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保 育 士 コ ー ス 

長期高度人材育成コース（委託訓練） 

群馬県立前橋産業技術専門校 

受講料無料 テキスト代などは自己負担 

栄 養 士 コ ー ス 

准 看 護 師 コ ー ス 

訓練期間：令和 ５年 ４月 から ２年間 

募集期間：令和 ５年 １月２０日～令和 ５年 ３月 ３日 

デジタル人材育成コース 
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コース一覧 ----------------------------------------------------------- P.１～２ 

コース概要------------------------------------------------------------ P.３ 

訓練期間・受講料・応募資格・申込み方法 ---------------------------------- P.４ 

申込みから入校までの流れ-----------------------------------------------P.５ 

入校選考------------------------------------------------------------- P.６～７ 

受講決定から入校・訓練の実施に関する留意事項・その他・問い合わせ先一覧--- P.８ 

コース別詳細 --------------------------------------------------------- P.９～１７ 

「新型コロナウイルス感染症等の拡大防止対策」について--------------------- P.１８ 

 
※各コースとも訓練実施校ごとの定員は定めず、応募状況や選考結果等により合否を決定します。 

ただし、各訓練実施校の最大受入数を超えることはありません。 

  ☆ 介護福祉士コース  

コース名 訓練実施校 訓練場所 
最大 

受入数 
定 員 

介護福祉士コース １ 群馬医療福祉大学短期大学部 前橋市 ２７名 

群馬県 

 

全体で 

 

３１名 

介護福祉士コース ２ 前橋医療福祉専門学校 前橋市 ３１名 

介護福祉士コース ３ 群馬パース大学福祉専門学校 渋川市 ２０名 

介護福祉士コース ４ 専門学校高崎福祉医療カレッジ 高崎市 ２５名 

介護福祉士コース ５ 太田医療技術専門学校 太田市 １０名 

介護福祉士コース ６ 大泉保育福祉専門学校 大泉町 ２４名 

目次 
 

コース一覧 
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☆ 保育士コース   

コース名 訓練実施校 訓練場所 
最大 

受入数 
定 員 

保育士コース １ 群馬社会福祉専門学校 前橋市 ２５名 

群馬県 

 

全体で 

 

３５名 

保育士コース ２ 
共愛学園前橋国際大学 

短期大学部 
前橋市 １０名 

保育士コース ３ 群馬パース大学福祉専門学校 渋川市 ２０名 

保育士コース ４ 育英短期大学 高崎市 ３５名 

保育士コース ５ 
大原簿記情報ビジネス 

医療福祉保育専門学校 
高崎市 １０名 

保育士コース ６ 新島学園短期大学 高崎市 １０名 

保育士コース ７ 大泉保育福祉専門学校 大泉町 ２８名 

 

☆ 栄養士コース  

コース名 訓練実施校 訓練場所 
最大 

受入数 
定 員 

栄養士コース １  東日本栄養医薬専門学校 前橋市 １０名 

群馬県 

全体で 

１０名 

 

☆ 准看護師コース   

コース名 訓練実施校 訓練場所 
最大 

受入数 
定 員 

准看護師コース １ 吾妻准看護学校 中之条町 ４名 群馬県 

全体で 

４名 准看護師コース ２ 安中准看護学校 安中市 １名 

         

☆ デジタル人材育成コース  

コース名 訓練実施校 訓練場所 
最大 

受入数 
定 員 

デジタル人材育成コース １ 
東日本デザイン＆コンピュータ 

専門学校 
前橋市 １５名 群馬県 

全体で 

１５名 デジタル人材育成コース ２ 専門学校 中央情報大学校 高崎市 １０名 
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この職業訓練は、群馬県が民間の教育訓練機関に委託して行う公共職業訓練です。 

これらのコースは求職者を対象に、当該職種の資格を活かし、正社員での再就職を目的と

した職業訓練です。 
 

 介護福祉士コース 

○ 目的：本コースは、専門学校などに入校し、所定のカリキュラムの受講修了後、介護福祉士（国家資格）を

取得して介護・福祉現場で活躍できる人材を養成することを目的に実施します。 

○ 得られる資格：２年間最後まで受講し、修了要件を満たすことにより、介護福祉士試験の受験資格が得ら

れます。国家資格の取得については、現在経過措置期間中であり、詳しくは厚生労働省

のホームページ等で御確認ください。 

○ 想定就職先・職種：高齢者介護福祉施設、病院、デイサービスセンターなど 

 

 保育士コース 

○ 目的：本コースは、専門学校などに入校し、所定のカリキュラムの受講修了後、保育士（国家資格）を取得

して保育現場で活躍できる人材を養成することを目的に実施します。 

○ 得られる資格：２年間最後まで受講し、修了要件を満たすことにより、保育士の資格が得られます。 

○ 想定就職先・職種：保育施設、児童福祉施設、学童保育施設など 

 

 栄養士コース 

○ 目的：本コースは、専門学校に入校し、所定のカリキュラムの受講修了後、栄養士（国家資格）を取得して

現場で活躍できる人材を養成することを目的に実施します。 

○ 得られる資格：２年間最後まで受講し、修了要件を満たすことにより、栄養士の資格が得られます。 

○ 想定就職先・職種：福祉施設、病院、保育園、幼稚園など 

 

准看護師コース 

○ 目的：本コースは、准看護学校に入校し、所定のカリキュラムの受講修了後、准看護師資格（県知事免許）

を取得して現場で活躍できる人材を養成することを目的に実施します。 

○ 得られる資格：２年間最後まで受講し、修了要件を満たすことにより、准看護師試験の受験資格が得られ

ます。 

○ 想定就職先・職種：病院・福祉施設など 

 

デジタル人材育成コース 

○ 目的：本コースは、専門学校に入校し、所定のカリキュラムの受講修了後、情報システムに係わる技術を取

得し、ＩｏT、ＡＩ等情報技術の革新に対応できる人材を養成することを目的に実施します。 

○ 得られる資格：２年間受講し、各種情報システム資格の取得を目指します。 

○ 想定就職先・職種：プログラマー、システムエンジニア、Ｗｅｂプログラマーなど  

コース概要 
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令和３年４月から２年間 

 

令和５年４月から２年間 
 

 

＜無料＞ 

ただし、テキスト代、国家資格等の登録料、各種資格取得に係る諸費用など個人に帰属するものは自己負担

になります。自己負担額の詳細は、本紙「コース別詳細」（P.９～１７）を御確認ください。 
 

 

