
訓練番号

識別コード

２か月訓練

5-03-27-127-05-0174 🚼3 ひ 30
8,660円※交通機関を利用
した実習の交通費含む

7月29日

【21R0901】

介護職員初任者養成研修科

※1　※2　※5

３か月訓練

5-03-27-127-20-0175 ㊴ ひ 20 10,000円 7月28日

【21R0902】

初歩からはじめるＷｅｂアプリ開発科

※6　※11

5-03-27-127-04-0182 ひ 30 10,000円 7月29日

【21R0903】

医療事務＋ＯＡ基礎科

5-03-27-127-03-0183 ひ 30 10,000円 7月28日

【21R0904】

総務・経理事務科

※7

5-03-27-127-03-0176 🚼3 ひ 30 10,000円 7月28日

【21R0905】

パソコン事務＋Ｗｅｂ科

※5

5-03-27-127-03-0184 ㊵ ひ 30 10,000円 7月28日

【21R0906】

パソコン事務＋Ｗｅｂ科

※4

5-03-27-127-03-0188 🚼10 ひ 30 9,460円 7月28日

【21R0907】

貿易実務科

※5　※8

5-03-27-127-03-0177 ㊵ ひ 20 10,000円 7月28日

【21R0908】

企業事務・テレコミュニケーション科

※4

5-03-27-127-05-0178 🚼10 ひ 30 8,580円 7月28日

【21R0909】

保育人材養成科

※5　※7

5-03-27-127-18-0179 ひ 30 9,390円 7月28日

【21R0910】

建築ＣＡＤオペレーター科

※7

４か月訓練

5-03-27-127-20-0185 🕙 ひ 20 11,264円 7月28日

【21R0911】

※7

６か月訓練

5-03-27-127-05-0180 ひ 30
13,000円※別途検査代
（2,000円程度）が必要

7月28日

【21R0912】

介護福祉士実務者研修科

※1　※2

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 ㊾：49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

全てのコースに、コロナ離職者優先枠を設定しています。

ネットショップ・映像クリエイター科【女性の方
対象】

就職支援センターはな
高槻駅前校

高槻市高槻町4-3
高槻サタリービル4階
☎072(685)3380

9:30
～

16:00
①6/25）16:30～④7/6）16:30～
②6/28）16:30～⑤7/7）16:30～
③7/1）16:30～⑥7/12）16:30～

ＨＩＴスクール　心斎橋校
大阪市中央区南船場3-7-27
NLC心斎橋ビル4階B号
☎06(6121)6354

10:00
～

15:30
①6/28）11:00～/14:00～
②7/7）11:00～/14:00～

訓練期間：令和３年９月１日（水）から令和４年２月２８日（月）

ＳＢキャリアカレッジ
心斎橋校

大阪市中央区島之内1-22-22
第一住建島之内堺筋ビル5階
☎06(6123)7569

10:00
～

16:30
①7/5）17:00～
②7/12）17:00～

訓練期間：令和３年９月１日（水）から令和３年１２月２８日（火）

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
☎06(6123)7569
※事前説明会は同ビル10階にて
行います。

9:50
～

16:20
①7/6）15:00～
②7/13）15:00～

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
☎06(6123)7569
※事前説明会は10階、選考試験
は同ビル21階にて行います。

10:00
～

16:30
①7/5）15:00～
②7/12）15:00～

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

9:00
～

15:30
①6/28）10:00～④7/5）17:00～
②6/30）10:00～⑤7/12）17:00～
③7/2）10:00～

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
☎06(6123)7569
※事前説明会は同ビル7階にて行
います。

9:30
～

16:00
①7/6）17:00～
②7/13）17:00～

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

10:00
～

16:40
①6/30）14:30～
②7/7）14:30～

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

9:00
～

15:30
①6/25）10:00～④7/6）10:00～
②6/28）17:00～⑤7/13）10:00～
③7/2）17:00～

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16階
☎06(6454)1115

9:30
～

16:00
①6/30）14:00～
②7/5）10:00～
③7/12）13:30～

トライムアカデミー　堺校
堺市堺区中瓦町1-1-21
堺東八幸ビル5階
☎072(226)0202

9:30
～

16:00
①6/30）13:30～
②7/5）11:00～
③7/9）13:30～

訓練期間：令和３年９月１日（水）～令和３年１１月３０日（火）

　　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

訓練期間：令和３年９月１日（水）～令和３年１０月２９日（金）

ＮＰＯ法人あすなろ
ふくしの学校　堺東駅前教室

堺市堺区北瓦町2-3-6
堺東北條ビル5階
☎072(225)1860

9:45
～

17:25 ①6/29）13:00～
②7/9）13:00～



訓練番号

識別コード

４か月訓練

5-03-27-140-11-0181 ㊾ 20 7,249円 7月28日

【21D0901】

Ｗｅｂデザイナー実践科

※6　※11

5-03-27-140-11-0186 ㊾ 20 8,784円 7月29日

【21D0902】

グラフィックデザイン実践科

※7　※11

5-03-27-140-03-0187 ㊾ 20 13,500円 7月29日

【21D0903】

総務・経理事務実践科

※7　※11

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 ㊾：49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

全てのコースに、コロナ離職者優先枠を設定しています。

ザ・アールビジネススクール
大阪市中央区久太郎町3-6-8
御堂筋ダイワビル8階
☎06(6281)9472

9:30
～

16:00
①6/29）15:00～④7/12）11:00～
②7/2）10:30～
③7/7）14:00～

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

10:00
～

16:40
①6/30）11:00～
②7/7）11:00～

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

10:00
～

16:40
①6/30）11:00～
②7/7）11:00～

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

訓練期間：令和３年９月１日（水）から令和３年１２月２８日（火）

区分 定員
訓練実施施設名 訓練実施場所

訓練
時間

　　企業実習付コース

【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/risyoku2021.html

各コースの詳しい内容については、各訓練校へお問い合わせください。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクの着用をお願いします。また、発熱

等の感染が疑われる症状のある方は、あらかじめ府民向け相談窓口（06－6944－8197）

にご相談の上、その旨訓練実施機関までご連絡ください。

求職中

の方

ハローワークで

求職申込み

職業相談

訓練受講の申込み

原則として居住地を管轄する

ハローワークへ受講申込書を提出

訓練校へ選考試験の

電話予約

合格発表
入 校

・職業訓練

・就職支援

（２か月～６か月）
就 職

選考試験

を受験

申込みから入校・就職までの流れ

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-hellowork/content/contents/tre_004.png

