19（土）,5/26（土） 9:15〜16:30 25 6,500円 大田 3月

★ 実技

Web作成
（HTML編）

㊭
W3C が 進める Web サイト作成の
基 礎 知 識、HTML5 タグの 知 識、
CSS3 との関係、新機能

HTMLの 基 礎 知 識 を 有
し、業務でホームページ
の管理に携わる方または
携わる予定のある方

07070031 4/28（土）,5/5（祝）,5/12（土） 9:20〜16:30 20 6,500円 板橋 2月

★★ 実技

HTML5とCSS3による
ホームページ作成

㊭

HTML5 の基礎、既存・新規追加・
廃止要素、Flash や Silverlight 等の
旧アドインからの移行、Ajax 等の新
技術、CSS3 の基礎、表示系・配
置系 CSS の解説
※企業受付は、城南のみ

HTMLの 基 礎 知 識 を 有
し、業務でホームページ
の管理に携わる方または
携わる予定のある方

07071051
㊭ 4/8（日）,4/15（日）,4/22（日） 9:20〜16:30 20 6,500円 城南 2月

07071101 6/16（土）,6/23（土）,6/30（土） 9:30〜16:40 20 6,500円 多摩 4月
★★ 実技

Webレイアウト
デザイン制作

デザインの基本、レイアウト基本構
造、レイアウトパターンによる閲覧、
グリッドデザイン、問題点の洗い出
し、文字や色についての知識

【Illustrator CS6】
【Photoshop CS6】

職務上 Webサイトの作
成・管理を担当し、高
度なレイアウトデザイ
ンの構築を必要とする
方で、Photoshopおよび
Illustratorの操作ができ
る方

07075041 5/5（祝）,5/12（土）,5/19（土） 9:05〜16:30 20 6,500円 赤羽 2月

★★★ 実技

㊭印の講習は企業受付が可能です。詳細は各講習の実施校にお問い合わせください。 講習欄の見方については、P2 をご覧ください。

◎実施日時、使用ソフト等は変更になる場合があります。お申込み前にご確認ください。
　また、授業料のほかに教科書代がかかります。詳細は各講習の実施校にお問い合わせください。

講習名 主な内容
【使用ソフト】

受講対象者
（今年度：平成30年4月〜

平成31年3月）
No 実施日 時間 定員

（人） 授業料 実施校 募集月
レベル 学科／実技

AndroidStudioによる
アプリケーション開発

Android 開 発 環 境 の 構 築 方 法、
AndroidStudio 使用方法、Widget を
利用したアプリ構築、リソースを利用
したアプリ構築

【AndroidStudio】

Javaプログラミングの
初歩的な知識を有する
方

07055121 6/3（日）,6/10（日）,6/17（日） 9:20〜16:30 20 6,500円 府中 3月

★★ 実技
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情報関係

講習名 主な内容
【使用ソフト】

受講対象者
（今年度：平成30年4月〜

平成31年3月）
No 実施日 時間 定員

（人） 授業料 実施校 募集月
レベル 学科／実技

OSとハードウェアの
管理

パソコンの組立とリカバリー、最新
CPU やメモリの知識、ファイルの
バックアップ、ウイルス対策、OS の
トラブルシューティング、周辺機器の
知識

【TrueImage】
【VMWarePlayer】

Windowsの基本操作（文
字入力、ファイルの保
存、コピー等）ができ、
OSとハードウェアの管
理技術を必要とする方

07083061 5/12（土）,5/19（土）,5/26（土）9:15〜16:30 24 6,500円 大田 3月

★★ 実技

サーバ構築法

基 本 的なネットワークコマンドに
よる、IP アド レス の 設 定・ 確 認
や通信テスト、ルータを使 用した
ネット ワ ー ク の 構 築、Windows
上で動 作するサーバソフトウェア

「BlackJumboDog」を用いた Web
サーバなど各種サーバの構築

IPアドレス、サブネッ
トマスク、デフォルト
ゲートウェイ、ルーテ
ィングなど、ネットワ
ークに関する基礎知識
を有し、設定ができる
方で、社内ネットワー
ク整備に関する技能を
必要とする方

