
9月12日開講　求職者支援訓練 B- 21

訓練実施施設訓練実施施設訓練実施施設訓練実施施設

訓練番号訓練番号訓練番号訓練番号 4- コース名コース名コース名コース名 （（（（ ）））） （（（（ ○○○○ ）））） コースコースコースコース

訓練時間訓練時間訓練時間訓練時間
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社会社会社会社会 開講式・オリエンテーション（　3H)、修了式（　3H)開講式・オリエンテーション（　3H)、修了式（　3H)開講式・オリエンテーション（　3H)、修了式（　3H)開講式・オリエンテーション（　3H)、修了式（　3H)

JIS製図総則/建築製図通則/建築図面の読み方・書き方/透視図法/安全衛生JIS製図総則/建築製図通則/建築図面の読み方・書き方/透視図法/安全衛生JIS製図総則/建築製図通則/建築図面の読み方・書き方/透視図法/安全衛生JIS製図総則/建築製図通則/建築図面の読み方・書き方/透視図法/安全衛生

CAD操作実習CAD操作実習CAD操作実習CAD操作実習 作図/編集/寸法/注記/ﾚｲﾔ/管理機能等、操作方法の習得(Jw_cad8使用)作図/編集/寸法/注記/ﾚｲﾔ/管理機能等、操作方法の習得(Jw_cad8使用)作図/編集/寸法/注記/ﾚｲﾔ/管理機能等、操作方法の習得(Jw_cad8使用)作図/編集/寸法/注記/ﾚｲﾔ/管理機能等、操作方法の習得(Jw_cad8使用)訓練内容訓練内容訓練内容訓練内容

科目科目科目科目 科目の内容科目の内容科目の内容科目の内容

学学学学
科科科科

職業能力基礎講習職業能力基礎講習職業能力基礎講習職業能力基礎講習 自己理解/職業意識、表現スキル、人間関係等自己理解/職業意識、表現スキル、人間関係等自己理解/職業意識、表現スキル、人間関係等自己理解/職業意識、表現スキル、人間関係等

建築製図建築製図建築製図建築製図

建築構造建築構造建築構造建築構造 建築物の構造分類/各構造の知識建築物の構造分類/各構造の知識建築物の構造分類/各構造の知識建築物の構造分類/各構造の知識

建築ＣＡＤ設計（昼間）科
株式会社正栄設計事務所　正栄ＣＡＤ＆ＯＡエデュケーションセンター

基礎基礎基礎基礎 実践実践実践実践

募集期間募集期間募集期間募集期間

28-13-02-18-0305

平成28年7月27日～平成28年8月15日平成28年7月27日～平成28年8月15日平成28年7月27日～平成28年8月15日平成28年7月27日～平成28年8月15日

建築材料建築材料建築材料建築材料 建築物に使用される材料（構造・仕上げ）の知識建築物に使用される材料（構造・仕上げ）の知識建築物に使用される材料（構造・仕上げ）の知識建築物に使用される材料（構造・仕上げ）の知識

建築基準法建築基準法建築基準法建築基準法 建築基準法とその他関連法規建築基準法とその他関連法規建築基準法とその他関連法規建築基準法とその他関連法規

建築計画建築計画建築計画建築計画 配置計画/平面計画配置計画/平面計画配置計画/平面計画配置計画/平面計画
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訓練対象者の条件訓練対象者の条件訓練対象者の条件訓練対象者の条件

訓練目標訓練目標訓練目標訓練目標

訓練期間訓練期間訓練期間訓練期間

訓練時間訓練時間訓練時間訓練時間

定員定員定員定員 15名15名15名15名
自己負担額(税込み）自己負担額(税込み）自己負担額(税込み）自己負担額(税込み）

（内訳も記載）（内訳も記載）（内訳も記載）（内訳も記載）

随時随時随時随時

図面制作実習Ⅳ図面制作実習Ⅳ図面制作実習Ⅳ図面制作実習Ⅳ

図面制作実習Ⅰ図面制作実習Ⅰ図面制作実習Ⅰ図面制作実習Ⅰ

RC造ｵﾌｨｽﾋﾞﾙの製図実習(平面図・立面図・断面図・断面詳細図・階段詳細図・RC造ｵﾌｨｽﾋﾞﾙの製図実習(平面図・立面図・断面図・断面詳細図・階段詳細図・RC造ｵﾌｨｽﾋﾞﾙの製図実習(平面図・立面図・断面図・断面詳細図・階段詳細図・RC造ｵﾌｨｽﾋﾞﾙの製図実習(平面図・立面図・断面図・断面詳細図・階段詳細図・
水廻り詳細図)(Jw_cad8使用)水廻り詳細図)(Jw_cad8使用)水廻り詳細図)(Jw_cad8使用)水廻り詳細図)(Jw_cad8使用)

