
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県委託
公共職業訓練

募集
期間

訓練
期間

自己
負担

選考
日時

目指せる資格

訓練
内容

学校法人中央情報学園

中央情報専門学校
埼玉県新座市東北２－３３－１０

東武東上線

☎048
受付時間：平日９時

http://ccmc.ac.jp/

目指せる

訓練実施施設／お問い合わせ

 

埼玉県委託
公共職業訓練

令和 2
募集 
期間 

令和 3
［訓練時間

訓練 
期間 

テキスト他
資格試験代別途自己負担（任意）

自己 
負担 

令和 3
12 時

選考 
日時 

先進的な

テクノロジー学び、実践的なスキルを備えた

目指せる資格 

訓練 
内容 

学校法人中央情報学園

中央情報専門学校
埼玉県新座市東北２－３３－１０

東武東上線 志木駅南口

048-474
受付時間：平日９時

http://ccmc.ac.jp/

目指せる職種 

訓練実施施設／お問い合わせ

 

埼玉県委託 
公共職業訓練

2 年 12

3 年 4 月
訓練時間］９：１０～１６：２０（

テキスト他６万円程度（２年間分）
資格試験代別途自己負担（任意）

3 年 3 月
時 40 分集合

先進的な IT 企業と連携して、

テクノロジー学び、実践的なスキルを備えた

ＩT パスポート 

学校法人中央情報学園 

中央情報専門学校
埼玉県新座市東北２－３３－１０

志木駅南口 徒歩３分

474-6651
受付時間：平日９時３０分～１７時

http://ccmc.ac.jp/ 

 プログラマ、システムエンジニア、

訓練実施施設／お問い合わせ

 

 
公共職業訓練

12 月 21 日（

月 9 日（
９：１０～１６：２０（

万円程度（２年間分）
資格試験代別途自己負担（任意）

月 2 日（
分集合 13 時開始

企業と連携して、ICT

テクノロジー学び、実践的なスキルを備えた

パスポート、基本情報技術者

中央情報専門学校 
埼玉県新座市東北２－３３－１０ 

徒歩３分 

6651 
～１７時 

プログラマ、システムエンジニア、

訓練実施施設／お問い合わせ 

日（月）～

日（金）～令和
９：１０～１６：２０（９０分１時限

万円程度（２年間分）
資格試験代別途自己負担（任意） 

日（火） 
時開始 

ICT（情報通信技術）の基礎から

テクノロジー学び、実践的なスキルを備えた

基本情報技術者

プログラマ、システムエンジニア、

）～令和 3

令和 5 年
９０分１時限

万円程度（２年間分） 

（情報通信技術）の基礎から

テクノロジー学び、実践的なスキルを備えた IT 人材を育成

基本情報技術者、応用情報技術者、

■講座

１２月

プログラマ、システムエンジニア、ネットワークエンジニア

※当校に駐車場・駐輪場はありません。

3 年 2 月 12

年 3 月 10
９０分１時限 １日２～４時限）

（情報通信技術）の基礎から Web

人材を育成。 

定員 

選考 
方法 

応用情報技術者、Java

講座への応募については住所地を管轄するハローワークに

１２月１４日（

ネットワークエンジニア

※当校に駐車場・駐輪場はありません。

12 日（金

0 日（金）
１日２～４時限） 

Web 技術、ネットワーク、

 8 名 

 
 

面接、筆記試験（作文）

適性テスト

Java プログラミング能力認定試験

 

への応募については住所地を管轄するハローワークに

日（月）以降 にお問い合わせください。

ネットワークエンジニア、サーバエンジニア

※当校に駐車場・駐輪場はありません。 

金） 

）［予定］
 

技術、ネットワーク、

 

