
※当一覧の内容は，今後変更の場合もありますので，必ず応募前に確認してください。
※受講料は無料です。ただし，テキストなどの教材費や資格試験の受験料は自己負担となります。
※応募者が少数の場合には，訓練が中止となる場合があります。

開講月 科　　名 訓練内容 定員 願書受付期間 面接選考日 合格発表 訓練期間

PC基礎科 3月6日(月) 令和5年4月20日(木)

（離-２）
～3月10日(金) ～令和5年7月19日(水)

介護職員
初任者研修科 2月21日(火) 令和5年4月27日(木)

（離-３）
～3月23日(木) ～令和5年7月26日(水)

ＩＴパスポート科 3月1日(水) 令和5年5月12日(金)

（離-７）
～3月30日(木) ～令和5年8月10日(木)

PC基礎科 4月7日(金) 令和5年5月23日(火)

（離-９）
～4月13日(木) ～令和5年8月22日(火)

経理事務科 3月23日(木) 令和5年5月26日(金)

（離-１０）
～4月6日(木) ～令和5年11月24日(金)

Excel VBA科 3月30日(木) 令和5年6月1日(木)

（離-１２）
～4月28日(金) ～令和5年8月31日(木)

ビジネススキル
基礎科 4月21日(金) 令和5年6月9日(金)

（離-１４）
～5月2日(火) ～令和5年9月8日(金)

5月

6月

5月15日(月)

仙台市若林区河原町
   １－３－４９

【中級】
経理分野での就職を目指す方を対象に，簿記・経理に
ついての講義，演習を通して実践的な処理を身につ
け，経理事務に必要なパソコン，インターネットとワー
ド，エクセル，パワーポイントの使用方法をを習得す
る。また，社会人として必須なビジネスマナー，コミュニ
ケーション能力，情報セキュリティなどを身につけ早期
の就職を目指す。

＊訓練期間　６ヶ月
＊目標資格　日商簿記検定2級，3級
　　　　　　　　 MOS Word 2019，Excel 2019

23人 4月18日(火) 4月26日(水)

東北電子専門学校

仙台市青葉区花京院
１－３－１

【中級】
ワード，エクセルの基礎を習得した方を対象に，高度
な知識と技術を習得し，MOSエキスパート資格の取得
を目指す。さらにITパスポート資格を取得することによ
り，情報システム，ネットワーク，データベースなどに関
する知識体系とコミュニケーション能力等も身につけ早
期の就職を目指す。

＊訓練期間　３ヶ月
＊目標資格　ITパスポート試験
　　　　　　　　 MOS Word 2019エキスパート，
　　　　　　　　 Excel 2019エキスパート

15人 4月12日(水) 4月20日(木)

【初級】
初心者の方を対象に，パソコン，メール，インターネット
について仕事で使う上で知っておきたい基本知識と操
作をしっかりと学び，会社業務，就職活動で重視される
ワード・エクセル・パワーポイントのITスキルを習得し，
資格取得を目標とする。また，社会人として必要とされ
る社会性やコミュニケーション能力を身につけ早期の
就職を目指す。

＊訓練期間　３ヶ月
＊目標資格　MOS Word 2019，Excel 2019，
　　　　　　　　 PowerPoint 2019
　　※3科目取得でMOSｱｿｼｴｲﾄ称号が認定される

23人 4月25日(火) 5月9日(火)

仙台スモールワールド
河原町校

仙台市若林区河原町
   １－３－４９

15人

【中級】
エクセルの基礎を習得した方を対象に，MOSエキス
パートの資格取得を目指す。，さらに，高度な処理と効
率化のためにExcel VBAを身につけ，資格取得を目指
す。また，企業で導入が広がりつつあるRPA（PC上操
作の自動実行システム）の基本を学ぶとともに，社会
人として必須なコミュニケーション能力などを身につ
け，早期の就職を目指す。

＊訓練期間　３ヶ月
＊目標資格　MOS Excel 2019エキスパート
　　　　　　　　 VBAエキスパート Excel VBAベーシック

【初級】
ビジネススキルを基礎から学びたい方を対象に，社会
人として必須なビジネスマナー，コミュニケーション及
びパソコン，インターネット・メールやワード，エクセル，
パワーポイントの基本と活用方法を習得し，資格の取
得も目指す。社会人基礎能力を身につけ，早期の就
職につなげる。