07084111 5/12（土）,5/19（土）,5/26（土）9:20〜16:30 15 6,500円 八王子 3月

★★ 実技

ネットワーク構築法
【基礎】

ネットワークの種類・利点、LAN の
設 計、必 要な機 器・ソフト、IP ア
ドレスの設定、ゲートウェイの設定、
ルータの設定、ルーティングテーブ
ルの設定

ソフトウェアのインス
トールやハードウェア
の増設ができる程度の
Windowsの知識を有し、
職務上 Windowsによる
LANの構築・運用を行
う方

07085121 6/2（土）,6/9（土）,6/16（土） 9:20〜16:30 25 6,500円 府中 4月

★★ 実技

社内ネットワークの
構築と運用
【初級】

ネットワーク基 礎 知 識（TCP/IP）、
ネットワーク（LAN）構築と設 計、
Windowsサーバのインストール、ユー
ザ管理、データの共有とアクセス権
設定、 Web サーバ構築

Windowsの基本操作（文
字入力、ファイルの保
存、コピー等）ができ、
社内ネットワークの整
備に関する技能を必要
とする方

07089061 4/7（土）,4/14（土）,4/21（土） 9:15〜16:30 25 6,500円 大田 2月

★ 実技

社内ネットワークの
構築と運用
【中級】

Windows サーバの設定と管理、ユー
ザの管理、ネットワークコマンド、社
内 Web サーバ構築、社内メールサー
バ構築、 データの管理とバックアップ

「社内ネットワークの構
築と運用【初級】」修了
程度の技能を有し、社内
ネットワークの運用・管
理および既存ネットワー
クの見直しを行う方

07090061 6/2（土）,6/9（土）,6/16（土） 9:15〜16:30 25 6,500円 大田 4月

★★ 実技

ネットワーク
セキュリティ技術

【初級】
ネットワークの用語、仕組の再確認
と実際の運用の理解、セキュリティ
理解への針路

ネットワーク知識の再
確認をして、社内ネッ
トワークへの取り組み
の技能を必要とする方

07094111 4/21（土）,4/28（土） 9:20〜16:30 15 4,300円 八王子 2月

★ 実技

ネットワーク
セキュリティ技術

【中級】

基本的なネットワークコマンドによ
る、IP アドレスの設定・確認や通信
テスト、ルータを使用したネットワー
クの構築、暗号化技術を使用した
Web サーバの構築など、ネットワー
クセキュリティ技術に関する実習

IPアドレス、サブネッ
トマスク、デフォルト
ゲートウェイ、ルーテ
ィングなど、ネットワ
ークに関する基礎知識
を有し、設定ができる
方で、社内ネットワー
ク整備に関する技能を
必要とする方

07095111 6/9（土）,6/16（土）,6/23（土） 9:20〜16:30 15 6,500円 八王子 4月

★★ 実技

ビジネスにおける
IoTの活用
NEW

「IoT（モノのインターネット）」につい
て、現状の各種技術の紹介と、活用
事例を解説し、IoT の考え方を理解
する

商品企画開発担当者の
方で、IoTの業務への活
用を考えている方

07097121 4/7（土）,4/14（土）,4/21（土） 9:20〜16:30 50 1,600円 府中 2月

★ 学科

《その他》 受付は 1日〜 10 日

講習欄の見方については、P2 をご覧ください。

◎実施日時、使用ソフト等は変更になる場合があります。お申込み前にご確認ください。
　また、授業料のほかに教科書代がかかります。詳細は各講習の実施校にお問い合わせください。
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講習名 主な内容
【使用ソフト】

受講対象者
（今年度：平成30年4月〜

平成31年3月）
No 実施日 時間 定員

（人） 授業料 実施校 募集月
レベル 学科／実技

サービス提供責任者
のための基礎知識

㊭

サービス提供責任者の役割・実務、
利用者の理解、訪問介護計画書（ア
セスメント・プランニング）演習、
実務に伴う問題点、コミュニケー
ション演習

サービス提供責任者業
務に従事し、実務経験
が概ね3年未満の方

08002011 6/5（火）,6/7（木）,6/12（火）,
6/14（木）,6/19（火）,6/21（木） 18:30〜20:55 20 3,400円 中央・城北 4月