面接、筆記試験（作文）

適性テスト 

プログラミング能力認定試験

 平日随時実施

１０：００

施設見学会

への応募については住所地を管轄するハローワークに

にお問い合わせください。

、サーバエンジニア

［予定］（2 年間）

技術、ネットワーク、AI などの先端

面接、筆記試験（作文）

プログラミング能力認定試験 

平日随時実施 

：００～１６：００

＊要電話予約

施設見学会 

への応募については住所地を管轄するハローワークに

にお問い合わせください。

、サーバエンジニア など 

年間） 

などの先端

面接、筆記試験（作文）、 

 など 

：００ 

＊要電話予約 

への応募については住所地を管轄するハローワークに

にお問い合わせください。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

４月 
➊入学式
➊➋前期
➊➋前期授業ｽﾀｰﾄ
➊新入生歓迎ｲﾍﾞﾝﾄ
➊➋証明写真撮影

１０月
➊秋の校外学習
➊➋実⼒

 ➊…1 年次

○情報リテラシー

○ICT
○ICT
○AI イノベーション
○Web
○プログラミング
○データベース構築運用
○卒業制作

■主なカリキュラム

■プログラム言語、システム構造、
 

主な就職実績

■一人ひとりの個性
 学生⼀⼈ひとりの就職に対して、進路指導担当者をはじめ全教職員が様々な角度から本⼈の⻑所／短所を拾い上げ、適性⼈材と
して求⼈企業に提案します。毎月実施している学内での企業
ーンシッププログラムや求⼈企業へ就職を目指したカリキュラム編成など、「職業⼈育成の場＝専門学校」として就職のための新
しい仕組み創りにチャレンジしています︕

・新しい知識や技術を楽しく学び、複数のプログラム⾔語を理解し、適切な技術の習得を目指します。
・コンピューターソフトのシステム構造を、目標に即して最適化し設計ができることを目指します。
・経営課題をシステム⾯から解決するために、経営戦略及び

 ■学校の特色
「未来をデザインし、社会のイノベーションに寄与する」を経営理念に、「
と世界で、新しいビジネスに挑む、クリエイティブで社会に役⽴つ⼈材を育成する」とい
う教育理念のもと、創⽴
 ⽂部科学⼤⾂認定の職業実践専門課程を設置し、⾼等教育の修学⽀援新制度の対象機関
に指定されています。⺟国の⼤学で学んだ留学生も多く、グローバルな環境で学習できる
ことが特色です。

■主な
 

➊入学式 
前期ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 
前期授業ｽﾀｰﾄ 

新入生歓迎ｲﾍﾞﾝﾄ 
証明写真撮影 

１０月 
秋の校外学習 

実⼒ﾃｽﾄ 

年次 ➋…2 年次

○情報リテラシー

ICT 基礎 
ICT 応用 

イノベーション
Web システム設計開発

○プログラミング
○データベース構築運用
○卒業制作 

主なカリキュラム

プログラム言語、システム構造、

主な就職実績

一人ひとりの個性
学生⼀⼈ひとりの就職に対して、進路指導担当者をはじめ全教職員が様々な角度から本⼈の⻑所／短所を拾い上げ、適性⼈材と
して求⼈企業に提案します。毎月実施している学内での企業
ーンシッププログラムや求⼈企業へ就職を目指したカリキュラム編成など、「職業⼈育成の場＝専門学校」として就職のための新
しい仕組み創りにチャレンジしています︕

・新しい知識や技術を楽しく学び、複数のプログラム⾔語を理解し、適切な技術の習得を目指します。
・コンピューターソフトのシステム構造を、目標に即して最適化し設計ができることを目指します。
・経営課題をシステム⾯から解決するために、経営戦略及び

学校の特色 
「未来をデザインし、社会のイノベーションに寄与する」を経営理念に、「
と世界で、新しいビジネスに挑む、クリエイティブで社会に役⽴つ⼈材を育成する」とい
う教育理念のもと、創⽴

⽂部科学⼤⾂認定の職業実践専門課程を設置し、⾼等教育の修学⽀援新制度の対象機関
に指定されています。⺟国の⼤学で学んだ留学生も多く、グローバルな環境で学習できる
ことが特色です。

主な年間⾏事

 
 
 

 