図面制作実習Ⅱ図面制作実習Ⅱ図面制作実習Ⅱ図面制作実習Ⅱ

実実実実
技技技技

そそそそ
のののの
他他他他

図面制作実習Ⅲ図面制作実習Ⅲ図面制作実習Ⅲ図面制作実習Ⅲ

木造住宅の外観ﾊﾟｰｽのﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ、及びﾚﾝﾀﾞﾘﾝｸﾞ実習(Shade1４使用)木造住宅の外観ﾊﾟｰｽのﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ、及びﾚﾝﾀﾞﾘﾝｸﾞ実習(Shade1４使用)木造住宅の外観ﾊﾟｰｽのﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ、及びﾚﾝﾀﾞﾘﾝｸﾞ実習(Shade1４使用)木造住宅の外観ﾊﾟｰｽのﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ、及びﾚﾝﾀﾞﾘﾝｸﾞ実習(Shade1４使用)

職業人講話 ①メテックス三和㈱　中村氏　「職業人としてのマナーに関する講話」　3H職業人講話 ①メテックス三和㈱　中村氏　「職業人としてのマナーに関する講話」　3H職業人講話 ①メテックス三和㈱　中村氏　「職業人としてのマナーに関する講話」　3H職業人講話 ①メテックス三和㈱　中村氏　「職業人としてのマナーに関する講話」　3H
②㈱ｱﾌﾟﾗｲﾄﾘｻｰﾁ研究所　山村氏　「人事担当が求める建築設計人材の資質に関する講話」　3H   計6H②㈱ｱﾌﾟﾗｲﾄﾘｻｰﾁ研究所　山村氏　「人事担当が求める建築設計人材の資質に関する講話」　3H   計6H②㈱ｱﾌﾟﾗｲﾄﾘｻｰﾁ研究所　山村氏　「人事担当が求める建築設計人材の資質に関する講話」　3H   計6H②㈱ｱﾌﾟﾗｲﾄﾘｻｰﾁ研究所　山村氏　「人事担当が求める建築設計人材の資質に関する講話」　3H   計6H

さまざまな図形の作図編集方法の習得(Jw_cad8使用)さまざまな図形の作図編集方法の習得(Jw_cad8使用)さまざまな図形の作図編集方法の習得(Jw_cad8使用)さまざまな図形の作図編集方法の習得(Jw_cad8使用)

木造住宅の製図実習(平面図・立面図・断面図・矩計図・構造図)(Jw_cad8使用)木造住宅の製図実習(平面図・立面図・断面図・矩計図・構造図)(Jw_cad8使用)木造住宅の製図実習(平面図・立面図・断面図・矩計図・構造図)(Jw_cad8使用)木造住宅の製図実習(平面図・立面図・断面図・矩計図・構造図)(Jw_cad8使用)

3DCG操作実習3DCG操作実習3DCG操作実習3DCG操作実習 3DCGのﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ機能の操作方法の習得(Shade1４使用)3DCGのﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ機能の操作方法の習得(Shade1４使用)3DCGのﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ機能の操作方法の習得(Shade1４使用)3DCGのﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ機能の操作方法の習得(Shade1４使用)

3DCG制作実習3DCG制作実習3DCG制作実習3DCG制作実習

施設見学会施設見学会施設見学会施設見学会
日程（要事前予約）日程（要事前予約）日程（要事前予約）日程（要事前予約）

お問い合わせの上、お越しください。お問い合わせの上、お越しください。お問い合わせの上、お越しください。お問い合わせの上、お越しください。
※問い合わせ先（03-3986-3899）※問い合わせ先（03-3986-3899）※問い合わせ先（03-3986-3899）※問い合わせ先（03-3986-3899）