 

１．ハローワークに求職申し込みを行っており、ハローワークから受講をあっせんされた方。 

２．高等学校、中等教育学校卒業者以上、又はこれと同等以上の方（高等学校卒業程度認定試験（旧大検）に合

格した方など）。※准看護師コースについては中学校卒業以上の方。 

ただし、令和５年３月卒業見込みの新規学卒者は応募できません。また、学卒未就職者であって、受講申込時

点で学校卒業後１年以上経過していない方も対象となりません。 

３．概ね５５歳未満の方（介護福祉士コース、保育士コースを除く）。 

※５５歳以上の方であっても、４～７の要件を満たす場合は、個々の状況により対象となる場合がありますので、

ハローワークに御相談ください。 

４．有期労働契約などによる非正規雇用労働者など、就業経験において不安定就労の期間が長いことや、安定就

労の経験が少ないことにより能力開発機会が乏しかった者又は出産・育児等により長期間離職していた女性等

（介護福祉士コース、保育士コースを除く）。 

５．国家資格等高い知識及び技能を習得し正社員就職を希望する方。 

６．当該訓練コースを修了し、対象資格等を取得する明確な意思を有する方。 

７．ハローワークにおける職業相談において、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを受け、職業経験

の棚卸し及び職業生活設計等の結果、当該訓練の受講が必要と認められた方。 
  

 

募集期間内に、住所地を管轄するハローワークにて御相談の上、お申し込みください。 

「入校願書」はハローワークにあります。「入校願書」および以下の書類を、下記に留意のうえ住所地を管轄する

ハローワークに御提出ください。なお、応募は、第一志望と第二志望の２コースを記入できます。 

１．入校願書 

必要事項を記入し、本人写真を貼付してください。 

志望コース欄（右上と右下の二カ所）に、 『第一志望』、『第二志望』の二つのコースを御記入ください。栄養士

コースは第一志望のみです。なお、第二志望がない場合、第二志望欄に「なし」と記入してください。 

（注）第二志望コースは同一職種に限ります。職種をまたいだ志望（第一志望「介護福祉士コース１」、第二志

望「保育士コース２」など）は不可です。また、前橋産業技術専門校が書類を受理した後は志望コースの変

更はできません。 

２．卒業証明書等（次のいずれかの証明書等） 

(1) 高等学校又は中等教育学校の卒業証明書（原本）。准看護師コースについては中学校以上の卒業証

明書（原本）。 

(2) 短大又は大学の卒業証明書（原本） 

(3) 高等学校卒業程度認定試験の合格証明書と合格成績証明書（原本） 

※ 卒業証明書と氏名が異なる場合は、戸籍抄本（３ヵ月以内に発行されたもの）を添付してください。 

※ 外国籍の方は、日本語能力を証明する書類等が必要になる場合がありますので、各訓練実施校

（本紙 P.９～１７）に直接御確認ください。 

申込み方法 
 

応募資格（以下の 1～7全てに該当する方） 
 

訓練期間 
 

受講料 
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           職業相談  

住所地を管轄するハローワークに御相談ください。再就職にあたり、どのような訓練が望ま 

しいかなど、アドバイスを受けてください。 

 

 

     訓練内容説明会 （ぜひ、ご参加ください！） 

説明会場所：各訓練実施校 

２年間に渡る長期訓練のため、説明会等で訓練の内容や施設などを確認することは重要です。 

説明会の日時は、本紙「コース別詳細」（P.９～１７）に記載してあります。参加申込みは、各訓練 

実施校へ事前に電話予約をしてください。説明会に参加できない場合は、個別説明や電話相 

談もお受けしますので、各訓練実施校にお問い合わせください。 

 

 

  申込み 

申込期限：令和５年３月３日（金） ※追加募集等はありませんので最終期限となります。 

ハローワークで渡される「入校願書」に必要事項を記入し、ハローワークに御提出ください。※高等

学校等の卒業証明書等（原本）を添付してください。 

 ※各コースの応募状況は、前橋産業技術専門校ＨＰで公開する予定です。 

 

 

     入校選考（第一志望コース） 

選考日：令和５年３月１４日（火）、１６日（木）  選考会場：前橋産業技術専門校 

事前に受験票などは送付されませんので、本紙「入校選考」（P.６～７）を必ず御確認いただき、 

指定された日時に直接お越しください。 

※コースによって日時が異なりますので、御注意ください。 

         【選考結果通知】 令和５年３月２２日（水）発送（予定）                             

※前橋産業技術専門校ＨＰにも合格者の受験番号を掲載する予定です。（同日午前１０：３０頃） 

 

       

 

 

 

 

入校手続き 
手続き日：令和５年３月３０日（木）  手続き会場：前橋産業技術専門校（P.８参照） 

入校や雇用保険に係る事務手続きなどを行います。合格者は必ず出席してください。 

詳細は、選考結果通知時に御案内します。 

 

入校・訓練開始     令和５年４月から 

Step１ 

申込みから入校までの流れ 
 

Step２ 

Step３ 

Step４ 

Step５ 

Step６ 

追加選考（第二志望コース） 

入校選考の合否判定後、第一志望コースに不合格となった方の中から、入校選考での

成績上位者を対象に追加選考（第二志望コース）を行う場合があります。 

  ※ 追加選考の対象者には前橋産業技術専門校から個別に連絡します（Ｐ７参照）。 
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《入校選考》 

入校願書を提出された方に対して、第一志望コースについて前橋産業技術専門校（本紙Ｐ.７掲載の 

アクセス参照）にて入校選考を行います。選考は適性検査および個人面接での実施とします。 

※応募者が定員に満たなくても選考は実施し、結果不合格となることがあります。 

事前に受験票などは送付されませんので、下記詳細を必ず御確認いただき、指定された日時に選考 

場所（前橋産業技術専門校）に直接お越しください。なお、新型コロナウイルス感染状況等により予定を急 

きょ変更する場合がありますので、必ず事前に本校ホームページを御確認ください（問合せ先は次頁に記載）。 

 

＜選考時の注意事項＞ 

「新型コロナウイルス感染症等の拡大防止対策」については、P.１8を御確認ください。 

 

＜入校選考スケジュール＞※コース名の番号によって、日時が異なりますので、ご注意ください！！ 

 

