
入校 修了

4-1 准看護師養成科 5 4/13 4/13 ～ R6.3 喜多方准看護高等専修学校

4-2 准看護師養成科 5 4/11 4/11 ～ R6.3 会津准看護高等専修学校

基１
パソコン基礎科　第１回

（座学３ｹ月） 14 4/20 4/21 ～ 7/20
会津アピオパソコンスクール
（会津若松市インター西）

実１
パソコン実務科　第１回

（座学３ｹ月） 13 4/27 4/28 ～ 7/27
トコムOAスクール
（会津若松市桧町）

基２
パソコン基礎科　第２回

（座学３ｹ月） 14 3/31 ～ 4/21 5/18 5/19 ～ 8/18
会津アピオパソコンスクール
（会津若松市インター西）

基３
パソコン基礎科　第３回

（座学３ｹ月） 13 4/28 ～ 5/26 6/15 6/16 ～ 9/15
株式会社わーくすたいる
（会津若松市大町）

基４
パソコン基礎科　第４回

（座学３ｹ月） 13 5/26 ～ 6/23 7/13 7/14 ～ 10/13
パソコントレーニングセンター
喜多方駅前校（喜多方市）

実２
パソコン実務科　第２回

（座学３ｹ月） 13 6/9 ～ 7/7 7/27 7/28 ～ 10/27
会津アピオパソコンスクール
（会津若松市インター西）

基５
パソコン基礎科　第５回

（座学３ｹ月） 13 6/30 ～ 7/28 8/17 8/18 ～ 11/17
株式会社わーくすたいる
（会津若松市大町）

基６
パソコン基礎科　第６回

（座学３ｹ月） 13 7/28 ～ 8/25 9/14 9/15 ～ 12/14
会津アピオパソコンスクール
（会津若松市インター西）

実３
パソコン実務科　第３回

（座学３ｹ月） 14 8/18 ～ 9/15 10/5 10/6 ～ 1/5
株式会社わーくすたいる
（会津若松市大町）

基７
パソコン基礎科　第７回

（座学３ｹ月） 14 9/1 ～ 9/29 10/19 10/20 ～ 1/19
パソコントレーニングセンター
喜多方駅前校（喜多方市）

基８
パソコン基礎科　第８回

（座学３ｹ月） 13 9/22 ～ 10/20 11/9 11/10 ～ 2/9
会津アピオパソコンスクール
（会津若松市インター西）

実４
パソコン実務科　第４回

（座学３ｹ月） 13 10/13 11/10 11/30 12/1 ～ 2/28
トコムOAスクール
（会津若松市桧町）

基９
パソコン基礎科　第９回

（座学３ｹ月） 13 10/27 ～ 11/24 12/14 12/15 ～ 3/14
会津アピオパソコンスクール
（会津若松市インター西）

複４
基10

パソコン基礎科　第１０回
（座学３ｹ月） 13 11/24 ～ 12/23 1/25 1/26 ～ 4/25

株式会社わーくすたいる
（会津若松市大町）

複４
基11

パソコン基礎科　第１１回
（座学３ｹ月） 20 12/22 ～ 1/26 2/15 2/16 ～ 5/15

株式会社わーくすたいる
（会津若松市大町）

複４
基12

パソコン基礎科　第１２回
（座学３ｹ月） 13 1/26 ～ 2/22 3/15 3/16 ～ 6/15

パソコントレーニングセンター
喜多方駅前校（喜多方市）

簿1
簿記パソコン科　第１回

（座学３ｹ月） 14 4/21 ～ 5/19 6/8 6/9 ～ 9/8
トコムOAスクール
（会津若松市桧町）

簿2
簿記パソコン科　第２回

（座学３ｹ月） 13 9/15 ～ 10/13 11/1 11/2 ～ 2/1
トコムOAスクール
（会津若松市桧町）

デ1
介護職員実践科　第１回
（座学２ｹ月＋実習１ｹ月） 12 4/14 ～ 5/12 6/1 6/2 ～ 9/1

有限会社ニューサポート
（会津若松市一箕町）

デ2
介護職員実践科　第２回
（座学２ｹ月＋実習１ｹ月） 12 7/21 ～ 8/18 9/7 9/8 ～ 12/7

有限会社ニューサポート
（会津若松市一箕町）

建
設
人
材
系

建１

パソコンＣＡＤ建機運転科
第１回

（座学+講習+免許取得
計３ｹ月）

建設現場での安全作業及び建設機械の操作技
能に加え、パソコン基礎技能や図面を理解する
ＣＡＤ製図技能などを習得することで、建設業の
様々な現場で活躍できる建設人材を育成する。
※車両系建設機械講習・大型特殊自動車免許取得に係る
経費は無料。

デ
ザ
イ
ン
系

W１
Webデザインビジネス科

第１回
(座学３ｹ月）

14 6/16 ～ 7/14 8/4 8/5 ～ 11/4
トコムOAスクール
（会津若松市桧町）

ホームページ制作及びWebデザインにおける技
術の習得をし、企業内のホームページ管理運用
ができ、事務職として必要とされるパソコンの基
礎的なスキルを身につけ即戦力として力を発揮
できる人材を育成する。

４.２.２１版

募集終了

　　【基本的なパソコンスキルを持つ方対象】

簿記知識を習得し、パソコンを用いた経理事務・
管理業務全般の実務に対応できる人材を育成
する。

介護職員初任者研修修了証明書の取得と、介
護施設や訪問介護等の実習、より実践的な知識
や技能を習得し、介護関連事業所での業務に即
応できる人材を育成する。

１． 対   象   者　　　公共職業安定所に求職申込を行っている求職者の方で、訓練の受講指示、受講推薦又は支援指示が受けられる方。

今年度は実施なし

訓練内容

３． 問い合わせ先      福島県立テクノアカデミー会津　事務担当　経営企画　　TEL　０２４１－２７－３２２１

パ
ソ
コ
ン
系

看
護
系

求職者の方で、専門的な知識・技能を身に
つけ、准看護師の資格を取得し、正社員就
職を目指す２年間の教育訓練。

募集終了

募集終了

２． 内　      容      ※　コース№の　〇　は、託児サービス付コース。

事
務
系

介
護
系

募集終了

系
コース

№ 科　名 定員 募集期間

 
ハロー

ワーク

説明

訓練期間 訓練実施先
（実施地区）

福島県立テクノアカデミー会津

《パソコン基礎科》
【パソコンスキルを基本から身に

つけたい方対象】

パソコンの基本知識や操作、ビ

ジネス文書や表計算さらにビジ

ネスマナー、コミュニケーションス

キルなどを習得し、そのスキルを

活かして幅広い実務に対応出来

る人材を育成する。

《パソコン実務科》
【基本的なパソコンスキルを持つ

方対象】

ビジネスソフトを自在に活用し事

務業務の知識・技能を身につけ、

実務での幅広い要求に対応でき

る人材を育成する。



福島県立テクノアカデミー会津
〒９６９-３５２７

喜多方市塩川町御殿場４丁目１６番地

TEL ０２４１-２７-３２２１　FAX ０２４１-２７-３３１２