鉄骨構造ｵﾌｨｽﾋﾞﾙの製図実習(平面図・立面図・断面図・伏せ図・軸組図・鉄骨詳鉄骨構造ｵﾌｨｽﾋﾞﾙの製図実習(平面図・立面図・断面図・伏せ図・軸組図・鉄骨詳鉄骨構造ｵﾌｨｽﾋﾞﾙの製図実習(平面図・立面図・断面図・伏せ図・軸組図・鉄骨詳鉄骨構造ｵﾌｨｽﾋﾞﾙの製図実習(平面図・立面図・断面図・伏せ図・軸組図・鉄骨詳
細図)(Jw_cad8使用)細図)(Jw_cad8使用)細図)(Jw_cad8使用)細図)(Jw_cad8使用)

6666

パソコンの基本操作（キーボード・マウスの操作、日本語入力）が出来るレベルの方。パソコンの基本操作（キーボード・マウスの操作、日本語入力）が出来るレベルの方。パソコンの基本操作（キーボード・マウスの操作、日本語入力）が出来るレベルの方。パソコンの基本操作（キーボード・マウスの操作、日本語入力）が出来るレベルの方。

建築設計事務所等において図面作成作業、設計補助作業、ＣＧパース作成作業ができる。建築設計事務所等において図面作成作業、設計補助作業、ＣＧパース作成作業ができる。建築設計事務所等において図面作成作業、設計補助作業、ＣＧパース作成作業ができる。建築設計事務所等において図面作成作業、設計補助作業、ＣＧパース作成作業ができる。

土日祝の訓練土日祝の訓練土日祝の訓練土日祝の訓練
実施の有無実施の有無実施の有無実施の有無

有有有有平成28年9月12日～平成28年12月10日平成28年9月12日～平成28年12月10日平成28年9月12日～平成28年12月10日平成28年9月12日～平成28年12月10日

9:00～14:309:00～14:309:00～14:309:00～14:30

（受講申込者が募集定員の半数に満たない場合は、訓練の実施を中止することがあります）（受講申込者が募集定員の半数に満たない場合は、訓練の実施を中止することがあります）（受講申込者が募集定員の半数に満たない場合は、訓練の実施を中止することがあります）（受講申込者が募集定員の半数に満たない場合は、訓練の実施を中止することがあります）

教科書代　7,020円教科書代　7,020円教科書代　7,020円教科書代　7,020円

第３回目第３回目第３回目第３回目 第４回目第４回目第４回目第４回目

第１回目第１回目第１回目第１回目 第２回目第２回目第２回目第２回目



B-２１
ＰＲポイントＰＲポイントＰＲポイントＰＲポイント（目指す仕事内容、就職先実績、訓練内容の工夫等）

正栄ＣＡＤ＆ＯＡエデュケーションセンターだから出来ること正栄ＣＡＤ＆ＯＡエデュケーションセンターだから出来ること正栄ＣＡＤ＆ＯＡエデュケーションセンターだから出来ること正栄ＣＡＤ＆ＯＡエデュケーションセンターだから出来ること

☆設計事務所を母体とするスクールだから ・・・☆設計事務所を母体とするスクールだから ・・・☆設計事務所を母体とするスクールだから ・・・☆設計事務所を母体とするスクールだから ・・・
　　○製図理論を基本から演習課題により実践的に学習出来ます。　　○製図理論を基本から演習課題により実践的に学習出来ます。　　○製図理論を基本から演習課題により実践的に学習出来ます。　　○製図理論を基本から演習課題により実践的に学習出来ます。
　　○建築理論を総合的に幅広い建設業界のすべてに対応できるグローバルな知識を身につけます。　　○建築理論を総合的に幅広い建設業界のすべてに対応できるグローバルな知識を身につけます。　　○建築理論を総合的に幅広い建設業界のすべてに対応できるグローバルな知識を身につけます。　　○建築理論を総合的に幅広い建設業界のすべてに対応できるグローバルな知識を身につけます。
　　○講師全員現役スタッフが現場の声を直接指導します。　　○講師全員現役スタッフが現場の声を直接指導します。　　○講師全員現役スタッフが現場の声を直接指導します。　　○講師全員現役スタッフが現場の声を直接指導します。
　　○万全な就職支援体制で設計事務所としてのネットワークで就活をフォローします。　　○万全な就職支援体制で設計事務所としてのネットワークで就活をフォローします。　　○万全な就職支援体制で設計事務所としてのネットワークで就活をフォローします。　　○万全な就職支援体制で設計事務所としてのネットワークで就活をフォローします。