＜介護福祉士コース＞ １・２・３ 

＜栄養士コース＞     １ 

＜保育士コース＞   １・２・３ 

＜准看護師コース＞ １・２ 

日   時  令和５年３月１４日（火）    

受 付    ８：４０ ～   ８：５０ 

注意事項   ９：００ ～   ９：１０ 

適性検査   ９：１０ ～  １０：００ 

面   接  １０：００ ～  １２：３０（予定） 

（個人面接１人１０分程度） 

日   時  令和５年３月１４日（火）     

受 付   １３：１０ ～ １３：２０ 

注意事項   １３：３０ ～ １３：４０ 

適性検査   １３：４０ ～ １４：３０ 

面   接   １４：３０ ～ １７：００（予定） 

（個人面接１人１０分程度） 

 

＜介護福祉士コース＞      ４・５・６ 

＜デジタル人材育成コース＞ １・２ 
＜保育士コース＞ ４・５・６・７ 

日   時  令和５年３月１６日（木）      

受 付   ８：４０ ～   ８：５０ 

注意事項   ９：００ ～   ９：１０ 

適性検査   ９：１０ ～  １０：００ 

面   接  １０：００ ～  １２：３０（予定） 

（個人面接１人１０分程度） 

日   時  令和５年３月１６日（木）     

受 付   １３：１０ ～ １３：２０ 

注意事項   １３：３０ ～ １３：４０ 

適性検査   １３：４０ ～ １４：３０ 

面   接   １４：３０ ～ １７：００（予定） 

（個人面接１人１０分程度） 

 

＜携行品＞ 

・鉛筆２～３本（シャープペンシル不可） 

＜注意事項＞ 

・コースによって選考時間が異なります。受付時間に遅れないよう余裕を持ってお出かけください。 

（駐車場から選考会場まで徒歩で３、４分程度かかります。） 

・遅刻者は入校選考を受けられないことがあります。 

・面接は待機時間が長くなる場合がありますので、御了承願います。 

・都合により入校選考を受験できない場合には、速やかに前橋産業技術専門校まで御連絡ください。 

  

入校選考 
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《追加選考について》 
  ○入校選考（第一志望コース）合否判定後、県定員および第二志望コースの受入数に余裕がある場合、入校選考

で第一志望コースについて不合格となった方の中から成績上位者を対象に、第二志望コースの追加選考を行い

ます。 

  ○対象の方には、前橋産業技術専門校から願書記載の電話番号に個別に連絡し、受験の意思を確認します。 

※連絡日時 ３月２２日（水）１３：００～１６：００の間 （この間に受験の意思が確認できない場合、追加選考

を受けることはできません）。 

 ○追加選考予定日：令和５年３月２４日（金）  ○追加選考は個人面接により行います。 
 

＜問い合わせ先＞ 

群馬県立前橋産業技術専門校 〒371-0006 群馬県前橋市石関町 124-1 

TEL:027-230-2211 FAX:027-269-7654 ＵＲＬ https://maetech.ac.jp/wp/outsourcing 
 

＜アクセス＞ 

群馬県立前橋産業技術専門校 〒371-0006 群馬県前橋市石関町 124-1 

TEL:027-230-2211 FAX:027-269-7654 ＵＲＬ httpｓ://maetech.ac.jp 

■上毛電鉄「赤坂駅」から 1.8km 徒歩約 20分 

■JR「前橋大島駅」から永井バス（TEL:027-265-5088）石関町前橋大島駅線  

  「石関町学園中央」または「石関町南」で下車・徒歩約 3分  

※（ただし、上記路線は令和５年３月１1日～３１日は運休の予定）                 バス運行日時を 

■JR「前橋駅」から永井バス・東大室線で「上長磯町」 下車・徒歩 15分           必ず確認してください。 

※永井バス（永井運輸（株））ＵＲＬ https://www.nagai-unyu.net/bus_stop/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車で来校される場合は、前橋産業技術専門校 校内駐車場所定位置（    部分）にお停めください。 
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＜入校選考の結果通知＞ 

・選考結果は、前橋産業技術専門校から本人あてに郵送します。 

選考結果通知発送日（予定）：令和５年３月２２日（水） 

※前橋産業技術専門校ＨＰにも合格者の受験番号を掲載予定。（同日午前１０：３０頃） 

  ＜追加選考実施の場合の結果通知＞ 

   ・選考実施後、前橋産業技術専門校から本人あて速やかに連絡します。   

＜入校手続き＞ 

・合格者に対して、入校や雇用保険に係る事務手続きなどを行いますので、必ず御出席ください。詳細は、

選考結果通知時に御案内します。外国籍の方は、在留資格が確認できる書類を御提出いただきます。 

手 続 き日：令和５年３月３０日（木） 午 前 ：介護福祉士コース・栄養士コース・准看護師コース  

    午 後 ：保育士コース・デジタル人材育成コース 

手続き会場 ：前橋産業技術専門校 
 

 
１.訓練生は、前橋産業技術専門校の生徒であるとともに、訓練実施校の生徒にもなります。 

２.本訓練は、訓練実施校の本科生と一緒に授業を受けることになります（選択科目や学校行事など例外もあ

ります。）。 

３.訓練生は、選択科目も含めて全員同じカリキュラムとなります。任意受講の科目を受講する場合は、訓練

実施校の本科生として受講することになります。 

４.各訓練実施校で、訓練期間中に行う資格試験を受験することになります。 

５.各訓練実施校で定めている進級や修了要件（出席率や試験成績など）を満たさない場合は、留年制度が

ありませんので、その時点で訓練を継続できなくなります。 

６.習熟度が所定の基準に達しない場合や、訓練修了直後の就職の意思がないと見なされる場合（進学目的

を含む）は、その時点で訓練を継続できなくなります。 

７.土・日・祝日、夏季・冬季・春季の各休業日は原則休講となりますが、訓練がある場合もあります。 

８.訓練時間・訓練場所はコースごとに記載してありますが、実習においては、時間・場所ともに異なる場合も

あります。 

９.リモートでの訓練を予定している実施校においては、必要な環境条件等を学校名欄に QR コードで示しま

したので、必ず申込み前に御確認ください。 

 
雇用保険受給中にハローワーク所長から受講指示を受けた方は、訓練期間中、手当などが支給されること

があります。また、雇用保険を受給できない方でも一定の要件を満たす方に「職業訓練受講給付金」などが

支給されることがありますので、ハローワークの担当者に御確認ください。 
 

 

