会社を辞めて新しい仕事を探している方、学校を卒業するけど就
職に向けて再教育を受けたい方、フリーターを卒業したいと思っ
ている方、出産を機に仕事を辞めたが再チャレンジしようと思っ
ている方・・・

必要な知識や技術をしっかり身につけて
『就職』を目指しませんか！

【ものづくり系訓練学科】
(18 歳以上の求職者(新規学卒者を含む))

女性も

活躍の場あり！

１ 募集コースの概要

40 歳未満の若年者を優先

訓練期間：令和４年４月６日（水）
～令和５年３月７日（火）
訓練内容

コース名

2 次元／３次元 CAD による機械設計・製図及び汎用工作機械、NC 工作機械によ
CAD/CAM 加工 る切削加工技術を習得します。さらに IT 化されたものづくり現場に対応するため、
(定員 15 名) CAM システムや 5 軸マシニングセンタ、３D プリンタの操作方法も習得します。
《取得目標資格》
在校中･･･機械加工技能士３級（普通旋盤）、自由研削砥石特別教育

電気制御
(定員 15 名)

第二種電気工事士の取得を目標としながら、シーケンス制御技術、自動制御盤の設
計施工技術などを習得します。また、電気製図の基礎や CAD 技術についても学び、
LAN 工事の基礎についても併せて習得します。
在校中･･･第二種電気工事士、消防設備士（乙種第４類）、工事担任者試験（第二級ﾃﾞｼﾞﾀﾙ通信）

印刷総合技術
(定員 15 名)

DTP、印刷、断裁・製本加工など印刷物製作にかかわるすべての工程に加え、ニー
ズが増加している Web デザイン関連の知識、技術を習得します。全体を幅広く学ぶ
ことで、実践力を身につけ、業界で活躍できる人材を目指します。
《取得目標資格》
在校中･･･グラフィックデザイン検定２級・１級、カラーコーディネーター検定 スタンダードクラス

インテリア
リフォーム
(定員 15 名)

居住空間の企画や施工を学びます。手描き図面から建築 CAD、３D プレゼンテーシ
ョンまでの製図技術を習得し、天井・壁の下地やクロス・床の仕上げを施工するこ
とで、インテリアコーディネーターや内装施工技術者を目指します。
《取得目標資格》
在校中･･･インテリアコーディネーター、建築ＣＡＤ検定３級・２級

※CAD/CAM 加工・電気制御コースは、新規高卒者を対象とした推薦募集を１１月に実施しています。

義務教育課程までの子育て中の方を優先

もちろん男性も
可能です！

【事務系訓練学科】
（18 歳以上の求職者(新規学卒者を除く)）
訓練期間：令和４年４月６日（水）
～令和５年３月７日（火）
訓練内容

コース名

子育て両立支援

出産等により離職された方が再就職するため、事務職に必要な
簿記・経理の技術、パソコン活用技術、コミュニケーション
技術、応接技術、ビジネスマナー等を習得します。

総合ビジネス 《取得目標資格》
（定員 20 名） 在校中･･･日商簿記検定３級・２級、秘書検定２級
日商ＰＣ検定（データ活用）３級・２級

子育て中の方が受講しやすい訓練時間（9:45～14:30）です。

【短期訓練学科】（18 歳以上の求職者(新規学卒者を除く)）
訓練期間：令和４年４月６日（水）～９月６日（火）
訓練内容

コース名

栄養・衛生・食品の知識や、調理の基本技術から高齢者食・治療食
・大量調理の実務的技能を習得することにより、福祉施設や病院
などでの給食現場の調理人を目指します。

福祉調理
（定員 20 名） 《取得目標資格(修了後)》

調理師
（２年間の調理実務経験で受験できますが、訓練期間は実務経験には加算されません。）

※福祉調理コースについては、１０月生の募集もあります。

２ 訓練時間
・土、日、祝日を除く平日 9:00～16:10 ［休暇（夏季・冬季）があります。］
・授業は選択制ではありません。（ 全科目必修 ）
※総合ビジネスコースについては 9:45～14:30 の時間帯になります。

３ 見学会
令和３年
① ７月２５日(日)
② ８月１３日(金)
③ ８月２３日(月)
④ 12 月 ５日(日)

10:00～12:00
13:30～15:30
13:30～15:30
10:00～12:00

令和４年
⑤ １月 ６日(木)
⑥ １月１７日(月)
⑦ ２月 ９日(水)
⑧ ２月２０日(日)

13:30～15:30
13:30～15:30
13:30～15:30
10:00～12:00

※見学会の申込みは電話（平日 9:00～17:00）または、
FAX（申込用紙は学院ホームページよりダウンロード可）でお願いします。
※上記日程についてご都合が悪い場合は事前予約により随時見学も可能です。

４ 募集日程等
対

象

者

当該コースの訓練を履修できる能力と意欲がある人
※ 電気制御コースについては、電気工事士の有資格者でないこと

募集期間
試

験

日

＜第１回＞
募集期間：令和３年１２月 ８日(水)～令和４年１月２０日(木)
試 験 日：令和４年 １月２７日(木)･･･総合ビジネス、福祉調理
令和４年 １月２８日(金)･･･CAD/CAM 加工、電気、印刷、インテリア
合格発表：令和４年 ２月 ４日(金)

