
令和３年１月開始予定

※求職者支援訓練は募集延長はありません。 R2.12.1現在
※求職者支援訓練は応募者が定員の半数に満たない場合は、中止になる場合があります。

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
ゼロから始める
会計給与パソコ
ン実務科（託児）

長崎キャリアアップス
クール株式会社

長崎市
五島町 10 1月5日 ～ 4月30日 4カ月 11月16日 ～ 12月7日

託児サービス
付き

長崎市 求 ＯＡ事務・Ｗｅｂ実践科
株式会社フロンティ
ア・アカデミー

長崎市
江戸町 15 1月15日 ～ 7月12日 6カ月 11月16日 ～ 12月17日

長崎市 公
Ｗｅｂサイト・ＡＩアプリ
制作科

株式会社　フロンティ
ア・アカデミー

長崎市
江戸町 15 1月5日 ～ 6月30日 6カ月 11月2日 ～ 11月30日

長崎市 公
介護員（初任者）養成
研修科

こころ医療福祉専門
学校

長崎市
上銭座町 15 1月5日 ～ 3月31日 3カ月 12月1日 ～ 12月3日 募集延長

長崎市 公
パソコン会計給
与実務科（託児
付）（２回目）

長崎キャリアアップス
クール株式会社

長崎市
五島町 20 1月5日 ～ 3月31日 3カ月 12月1日 ～ 12月3日

募集延長
託児サービス
付き

長崎市 公 ＩＴ基礎科
株式会社　フロンティ
ア・アカデミー

長崎市
江戸町 20 1月5日 ～ 3月31日 3カ月 12月1日 ～ 12月3日 募集延長

長崎市 公 ＯＡビジネス科 株式会社　アングル
長崎市
興善町 15 1月5日 ～ 3月31日 3カ月 12月1日 ～ 12月3日 募集延長

佐世保市 求
初歩からのパソコンビ
ジネス基礎科

青雲塾情報ビジネス
学院

佐世保市
日宇町 10 1月8日 ～ 5月7日 4カ月 11月13日 ～ 12月14日

佐世保市 公
住環境コーディネイト
科

12 10月20日 ～ 12月1日

佐世保市 公 電気設備技術科 12 10月20日 ～ 12月1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）

9 10月20日 ～ 12月1日

佐世保市 公
ＣＡＤ・生産サポート
科

12 10月20日 ～ 12月1日

佐世保市 公
介護員（実務者）養成
研修科３

こころ医療福祉専門
学校佐世保校

佐世保市
浜田町 15 1月5日 ～ 6月30日 6カ月 11月2日 ～ 12月2日

佐世保市 公
パソコン簿記２級実践
科

有限会社　佐世保情報ア
カデミー佐世保駅前教室

佐世保市
三浦町 15 1月5日 ～ 6月30日 6カ月 11月2日 ～ 12月2日

佐世保市 公
製パン・菓子製造実
践科２（身体・知的・精
神・発達）

特定非営利活動法人
ステップアップステー
ション

佐世保市
勝富町 5 1月5日 ～ 3月30日 3カ月 11月2日 ～ 12月2日 障害者対象

諫早市 公
住宅リフォーム技術
科

10 10月20日 ～ 12月1日

諫早市 公 設備管理科 19 10月20日 ～ 12月1日

諫早市 公 板金・溶接科 9 10月20日 ～ 12月1日

諫早市 公
機械加工／ＣＡＤオペ
レーション科

7 10月20日 ～ 12月1日

諫早市 公
医療事務・調剤薬局
事務科（２回目）

株式会社　ニチイ学館
諫早市
永昌町 15 1月5日 ～ 3月31日 3カ月 12月1日 ～ 12月3日 募集延長

諫早市 公 ＯＡ事務科（２回目）
職業訓練法人　西九州情報処理
開発財団
（いさはやコンピュータカレッジ）

諫早市
津久葉町 15 1月5日 ～ 3月31日 3カ月 11月2日 ～ 11月30日

大村市 求
初歩から学べるビジ
ネスパソコン基礎科

株式会社パソコン村
大村訓練センター

大村市
桜馬場 15 1月5日 ～ 4月2日 3カ月 11月16日 ～ 12月7日

6月29日 6カ月

ポリテクセンター佐世保
佐世保市
指方町 1月5日 ～ 6月29日 6カ月

種別　　公：公共職業訓練　　　求：求職者支援訓練

ポリテクセンター長崎
諫早市
小船越町 1月5日 ～

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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