質問項目 問い合わせ先 

・訓練全般 

・入校選考 

群馬県立前橋産業技術専門校 委託訓練担当 

群馬県前橋市石関町 124-1  ＴＥＬ：027-230-2211 

・訓練カリキュラムや自己負担金の詳細 

・訓練内容説明会 
各訓練実施校（本紙 P.９～１７） 

・受講申込み 

・雇用保険の給付や職業訓練受講給付金 
住所地を管轄するハローワーク 

受講決定から入校 
 

訓練の実施に関する留意事項 
 

その他 
 

問い合わせ先一覧 
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☆ 訓練内容説明会に是非ご参加ください（要電話予約）。説明会に参加できない場合は、個別説明や電話相談もお受

けしますので、各訓練実施校にお問い合わせください。 

コース名 介護福祉士コース１ 
訓練コース番号５－０５－１０－２０７－０５－００１５ 

 

最大受入数 ２７名 

学 校 名 

群馬医療福祉大学短期大学部 
前橋市川曲町１９１－１ 

URL https://www.shoken-gakuen.jp/university/ 

TEL ０２７－２５３－０２９４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※高崎駅よりバス乗車 約２０分 

※新前橋よりバス乗車 約１５分 

※井野駅東口より徒歩 約２０分 

※無料駐車場あり 

訓練期間・時間 
令和５年４月３日（月）～ 令和７年３月 

午前８時５０分～午後５時３０分 

介護福祉士以外の 

目指せる資格 

修了取得：短期大学士、社会福祉主事任用資格 

資格合格：介護保険事務士、ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ・ﾜｰｶｰ、 

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ･ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 

自己負担（予定）  
教材費等 ４３,０００円程度（２年間分） 

登録料・各種資格取得費用別途 

訓練内容説明会 
２/ ９（木） 午前１０時００分～ 
 

２/２０（月） 午前１０時００分～ 

実 施 校 より 

学校の特 色 

①訓練修了（卒業）時に短期大学士の学位を授与／②教科書代（８６,０００円相当）は学校負担／③駐車場代無

料／④就職センターと就職情報配信システムによる就職指導／⑤群馬県内の介護福祉士養成校の中では唯一

本学において取得できる介護保険事務士 
 

※訓練時間は履修科目によって変わります。補講がある場合、午後 7時 20分となることもあります。 

 

コース名 介護福祉士コース２ 
訓練コース番号５－０５－１０－２０７－０５－００１７ 

最大受入数 ３１名 

学 校 名 

前橋医療福祉専門学校 
前橋市石関町１２２－６ 

URL  https://www.e-mirai.com/ 

TEL ０２７－２６９－１６００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※JR両毛線前橋大島駅よりバス乗車 約 10分 

※上毛電鉄赤坂駅より約 1.5Km 

※無料駐車場あり 

訓練期間・時間 
令和５年４月６日（木）～ 令和７年３月 

午前９時００分～午後４時１０分  

介護福祉士以外の 

目指せる資格 

修了取得：専門士 

資格合格：福祉住環境コーディネーター２級 

自己負担（予定）  
教材費等は全額学校が負担（自己負担なし） 

登録料・各種資格取得費用別途 

訓練内容説明会 
１/２６（木） 午後２時００分～ 

２/１０（金） 午後２時００分～ 

実 施 校 より 

学校の特 色 

・２年間の教科書代・実習着代（７６,０００円程度）は、全額学校が負担します。 

・医療・福祉の総合学園として３６年の歴史があり、多くの卒業生が医療機関や福祉施設で活躍しています。 

・介護福祉士になるための専門的な知識や技術の習得だけでなく、豊かな人間性を重視した教育と学生一人

ひとりの習熟度にあわせた最適な指導と支援を行っています。 

・就職希望を実現する独自の就職支援システムにより、個別のアドバイスと全面的なサポートを行います。 

コース別詳細 

https://www.e-mirai.com/
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コース名 介護福祉士コース３ 
訓練コース番号５－０５－１０－２０７－０５－００１８ 最大受入数 ２０名 

学 校 名 

群馬パース大学福祉専門学校 
渋川市渋川１３３８－４ 

URL https://ptc.paz.ac.jp/ 

TEL ０２７９－６０－７０１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※無料駐車場あり 

※JR渋川駅より徒歩５分 

訓練期間・時間 
令和５年４月７日（金）～ 令和７年３月 

午前８時４０分～午後３時５０分  

        （最長 午後５時３０分） 

介護福祉士以外の 

目指せる資格 

修了取得：専門士 

特定行為業務従事者認定証(任意・成績基準有)
普通救命講習Ⅰ 

自己負担（予定）  
同窓会費：１０，０００円、演習着：５，５００円 

教材費等は全額学校が負担（自己負担なし） 

登録料・各種資格取得費用別途 

訓練内容説明会 
２/ ３（金） 午前１０時３０分～ 

２/２０（月） 午前１０時３０分～ 

実 施 校 より 

学校の特 色 

①2年間の教科書代（約３０，０００円相当）は、全額学校で負担いたします。 

②姉妹校である群馬パース大学や PAZ Group内施設との連携により、より高度で質の高い医療系授業の受講

や、就職後すぐに現場で医療的ケアを行える「特定行為業務従事者認定証」の卒業までの取得を目指せます。

（任意・成績基準有） 

③ＪＲ渋川駅より徒歩 5分、無料駐車場完備、週4日（火～金）授業など通学しやすい環境が整っています。 

 

コース名 介護福祉士コース４ 
訓練コース番号５－０５－１０－２０７－０５－００２０ 

 

最大受入数 ２５名 

学 校 名 

専門学校高崎福祉医療カレッジ 
高崎市東町２８－１ 

URL  http://www.tojinkan.ac.jp/ 

TEL ０２７－３８６－２３２３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※高崎駅東口より 徒歩 5分 

※指定駐車場を割引で利用可（1日 400円） 

訓練期間・時間 
令和５年４月８日（土）～ 令和７年３月 

午前９時１０分～午後４時４５分 

介護福祉士以外の 

目指せる資格 
修了取得：専門士、社会福祉主事任用資格 

自己負担（予定）  
教材費等 ８３，０００円程度（２年間分） 

登録料・各種資格取得費用別途 

訓練内容説明会 
２/１０（金） 午後１時３０分～ 

２/２２（水） 午後１時３０分～ 

実 施 校 より 

学校の特 色 

■県内唯一の社会福祉主事養成機関です。介護福祉士と併せて社会福祉主事を取得することで「高齢者分

野」だけでなく「障害」・「児童」・「行政」など就職先として選択できる分野が幅広くなります。 

■卒後教育の場として通信教育で働きながら「社会福祉士」や「精神保健福祉士」を取得するための学科も用

意。県内唯一の社会福祉士短期養成施設で他校より短期間で社会福祉士取得が目指せます。 

■社会人在籍者の割合は 23％ 社会経験を経た方も学びやすい環境があります。 

 