５月 
➊➋健康診断
➊IT 校外学習

１１月 
➊➋学修成果発表会
➋卒業ｲﾍﾞﾝﾄ

年次 

○情報リテラシー 

イノベーション 
システム設計開発 

○プログラミング 
○データベース構築運用 

主なカリキュラム 

プログラム言語、システム構造、

主な就職実績 

一人ひとりの個性に
学生⼀⼈ひとりの就職に対して、進路指導担当者をはじめ全教職員が様々な角度から本⼈の⻑所／短所を拾い上げ、適性⼈材と
して求⼈企業に提案します。毎月実施している学内での企業
ーンシッププログラムや求⼈企業へ就職を目指したカリキュラム編成など、「職業⼈育成の場＝専門学校」として就職のための新
しい仕組み創りにチャレンジしています︕

・新しい知識や技術を楽しく学び、複数のプログラム⾔語を理解し、適切な技術の習得を目指します。
・コンピューターソフトのシステム構造を、目標に即して最適化し設計ができることを目指します。
・経営課題をシステム⾯から解決するために、経営戦略及び

 
「未来をデザインし、社会のイノベーションに寄与する」を経営理念に、「
と世界で、新しいビジネスに挑む、クリエイティブで社会に役⽴つ⼈材を育成する」とい
う教育理念のもと、創⽴ 34 周年を迎えた専門学校です。

⽂部科学⼤⾂認定の職業実践専門課程を設置し、⾼等教育の修学⽀援新制度の対象機関
に指定されています。⺟国の⼤学で学んだ留学生も多く、グローバルな環境で学習できる
ことが特色です。 

■ＵＴテクノロジー株式会社
■株式会社ヨドバシカメラ

年間⾏事 ≪キャンパスライフ≫

健康診断 
校外学習 

６月
➋
➋

 
学修成果発表会 

ｲﾍﾞﾝﾄ 

１２月
➊➋
➊➋
➊
➊➋
➊➋

用途や目的に応じて設定・計算式・関数を使用する方法を身に付ける。

IT パスポート試験から知識を習得し、

基本情報技術者試験から知識を習得し、

「AI をビジネスとして活用できる

RPA の概要を学び、

Spring Boot

データベースの基本概念を学び、設計、

習得した技術及び知識を総合的に活用して、集⼤成となるシステムを開発、構築、発表する。

プログラム言語、システム構造、

に合わせた就職指導をしています。
学生⼀⼈ひとりの就職に対して、進路指導担当者をはじめ全教職員が様々な角度から本⼈の⻑所／短所を拾い上げ、適性⼈材と
して求⼈企業に提案します。毎月実施している学内での企業
ーンシッププログラムや求⼈企業へ就職を目指したカリキュラム編成など、「職業⼈育成の場＝専門学校」として就職のための新
しい仕組み創りにチャレンジしています︕ 

・新しい知識や技術を楽しく学び、複数のプログラム⾔語を理解し、適切な技術の習得を目指します。
・コンピューターソフトのシステム構造を、目標に即して最適化し設計ができることを目指します。
・経営課題をシステム⾯から解決するために、経営戦略及び

「未来をデザインし、社会のイノベーションに寄与する」を経営理念に、「
と世界で、新しいビジネスに挑む、クリエイティブで社会に役⽴つ⼈材を育成する」とい

周年を迎えた専門学校です。
⽂部科学⼤⾂認定の職業実践専門課程を設置し、⾼等教育の修学⽀援新制度の対象機関

に指定されています。⺟国の⼤学で学んだ留学生も多く、グローバルな環境で学習できる

■ＵＴテクノロジー株式会社
■株式会社ヨドバシカメラ

≪キャンパスライフ≫
６月 
➋ｽﾎﾟｰﾂ⼤会 
➋ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞｺﾝﾃｽﾄ

１２月 
➊➋ｸﾘｽﾏｽﾊﾟｰﾃｨｰ
➊➋ICT ﾃｽﾄ 
➊ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞｺﾝﾃｽﾄ
➊➋後期期末試験
➊➋冬休み 

用途や目的に応じて設定・計算式・関数を使用する方法を身に付ける。

パスポート試験から知識を習得し、

基本情報技術者試験から知識を習得し、

をビジネスとして活用できる

の概要を学び、BizRobo!