＊訓練期間　３ヶ月
＊目標資格　コミュニケーション検定　初級
　　　　　　　　　MOS Word 2019，Excel 2019

15人 5月17日(水)

令和5年度（４～9月開始） 委託訓練一覧表

令和5年2月17日

実施場所

【初級】
初心者の方を対象に，パソコン，メール，インターネット
について仕事で使う上で知っておきたい基本知識と操
作をしっかりと学び，会社業務，就職活動で重視される
ワード・エクセル・パワーポイントのITスキルを習得し，
資格取得を目標とする。また，社会人として必要とされ
る社会性やコミュニケーション能力を身につけ早期の
就職を目指す。

＊訓練期間　３ヶ月
＊目標資格　MOS Word 2019，Excel 2019，
　　　　　　　　 PowerPoint 2019
　　※3科目取得でMOSｱｿｼｴｲﾄ称号が認定される

23人 3月23日(木) 3月30日(木)

仙台スモールワールド
河原町校

仙台市若林区河原町
   １－３－４９

4月
【初級】
介護・福祉業界において介護職として求められている
倫理観や専門的な知識・技術を習得する。さらに福祉
の心やコミュニケーション能力を身につけ，高齢者福
祉分野・障害者（児）支援分野への早期就職をめざ
す。

＊訓練期間　３ヶ月
＊目標資格
　　　介護職員初任者研修課程
　　　強度行動障害支援者養成研修・基礎研修課程
　　　ケア・コミュニケーション検定

20人 4月4日(火) 4月12日(水)

EDC医療福祉学院

仙台市青葉区五橋
１－４－３０

五橋ビジネスセンタービ
ル
３Ｆ

仙台スモールワールド
河原町校

5月25日(木)

東北電子専門学校

仙台市青葉区花京院
１－３－１

5月23日(火)

仙台スモールワールド
河原町校

仙台市若林区河原町
   １－３－４９



PC基礎科 5月19日(金) 令和5年6月28日(水)

（離-１９）
～5月25日(木) ～令和5年9月27日(水)

PC基礎科
（時短コース） 5月10日(水) 令和5年7月7日(金)

（短-１）
～6月8日(木) ～令和5年10月6日(金)

医療事務科 6月1日(木) 令和5年7月20日(木)

（離-２３）
～6月15日(木) ～令和5年10月19日(木)

PC基礎科 6月13日(火) 令和5年7月21日(金)

（離-２４）
～6月19日(月) ～令和5年10月20日(金)

Excel VBA科 5月24日(水) 令和5年7月28日(金)

（離-２６）
～6月22日(木) ～令和5年10月27日(金)

PC基礎科 6月23日(金) 令和5年8月3日(木)

（離-２７）
～6月29日(木) ～令和5年11月2日(木)

介護職員
初任者研修科 6月5日(月) 令和5年8月9日(水)

（離-２８）
～7月4日(火) ～令和5年11月8日(水)

経理基礎科 7月7日(金) 令和5年8月24日(木)

（離-３０）
～7月21日(金) ～令和5年11月22日(水)

6月

7月

8月

7月4日(火)

【初級】
カルテを正しく読み取る力を養い，正確な医療費の計
算ができるように演習を繰り返し行う。即戦力となるよ
うに関連のパソコン操作の知識も習得する。さらに，就
職支援を通して，医療機関での接客マナーや面接対
応，仕事理解も身につけ，資格取得により早期の就職
を目指す。

＊訓練期間　３ヶ月
＊目標資格　【日本医療事務協会主催】
　　　　　　　　　　医療事務検定試験（医科）
　　　　　　　　　　医事コンピュータ能力技能検定試験
　　　　　　　　　　調剤薬局事務検定試験

20人 6月27日(火)

【初級】
介護・福祉業界において介護職として求められている
倫理観や専門的な知識・技術を習得する。さらに福祉
の心やコミュニケーション能力を身につけ，高齢者福
祉分野・障害者（児）支援分野への早期就職をめざ
す。