高崎福祉医療カレッジ 
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コース名 介護福祉士コース５ 
訓練コース番号５－０５－１０－２０７－０５－００２１ 

 

最大受入数 １０名 

学 校 名 

太田医療技術専門学校 
群馬県太田市東長岡町１３７３ 

URL http://www.ota.ac.jp/ 
TEL ０２７６－２５－２４１４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校法人太田アカデミー 

太田情報商科専門学校、太田医療技術専門学校 

専門学校太田自動車大学校 

〒373-0812  群馬県太田市東長岡町 1361 

訓練期間・時間 
令和５年４月６日（木）～ 令和７年３月 

午前９時１５分～午後４時５０分 

介護福祉士以外の 

目指せる資格 

取得：専門士 

資格合格：介護事務管理士、福祉住環境コーデ

ィネーター2,3級､サービス接遇実務検定 2,3級 

自己負担（予定）  
教材費等は全額学校が負担(自己負担なし) 

登録料・各種資格取得費用は別途 

訓練内容説明会 
２/ ７（火） 午後１時３０分～ 

２/２１（火） 午後１時３０分～ 

実 施 校 より 

学校の特 色 

① 太田アカデミーは設立 30年で、現在は分野の異なる 3校が存在し、1900人の在校生が学んでいます。 

② 太田医療技術専門学校は、看護学科をはじめ 8 学科を運営しており、医療介護分野の総合学園として各学

科の相互連携や交流により、医療介護の幅広い知識や技能を習得できる環境です。 

③ 教科書・実習着や教材費は全額学校が負担しますので、自己負担はありません（無料駐車場も完備）。 

④ 東武太田駅とＪＲ足利駅から送迎スクールバスの利用が可能です（近隣の東武韮川駅から徒歩 10分）。 

 

コース名 介護福祉士コース６ 
訓練コース番号５－０５－１０－２０７－０５－００２２ 

 

最大受入数 ２４名 

学 校 名 

大泉保育福祉専門学校 

邑楽郡大泉町日の出５６－２ 

URL https://www.oizumihosen.ac.jp/ 

TEL ０２７６－６２－５８０６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※東武小泉線西小泉駅から約１ｋｍ 

※バス（JR熊谷駅～西小泉駅）大泉保専前下車 

※無料駐車場有り 

訓練期間・時間 
令和５年４月５日（水）～ 令和７年３月 

午前９時１０分～午後４時１０分 

介護福祉士以外の 

目指せる資格 

修了取得：専門士 

資格合格：ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ･ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 

自己負担（予定）  
教材費等 無料 

登録料・各種資格取得費用別途 

訓練内容説明会 
１/３１（火） 午前１０時００分～ 

２/２４（金） 午前１０時００分～ 

実 施 校 より 

学校の特 色 

①教科書・実習着代、諸会費も学校負担のため、自己負担が少なく学べます（駐車場も無料）。 

②介護福祉士養成 35年の歴史があり、約1,400名の卒業生を輩出。高い地元就職率を実現しています。 

③専門的な知識、技術に加え、喀痰吸引等の医療的ケアもしっかり学べます （国家試験対策も万全）。 

④「利用者に寄り添う介護福祉士」を目指し、幅広い年代が学んでおり、社会人教育の実績があります。 

⑤HR制で一人ひとりにきめ細やかな指導を行っています。 

 

 

パナソニック 
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コース名 保育士コース１ 
訓練コース番号５－０５－１０－２０７－０５－００２４ 

最大受入数 ２５名 

学 校 名 

学校法人昌賢学園 群馬社会福祉専門学校 

前橋市元総社町１５２ 

URL http://www.shoken-gakuen.ac.jp 

TEL ０１２０－１３５－２９４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※JR新前橋駅西口から徒歩７分 

※関越道 前橋ＩＣ から車で７分（近隣駐車場有り） 

訓練期間・時間 
令和５年４月３日（月）～ 令和７年３月 

午前８時５０分～午後４時３０分 

保育士以外の 

目指せる資格 

修了取得：専門士 

資格合格：幼稚園教諭二種免許状（任意） 
       介護福祉士実務者研修（任意） 

初級パラスポーツ指導員（任意） 

自己負担（予定）  
保険代           9,000円 

資格登録料（保育士）  4,600円 

その他、登録料・資格取得費用別途（任意） 

訓練内容説明会 
２/ ８（水） 午前１０時００分～ 

２/２２（水） 午後 １時３０分～ 

実 施 校 より 

学校の特 色 

① 教科書代、教材費(約１９０,０００円相当)は全額当校で負担致します。幼稚園教諭二種免許取得は、任意受

講とし費用は全額学校で負担いたします。 

② 希望者は本校の通信課程「介護福祉士実務者研修」を受講することで、障がい者・介護分野について学ぶ

ことができます。受講費用（87,500円）とテキスト代及び実習費（28,970円）が自己負担になります。 

③ 敷地内にある附属幼稚園との連携で、より実践的な内容を学べる環境が整っています。 

④ 最寄り駅より徒歩７分程度とアクセスも良好です。希望者には近隣駐車場（有料）の紹介もいたします。 

近隣有料駐車場については、月額５,０００円 学校で４,０００円補助し、自己負担１,０００円になります。 

 

コース名 保育士コース２ 
訓練コース番号５－０５－１０－２０７－０５－００２５ 

最大受入数 １０名 

学 校 名 

共愛学園前橋国際大学短期大学部 
前橋市昭和町３－７－２７ 

URL https://www.jc.kyoai.ac.jp/ 
TEL ０２７－２３１－８２８６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【電車でお越しの場合】 
ＪＲ前橋駅より渋川方面行きまたは、群大病院行きバスで約１０分、

「群大病院入口」または、「昭和町３丁目」下車 

ＪＲ群馬総社駅より前橋駅行きバスで約２０分、「昭和町３丁目」下

車 

【車でお越しの場合】 
有料駐車場代 月１、０００円 

訓練期間・時間 
令和５年４月３日（月）～ 令和７年３月 

午前９時～午後５時５０分 

保育士以外の 

目指せる資格 

修了取得：短期大学士 

幼稚園教諭二種免許状(任意) 