Boot フレームワークを利用した

データベースの基本概念を学び、設計、

習得した技術及び知識を総合的に活用して、集⼤成となるシステムを開発、構築、発表する。

プログラム言語、システム構造、IT ストラテジー等の理解⼒と設計⼒を習得します。

合わせた就職指導をしています。
学生⼀⼈ひとりの就職に対して、進路指導担当者をはじめ全教職員が様々な角度から本⼈の⻑所／短所を拾い上げ、適性⼈材と
して求⼈企業に提案します。毎月実施している学内での企業
ーンシッププログラムや求⼈企業へ就職を目指したカリキュラム編成など、「職業⼈育成の場＝専門学校」として就職のための新

 

・新しい知識や技術を楽しく学び、複数のプログラム⾔語を理解し、適切な技術の習得を目指します。
・コンピューターソフトのシステム構造を、目標に即して最適化し設計ができることを目指します。
・経営課題をシステム⾯から解決するために、経営戦略及び

「未来をデザインし、社会のイノベーションに寄与する」を経営理念に、「
と世界で、新しいビジネスに挑む、クリエイティブで社会に役⽴つ⼈材を育成する」とい

周年を迎えた専門学校です。
⽂部科学⼤⾂認定の職業実践専門課程を設置し、⾼等教育の修学⽀援新制度の対象機関

に指定されています。⺟国の⼤学で学んだ留学生も多く、グローバルな環境で学習できる

■ＵＴテクノロジー株式会社 
■株式会社ヨドバシカメラ  

≪キャンパスライフ≫ 

 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞｺﾝﾃｽﾄ 

７月
➊➋
➊➋
➊➋

ｸﾘｽﾏｽﾊﾟｰﾃｨｰ 
 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞｺﾝﾃｽﾄ 
後期期末試験 

１月
 

用途や目的に応じて設定・計算式・関数を使用する方法を身に付ける。

パスポート試験から知識を習得し、

基本情報技術者試験から知識を習得し、

をビジネスとして活用できる

BizRobo!開発の基本を習得する。

フレームワークを利用した

データベースの基本概念を学び、設計、

習得した技術及び知識を総合的に活用して、集⼤成となるシステムを開発、構築、発表する。

ストラテジー等の理解⼒と設計⼒を習得します。

合わせた就職指導をしています。
学生⼀⼈ひとりの就職に対して、進路指導担当者をはじめ全教職員が様々な角度から本⼈の⻑所／短所を拾い上げ、適性⼈材と
して求⼈企業に提案します。毎月実施している学内での企業説明会＆選考会に加え、採用のミスマッチを防ぐための企業インタ
ーンシッププログラムや求⼈企業へ就職を目指したカリキュラム編成など、「職業⼈育成の場＝専門学校」として就職のための新

・新しい知識や技術を楽しく学び、複数のプログラム⾔語を理解し、適切な技術の習得を目指します。
・コンピューターソフトのシステム構造を、目標に即して最適化し設計ができることを目指します。
・経営課題をシステム⾯から解決するために、経営戦略及び IT ストラテジーを分析・評価できる⼒の習得を目指します。