☆使用ソフトはJw_cad for Win　Shade14 ・・・☆使用ソフトはJw_cad for Win　Shade14 ・・・☆使用ソフトはJw_cad for Win　Shade14 ・・・☆使用ソフトはJw_cad for Win　Shade14 ・・・
　　○業界で高いシェアを持つ2つのソフトを学習することで幅広い就職活動が可能です。　　○業界で高いシェアを持つ2つのソフトを学習することで幅広い就職活動が可能です。　　○業界で高いシェアを持つ2つのソフトを学習することで幅広い就職活動が可能です。　　○業界で高いシェアを持つ2つのソフトを学習することで幅広い就職活動が可能です。
　　○資格試験認定校　　○資格試験認定校　　○資格試験認定校　　○資格試験認定校
　　　　　　　 ＣＡＤ利用技術者試験２級（受験料5,940円）・１級（建築） 任意受験（受験料16,200円）　　　　　　　 ＣＡＤ利用技術者試験２級（受験料5,940円）・１級（建築） 任意受験（受験料16,200円）　　　　　　　 ＣＡＤ利用技術者試験２級（受験料5,940円）・１級（建築） 任意受験（受験料16,200円）　　　　　　　 ＣＡＤ利用技術者試験２級（受験料5,940円）・１級（建築） 任意受験（受験料16,200円）
　　　　　　 　ＣＡＤトレース技能審査（建築部門）初級 任意受験（受験料10,290円）　　　　　　 　ＣＡＤトレース技能審査（建築部門）初級 任意受験（受験料10,290円）　　　　　　 　ＣＡＤトレース技能審査（建築部門）初級 任意受験（受験料10,290円）　　　　　　 　ＣＡＤトレース技能審査（建築部門）初級 任意受験（受験料10,290円）
　　　　　　　 建築ＣＡＤ検定２級　任意受験（受験料10,300円）　　　　　　　 建築ＣＡＤ検定２級　任意受験（受験料10,300円）　　　　　　　 建築ＣＡＤ検定２級　任意受験（受験料10,300円）　　　　　　　 建築ＣＡＤ検定２級　任意受験（受験料10,300円）
　　　　　　　　※上記、認定試験はすべて当校で受験することが出来ます。　　　　　　　　※上記、認定試験はすべて当校で受験することが出来ます。　　　　　　　　※上記、認定試験はすべて当校で受験することが出来ます。　　　　　　　　※上記、認定試験はすべて当校で受験することが出来ます。

　　　　株式会社正栄設計事務所は昭和54年の設立以来、建設、製造、土木の各分野において設計支援、技術者の派
遣を行ってまいりました。

　また、平成5年から正栄CAD＆OAエデュケーションセンターを併設、CAD技術者、設計者の育成を行い多数の修
了生を輩出してきました。

　平成２１年度からの緊急人材育成支援制度、並びに平成２３年度からの求職者支援制度へも参加し、多くの訓練
生を実践の職場へと送り出してきた実績があります。

　長年の教育事業におけるノウハウを生かし質の高い訓練を受講していただけるものと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                   特定労働者派遣事業　　（特）１３－３１１４５７