資格合格：幼児安全法支援員(任意) 

          JFA公認ｷｯｽﾞﾘｰﾀﾞｰＵ６(任意) 

自己負担（予定）  自己負担額１０3,０００円程度（２年間分） 

訓練内容説明会 
２/ ９（木） 午後２時００分～ 

２/２２（水） 午後２時００分～ 

実 施 校 より 

学校の特 色 

短大ならではの教養科目と専門科目のバランスのとれたカリキュラムで、問題解決力やコミュニケーション力に

優れた人材を育てます。また、保育士・幼稚園教諭（任意）の二つの資格取得と食育で、就職活動を有利に進め

ることができます。幼稚園教諭取得希望者は、教職課程受講費用 30,000円と教職課程教科書代が別途自己負

担となります。幼児安全法指導員等の任意資格取得の場合、上記自己負担に経費が加算されます。また、同窓

会への入会は任意で、自己負担です。 
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コース名 保育士コース３ 
訓練コース番号５－０５－１０－２０７－０５－００２６ 

最大受入数 ２０名 

学 校 名 

群馬パース大学福祉専門学校 
渋川市渋川１３３８－４ 

URL https://ptc.paz.ac.jp/ 

TEL ０２７９－６０－７０１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※無料駐車場あり 

※ＪＲ渋川駅より徒歩５分 

訓練期間・時間 
令和５年４月７日（金）～ 令和７年３月 

午前８時４０分～午後３時５０分 

    （最長 午後５時３０分） 

保育士以外の 

目指せる資格 

修了取得：専門士 

資格合格：幼稚園教諭二種免許状（任意） 
准学校心理士（任意）※ 
※幼稚園教諭取得希望者のみ 

自己負担（予定）  
同窓会費：１０，０００円 

教材費等は全額学校が負担（自己負担なし） 

登録料・各種資格取得費用別途 

訓練内容説明会 
２/ ３（金） 午前１０時３０分～ 

２/２０（月） 午前１０時３０分～ 

実 施 校 より 

学校の特 色 

①2年間の教科書代（約９６，０００円相当）は全額学校で負担いたします。また、幼稚園教諭二種免許取得は、任意

受講とし受講料は全額学校が負担いたします。 

②登校日は基本週 3日（水～金※）、幼稚園教諭免許取得を希望する場合は、基本週4日（火～金※）の授業で効

率的に資格取得を目指せます。※実習期間はスケジュールが変わります。 

③ＪＲ渋川駅より徒歩 5分、無料駐車場完備など、通学しやすい環境が整っています。 

コース名 保育士コース４ 
訓練コース番号５－０５－１０－２０７－０５－００２７ 

最大受入数 ３５名 

学 校 名 

育英短期大学 
高崎市京目町１６５６－１ 

URL https://www.ikuei-g.ac.jp/college/ 
TEL ０２７－３５２－１９８１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※駐車場代 18,000円／年は全額免除となります 

訓練期間・時間 
令和５年４月３日（月）～ 令和７年３月 

午前９時～午後４時１０分 

        (最長 午後５時５０分) 

保育士以外の 

目指せる資格 

修了取得：短期大学士 

幼稚園教諭二種免許状(任意) 

資格合格：認定絵本士(任意) 

          おもちゃインストラクター(任意) 

自己負担（予定）  
自己負担額９９,９００円程度（２年間分） 

登録料・各種資格取得費用別途 

訓練内容説明会 
２/ ９（木） 午後１時００分～ 

２/２４（金） 午後１時００分～ 

実 施 校 より 

学校の特 色 

①幼稚園教諭二種免許状や群馬県初の「認定絵本士」など希望に応じて取得可能です。 

②卒業生 8,000名以上の実績で、県内外での活躍と地域の信頼のもと、抜群の就職率を達成しています。 

③得意分野の力を伸ばせるスペシャルプログラムを通じて現場で即戦力になれる専門性の高い保育者を 

養成します。 

④専任教員数が多いため、学生と教員の距離が近く、アットホームできめ細やかな支援をしています。 
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コース名 保育士コース５ 
訓練コース番号５－０５－１０－２０７－０５－００２８ 

最大受入数 １０名 

学 校 名 

大原簿記情報ビジネス医療福祉保育専門学校 

高崎市下和田町５－３－１６ 

URL:https://school.o-hara.ac.jp/takasaki/ 

TEL ０２７－３２５－１１００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※JR高崎駅東口から徒歩５分 

訓練期間・時間 
令和５年４月５日（水）～ 令和７年３月 

午前９時１０分～午後５時００分 

保育士以外の 

目指せる資格 

修了取得：専門士、おもちゃｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ、ﾚｸﾘｴｰｼｮ

ﾝ･ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 

資格合格：漢字検定２級 

自己負担（予定）  
教材費等  ３２,０００円程度（２年間分） 

登録料・各種資格取得費用別途 

訓練内容説明会 
２/１０（金） 午後 １時３０分～ 

２/２７（月） 午後 １時３０分～ 

実 施 校 より 

学校の特 色 

①担任制で、一人ひとりに親身なサポートを行なっています。 

②ピアノが初めての方も、授業や個別レッスンにより技術がアップします。 

③高崎駅東口から徒歩 5分とアクセスが良好。希望者には近隣駐車場を紹介します。 

④上記の自己負担予定額（教材費等）は、本校が一部（５８,０００円相当）負担後の金額です。 

コース名 保育士コース６ 
訓練コース番号５－０５－１０－２０７－０５－００２９ 

最大受入数 １０名 

学 校 名 

新島学園短期大学 
高崎市昭和町５３ 

URL https://www.niitan.jp/ 

TEL ０２７－３２６－１１５５ 

 

 

訓練期間・時間 
令和５年４月３日（月）～ 令和７年３月 

午前９時００分～午後４時２０分 最長午後６時 

保育士以外の 

目指せる資格 

修了取得：短期大学士 

資格合格：幼稚園教諭二種免許状（任意） 

自己負担（予定）  
教材費等 ３２，０００円程度（２年間分） 

各種資格取得費用等別途 

訓練内容説明会 
２/ １（水） 午前１０時００分～ 

２/２２（水） 午前１０時００分～ 

実 施 校 より 

学校の特 色 

・地域の人々と交流し、地域社会における中核となる子育て支援のスペシャリストを目指します。 

・教員 1名に学生約５名の少人数制教育。教員は学生一人ひとりに寄り添い、学生の個性を伸ばします。 

・アットホームで温かな指導は小規模校の“新短”ならではです。ピアノに自信がない方も大歓迎です。 

・キリスト教教育に力を入れ、一人ひとりの子どもの個性を大切にした保育者を育成します。 

・希望者には駐車場（半期最大３，０００円）があります。 ※教科書代金は全額本学で負担します。 

・幼稚園教諭二種免許状取得の費用は全額本学で負担します。（任意） 

N 

※JR北高崎駅より徒歩 5分 
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コース名 栄養士コース１ 
訓練コース番号５－０５－１０－２０７－０５－００３１ 