★ 実技

利用者の力を引き出す
介護技術
㊭

自立支援の概要、利用者の潜在的
な力を引き出す介助の基本原理、介
護技術実践（起居・移乗・移動動作）

介護関係の仕事に従事
し、身体介護（生活支
援技術）の基本を習得
している方

08007081 6/17（日）,6/24（日） 9:30〜16:40 20 4,300円 江戸川 3月

★★★ 実技

製くつ
（企画・デザイン）

【基礎】
靴の企画・デザイン・素材・色彩等
に関する基礎知識および技能

主に中小の皮革関連産業
に従事している方

09003091 4/16（月）,4/17（火）,4/19（木）,
4/20（金）,4/23（月）,4/24（火） 18:00〜21:10 25 6,500円 台東 2月

★ 実技

製くつ
（企画・デザイン）

【応用】
靴の企画・デザイン・素材・色彩等
に関する専門的な知識および技能

主に中小の皮革関連産業
に従事し、「企画・デザ
イン【基礎】」修了程度
の技能を有する方

09004091 5/7（月）,5/8（火）,5/10（木）,
5/11（金）,5/14（月）,5/15（火） 18:00〜21:10 25 6,500円 台東 2月

★★ 実技

製くつ
（甲紙型）
【基礎】

甲紙型設計に関する基礎知識および
技能
⑴プレーンパンプスの甲紙型作成、
モカパンプスの甲紙型作成
⑵内羽根の甲紙型作成、外羽根の甲
紙型作成

主に中小の皮革関連産業
に従事している方

09005091

⑴ 5/22（火）,5/24（木）,5/25（金）,
5/29（火）,5/31（木） 18:00〜21:10 25 一括申込

10,800円
⑴5,400円
⑵5,400円

台東 4月

⑵ 6/12（火）,6/14（木）,6/15（金）,
6/19（火）,6/21（木） 18:00〜21:10 25

★ 実技

調理師になるための
基礎知識

食文化概論、衛生法規、公衆衛生学、
栄養学、食品学、食品衛生学、調
理理論

調理師試験の受験資格者
で、食文化概論、衛生法
規、公衆衛生学、栄養学、
食品学、食品衛生学、調
理理論の基礎知識を有す
る方

10002101 5/27（日）,6/3（日）,6/10（日）,
6/17（日） 10:00〜15:40 20 1,600円 多摩 3月

★★ 学科

受付は 1日〜 10 日

介護・アパレル関係、その他

㊭印の講習は企業受付が可能です。詳細は各講習の実施校にお問い合わせください。 講習欄の見方については、P2 をご覧ください。

◎実施日時、使用ソフト等は変更になる場合があります。お申込み前にご確認ください。
　また、授業料のほかに教科書代がかかります。詳細は各講習の実施校にお問い合わせください。
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職業能力開発センター所在地一覧 講習のお問い合わせ・お申込みは各講習の実施校
（キャリアアップ講習担当）へどうぞ

センター・校名 所　在　地 電話・FAX 番号 最寄り駅等

☆中央・城北
　職業能力開発センター

〒 112-0004
文京区後楽 1-9-5

電話：03（5800）3420
FAX：03（5800）3523

●都営大江戸線 飯田橋駅（C2 歩 1 分）
●ＪＲ総武線・東京メトロ　飯田橋駅（歩 5 分）

　　高年齢者校
〒 102-0072
千代田区飯田橋 3-10-3
東京しごとセンター10F

電話：03（5211）2340
FAX：03（5211）2344

●ＪＲ総武線・東京メトロ 飯田橋駅（歩 7 分） 
●ＪＲ総武線 水道橋駅（歩 7 分）
●東京メトロ 九段下駅（歩 10 分）

　★板　橋　校 〒 174-0041
板橋区舟渡 2-2-1

電話：03（3967）5421
FAX：03（3967）2794

● JR 埼京線 浮間舟渡駅（歩 3 分）

　　赤　羽　校 〒 115-0056
北区西が丘 3-7-8

電話：03（3909）8333
FAX：03（3906）2544

●ＪＲ埼京線 十条駅（歩 15 分）
●都営三田線 板橋本町駅 （A2 歩 12 分）
●ＪＲ王子駅北口から国際興業バス赤羽駅西口行
　西が丘三丁目下車（歩１分）
●ＪＲ赤羽駅西口から国際興業バス王子駅行
　西が丘三丁目下車（歩 2 分）