「未来をデザインし、社会のイノベーションに寄与する」を経営理念に、「
と世界で、新しいビジネスに挑む、クリエイティブで社会に役⽴つ⼈材を育成する」とい

周年を迎えた専門学校です。 
⽂部科学⼤⾂認定の職業実践専門課程を設置し、⾼等教育の修学⽀援新制度の対象機関

に指定されています。⺟国の⼤学で学んだ留学生も多く、グローバルな環境で学習できる

 ■株式会社エスワイシステム
  ■株式会社アーネストワン

７月 
➊➋前期期末試験
➊➋総合⼒ﾃｽﾄ 
➊➋前期授業終了

１月 

用途や目的に応じて設定・計算式・関数を使用する方法を身に付ける。

パスポート試験から知識を習得し、Java プログラミング能⼒認定試験の合格を目指す。

基本情報技術者試験から知識を習得し、Java プログラミング能⼒認定試験の合格を目指す。

をビジネスとして活用できる ICT エンジニア」を目指す。

開発の基本を習得する。

フレームワークを利用した Web アプリケーション構築の基礎を学習する。

データベースの基本概念を学び、設計、SQL によるデータベース操作を実践する。

習得した技術及び知識を総合的に活用して、集⼤成となるシステムを開発、構築、発表する。

ストラテジー等の理解⼒と設計⼒を習得します。

合わせた就職指導をしています。 
学生⼀⼈ひとりの就職に対して、進路指導担当者をはじめ全教職員が様々な角度から本⼈の⻑所／短所を拾い上げ、適性⼈材と

＆選考会に加え、採用のミスマッチを防ぐための企業インタ
ーンシッププログラムや求⼈企業へ就職を目指したカリキュラム編成など、「職業⼈育成の場＝専門学校」として就職のための新

・新しい知識や技術を楽しく学び、複数のプログラム⾔語を理解し、適切な技術の習得を目指します。
・コンピューターソフトのシステム構造を、目標に即して最適化し設計ができることを目指します。

ストラテジーを分析・評価できる⼒の習得を目指します。

「未来をデザインし、社会のイノベーションに寄与する」を経営理念に、「21 世紀の日本
と世界で、新しいビジネスに挑む、クリエイティブで社会に役⽴つ⼈材を育成する」とい

⽂部科学⼤⾂認定の職業実践専門課程を設置し、⾼等教育の修学⽀援新制度の対象機関
に指定されています。⺟国の⼤学で学んだ留学生も多く、グローバルな環境で学習できる

■株式会社エスワイシステム
■株式会社アーネストワン

※カリキュラム・⾏事等は年度により変更になることがあります。

 

 

８月 
➊➋夏休み

２月 
➊進級ﾃｽﾄ
➋卒業ﾃｽﾄ
 

用途や目的に応じて設定・計算式・関数を使用する方法を身に付ける。

プログラミング能⼒認定試験の合格を目指す。

プログラミング能⼒認定試験の合格を目指す。

エンジニア」を目指す。

開発の基本を習得する。 

アプリケーション構築の基礎を学習する。

によるデータベース操作を実践する。

習得した技術及び知識を総合的に活用して、集⼤成となるシステムを開発、構築、発表する。

ストラテジー等の理解⼒と設計⼒を習得します。

 
学生⼀⼈ひとりの就職に対して、進路指導担当者をはじめ全教職員が様々な角度から本⼈の⻑所／短所を拾い上げ、適性⼈材と

＆選考会に加え、採用のミスマッチを防ぐための企業インタ
ーンシッププログラムや求⼈企業へ就職を目指したカリキュラム編成など、「職業⼈育成の場＝専門学校」として就職のための新

・新しい知識や技術を楽しく学び、複数のプログラム⾔語を理解し、適切な技術の習得を目指します。
・コンピューターソフトのシステム構造を、目標に即して最適化し設計ができることを目指します。