最大受入数 １０名 

学 校 名 

東日本栄養医薬専門学校 
前橋市小屋原町１０９８－１ 

URL https://www.c-p.ac.jp/fukushi 

TEL ０２７-２６６-３３００ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 JR両毛線駒形駅から 0.3km、徒歩３分 

 高崎駅・新前橋駅・太田駅より無料スクール

バスを運行 

訓練期間・時間 
令和５年４月１０日（月）～ 令和７年３月 

午前９時２０分～午後４時２０分 

栄養士以外の 

目指せる資格 

修了取得：専門士 

資格合格：介護食士３級（任意） 

NR・サプリメントアドバイザー（任意） 

       食育栄養インストラクター（任意） 

自己負担（予定）  

教材費等 １８３，０００円程度（２年間分） 

登録料・各種資格取得費用別途 

駐車場利用可(１，５００円/月・台) 

単位取得のため補講要す場合（１，０００円/時間） 

訓練内容説明会 
２/ ３（金） 午後１時３０分～ 

２/１７（金） 午後１時３０分～ 

実 施 校 より 

学校の特 色 

本学科は実習に力を入れ「調理の出来る栄養士」を目指します。姉妹校の調理師専門学校の一流講師によ

る調理・製菓実習を受けることができ西洋料理や洋菓子など、より高い調理技術を習得出来ます。また充実した

調理実習や給食学内実習などで、現場で即戦力として活躍できる栄養士を育成します。 

さらに、クラス担任制を採用し一人ひとりを理解した上で勉学から生活面・就職活動までを細かくサポートしてい

きます。 

コース名 保育士コース７ 
訓練コース番号５－０５－１０－２０７－０５－００３０ 

最大受入数 ２８名 

学 校 名 

大泉保育福祉専門学校 
邑楽郡大泉町日の出５６－２ 

URL https://www.oizumihosen.ac.jp/ 

TEL ０２７６－６２－５８０６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※東武小泉線西小泉駅から約１ｋｍ 

※バス（JR熊谷駅～西小泉駅）大泉保専前下車 

※無料駐車場有り 

訓練期間・時間 
令和５年４月５日（水）～ 令和７年３月 

午前９時１０分～午後４時１０分 

保育士以外の 

目指せる資格 

修了取得：専門士 

資格合格：児童厚生二級指導員、 

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ･ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ、ｶﾜｲﾋﾟｱﾉｸﾞﾚｰﾄﾞ 

自己負担（予定）  
教材費等 無料 

登録料・各種資格取得費用別途 

訓練内容説明会 
１/３１（火） 午前１０時００分～ 

２/２４（金） 午前１０時００分～ 

実 施 校 より 

学校の特 色 

①教科書・体操着代、諸会費も学校負担のため、自己負担が少なく学べます（駐車場も無料）。 

②保育士養成 48年の歴史があり、約 4,700名の卒業生を輩出。高い地元就職率を実現しています。 

③分野で専門的な知識や経験のある数多くの教職員がいます。ピアノ初心者の方も技術を習得できます。 

④児童館や放課後児童クラブで働く際に有用な児童厚生二級指導員の資格も取得できます。 

⑤HR制で一人ひとりにきめ細やかな指導を行っています。 

 

パナソニック 
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コース名 准看護師コース１ 
訓練コース番号５－０５－１０－２０７－０５－００３２ 最大受入数 ４名 

学 校 名 

吾妻郡医師会立吾妻准看護学校 
吾妻郡中之条町大字伊勢町２５－９ 

URL https://agatsuma.gunma.med.or.jp/school_001.html  

TEL ０２７９－７５－３９０４ 

 

 
 

 

訓練期間・時間 
令和５年４月６日（木）～ 令和７年３月 

午後１時００分～午後４時１０分（基本） 
 

＊詳細は説明会で確認してください。 

取得を目指す資格 修了取得：准看護師試験受験資格 

自己負担（予定） 
教材費等 １５０，０００円程度（２年間分） 
 

＊上記金額は実習着、模試代、資格取得・予防接種

等全費用を含む（学校制服はありません） 

訓練内容説明会 
２/１４（火） 午前１０時００分～ 

２/２１（火） 午前１０時００分～  

実 施 校 より 

学校の特 色 

学校が立地する地域は比較的雪が少なく、上信道も整備され、JR中之条駅より徒歩でも通学できる交通の便

の良い場所です。 

近年の卒業生の資格試験合格率は１００％で、就職希望者は全員就職しています。 

生徒 1人 1人の個別性を踏まえて、主体性・向上性・創造性を発揮できるよう教員が関わっています。 

少人数でアットホームな環境で個々の事情に随時相談にのり、親身に対応していきます。 

 

コース名 准看護師コース２ 
訓練コース番号５－０５－１０－２０７－０５－００３３ 最大受入数 １名 

学 校 名 

安中市医師会立安中准看護学校 
安中市安中１－１－２０ 

URL https://annakashiishikai.gunma.med.or.jp/jyunkan/  

TEL ０２７－３８２－３７７６ 

 

訓練期間・時間 
令和５年４月７日（金）～ 令和７年３月 

午後１時２０分～午後４時５０分 （実習中を除く） 

取得を目指す資格 修了取得：准看護師試験受験資格 

自己負担（予定） 

教材費等  ６８，０００円程度 （２年間分） 

クラス費等 １８０，０００円程度 （２年間分） 

上記金額は資格受験・登録費用含む 

訓練内容説明会 
２/ ８（水） 午前１０時３０分～ 

２/２１（火） 午前１０時３０分～ 

実 施 校 より 

学校の特 色 

1学年 24名の少人数制でアットホームな雰囲気であり、社会人学生も多く活躍しています。就職先は安中市内

の医療機関、介護施設が多いですが、市外の就職も可能です。准看護師として必要な科目を講義、学内実習、

臨地実習を通して 2年間で学ぶ内容となっており、1年次では基礎分野で豊かな人間性を養い、引き続き専門

分野で看護の基礎と対象となる人間・疾病の理解、看護技術を習得します。その 1年次の学習をふまえ、2年

次の 5月より臨地実習開始となっているため、机上から臨床へとより深く、主体的に実習に臨めるカリキュラムと

なっていることが特長です。 

  

