
訓練期間 令和5年4月～令和7年3月（2年間）

募集期間 令和5年1月12日(木)～令和5年3月2日(木)

募集定員 介護福祉士養成科：4名程度

費　　用 入学検定料、入学金、授業料は無料です。自己負担金額は裏面を参照してください。

①

(事前予約制：飯田女子短期大学ホームページの専用フォームからご予約ください。）

«昼の部» 13:30～15:00 ・11月26日(土) ・12月18日(日)

・令和5年1月14日(土) ・令和5年2月7日(火)

«夜の部» 18:30～19:30 ・令和5年1月17日(火)

② 受講を希望される方は、受講申込書に必要事項を記入しハローワークに提出してください。
(受講申込書はハローワークにあります。）

③ 自己推薦入試に必要な書類を受け取ってください（裏面参照）。
(受講申込書をハローワークに提出するともらえます。）

④ ③で受け取った出願書類に必要事項を記入し飯田女子短期大学へ郵送又は持参してください。

出願期間　　令和5年2月20日(月）～令和5年3月2日(木)　(消印有効)

飯田女子短期大学において自己推薦入試を実施します。　

③令和5年4月に飯田短期大学に校名変更し男女共学となりますので、男性も応募可能です。

応募資格
②2年間の訓練を終えて「介護福祉士」他の資格を取得し就職を目指す方。

長野県飯田技術専門校
令和4年10月

訓練内容 介護福祉士養成科：飯田女子短期大学家政学科※介護福祉専攻の一般学生と同じ日程・カリキュラ
ムで2年間学びます。

高等学校を卒業(卒業後1年を経過していない就労未経験者は除く)又は高等学校卒業程度認定試験に合格し
以下に該当する方。

①ハローワークに求職登録し、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、当該訓練の受講が必要と認められた方。

※飯田女子短期大学・・・飯田女子短期大学は令和5年4月より校名変更を行い、飯田短期大学になります。
※家政学科・・・家政学科は令和5年4月より名称変更を行い、生活科学学科になります。
※本訓練は令和5年4月入校で計画しているコースの概要ですが、国との協議が整うことと来年度の予算成立が実
施の要件です。訓練内容（定員・募集開始予定日等）が変更になる可能性があることをご承知ください。

次のいずれかの日に飯田女子短期大学で実施する事前説明会に必ずご出席ください。

令和5年3月9日(木)

令和5年3月14日(火)　

5－05－20－207－05－0003

訓練生募集案内

再就職を希望する離転職者を対象にした訓練であり、国家資格である「介護福祉士」の資格取得を目指します。

厳しい雇用情勢に迅速かつ機動的に対応するため、飯田女子短期大学※に訓練業務を委託して実施します。

応募方法

・

出願手続

合格発表

入校選考

長期高度人材育成コース(2年間コース)

事前説明会のご予約はこちら！

N105-01



① 入学志願票

② 受験票

③ 写真票 写真貼付1枚(正面・上半身・3カ月以内撮影・4㎝×3㎝・裏面に氏名を記入)

⑤ 高等学校の卒業証明書又は高等学校卒業程度認定試験合格証明書

⑥ 健康診断書／募集要項綴じ込みの用紙を使用してください。

飯田女子短期大学（介護福祉士養成認定校）

0265-22-4460（代表）

0265-22-0070（ダイヤルイン：183）担当：太和田

ハローワーク飯田 電話： 0265 - 24 - 8609 公共職業訓練担当者

ハローワーク伊那 電話： 0265 - 73 - 8609 公共職業訓練担当者

長野県飯田技術専門校 電話： 0265 - 22 - 1067　　　　 担当：長谷部

「身分証明書」等も飯田女子短期大学から発行されます。

　④ 入学希望理由書／「入学希望理由」を横書きで800字程度にまとめてください。
　　　令和5年度(2023)学生募集要項に綴られている用紙に自筆で記入のこと。

飯田女子短期大学の｢令和5年度(2023)学生募集要項｣の自己推薦入試により面接試験及び小論文試験を実施
します。合否については、後日、飯田技術専門校から文書で通知します。

「受講指示書」の交付を受けた方は卒業(2年後)まで雇用保険の手当てが受けられます。

「支援指示」の交付を受けた方も一定の要件を満たせば手当が受けられます。

教科書や実習着、保険料、行事等、個人に帰属するものは個人負担となります。

自己負担額はおおよそ2年間で約20万円です。

基本的には、飯田技術専門校の訓練生ですが、飯田女子短期大学の通常の学生として学ぶことになりま
す。

介護福祉士養成科：委託訓練施設(2年制介護福祉士養成施設)である飯田女子短期大学の卒業により、介護
福祉士資格を得ることができます。なお、卒業後5年以内に介護福祉士の国家試験／筆記に合格するか、卒
業後5年間継続して介護職に従事すれば資格を継続できます。

住所：〒395-8567            
電話：

　　　飯田市松尾代田610

入校選考について

支援制度について

自己負担額について

学校での身分について

資格取得について

委託訓練施設

問い合わせ先

出願手続きに必要な書類



訓練期間 令和5年4月～令和7年3月（2年間）

募集期間 令和5年1月12日(木)～令和5年3月2日(木)

募集定員 栄養士養成科：5名程度

費　　用 入学検定料、入学金、授業料は無料です。自己負担金額は裏面を参照してください。

①

(事前予約制：飯田女子短期大学ホームページの専用フォームからご予約ください。）

«昼の部» 13:30～15:00 ・11月26日(土) ・12月18日(日)

