
訓練コース番号

識別コード

２か月訓練

【5-02-27-127-05-0088】 ひ 30 9:30 8,940円 4月22日

【20R0601】

16:10

３か月訓練

【5-02-27-127-11-0087】 🚼10 ひ 30 9:40 7,326円 4月23日

【20R0602】

16:10

【5-02-27-127-04-0103】 ひ 30 9:00 10,000円 4月22日

【20R0603】

15:30

【5-02-27-127-04-0089】 🚼10 ひ 30 9:50 10,000円 4月23日

【20R0604】

16:20

【5-02-27-127-03-0090】 ひ 30 9:30 10,000円 4月22日

【20R0605】

16:00

【5-02-27-127-03-0091】 🚼3 ひ 30 9:40 10,000円 4月22日

【20R0606】

16:10

【5-02-27-127-03-0104】 ひ 30 10:10 7,106円 4月22日

【20R0607】

16:50

【5-02-27-127-03-0092】 🚼10 ひ 30 9:30 10,000円 4月23日

【20R0608】

16:00

【5-02-27-127-03-0093】 ㊵ ひ 30 9:30 8,000円 4月22日

【20R0609】

16:00

【5-02-27-127-03-0100】 🚼3 ひ 30 9:40 10,000円 4月23日

【20R0610】

16:10

【5-02-27-127-03-0099】 🚼10 ひ 30 10:00 9,460円 4月23日

【20R0611】

16:30

【5-02-27-127-03-0094】 ㊵ ひ 20 9:20 10,000円 4月22日

【20R0612】

15:50

アイコン一覧　🚼（受入可能人数）：託児付　🕙：短時間訓練　㊴：39歳以下の方対象　㊵：40歳以上の方対象　ひ：ひとり親家庭の父母優先枠付

　訓練期間：令和２年６月１日（月）～令和２年７月３１日（金）

Ｃ＆Ｃアカデミー
大阪市西区西本町1-5-3
扶桑ビル4階
☎06(6533)3965

①3/24）11:00～
②4/6）11:00～介護職員初任者養成研修科

※1 ※2 ※3

～

ＳＢキャリアカレッジ　
堺筋本町校

大阪市中央区安土町2-2-15
ハウザー堺筋本町駅前ビル4階
※事前説明会は同ビル7階で行います。

☎06(6123)7569

①4/2）16:00～
②4/6）16:00～
③4/9）16:00～

Ｗｅｂデザイナー科
※5 ※6

イング　天王寺校
大阪市天王寺区悲田院町8-22
ニッセイ天王寺ビル8階
☎06(6773)9186

①3/23）11:00～②3/25）17:00～
③3/27）11:00～
④3/30）17:00～⑤4/3）17:00～
⑥4/6）11:00～⑦4/8）11:00～