JR中之条駅より 550ｍ（徒歩約 7分） 

駐車場無料 

145 

353 

吾妻准看護学校 

※無料駐車場 有り 
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コース名 デジタル人材育成コース１ 
訓練コース番号５－０５－１０－２０７－０２－００３４ 

最大受入数 １５名 

学 校 名 

東日本デザイン＆コンピュータ専門学校 
前橋市小屋原町１０９８－１ 

URL http://www.yamasaki.ac.jp 

TEL ０２７－２６７－１１７１ 

※オンライン授業に係わる準備等に 

ついてはこちらをご確認ください→ 

 

訓練期間・時間 
令和５年４月１０日（月）～ 令和７年３月 

午前 ９時２０分 ～ 午後 ４時３０分 

取得を目指す 

資 格 

修了取得： 専門士 

資格合格： 経済産業省情報処理技術者 

試験（ITパスポート、基本情報、応用情報） 

Javaプログラミング能力認定試験等 

自己負担（予定）  
教材費等 １４７,０００円程度（２年間分）、各種資格取

得費用別途。駐車場利用可（１，５００円/月）、 

実習用ノート PCは 2年間無償貸与。 

訓練内容説明会 
２/ ３（金） 午前１１時１０分～ 

２/２７（月） 午前１１時１０分～ 

実 施 校 より 

学校の特色 

完全担任制で、専門科目から就職対策まで担任の先生が徹底指導します。 

単なる資格取得だけでなく「現場で求められている本当のスキル」を元業界人が直接指導します。 

また、企業と連携した授業も積極的に取り入れ常に最新の技術を身に着けられます。 

当コース卒業生の就職率 8年連続 100％（正社員）、無料スクールバス完備(新前橋駅、高崎駅、太田駅) 

コース名 デジタル人材育成コース２ 
訓練コース番号５－０５－１０－２０７－０２－００３６ 

最大受入数 １０名 

学 校 名 

専門学校 中央情報大学校 
群馬県高崎市栄町１３－1 

URL https://www.chuo.ac.jp/cid/ 
TEL ０２７－３２４－８５１１ 

※オンライン授業に係わる準備等に 

ついてはこちらをご確認下さい→ 

ＪＲ高崎駅東口徒歩３分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※駐車場有（８６台 ５，０００円/月） 

訓練期間・時間 
令和５年４月８日（土）～ 令和７年３月 

午前９時２０分～午後４時４０分 

取得を目指す 

資 格 

修了取得： 専門士 

資格合格： 基本情報技術者試験 

Oracle Certified Java Programmer 

自己負担（予定）  

教材費等 １７２，０００円程度（２年間分） 

ノートパソコンをお持ちでない場合は、別途購入

して頂く必要があります。 

各種資格取得費用・その他学級費等別途 

訓練内容説明会 
２/ ７（火） 午後１時３０分～ 

２/１３（月） 午後１時３０分～ 

実 施 校 より 

学校の特色 

国家資格である基本情報技術者試験をはじめ、世界標準の技術力の証明であるベンダー資格（オラク

ル認定 Javaプログラマ）などを取得。また Java言語、C言語、Pythonなどの最先端のプログラム技

術、情報通信基礎、システム設計手法も習得します。さらに、自動受付や画像認識などのシステムを

作成し、卒業制作展である CID EXPOにて実際に運用します。実践的なスキルを身につけることで、

即戦力となるシステムエンジニアやプログラマを育成します。 

ＪＲ両毛線駒形駅から 0.3km、徒歩 3分 
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令和５年度長期高度人材育成コース（群馬県委託職業訓練事業）入校選考 

における｢新型コロナウイルス感染症等の拡大防止対策｣について 

 

 このことについて、下記のとおり新型コロナウイルス感染症等の感染拡大防止対策を講じたうえで行いますので、

ご理解ご協力をいただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

(1)新型コロナウイルス感染症に罹患し、選考当日にまだ療養が終了していない方は受験できません。 

 

(2)選考当日は、家を出る前に必ず体温計測を行い、ご自身の体調をご確認ください。 

 

(3)受付時の検温の結果により、感染者等に該当する恐れがあることが判明しましたら、受験をお断りする場合があ 

ります。受験をする場合でも別の部屋に移動して受験していただくようお願いする場合があります。 

 

(4)選考会場において頻繁に咳やくしゃみをする方には、他の受験者への配慮として別の部屋に移動して受験し 

ていただくようお願いする場合があります。 

 

(5)上記(1)や(3)により受験をお断りしたことを理由とした、欠席者向けの再選考は行いません。 

 

(6)新型コロナウイルス感染状況により、選考の日程や時間を変更する場合があります。 

  その場合には、当校ホームページに掲載すると共に、入校願書に記載されている連絡先に電話にてご連絡い 

たします。  

 

(7)選考当日は、来場からお帰りになるまで、選考時間中も含め常時マスク（不織布マスクを推奨）を正しく着用して 

ください。受付時にマスク着用状況を確認します。 

  ただし、選考時間中、本人確認をさせていただく際は監督員の指示に従ってマスクを外してください。                

 

(8)選考会場に入室する前に、手指の消毒を行ってください。会場にアルコール消毒液を設置します。 

 

(9)選考会場を窓の開閉等により適宜換気しますので、体温調節のしやすい服装でお越しください。 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   

     ＜新型コロナウイルス感染症濃厚接触者及び、濃厚接触者となる可能性のある方の受験について＞ 

  以下の要件をすべて満たす方については受験いただけます。該当される方は、あらかじめ選考前日午後５時まで

に当校へご連絡をお願いします（問合せ先は P.７に記載）。 

 

①初期スクリーニング（自治体又は自治体から指示された医療機関が実施する PCR 等検査（行政審査））の結果

陰性である方 

又は、濃厚接触者の待機期間が解除された方（抗原定性検査キットを用いて、早期待機解除をされた方も含む） 

②選考当日も無症状である方（連絡は、その時点で無症状の方） 

③公共交通機関を利用せず、かつ人の密集場所を避けて選考会場に来られる方 

④別室での受験を了承いただける方 

 

 ※令和５年１月１３日現在 

 


