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◎訓練科概要　

◎技術校ライフの紹介　（楽しいイベントもあります）

自動車工学科 住環境・土木科 ものづくり機械加工科

２０１９年度の施設内訓練 入校生募集

美　　容　　科

当校では、就職に必要な技術、専門知識、資格を取得するため、８科の職業訓練を施設内で実施
しています。いつでも見学可能です。年に一度、春の入校に向けて、前年の秋から入校生の募集
を行います。詳細については、下記お問い合わせ先までお尋ねください。

期　　　間：１年間
応募資格：療育手帳所持者、または知的
障がいと認める判定書が提出可能な方

※　願書受付開始は１０月（予定） 

期　　　間：１年間
応募資格：高等学校を卒業または卒業
見込みの方及び同程度の学力がある方

期　　　間：１年間
応募資格：原則として中学校以上を卒業
または卒業見込みの方

期　　　間：１年間
応募資格：原則として中学校以上を卒業
または卒業見込みの方

期　　　間：２年間
応募資格：高等学校を卒業または卒業
見込みの方

期　　　間：２年間
応募資格：高等学校を卒業または卒業
見込みの方

期　　　間：２年間
応募資格：高等学校を卒業または卒業
見込みの方

期　　　間：１年間
応募資格：高等学校を卒業または卒業
見込みの方及び同程度の学力がある方

Ｗｅｂデザイン科 建　　築　　科 ハウスアート科 介護サービス科

美容師に必要な技能習得と資格

取得を目指します。

2級自動車整備士に必要な技能

習得と資格取得を目指します。
設備工事、土木工事に必要な技

能習得と資格取得を目指します。

旋盤、フライス盤などを使用した機

械加工について学びます。

グラフィック及びｗｅｂデザイン基礎の

他、業界スキルを学びます。
建築大工に必要な技能習得と木造

建築物の工事について学びます。

左官に必要な技能習得とインテリア・

エクスリア工事について学びます。
福祉施設の介護補助員に必要な知

識、技術、マナーを学びます。

スポーツ大会
５月・９月

浜 風 祭
１０月

校 外 学 習

【施設訓練科・お問合せ先】

◆寄宿舎もあります◆

個室・食事付

製造業の人材育成を

応援します。
しまね

ものづくり人材育成支援Navi

訓練目的

しまねものづくり人材育成 検索



新卒・若年者
幹部候補者・中堅社員

・現場管理者（リーダー）
経営者・管理職研修

□OFF-JT電気工事人材養成

□OFF-JT建設技術者養成

□OFF-JT給排水・空調人材養成

○普通旋盤技能検定受検準備（１・２級）

○フライス盤技能検定受検準備（２級）

春期新入社員合同研修 アドラー心理学で学ぶリーダー研修 ○左官技能検定受検準備（実技１・２級）

（6/25松江・6/26出雲） （6/6・20雲南・6/7・21安来） ○規矩術技能講習会（ 四方転び踏み台）

○留袖着付け講習会

○溶接技術向上セミナー

○家具・建具技能検定受検準備

○超音波探傷技術者試験対策（学科）

若手社員フォローアップセミナー 島根の働き方改革セミナー ○左官技能検定受検準備（学科）

（出雲） （８月～１０月出雲） ○鏝絵講習会

○広告美術の基本セミナー（初級）

ＯＪＴの関わり方～心組み～ ○清酒製造技術セミナー

（9月～１月出雲） ●日本壁施工技能講習会

○1級土木施工管理（実地）試験対策

○超音波探傷技術者試験対策（実技）

○建築技能講習会（宮大工）

〇鉋（カンナ）削りの技法講習会

秋期新入社員合同研修 リーダー研修（松江） ○鋳造技術者初級研修

（11/19松江・11/20出雲） ○隅木講習会

１２月 ○大工職技能検定受検準備（１・２級）

○３次元ＣＡＤ活用基礎講習会

●墨付け技法講習会（１～３月）

若手社員フォローアップセミナー（松江）

就職内定者合同研修

３月

８月

９月

１１月

４月

５月

７月

６月

１０月

２月

１月

中堅社員等の育成支援事業

２０１９年度の主な在職者研修

　　　　　　　　　　　県東部で、企業等へお勤めの方に、マネジメント、課題解決力、業務効率の向上等の研修を
　　　　　　　　　　　行って、企業力強化を図り、若年者が安心して働ける職場づくりを目指します。対象者や期間
　　　　　　　　　　　は研修により異なります。

在職者研修年間スケジュール（予定）

研
修
風
景

研
修
名
・
研
修
内
容

若手社員と一緒に仕事をする機
会の多い方を対象に、リーダーの
心構え・考え方・仕組み・スキルを
参加者で研鑽しあって能力を向
上できる研修

伝統技能の継承（特定分野の技能者の
育成）、技能検定等を通じた技能者の育
成、その他地域の産業の発展につなが
る人材育成研修

｢内定～新入社員･入社後半年｣
までの期間を３段階研修
①内定者(HOP)
②新入社員春期(STEP)
③新入・若手社員秋期(JUMP)