＊訓練期間　３ヶ月
＊目標資格
　　　介護職員初任者研修課程
　　　強度行動障害支援者養成研修・基礎研修課程
　　　ケア・コミュニケーション検定

20人 7月14日(金)

7月5日(水)

三幸カレッジ仙台校

仙台市青葉区中央
１－６－１８

山一仙台中央ビル７階

仙台市青葉区五橋
１－４－３０

五橋ビジネスセンタービ
ル
３Ｆ

【中級】
パソコンの各種操作ができる方を対象に，VBAのプロ
グラミング技術を基礎から学び，業務の効率化や自動
化に必要な力をつけ，資格習得を目指す。また，基本
的な情報セキュリティや職業倫理をを身につけ，早期
の就職を目指す。

＊訓練期間　３ヶ月
＊目標資格　MOS Excel 2019エキスパート
　　　　　　　　 VBAエキスパート Excel VBAベーシック

15人

【初級】
会計の基本，日常取引・決算手続き，財務諸表，会計
ソフトの操作，給与計算，年末調整事務，労務事務の
知識・技能を習得する。また，ワープロ，表計算，プレ
ゼンテーションソフトの操作を習得する。さらに，ビジネ
スマナーやコミュニケーション能力も身につけ，早期就
職を目指す。

＊訓練期間　３ヶ月
＊目標資格　日商簿記検定3級
　　　　　　　 　MOS Excel 2019

23人 8月2日(水) 8月10日(木)

JMTC仙台教室

仙台市宮城野区榴岡
４－１２－１

榴岡BKテラス２F

【初級】
初心者の方を対象に，パソコン，メール，インターネット
について仕事で使う上で知っておきたい基本知識と操
作をしっかりと学び，会社業務，就職活動で重視される
ワード・エクセル・パワーポイントのITスキルを習得し，
資格取得を目標とする。また，社会人として必要とされ
る社会性やコミュニケーション能力を身につけ早期の
就職を目指す。

＊訓練期間　３ヶ月
＊目標資格　MOS Word 2019，Excel 2019，
　　　　　　　　 PowerPoint 2019
　　※3科目取得でMOSｱｿｼｴｲﾄ称号が認定される

23人 6月29日(木) 7月7日(金)

仙台スモールワールド
河原町校

仙台市若林区河原町
   １－３－４９

東北電子専門学校

仙台市青葉区花京院
１－３－１

東北電子専門学校

仙台市青葉区花京院
１－３－１

EDC医療福祉学院

7月12日(水)

7月26日(水)

【初級】
パソコン初心者や使用経験の少ない方を対象に，パソコ
ン，インターネット・メールと，ワード，エクセル，パワーポイ
ントの基本操作と活用方法を習得し，客観的に評価できる
資格取得を目標とする。また，社会人として必須なビジネ
スマナー，コミュニケーション能力，情報セキュリティや職
業倫理などを身につけ早期の就職を目指す。

＊訓練期間　３ヶ月
＊目標資格　MOS Word 2019，Excel 2019，  PowerPoint
2019
　　※3科目取得でMOSｱｿｼｴｲﾄ称号が認定される

23人 7月11日(火) 7月20日(木)

【初級】
パソコン初心者，使用経験の少ない方を対象に，パソ
コン，インターネット・メールやワード，エクセル，パワー
ポイントの基本操作と活用方法を習得し，客観的に評
価できる資格取得を目標とする。また，社会人として必
須なビジネスマナー，コミュニケーション能力等を身に
つけ早期就職に結びつける。

＊育児・介護等との両立に配慮した短時間訓練（1日5
時間）
＊訓練期間　３ヶ月
＊目標資格　MOS Word 2019，Excel 2019

15人 6月20日(火) 6月28日(水)

東北電子専門学校

仙台市青葉区花京院
１－３－１

【初級】
初心者の方を対象に，パソコン，メール，インターネット
について仕事で使う上で知っておきたい基本知識と操
作をしっかりと学び，会社業務，就職活動で重視される
ワード・エクセル・パワーポイントのITスキルを習得し，
資格取得を目標とする。また，社会人として必要とされ
る社会性やコミュニケーション能力を身につけ早期の
就職を目指す。