★城南
　職業能力開発センター

〒 140-0002
品川区東品川 3-31-16

電話：03（3472）3572
FAX：03（3472）3461

●京浜急行線 青物横丁駅（歩 10 分）
●りんかい線 品川シーサイド駅（出口 A 歩 2 分）

　　大　田　校 〒 144-0044
大田区本羽田 3-4-30

電話：03（3744）1013
FAX：03（3745）6950

●京浜急行空港線 大鳥居駅（歩 5 分）

★城東
　職業能力開発センター

〒 120-0005
足立区綾瀬 5-6-1

電話：03（3605）6162
FAX：03（3605）6163

●東京メトロ千代田線 綾瀬駅（歩 8 分）
●つくばエクスプレス 青井駅（歩 12 分）

　★江 戸 川 校 〒 132-0021
江戸川区中央 2-31-27

電話：03（5607）3684
FAX：03（5607）4813

●ＪＲ総武線 新小岩駅（歩 25 分）
● 同 新小岩駅南口から都バス西葛西駅前（葛西駅

前）行 江戸川区役所前下車（歩 8 分）
● 同 新小岩駅北口から都バス葛西駅前（東京臨海

病院前）行 大杉小学校前下車（歩 2 分）

　　台 東 分 校 〒 111-0033
台東区花川戸 1-14-16

電話：03（3843）5911
FAX：03（3843）8629

●東京メトロ銀座線 浅草駅（歩 8 分） 
●都営浅草線 浅草駅（歩 12 分）
●東武スカイツリーライン 浅草駅（歩 5 分） 
●つくばエクスプレス　浅草駅（歩 10 分）

★多摩
　職業能力開発センター

〒 196-0033
昭島市東町 3-6-33

電話：042（500）8610
FAX：042（500）8617

●ＪＲ青梅線　西立川駅　（南口歩 7 分）

　★八 王 子 校 〒 193-0931
八王子市台町 1-11-1

電話：042（622）8384
FAX：042（628）3792

●ＪＲ中央線 八王子駅（歩 18 分） 
●京王線 山田駅（歩 15 分）
●  JR 八王子駅南口７番乗場から京王バス西八王

子駅南口行、法政大学（富士森公園経由）行、
または上大船・東京家政学院（山田駅経由）行、
実践高校または富士森公園下車（歩 5 分）

　★府　中　校 〒 183-0026
府中市南町 4-37-2

電話：042（367）8204
FAX：042（367）8217

●京王線 中河原駅（歩 10 分）

東 京 障 害 者
職 業 能 力 開 発 校

〒 187-0035
小平市小川西町 2-34-1

電話：042（341）1427
FAX：042（341）1451

●西武国分寺線・拝島線 小川駅（歩 5 分）
●ＪＲ武蔵野線　新小平駅（歩 20 分）

●　★印のセンター・校は月曜日休業（ただし、月曜日が祝日の場合は、翌火曜日以降の直近の平日が休業日）、
　　☆印の中央・城北職業能力開発センターは日曜日休業、その他のセンター・校は土曜日・日曜日・祝日休業です。
●　 平成 30 年 3 月中旬に年間の全科目を掲載したパンフレット（年間版）を発行予定です。年間版をご希望の方は、3 月1日以降、

上記各職業能力開発センター（実施校）または東京都産業労働局雇用就業部能力開発課までお問い合わせください。

■発行■
東京都産業労働局雇用就業部能力開発課
　〒163-8001　新宿区西新宿2-8-1　第一本庁舎31階北側　電話（直通）：03（5320）4719

印刷物規格表第１類
印刷番号（２９）４２




