
令和３年７月開始予定

※求職者支援訓練は募集延長はありません。
※応募状況により訓練が中止になる場合があります。

R3.6.7現在

種別 訓練科名 訓練実施施設名 訓練場所 定員 訓練期間 期間 募集期間 備考

長崎市 求
介護職員実務者研修
科

パールの風長崎校
長崎市
賑町

15 7月1日 ～ 12月28日 6カ月 5月11日 ～ 6月8日 職場体験付

佐世保市 求
今更聞けない、基礎か
ら学ぶパソコン実践科
（短時間）※1

日建学院　佐世保校
佐世保市
田ノ浦町

15 7月30日 ～ 10月29日 3カ月 6月15日 ～ 7月9日

佐世保市 求
ビルクリーニングスタッ
フ養成科（短期間・短時
間）※1

青雲塾情報ビジネス学院
富士ビル教室

佐世保市
日宇町

14 7月16日 ～ 9月10日 1カ月 6月15日 ～ 6月29日

佐世保市 公
テクニカルメタルワー
ク科（企業実習付コー
ス）

ポリテクセンター佐世
保

佐世保市
指方町

9 7月2日 ～ 12月24日 6カ月 4月20日 ～ 6月7日 募集延長

佐世保市 公
住環境コーディネイト
科

ポリテクセンター佐世
保

佐世保市
指方町

13 7月2日 ～ 12月24日 6カ月 4月20日 ～ 6月7日 募集延長

佐世保市 公 電気設備技術科
ポリテクセンター佐世
保

佐世保市
指方町

13 7月2日 ～ 12月24日 6カ月 4月20日 ～ 6月7日 募集延長

佐世保市 公
ＣＡＤ・生産サポート
科

ポリテクセンター佐世
保

佐世保市
指方町

12 7月2日 ～ 12月24日 6カ月 4月20日 ～ 6月7日 募集延長

佐世保市 公
パソコン実務科（身
体・精神）

有限会社　佐世保情
報アカデミー

佐世保市
田原町

10 7月2日 ～ 9月30日 3カ月 5月6日 ～ 6月7日 募集延長

諫早市 求
初めてのＯＡパソコン
科

株式会社ピーシーベース
諫早教室

諫早市
幸町

15 7月1日 ～ 9月30日 3カ月 5月11日 ～ 6月8日

諫早市 公 住宅リフォーム技術科ポリテクセンター長崎 諫早市
小船越町

13 7月2日 ～ 12月24日 6カ月 4月20日 ～ 6月8日 募集延長

諫早市 公 設備管理科 ポリテクセンター長崎 諫早市
小船越町

21 7月2日 ～ 12月24日 6カ月 4月20日 ～ 6月8日 募集延長

諫早市 公 電気設備技術科 ポリテクセンター長崎 諫早市
小船越町

12 7月2日 ～ 12月24日 6カ月 4月20日 ～ 6月8日 募集延長

諫早市 公
板金・溶接科（企業実
習付きコース）

ポリテクセンター長崎 諫早市
小船越町

9 7月2日 ～ 12月24日 6カ月 4月20日 ～ 6月8日 募集延長

諫早市 公 機械ＣＡＤ科 ポリテクセンター長崎 諫早市
小船越町

13 7月2日 ～ 12月24日 6カ月 4月20日 ～ 6月8日 募集延長

大村市 求
初級から始めるパソ
コン基礎科

ＧＴパソコンスクール
大村市
幸町

15 7月1日 ～ 9月30日 3カ月 5月12日 ～ 6月8日

島原市 求
基本から学ぶパソコ
ン活用科

株式会社ピーシーベース
ピーシーパソコン教室

島原市
先魁町

15 7月15日 ～ 10月14日 3カ月 5月11日 ～ 6月22日

五島市 求
初心者ＯＫ！簿記・パ
ソコン実践科

スキルパソコンスクール
五島市
福江町

15 7月5日 ～ 12月3日 5カ月 5月12日 ～ 6月9日

対馬市 求
初歩からのビジネス
パソコン基礎科

シンコーオフイス　パソコン
教室

対馬市
美津島町

15 7月2日 ～ 9月27日 3カ月 5月11日 ～ 6月9日

種別　　公：公共職業訓練　　　求：求職者支援訓練

※１の短時間・短期間のコースの対象者は、新型コロナウィルスの影響を受けてシフトが減少した方や休業を余儀なくされている方など、
　在職中で訓練時間に配慮が必要な方、又は職業相談を通じて訓練時間や訓練期間に配慮した訓練の受講が就職可能性を高めるために有効
　と判断される離職者となります。
　詳細はハローワーク（訓練担当窓口）へお尋ねください。

託児サービス支援付き訓練（託児をご希望にならない方も受講可能です）

長崎県

長崎県のハロートレーニング
情報等を配信します♪
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