
　求職者支援訓練【日建学院　宮崎校】 6月開講実践コース（訓練コース番号：5-05-45-002-03-0012）

訓練期間 　令和5年6月1日（木）　 ～ 令和5年10月31日（火） 訓練時間 9：00～15：40

定員 対象者の条件 特になし13名　
※応募状況によっては、定員を増員

することがあります。

駐車場の有無

台数、料金
有 13台　無料

定期券

学割
無

訓練目標
不動産関連企業及び建築関連企業において必要な不動産取引に関する営業・事務作業ができるようになり、

不動産関連企業の営業職、営業事務職への就職を目指す。

訓練修了後に

取得できる資格

宅地建物取引士（資格登録に条件あり）

賃貸不動産経営管理士（資格登録に条件あり）　　※いずれも任意受験

受講者の

負担する費用
教科書代　：　14,000円(税込み) 資格受験費用(任意受験)

訓練実施場所・選考場所

上記日程でご都合がつかない方でも、まずはお気軽に

ご相談ください。日程調整の上、ご案内します。

株式会社建築資料研究社 日建学院 宮崎校 〒880-0925

受付時間 9：00～16：00 宮崎市大字本郷北方2440-24

50年以上にわたって

蓄積された

豊富な学習ノウハウ。

日建学院があなたの

「夢」応援します。

0985-50-0034TEL

（担当：有馬/野下）

日建学院宮崎校 宅建

＊訓練中は個人の習得度に応じたサポートをしていきます。最後まで諦

めずに取り組めるよう、日建学院オリジナルテキストを使用し、初級→

中級→上級と、段階を踏んで訓練は進んでいきます。

＊こまめな声がけでメンタル面のサポートも密におこないます。

＊不動産業界において、宅地建物取引士を置くことは必須。就職・転職

に有利で、資格手当ても見込めます。

＊Word・Excelの基礎、セキュリティ、画像や写真撮影のポイントを

学び、不動産事務の実務にも役立つスキルを身に付けます。

就職に強いスキルをUP!

＊令和4年度、日建学院宮崎校における職業訓練生｢宅地建物取引士｣受

験で過去最高の合格率をあげています!!

＊一昨年国家資格となった「賃貸不動産経営管理士」取得も目指せるた

め、「宅建士×賃貸管理士」ダブルライセンスも可能です。

就職に有利な国家資格

POINT 2

POINT 3

POINT 1 初学･未経験者でも大丈夫

【新型コロナウイルスに係る感染防止対策・・・入館時の検温、マスク着用の周知徹底、消毒液の設置、こまめな換気、間隔を空けた座席レイアウト】

出題率の高いテキスト＆過去問題集

託児付訓練（定員5名）申込期間 3/16(木)～5/11(木)

①3/29(水)10：00～➁4/6 (木)14：00～③4/21(金)10：00～

※説明会及び見学会 1時間程度 その後個別相談

※説明会及び見学会への参加は、求職活動としてハローワークに認定されます。

説明会及び見学会



TEL
【新型コロナウイルスに係る感染防止対策・・・入館時の検温、マスク着用の周知徹底、消毒液の設置、こまめな換気、間隔を空けた座席レイアウト】

出題率の高いテキスト＆過去問題集

訓練生宅建合格率

毎年２０万人以上が受験する

・2020年6月生・・・66％

・2021年6月生・・・60％

・2022年6月生・・・88％

日建学院宮崎校 令和４年度

不動産スキル事務科（託児）

訓練生合格率 88.8%

2022年度

全国合格率 17.0%

※2022年度全国受験者数226,048人のうち、合格者数は38,525人

で学習します。



訓練では、20代～60代の幅広いクラスメイトと学習します。

・「宅地建物取引士」の略称。「宅建士」とも呼ばれる人気No.1の国家資格です。

令和元年には、22万人を超える人が受験しています。

・多くの企業が求めるエキスパート資格です。また、待遇においても昇進、昇給、手当などしっかりと評価されます。

・宅地建物取引士は、年齢や性別、学歴等の制限がなく、誰でも受験できます。合格率15％～18％と決してやさ

しくありませんが、国家資格の中でも比較的取得しやすい資格です。

(過去合格者：最年少：12歳、最高齢：90歳）

・不動産投資や土地購入時など、プライベートにおいても宅建の知識は役立ちます。

・人生の中で一番、勉強した５か月間でした。つらい時期も正直ありましたが、丁寧に指導して下さっ

た先生、共に試験に向けて必死に頑張ってきたクラスメイト、スタッフの方々のサポートのおかげで乗り越

えることができ、「学ぶ」楽しさを知ることができました。

【これから受講される方へ】

・疑問に思うことがあればクラスメイトや先生に質問しながら頑張ってください。

すごく濃い時間になると思います。
41歳 女性 (宅建訓練修了)