医療・調剤事務科
※7

～

～

ＳＢキャリアカレッジ　
梅田校

大阪市北区梅田1-1-3
大阪駅前第3ビル10階
☎06(6123)7569

①4/3）11:00～
②4/7）14:00～
③4/10）11:00～

　　知識等習得コース

区分 定員
訓練実施施設名 訓練実施場所

訓練
時間

テキスト代等
自己負担額

選考試験日

訓　　練　　名 事前説明会日程

医療・調剤事務科
※5 ※7

職業訓練のアップ　
梅田校

大阪市北区梅田1-1-3
大阪駅前第3ビル17階
☎06(6454)1115

①4/1）10:00～②4/1）11:30～
③4/1）14:00～④4/8）10:00～⑤
4/8）11:30～
⑥4/8）14:00～

総務・経理事務科
※7

～

～

トライムアカデミー　
堺校

堺市堺区中瓦町1丁1-21
堺東八幸ビル5階
☎072(226)0202

①3/24）13:30～
②3/31）13:30～
③4/3）11:00～
④4/7）13:30～

総務・経理事務科
※5 ※7

創造社リカレントスクール　
大阪校

大阪市西区江戸堀1-25-15
☎06(6459)6241

①3/26）11:00～
②3/26）14:00～
③4/6）11:00～
④4/6）14:00～

パソコン事務＋Ｗｅｂ科

～

～

ＳＢキャリアカレッジ　
本町校

大阪市中央区南本町3-4-7
第一住建御堂筋本町ビル8階
☎06(6123)7569

①4/3）16:00～
②4/7）16:00～
③4/10）16:00～

パソコン事務＋Ｗｅｂ科
※5

職業訓練のアップ　
なんば校

大阪市中央区難波2-1-2
太陽生命難波ビル9階
☎06(6214)3049

①3/26）14:00～
②4/2）10:00～
③4/7）16:00～
④4/9）11:30～

パソコン事務＋Ｗｅｂ科
※4

～

～

職業訓練のアップ　
なんば校

大阪市中央区難波2-1-2
太陽生命難波ビル9階
☎06(6214)3049

①3/26）11:30～
②4/2）16:00～
③4/7）10:00～
④4/9）14:00～

ＯＡスペシャリスト科
※5 ※6

ＳＢキャリアカレッジ　
梅田校

大阪市北区梅田1-1-3
大阪駅前第3ビル21階
※事前説明会は,同ビル10階(①②)、17
階(③)、選考試験は同ビル10階で行いま

す。

☎06(6123)7569

①4/2）14:00～
②4/6）11:00～
③4/9）14:00～

貿易実務科
※5 ※8

～

～

職業訓練のアップ　
なんば校

大阪市中央区難波2-1-2
太陽生命難波ビル6階
☎06(6214)3049

①3/26）16:00～
②4/2）14:00～
③4/7）11:30～
④4/9）10:00～

オフィスソフト
・ＲＰＡオペレーター実務科
※4 ※6

～

　訓練期間：令和２年６月１日（月）～令和２年８月３１日（月）



訓練コース番号

識別コード

４か月訓練

【5-02-27-127-03-0095】 🚼10 ひ 30 9:30 10,000円 4月23日

【20R0613】

16:00

【5-02-27-127-20-0106】 ひ 30 10:00 10,000円 4月23日

【20R0614】

16:30

５か月訓練

【5-02-27-127-03-0096】 🚼3 ひ 30 9:20 10,000円 4月23日

【20R0615】

15:50

６か月訓練

【5-02-27-127-05-0097】 ひ 30 9:30 19,900円(健康診断料含
む)

4月22日

【20R0616】

16:10

【5-02-27-127-05-0098】 🚼10 ひ 30 9:45 17,080円(交通機関利用演
習の交通費含む)

4月22日

【20R0617】

16:25

アイコン一覧　🚼（受入可能人数）：託児付　🕙：短時間訓練　㊴：39歳以下の方対象　㊵：40歳以上の方対象　ひ：ひとり親家庭の父母優先枠付

訓練コース番号

識別コード

４か月訓練

【5-02-27-140-11-0105】 ㊴ 20 10:00 8,789円 4月22日

【20D0601】

16:40

【5-02-27-140-02-0102】 ㊴ 20 10:00 10,000円 4月23日

【20D0602】

16:30

５か月訓練

【5-02-27-140-03-0101】 ㊴ 20 9:20 10,000円 4月23日

【20D0603】

15:50

アイコン一覧　🚼（受入可能人数）：託児付　🕙：短時間訓練　㊴：39歳以下の方対象　㊵：40歳以上の方対象　ひ：ひとり親家庭の父母優先枠付

～

～

～

～

～

大阪市北区梅田1-1-3
大阪駅前第3ビル17階
☎06(6454)1115

①3/27）10:00～②3/27）11:30～③
3/27）14:00～
④4/6）10:00～⑤4/6）11:30～
⑥4/6）14:00～

ITを活用した不動産ビジネス科
※5 ※7

ＳＢキャリアカレッジ　
梅田校

大阪市北区梅田1-1-3
大阪駅前第3ビル21階
※事前説明会は、同ビル10階(①②)、17

階(③)で行います。

☎06(6123)7569

①4/2）11:00～
②4/6）14:00～
③4/9）11:00～

財務管理事務科
※5 ※7

　　知識等習得コース

区分 定員
訓練実施施設名 訓練実施場所

訓練
時間

テキスト代等
自己負担額

選考試験日

訓　　練　　名 事前説明会日程

～

～

職業訓練のアップ　
なんば校

大阪市中央区難波2-1-2
太陽生命難波ビル9階
☎06(6214)3049

①3/26）10:00～
②4/2）11:30～
③4/7）14:00～
④4/9）16:00～

経理事務エキスパート実践科
※7 ※11

テキスト代等
自己負担額

選考試験日

訓　　練　　名 事前説明会日程

創造社リカレントスクール
大阪校

大阪市西区江戸堀1-25-15
☎06(6459)6241

①3/26）11:00～
②3/26）14:00～
③4/6）11:00～
④4/6）14:00～

Ｗｅｂデザイナー実践科
※6 ※11

区分 定員
訓練実施施設名 訓練実施法人名

訓練
時間

～

　訓練期間：令和２年６月１日（月）～令和２年９月３０日（水）

　訓練期間：令和２年６月１日（月）～令和２年１０月３０日（金）

　訓練期間：令和２年６月１日（月）～令和２年１１月３０日（月）

　訓練期間：令和２年６月１日（月）～令和２年９月３０日（水）

　訓練期間：令和２年６月１日（月）～令和２年１０月３０日（金）

Ａ’ワーク創造館
（大阪地域職業訓練セン
ター）

大阪市浪速区木津川2-3-8
☎06(6562)0410 ①4/1）14:00～

②4/7）14:00～クラウドエンジニア基礎実践科
※7 ※11

　　企業実習付コース

Ｃ＆Ｃアカデミー
大阪市西区西本町1-5-3
扶桑ビル4階
☎06(6533)3965

①3/24）11:00～
②4/6）11:00～介護福祉士実務者研修科

※1 ※3

ＮＰＯ法人あすなろ　
ふくしの学校　福島駅前教
室

大阪市福島区福島5-14-6
福島阪神クレセントビル3階
☎06(6451)4400

①3/23）13:00～
②3/23）14:30～
③4/8）13:00～
④4/8）14:30～

介護福祉士実務者研修科
※5

ＳＢキャリアカレッジ　
梅田校

大阪市北区梅田1-1-3
大阪駅前第3ビル17階
※事前説明会は同ビル10階で行います。

☎06(6123)7569

①4/3）14:00～
②4/7）11:00～
③4/10）14:00～

日本語教師養成科
※7 ※13

職業訓練のアップ　
梅田校

【お問合せ先】受付時間：月～金曜日（土・日・祝日休み） 9:00～18:00

１ 府民お問合せセンター「ピピっとライン」 電話番号 06-6910-8001

２ 商工労働部雇用推進室人材育成課 委託訓練グループ

電話番号 06-6210-9530・9531

３ 大阪府 ホームページ

http://www.pref.osaka.lg.jp/nokai/c-kyuusyoku/c300-r02.html