＊訓練期間　３ヶ月
＊目標資格　MOS Word 2019，Excel 2019，
　　　　　　　　 PowerPoint 2019
　　※3科目取得でMOSｱｿｼｴｲﾄ称号が認定される

23人 6月6日(火) 6月14日(水)

仙台スモールワールド
河原町校

仙台市若林区河原町
   １－３－４９



PC基礎科 7月21日(金) 令和5年8月30日(水)

（離-３１）
～7月27日(木) ～令和5年11月29日(水)

PC基礎科 8月4日(金) 令和5年9月21日(木)

（離-３５）
～8月18日(金) ～令和5年12月20日(水)

8月

9月

【初級】
初心者の方を対象に，パソコン，メール，インターネット
について仕事で使う上で知っておきたい基本知識と操
作をしっかりと学び，会社業務，就職活動で重視される
ワード・エクセル・パワーポイントのITスキルを習得し，
資格取得を目標とする。また，社会人として必要とされ
る社会性やコミュニケーション能力を身につけ早期の
就職を目指す。

＊訓練期間　３ヶ月
＊目標資格　MOS Word 2019，Excel 2019，
　　　　　　　　 PowerPoint 2019
　　※3科目取得でMOSｱｿｼｴｲﾄ称号が認定される

23人 8月8日(火) 8月17日(木)

仙台スモールワールド
河原町校

仙台市若林区河原町
   １－３－４９

【初級】
初心者の方を対象に，パソコン，メール，インターネット
について仕事で使う上で知っておきたい基本知識と操
作をしっかりと学び，会社業務，就職活動で重視される
ワード・エクセル・パワーポイントのITスキルを習得し，
資格取得を目標とする。また，社会人として必要とされ
る社会性やコミュニケーション能力を身につけ早期の
就職を目指す。

＊訓練期間　３ヶ月
＊目標資格　MOS Word 2019，Excel 2019，
　　　　　　　　 PowerPoint 2019
　　※3科目取得でMOSｱｿｼｴｲﾄ称号が認定される

23人 8月29日(火) 9月6日(水)

仙台スモールワールド
河原町校

仙台市若林区河原町
   １－３－４９



【対象者について】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

応募対象者は，公共職業安定所長の受講指示・受講推薦または支援指示を受けられる方です。  

次の方は訓練応募の対象外となります。    

・在学中の方や他の職業訓練を受講中の方

・就労中や休職中の方

【必要経費について】

・受講料は無料です。

・教材費（テキスト代他），資格試験の受験料は受講者本人の負担となります。       

・介護関係の科に関しては，訓練生総合保険等の損害賠償保険料が別途必要になります。

                                                                                                                                                                         

【申し込みについて】 

雇用保険受給資格の有無に関わらず，各受付期間内に管轄のハローワークに相談の上，入学願書を提出してください。                           

【入学願書について】

①入学願書は各高等技術専門校，各公共職業安定所に準備してあります。また，仙台高等技術専門校のホームページからダウンロードして利用する事もできます。

②第二希望訓練科欄は記入しないでください。

③入学願書には写真（正面上半身・撮影：３ヶ月以内・縦４㎝×横３㎝）を必ず貼付してください。

【選考試験について】

①面接選考試験となります。中級コースの中には，スキルチェックがあるコースもあります。

②受験者のための駐車場はございません。公共交通機関をご利用下さい。

③受験票は交付しません。試験当日，筆記用具・８４円切手１枚・上履き・外履き入れをご持参の上， 試験会場に直接お越し下さい。

④試験結果は，合格発表日に郵送する他，ホームページ等に合格者の受験番号を記載します。

   結果に関する電話でのお問い合わせはご遠慮ください。

                                        

【注意事項】

本事業は，離職者に対する再就職支援事業であり，訓練修了直後に就職をする意思のある方を対象としております。

訓練修了後は就職状況に関する追跡調査が行われます。

 【問い合わせ先】

宮城県立仙台高等技術専門校

〒９８３－００２１   仙台市宮城野区田子１－４－１　　　　　 電話：０２２－２５８－１１５１   　　　　ＦＡＸ：０２２－２５８－５１５２              

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sd-kougi/　　　　　　　　　ｍａｉｌ：sdkogsn-itaku＠pref.miyagi.lg.jp