　　□　ＯＦＦ－ＪＴ
　　●　技能者研修
　　○　スキルアップ研修

「働き方改革」
働く人の意欲を向上させ、ワーク
ライフバランスを確保し、健康に
柔軟に働ける職場づくりを目指す
研修

※詳しい研修内容・お申込みは、下記担当者までおたずねください。

【申込開始日】 ： 開催１ヵ月前より

【 申 込 方 法 】 ： 受講申込書によりＦＡＸ（申込書はチラシ裏面またはホームページにあります）

【在職者研修・お問合せ先】
島根県立東部高等技術校 在職者研修スタッフ

ＴＥＬ：０８５３－２８－２７３４（直通） ＦＡＸ：０８５３－２８－２７３６
e-ｍａｉｌ： ｋｙｏｕｉｋｕ-ｋｕｎｒｅｎ＠ｐｒｅｆ.ｓｈｉｍａｎｅ.ｌｇ.ｊｐ

研修目的

お申込受付中(5/24まで)

３Ｄプリンタ・３次元ＣＡＤ体験講座 お申込受付中（随時）

お申込受付中(6/17まで)



　　　　　　地域
開始月 松　江 安　来 雲　南 出　雲 大　田 隠　岐

4月

5月
○一般事務【３ヵ月】 ○一般事務【３ヵ月】 ○一般事務【３ヵ月】

6月
○医療事務【４ヵ月】

7月
○一般事務【３ヵ月】 ●介護実務者【７ヵ月】 ○一般事務

　　　　【３ヵ月】

8月
○介護初任者【３ヵ月】 ○一般事務【３ヵ月】

9月
○介護初任者【３ヵ月】 ○経理事務【４ヵ月】 ○介護初任者【３ヵ月】

10月
○介護実務者【６ヵ月】 ○一般事務【３ヵ月】

○医療事務【４ヵ月】

11月
○一般事務【３ヵ月】 ○一般事務【３ヵ月】 ○経理事務【４ヵ月】

○介護初任者【３ヵ月】

12月
○経理事務【４ヵ月】 ○一般事務【３ヵ月】 ○経理事務【４ヵ月】 ○一般事務【３ヵ月】

1月

２月

３月

 

障がい者の態様に応じた多様な職業訓練(委託事業)
　　
　　民間教育訓練機関、社会福祉法人、ＮＰＯ法人、企業等に訓練を委託し、個々の障がいに応じて、
　　障がい者の居住する地域で、様々な委託先を活用して職業訓練を実施しています。
    訓練対象者は、全ての障がい者で、訓練期間は原則として１ヵ月から３ヵ月です。
　　受講するには、ハローワークでの相談が必要です。

２０１９年度の離職者等再就職訓練（委託事業）

　
　　　　　　　　　　　　　求職者の再就職を支援するため、民間教育訓練機関に委託して行う訓練です。
　　　　　　　　　　　　　各種資格やコミュニケーション能力、ビジネスマナーなどを習得して、再就職を目指します。
　　　　　　　　　　　　　　【対 象 者】・・・ハローワークに求職申し込みをしている方（条件がある場合があります）
　　　　　　　　　　　　　　【受 講 料】・・・無料（テキスト代等は自己負担）
　　　　　　　　　　　　　　【募集期間】・・・おおむね開講日の２ヵ月前～開講日の１ヵ月前
　　　　　　　　　　　　　　【申 込 み】・・・最寄りのハローワークの相談窓口へ

離職者等再就職訓練　年間スケジュール（予定）

☆短期コース　　　　　　●・・・１ヵ月以上の企業実習を含む                   ・・・募集終了

　　　※雇用保険、訓練受講給付金などの支援措置については最寄りのハローワークに、その他、訓練会場、期間、内容等の
　　　　詳細については、島根県立東部高等技術校までお尋ね下さい。

一般事務
パソコン（ワープロ・

表計算）３級以上

訓練目的

◎長期コース（２年間）
専門学校や短期大学等に

通って、国家資格等を取得し、

正社員就職を目指します。

◎短期コース（３～７ヵ月）
民間教育訓練機関で、就職に

役立つ資格やスキルを習得し、

再就職を目指します。

保 育 士 養 成介 護 福 祉 士 養 成

美 容 師 養 成理 容 師 養 成 動物 看護・トリマー

Ｉ Ｔ 技 術 者 養 成医 療 事 務 ビ ジ ネ ス コ ー ス

経理事務
日商簿記検定３級、

パソコン資格等

介護サービス
介護職員初任者研修または

介護職員実務者研修

医療事務

医療事務資格等

自動車整備士養成

１月～３月開始の訓練はありません
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