修了生の声

・講師の熱意も伝わってきて、自分のモチベーションも下がることなく授業に取り組めたと思います。

・就職支援では、模擬面接が最初は嫌だな～と思いましたが、実際の面接ではとても役に立ったので

結果的に良かったです。

【これから受講される方へ】

・興味があるならまずやってみることです。やるからには全力でがんばってください！

44歳 女性 (宅建訓練修了)

・仲間がいたことが本当に良かったです。映像講義も充実していました。現場を知っている講師が質問に

的確に答えてくれました。

・訓練体系が洗練されていて自ら目標に向けて取り組むように仕向けてくれたように感じます。

【これから受講される方へ】

・黙ってついて行けば、気付いたら、目標が達成する日が必ず来ますよ。

61歳 男性 (宅建訓練修了)

毎年２０万人以上が受験する

「宅建」ってどんな資格？？

宅建士にしかできない仕事

宅地建物取引の際に行う3つの法定事務

①重要事項の説明

②重要事項説明書への記名・押印

③37条書面（いわゆる契約書）への記名・押印

は、宅建士でなければできない「独占業務」として法律で決められています。

宅建士の設置義務

宅地建物取引業者には、事務所ごとに、

従業員５人に１人以上の割合で宅建士を置くことが

義務付けられています。

マメ知識

資格が活かせる業界

・不動産管理会社

・住宅メーカーなど建築業

・銀行・保険会社などの金融業



PCセキュリティ基礎知識
インターネットの仕組み、パソコンにおけるセキュリティ対策、異常時の対処法、データの保全、情報モラルと

セキュリティ対策、著作権、電子メール送受信時の注意点
6時間

安全衛生 安全衛生の必要性、VDT作業の留意点（適した作業環境、点検・清掃・改善措置の方法） 3時間

コンピュータ知識 パソコンの概要、ＯＳの基本、ネットワーク、コンピュータ知識、Webブラウザの操作、電子メールの操作 3時間

宅建業法 宅地建物取引業法、宅地建物取引業務上の規制 54時間

法令上の制限 都市計画法及び建築基準法、土地区画整理法・国土利用計画法・農地法・宅地造成等規制法 36時間

画像基礎知識 画像の種類や特徴の理解 6時間

権利関係 民法、借地借家法、不動産登記法、区分所有法 90時間

税法・その他 不動産にかかる税の概要、地価公示法・景品表示法等、鑑定評価、土地建物の構造 18時間

実

　

技

文書作成基礎実習
文書作成ソフトの基本操作、ビジネス文書の作成、作成文書の編集、作成文書の印刷、書式設定

（使用ソフト：Microsoft Office Word　2016）
18時間

表計算ソフト基礎実習
表計算ソフトの基本操作、グラフの作成、数式の入力、複数シートの操作、データベースの利用

（使用ソフト：Microsoft Office Excel 2016）
24時間

学

　