合格発表

＜第２回＞【定員未充足のコースのみ】
募集期間：令和４年 ２月 ９日(水)～令和４年２月２５日(金)
試 験 日：令和４年 ３月 ９日(水)･･･総合ビジネス、福祉調理
令和４年 ３月１０日(木)･･CAD/CAM 加工、電気、印刷、インテリア
合格発表：令和４年 ３月１４日(月)

試験内容

学科（国語・数学）中学校卒業程度、面接

５ 授業料および諸経費等
コース名
CAD/CAM 加工
電気制御
印刷総合技術
インテリアリフォーム
総合ビジネス
福祉調理

受験料・入学金・授業料

無料

諸経費
７万円 程度
７万円 程度
５万円 程度
６万円 程度
５万円 程度
５万円 程度

＜注意＞諸経費は、それぞれのコースの訓練期間内における教科書・実習服・教材・検定試験受験料等の概算額です。

６ 応募方法
応募書類

提

出

先

入校願書（当学院所定の用紙）
※入校願書の入手場所は以下のとおりです。
・兵庫県内のハローワークの相談窓口
・兵庫県立神戸高等技術専門学院（ホームページからもダウンロード可能です）
○居住地を管轄するハローワーク
次の①～④に 1 つでも該当する方は、原則として居住地を管轄する
ハローワークで事前に職業相談のうえ、ハローワークに入校願書を提出
してください。
①雇用保険を受給できる方
②ハローワークに求職登録されている方
③障がいのある方
④国の「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」
に基づく、「職業訓練受講給付金」の給付要件を満たす方
※「職業訓練受講給付金」については、ハローワークにお問い合わせください。

上記に該当しない方は、当学院に直接入校願書を提出してください。
○兵庫県立神戸高等技術専門学院
・持参の場合：各募集期間内の月曜日から金曜日（9:00～17:00）
※ただし、祝日は除く。
・郵送の場合：各募集期間の最終日 必着
＜注意＞受理した書類はいかなる理由があってもお返ししません。応募書類によって得られた個人情報は、入校試験及び
統計情報の作成、入校後の訓練生管理の範囲内で利用します。

～ 試験を受験される方へ ～
入校願書受付後に受験票の通知はありませんので、試験当日は以下の事項をご確認の上、
受験してください。
（１）受付時間
午前８時４５分から（必ず受付をしてください。）
（２）試験開始
午前９時１０分
（３）試験会場
兵庫県立神戸高等技術専門学院
（４）その他
・受験票は当日受付にてお渡しいたします。（受験番号は当日受付でお知らせします。）
・筆記用具、８４円切手（合否結果郵送用）を必ずご持参ください。
・９時４０分を超えての遅刻は受験できません。
・受験者の人数が多い場合、試験に１日かかる場合がありますので、昼食など各自で対応
してください。

● その他
・見学会および試験当日は、学院の駐車場が利用可能です。
・入校後の通学方法は、原則として公共交通機関利用となりますが、状況に応じて車両の校内
乗入れ（駐車場利用）を認める場合があります。
・公共交通機関の利用には、学割が適用されます。（福祉調理コースのみ適用されません。）

● 公共職業安定所（ハローワーク）一覧
西神公共職業安定所

078-991-1100

豊岡公共職業安定所

神戸公共職業安定所

078-362-8609

〃

香住出張所

0796-36-0136

079-563-8609

〃

八鹿出張所

079-662-2217

灘公共職業安定所

078-861-8609

〃

和田山分室

079-672-2116

尼崎公共職業安定所

06-7664-8609

西脇公共職業安定所

0795-22-3181

西宮公共職業安定所

0798-75-6711

洲本公共職業安定所

0799-22-0620

姫路公共職業安定所（姫路本庁舎）

079-222-8609

柏原公共職業安定所

0795-72-1070

加古川公共職業安定所

079-421-8609

〃

伊丹公共職業安定所

072-772-8609

龍野公共職業安定所

明石公共職業安定所

078-912-2277

〃

相生出張所

0791-22-0920

〃

赤穂出張所

0791-42-2376

〃

三田出張所

0796-23-3101

篠山出張所

079-552-0092
0791-62-0981

● 学院アクセス
地下鉄●総合運動公園駅／三宮駅から 21 分
・新長田駅から 10 分
・板宿駅から 8 分
学 園 都 市 駅／三宮駅から 23 分
・新長田駅から 12 分
・板宿駅から 10 分
バ ス●ＪＲ舞子駅・山陽電鉄舞子公園駅下車後
市バス・山陽バス 51・53・54 系統にて約 25 分
ＪＲ垂水駅・山陽電鉄垂水駅下車後
山陽バス「垂水東口」から 11 系統にて約 30 分
学園都市駅前下車

徒 歩●総合運動公園駅から西へ約 12 分
学園都市駅から東へ約 11 分

兵庫県立神戸高等技術専門学院

＜ＱＲコード＞

募集担当

〒651-2102 神戸市西区学園東町 5 丁目 2 番
TEL 078-794-6630(代表)
FAX 078-794-6637
ホームページ http://www.kobe.kgs.ac.jp/