ストラテジーを分析・評価できる⼒の習得を目指します。

世紀の日本
と世界で、新しいビジネスに挑む、クリエイティブで社会に役⽴つ⼈材を育成する」とい

⽂部科学⼤⾂認定の職業実践専門課程を設置し、⾼等教育の修学⽀援新制度の対象機関
に指定されています。⺟国の⼤学で学んだ留学生も多く、グローバルな環境で学習できる

■株式会社エスワイシステム ■株式会社アイエスアール
■株式会社アーネストワン  ■株式会社トラスト・テック

※カリキュラム・⾏事等は年度により変更になることがあります。

夏休み 

進級ﾃｽﾄ 
卒業ﾃｽﾄ 

用途や目的に応じて設定・計算式・関数を使用する方法を身に付ける。

プログラミング能⼒認定試験の合格を目指す。

プログラミング能⼒認定試験の合格を目指す。

エンジニア」を目指す。 

アプリケーション構築の基礎を学習する。

によるデータベース操作を実践する。

習得した技術及び知識を総合的に活用して、集⼤成となるシステムを開発、構築、発表する。

ストラテジー等の理解⼒と設計⼒を習得します。

学生⼀⼈ひとりの就職に対して、進路指導担当者をはじめ全教職員が様々な角度から本⼈の⻑所／短所を拾い上げ、適性⼈材と
＆選考会に加え、採用のミスマッチを防ぐための企業インタ

ーンシッププログラムや求⼈企業へ就職を目指したカリキュラム編成など、「職業⼈育成の場＝専門学校」として就職のための新

・新しい知識や技術を楽しく学び、複数のプログラム⾔語を理解し、適切な技術の習得を目指します。
・コンピューターソフトのシステム構造を、目標に即して最適化し設計ができることを目指します。 

ストラテジーを分析・評価できる⼒の習得を目指します。

■株式会社アイエスアール
■株式会社トラスト・テック

※カリキュラム・⾏事等は年度により変更になることがあります。

９月 
➊➋後期ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
➊➋後期授業ｽﾀｰﾄ
➊就職特別講座
➋ﾃｰﾌﾞﾙﾏﾅｰ講習
➊➋避難訓練

３月 
➋卒業制作発表会
➊➋実⼒ﾃｽﾄ
➊➋後期授業終了
➋卒業式 
➊春休み 

用途や目的に応じて設定・計算式・関数を使用する方法を身に付ける。 

プログラミング能⼒認定試験の合格を目指す。

プログラミング能⼒認定試験の合格を目指す。

アプリケーション構築の基礎を学習する。

によるデータベース操作を実践する。

習得した技術及び知識を総合的に活用して、集⼤成となるシステムを開発、構築、発表する。

ストラテジー等の理解⼒と設計⼒を習得します。

学生⼀⼈ひとりの就職に対して、進路指導担当者をはじめ全教職員が様々な角度から本⼈の⻑所／短所を拾い上げ、適性⼈材と
＆選考会に加え、採用のミスマッチを防ぐための企業インタ

ーンシッププログラムや求⼈企業へ就職を目指したカリキュラム編成など、「職業⼈育成の場＝専門学校」として就職のための新

・新しい知識や技術を楽しく学び、複数のプログラム⾔語を理解し、適切な技術の習得を目指します。 
 

ストラテジーを分析・評価できる⼒の習得を目指します。

■株式会社アイエスアール 
■株式会社トラスト・テック

※カリキュラム・⾏事等は年度により変更になることがあります。

後期ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 
後期授業ｽﾀｰﾄ 

就職特別講座 
ﾃｰﾌﾞﾙﾏﾅｰ講習 

避難訓練 

卒業制作発表会 
実⼒ﾃｽﾄ 
後期授業終了 

プログラミング能⼒認定試験の合格を目指す。 

プログラミング能⼒認定試験の合格を目指す。 

アプリケーション構築の基礎を学習する。 

によるデータベース操作を実践する。 

習得した技術及び知識を総合的に活用して、集⼤成となるシステムを開発、構築、発表する。 

ストラテジー等の理解⼒と設計⼒を習得します。 

学生⼀⼈ひとりの就職に対して、進路指導担当者をはじめ全教職員が様々な角度から本⼈の⻑所／短所を拾い上げ、適性⼈材と
＆選考会に加え、採用のミスマッチを防ぐための企業インタ

ーンシッププログラムや求⼈企業へ就職を目指したカリキュラム編成など、「職業⼈育成の場＝専門学校」として就職のための新

ストラテジーを分析・評価できる⼒の習得を目指します。 

 
■株式会社トラスト・テック 他 

※カリキュラム・⾏事等は年度により変更になることがあります。 