科

就職支援 求人票の見方・ポイントの指導、職務経歴書・履歴書の作成指導、面接指導、ジョブ・カードの概要説明 18時間

宅建業法の実践演習 宅地建物取引業法、同法の関係法令に基づく取引方法、重要事項説明書作成、不動産取引演習 30時間

法令制限の実践演習
土地・建物の法令上の制限に関する手続き、建物の建築及び修繕、宅地の造成及び転用の規制に関する手続き、

顧客への説明演習
27時間

SNS編集実習 撮影ポジションのとり方、アングルの決め方、構図のつくり方、編集の仕方 12時間

権利関係の実践演習

職場見学等

権利関係法令（民法）に基づく不動産取引権利関係の処理の演習

権利関係法令（借地借家法、不動産登記法、区分所有法）に基づく不動産取引権利関係の処理の演習
45時間

不動産管理の実務 賃貸借契約書面交付、賃貸住宅の維持保全に関する管理実務、賃貸住宅管理業法、その他の関連業法と実務 48時間

職場見学、職場体験、職業人講話
【職業人講話】「不動産業（売買業務・紹介業務）について」（3H）「ストレスコントロール」（3H）

　　　　　　　「不動産業における宅地建物取引士資格の重要性」（3H）「学び続けることの大切さ」（3H）
12時間

税法・その他の実践演習
不動産取引における税金の算出、地価公示法、需要と取引の実務、不動産鑑定評価基準に基づく不動産査定の算

出演習
12時間

宅建　実践演習 権利関係・宅建業法・法令制限・税法その他のこれまでに習得した学習内容についてのロールプレイング 84時間

12時間

備考

・輪番制で日直の仕事（訓練日誌の記入・毎時間の号令・訓練終了後の清掃等）があります。
・キャリアコンサルティングを放課後30分～1時間程度行います。（訓練期間中一人3回）
・訓練修了後に取得できる資格（任意受験）については、各自が受験した試験に合格することにより取得できます。
・託児サービスは申し込みが多数の場合利用できないことがあります。
・託児施設への子どもの送迎については受講者各自で行ってください。（送迎の際の駐車スペースはあります）
・新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、一部内容が変更になることがあります。

選考日 令和5年5月17日（水） 選考方法 面接・筆記試験

訓練時間総合計 555時間

訓

練

内

容

科目 科目の内容 訓練時間

開講式、オリエンテーション、修了式 開講式・オリエンテーション（３Ｈ）、修了式（2Ｈ）

学科 234時間 実技 309時間 企業実習 0時間

接客応対演習

（まずはハローワークへ。※訓練が必要でないとハローワークが判断した場合は、訓練受講申し込みはできません。）

①求職申込み･制度説明 ⇒ ②訓練コースの決定 ⇒ ③訓練の受講申込み

選考時の持ち物 筆記用具 選考結果通知日 令和5年5月23日（火）

選考場所

申込書提出先
株式会社 建築資料研究社 日建学院 宮崎校 （訓練実施施設と同じ・表面参照）

来訪者受付の基本動作、待機・アプローチ・ニーズ把握 9時間

※受講申込者が定員の半数に満たない場合、訓練が中止になることがあります。

※新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、訓練が延期又は中止になることがあります。

◎職業訓練受講給付金について

★職業訓練受講給付金受給には一定の要件があります。詳細については、ハローワークへお問い合わせください。

ハロートレーニング　～急がば学べ～ 宮崎　　訓練

■求職者支援訓練を受講できる方は、「ハローワークにおいて訓練が必要であると認められること」等の要件を満たす方であり、就職支援措置の実施に当たるハローワーク職
員の指導又は指示に従うとともに、自ら進んで速やかに職業に就くように努めなければなりません。

◎訓練受講申込みまでの手続き

●8：45
9時開始の訓練に備えて早めの登校。

南バイパス沿いで通いやすい。無料

の駐車場も広くて停めやすい。

●15：40
訓練が終わったら、パソコンで求人をチェック。

個別に就職相談や履歴書・職務経歴書の指導も

受けられます。

●14：00
確認テスト終了後はグループ学習。考え方や覚え方を教えあ

うことで、しっかり記憶に定着されます。間違えた問題は、

過去問をひたすら解いて、苦手克服！

●10：00
映像を使用した授業では、

アニメーションや図解で

内容理解が深まります。

●12：30
お昼ごはんを食べたら、

休み時間にクラスメイトと問

題を出し合うことも。

日

建

学

院

で

の

一

日

の

な

が

れ



 

    ※訓練期間中の託児は無料です 

 