受験時期受験時期受験時期受験時期 受験料受験料受験料受験料

任意受験 H29年6月 16,200円

任意受験 H29年2月 10,290円

任意受験 H29年4月 10,300円

選考日選考日選考日選考日

選考予約先（電話番号）選考予約先（電話番号）選考予約先（電話番号）選考予約先（電話番号）

時間時間時間時間

持ち物持ち物持ち物持ち物

選考結果発送日選考結果発送日選考結果発送日選考結果発送日

選考方法選考方法選考方法選考方法

選考会場の住所選考会場の住所選考会場の住所選考会場の住所

最寄駅最寄駅最寄駅最寄駅

訓練実施施設名訓練実施施設名訓練実施施設名訓練実施施設名

〒170-0013〒170-0013〒170-0013〒170-0013

ＴＥＬ番号ＴＥＬ番号ＴＥＬ番号ＴＥＬ番号
（問い合わせ先）（問い合わせ先）（問い合わせ先）（問い合わせ先）

ＦＡＸ番号ＦＡＸ番号ＦＡＸ番号ＦＡＸ番号

メールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレス

お問い合わせ担当者お問い合わせ担当者お問い合わせ担当者お問い合わせ担当者

最寄駅最寄駅最寄駅最寄駅

上記に必ず予約の電話をしてください。選考時間は予約時にお知らせします。上記に必ず予約の電話をしてください。選考時間は予約時にお知らせします。上記に必ず予約の電話をしてください。選考時間は予約時にお知らせします。上記に必ず予約の電話をしてください。選考時間は予約時にお知らせします。

筆記用具筆記用具筆記用具筆記用具

当該訓練と同分野の過去の就職率につきましては、
（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構ＨＰの

「求職者支援訓練認定コース情報検索」
（http://nintei.jeed.or.jp/kyushokushien/search/）で
ご確認いただくか、または、最寄りのハローワークの

窓口でお問い合わせください。

修了後に取得できる資格修了後に取得できる資格修了後に取得できる資格修了後に取得できる資格

建築CAD検定2級

平成28年8月25日平成28年8月25日平成28年8月25日平成28年8月25日

訓練実施施設訓練実施施設訓練実施施設訓練実施施設
の住所の住所の住所の住所

03(3982)690303(3982)690303(3982)690303(3982)6903

shoei_education@shoei-sekkei.co.jp

森川　義基　　鈴木　克己

ＪＲ池袋

03(3986)389903(3986)389903(3986)389903(3986)3899

東京都豊島区東池袋１－２０－２池袋ホワイトハウスビル　５階東京都豊島区東池袋１－２０－２池袋ホワイトハウスビル　５階東京都豊島区東池袋１－２０－２池袋ホワイトハウスビル　５階東京都豊島区東池袋１－２０－２池袋ホワイトハウスビル　５階
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同上

株式会社正栄設計事務所　正栄ＣＡＤ＆ＯＡエデュケーションセンター株式会社正栄設計事務所　正栄ＣＡＤ＆ＯＡエデュケーションセンター株式会社正栄設計事務所　正栄ＣＡＤ＆ＯＡエデュケーションセンター株式会社正栄設計事務所　正栄ＣＡＤ＆ＯＡエデュケーションセンター
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CAD利用技術者試験1級（建築）

CADﾄﾚｰｽ技能審査（建築部門）初級

03(3986)389903(3986)389903(3986)389903(3986)3899

平成28年8月30日平成28年8月30日平成28年8月30日平成28年8月30日

面接面接面接面接

〒170-0013〒170-0013〒170-0013〒170-0013
東京都豊島区東池袋１－２０－２東京都豊島区東池袋１－２０－２東京都豊島区東池袋１－２０－２東京都豊島区東池袋１－２０－２
池袋ホワイトハウスビル　５階池袋ホワイトハウスビル　５階池袋ホワイトハウスビル　５階池袋ホワイトハウスビル　５階

ＪＲ池袋駅ＪＲ池袋駅ＪＲ池袋駅ＪＲ池袋駅
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※CAD利用技術者試験1級（建築）は同2級合格後に受験可能となります。
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山山山山
田田田田
電電電電
機機機機
ＬＬＬＬ
ＡＡＡＡ
ＢＢＢＢ
ＩＩＩＩ

グリーン大通りグリーン大通りグリーン大通りグリーン大通り

ボボボボ
ーーーー
リリリリ
ンンンン
ググググ
場場場場

スタースタースタースター

バックスバックスバックスバックス

※募集期間終了間際になりますとハローワークの受付窓口が大変混雑いたしますので、※募集期間終了間際になりますとハローワークの受付窓口が大変混雑いたしますので、※募集期間終了間際になりますとハローワークの受付窓口が大変混雑いたしますので、※募集期間終了間際になりますとハローワークの受付窓口が大変混雑いたしますので、
　　　　お早めの受講申込み手続きをお勧めいたします。　　　　お早めの受講申込み手続きをお勧めいたします。　　　　お早めの受講申込み手続きをお勧めいたします。　　　　お早めの受講申込み手続きをお勧めいたします。
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