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基礎から学ぶ

パソコン事務科

３か月 実践

パソコンの活用技術を習得します

パソコンスキル
(Word・Excel・PowerPoint・
Access・表計算マクロ)

期間

会場

4月4日(火)～7月3日(月) 9:10～15:50

株式会社セラフィム (山形市穂積116-3)

MOS Word 2019、 MOS Excel 2019
MOS PowerPoint 2019、MOS Access 2019

[実施機関] 株式会社セラフィム
023-623-2277 (尾関)

パソコン基礎科

２か月 基礎

基本操作を「2か月」で学習します

・パソコンスキル (Word・Excel)
・職業人としての基礎的スキル

(職業能力開発講習)

期間

会場 よつばIoTカレッジ
(村山市楯岡荒町2丁目1-1 Link MURAYAMA 3階A301)

コンピュータサービス技能評価試験
(ワープロ部門3級、表計算部門3級)

[実施機関] よつばIoTカレッジ
0237-53-0877 (松田)

医療事務科

３か月 実践
定 員

15名
申込締切

3/29正午

医療分野で役に立つ知識と
技能を習得します

医療事務業務に加え、医事オペレータ業務
を習得し、即戦力として活躍できる人材へ

期間

会場

4月14日(金)～7月13日(木) 9:30～16:10

ニチイ山形校 米沢第一教室
(米沢市門東町3-3-1 ホテルモントビュー米沢3階)

医療事務技能審査試験、
医事オペレータ技能認定試験

[実施機関] 株式会社ニチイ学館 山形支店
0120-780-921 (栗田、和田）

ExcelVBAプログラミング科

３か月 実践

VBAを活用し、MS Officeを
使いこなしプログラミングの
知識と技術を習得します

期間

会場 松若中央学院 (酒田市若竹町1-5-15)

MOS Excel エキスパート 365&2019

4月19日(水)～7月18日(火) 9:20～15:50

4月6日(木)～6月12日(月) 9:30～16:00

定 員

10名
申込締切

3/31正午

定 員

15名
申込締切

3/16正午

定 員

15名
申込締切

3/20正午

訓練番号／5-05-06-001-00-0002

訓練番号 5-05-06-002-04-0008 訓練番号 5-05-06-002-02-0001

訓練番号／5-05-06-002-03-0007

[実施機関] 有限会社松若中央学院
0234-23-4535 (板垣)



ОＡ基礎科

３か月 基礎

基本操作からホームページ作成
まで学習します

・パソコンスキル
(Word・Excel・PowerPoint・ホームページ作成)

・職業人としての基礎的スキル
(職業能力開発講習)

期間

会場 PC・Kanbany訓練校 第2教室
(鶴岡市大塚町26-13)

日商ＰＣ検定3級
(文書作成・データ活用・プレゼン資料作成)
もしもし検定4級

[実施機関] PC・Kanbany
0235-64-0403 (佐藤・高橋)

パソコン・簿記実務科

３か月 実践

基礎から実務に役立つパソコン
操作と簿記会計を習得します
・パソコンスキル

(Word・Excel・PowerPoint)
・簿記会計

期間

会場 パソコンスクールワークアップ
(米沢市春日4-2-143)

MOS Excel 2019、MOS Word 2019
日商簿記検定試験3級

[実施機関] 株式会社ワークアップ
0238-26-1455 (鈴木）

３か月 実践

基礎から実務に役立つ
実践的な内容を丁寧な指導で

パソコンスキル
(Word・Excel・PowerPoint)

期間

会場

6月9日(金)～9月8日(金) 9:10～15:50

河北町職業訓練センター
(河北町谷地字所岡142-2)

[実施機関] 職業訓練法人河北職業訓練協会
0237-72-5211 (矢口）

３か月 実践

パソコン基礎からホームページ、
簿記も学べる充実の内容

・パソコンスキル
(Word・Excel・PowerPoint・ホームページ作成)

・簿記知識

期間

会場 PC・Kanbany訓練校 第1教室
(鶴岡市大塚町26-13)

日商ＰＣ検定2級、3級
(文書作成・データ活用・プレゼン資料作成)
日商簿記検定3級、初級

[実施機関] PC・Kanbany
0235-64-0403 (佐藤・高橋)

6月13日(火)～9月12日(火) 9:10～15:50

5月10日(水)～8月9日(水) 9:10～15:50

ОＡ事務会計科
基礎から学ぶ

パソコン実践科

定 員

15名
申込締切

3/30正午

定 員

15名
申込締切

4/19正午

定 員

15名
申込締切

5/24正午

定 員

15名
申込締切

5/23正午

4月21日(金)～7月20日(木) 9:20～16:00

訓練番号／5-05-06-002-03-0006

訓練番号 5-05-06-002-03-0004 訓練番号 5-05-06-002-03-0005

訓練番号／5-05-06-001-00-0003

コンピュータサービス技能評価試験
(ワープロ部門3級、表計算部門3級)



「求職者支援訓練」は、求職中の方を対象とした無料の公的職業訓練です。
就職に役立つ知識や専門技能を習得し、一歩差をつけて早期就職を目指します。

就職活動のノウハウを基礎から学べる基礎コースと、実務レベルの技能を集中的に学ぶ実践

コースがあります。また、一定の要件を満たせば、職業訓練受講給付金(10万円／月)を受け

ながら訓練を受講することもできます。

山形県内 ハローワーク 一覧

山形／短期で学べるパソコン基礎科 6月上旬

※予定は変更される場合がございますのでご了承願います。

Q1 誰でも受講できるの?
受講するには?

ハローワークへの受講申し込み・あっ
せんが必要です。
まずは最寄りのハローワーク受付で、
「求職者支援訓練についての詳細を
聞きたい」とお申し出ください。

Q2  訓練の詳しい内容は?

詳しい内容は、最寄りのハローワーク
へお問い合わせください。

＊説明会を開催しているコースも
あります。

Q3  就職のサポートは受け
られるの?

訓練実施施設に「就職支援責
任者」を配置して、ハローワークと
連携した早期就職のサポートを
行っております。

安定所名 所在地 電話番号

ハローワーク 山形 山形市桧町2-6-13 023-684-1521

ハローワーク 米沢 米沢市金池3-1-39 米沢地方合同庁舎 0238-22-8155

ハローワーク 酒田 酒田市上安町1-6-6 0234-27-3111

ハローワーク 鶴岡 鶴岡市馬場町2-12 鶴岡第2地方合同庁舎1階 0235-25-2501

ハローワーク 新庄 新庄市東谷地田町6-4 新庄合同庁舎 0233-22-8609

ハローワーク 長井 長井市幸町15-5 0238-84-8609

ハローワーク 村山 村山市楯岡五日町14-30 0237-55-8609

ハローワーク 寒河江 寒河江市大字西根字石川西340 0237-86-4221

今後予定されているコースの紹介

米沢／パソコン基礎科 6月下旬

鶴岡／OA基礎科 6月下旬

酒田／ビジネスパソコン基礎科 6月上旬

新庄／基礎から学ぶオフィスワーク実践科 6月上旬