施 設 名 託児所 いっちほーむ 

所 在 地 宮崎市大字恒久５１２２ 

代表者氏名 谷口 祐一 

担当者及び電話

番号 
谷口 充妃（たにぐち みき） ０９８５－５４－５６０１ 

受け入れ期間 
訓練実施期間：令和5年6月1日（木）～令和5年10月31日（火） 

毎週月～金曜日（祝日除く） 

受け入れ人数 5名 

施設の概要・特徴 

開所時間 

８時３０分～１７時３０分   

※早朝の受け入れについて 

基本的に８：３０からの登園となっておりますが、仕事や、やむを得ない事情などある

場合のみ８：００からの受け入れも可能となっておりますのでご相談下さい。 

【８：００前の登園について】 

平日スクールゾーン(７：３０～７：５０)のため施設前の道路侵入には宮崎南警察署の

「道路通行許可証」が必要なります。各位準備。 

受入れ年齢 就学前のお子様（生後２か月～６歳） 

入所定員数 ２０ 名 

現在入所児童数 

(過去半年程度の平均数) 
5名  （昼間のみ） 

開設年月 平成２６年５月１日 

敷地面積 ２５０ ㎡ （建物面積２５０㎡） 

建物構造 鉄骨一階建て 

種別従業員数 

施設長 １ 名 

保育士 ３ 名  

その他（学童指導員） ０ 名 

総  数 ４ 名 

保育の方針、特徴 

年齢クラス分けなしの縦割り保育を 

全国唯一、「柔道場」を利用し実施。 

所属スタッフ全員が絶賛子育て中の保育士であり、母親目線

で託児を行う。 
 

加入している保険 傷害保険 ・ 賠償責任保険 （損保保険ジャパン株式会社） 

提携する医療機

関 
まつおか小児科 宮崎県宮崎市花山手東１丁目２番地３  ０９８５－５５－１７１７ 

苦情相談窓口 谷口 充妃（たにぐち みき） 携帯０８０－９１４３－５６０１  

託児サービスについて 
託児所 

いっちほーむ 



○持参が必要なもの 

お子さまの保険証の 

コピー 
１通 

印鑑 認印 

母子手帳の検診ページ

のコピー 
１通 

乳幼児医療証のコピー １通 

手拭タオル 体拭き用のフェイスタオル 

予備の着替え 肌着・洋服上下をセットとして２～３組 

お昼寝セット 夏場：タオルケット２枚程度  冬場：敷布団、ブランケット 

乳児 

・離乳食の子は離乳食、ミルクの子は哺乳瓶 (ミルクはいっちほーむで用意、保管します) 

・オムツ (足りない場合は、オムツ代金として 1枚50円(個人負担)をいただきます) 

・おしりふき：月に 1～2個 (いっちほーむで保管します) 

・汚れ入れのビニール袋１枚 

・お弁当・水筒 (中身はお茶か水のみ) 

・夏場のみプールセット （水着・バスタオル・大きめのビニール袋） 

・動きやすい靴 

・連絡帳 （託児所からのコメント欄は記入出来ない日もありますのでご了承下さい。） 

※持ち物すべてに必ず名前を書いて下さい。 

 

 

 

 

 

 

○その他 （※詳細は施設からもらうチェックリストをご覧ください） 

・託児は無料です。   ・病児保育は行っておりません。 

・投薬がある場合、必ず保育士に手渡しにてお伝え下さい。 

・保育中に発熱等で、お迎えを要するときは、直ちにご連絡いたします。

園までお迎えをお願いします。 

・昼食はお弁当持参です。（注文可。1回300円/１月5,000円 

※アレルギー除去食は対応しておりません。） 

・離乳食は各自準備、持参して下さい。 

・ならし保育が必要な場合、訓練期間外のため実費負担となります。 

・お迎え予定時間より遅くなる時は必ずご連絡ください。延長の場合 

は自己負担が発生します。 

・訓練決定後に必ず、事前説明と託児のご相談をお願いします。 

（日程はご連絡申し上げます。お子様とご一緒可） 

 

●１日の基本スケジュール● 

０９：００ 開園  

０９：３０ 登園完了・お集まりをする 

（挨拶・うた・出席確認・朝の体操）  

１０：００ 主活動（リトミック・季節の製作など）  

１１：００ 昼食準備（排泄・手洗い・うがい）  

１１：３０ 昼食（着替え・排泄・絵本の読み聞かせ）  

１２：３０ お昼寝（排泄・手洗い）  

１５：００ おやつを食べる（排泄）  

１６：００ お帰りの会に参加する 

（挨拶・支度をして順次降園） 

１７：３０ 降園完了 

★訓練決定後に必ず、事前説明と託児の 

ご相談をお願いします。 

（日程はご連絡申し上げます。お子様と 

ご一緒可） 

★ならし保育が必要な場合、訓練期間外 

のため実費負担となります。 

【任意の参加活動もあります】 

・体操教室1,500円 

・リトミック 1,500円 

＊両方利用の場合2,500円 