・令和5年1月14日(土) ・令和5年2月7日(火)

«夜の部» 18:30～19:30 ・令和5年1月17日(火)

② 受講を希望される方は、受講申込書に必要事項を記入しハローワークに提出してください。
(受講申込書はハローワークにあります。）

③ 自己推薦入試に必要な書類を受け取ってください（裏面参照）。
(受講申込書をハローワークに提出するともらえます。）

④ ③で受け取った出願書類に必要事項を記入し飯田女子短期大学へ郵送又は持参してください。

出願期間　　令和5年2月20日(月）～令和5年3月2日(木)　(消印有効)

飯田女子短期大学において自己推薦入試を実施します。　

長野県飯田技術専門校
令和4年10月

訓練内容 栄養士養成科：飯田女子短期大学家政学科※食物栄養専攻の一般学生と同じ日程・カリキュラムで
2年間学びます。

高等学校を卒業(卒業後1年を経過していない就労未経験者は除く)又は高等学校卒業程度認定試験に合格し
た概ね55歳未満で以下に該当する方。

①就業経験において不安定就労の経験が長く、安定就労の経験が少ない方。

※飯田女子短期大学・・・飯田女子短期大学は令和5年4月より校名変更を行い、飯田短期大学になります。
※家政学科・・・家政学科は令和5年4月より名称変更を行い、生活科学学科になります。
※本訓練は令和5年4月入校で計画しているコースの概要ですが、国との協議が整うことと来年度の予算成立が実
施の要件です。訓練内容（定員・募集開始予定日等）が変更になる可能性があることをご承知ください。

次のいずれかの日に飯田女子短期大学で実施する事前説明会に必ずご出席ください。

令和5年3月9日(木)

令和5年3月14日(火)　

⑤令和5年4月に飯田短期大学に校名変更し男女共学となりますので、男性も応募可能です。

応募資格
②出産・育児等で長期間離職していた方。

③ハローワークに求職登録し、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、当該訓練の受講が必要と認められた方。

④2年間の訓練を終えて「栄養士」他の資格を取得し正社員就職を目指す方。

5－05－20－207－05－0002

訓練生募集案内

再就職を希望する離転職者を対象にした訓練であり、国家資格である「栄養士」の資格取得を目指します。厳し

い雇用情勢に迅速かつ機動的に対応するため、飯田女子短期大学※に訓練業務を委託して実施します。

応募方法

・

出願手続

合格発表

入校選考

長期高度人材育成コース(2年間コース)

事前説明会のご予約はこちら！

N105-04



① 入学志願票

② 受験票

③ 写真票 写真貼付1枚(正面・上半身・3カ月以内撮影・4㎝×3㎝・裏面に氏名を記入)

⑤ 高等学校の卒業証明書又は高等学校卒業程度認定試験合格証明書

⑥ 健康診断書／募集要項綴じ込みの用紙を使用してください。

飯田女子短期大学（栄養士養成認定校）

0265-22-4460（代表）

0265-22-0070（ダイヤルイン：139）担当：友竹・岩瀬

ハローワーク飯田 電話： 0265 - 24 - 8609 公共職業訓練担当者

ハローワーク伊那 電話： 0265 - 73 - 8609 公共職業訓練担当者

長野県飯田技術専門校 電話： 0265 - 22 - 1067　　　　担当：長谷部

自己負担額はおおよそ2年間で約20万円です。なお、希望すれば栄養教諭二種免許も取得できますが、そ
の費用は自己負担となります。

基本的には、飯田技術専門校の訓練生ですが、飯田女子短期大学の通常の学生として学ぶことになりま
す。
「身分証明書」等も飯田女子短期大学から発行されます。

　④ 入学希望理由書／「入学希望理由」を横書きで800字程度にまとめてください。
　　　令和5年度(2023)学生募集要項に綴られている用紙に自筆で記入のこと。

飯田女子短期大学の｢令和5年度(2023)学生募集要項｣の自己推薦入試により面接試験及び小論文試験を実施
します。合否については、後日、飯田技術専門校から文書で通知します。

「受講指示書」の交付を受けた方は卒業(2年後)まで雇用保険の手当てが受けられます。

「支援指示」の交付を受けた方も一定の要件を満たせば手当が受けられます。

教科書や実習着、保険料、行事等、個人に帰属するものは個人負担となります。

栄養士養成科：委託訓練施設(2年制栄養士養成施設)である飯田女子短期大学の卒業と指定された科目の修
得により、栄養士免許証を得ることができます。また、希望すれば栄養教諭二種免許も取得できますが、
必要な単位を取得する必要があります。

住所：〒395-8567            
電話：

　　　飯田市松尾代田610

入校選考について

支援制度について

自己負担額について

学校での身分について

資格取得について

委託訓練施設

問い合わせ先

出願手続きに必要な書類



訓練期間 令和5年4月～令和7年3月（2年間）

募集期間 令和5年1月12日(木)～令和5年3月2日(木)

募集定員 保育士養成科：5名程度

費　　用 入学検定料、入学金、授業料は無料です。自己負担金額は裏面を参照してください。

①

(事前予約制：飯田女子短期大学ホームページの専用フォームからご予約ください。）

«昼の部» 13:30～15:00 ・11月26日(土) ・12月18日(日)

・令和5年1月14日(土) ・令和5年2月7日(火)

«夜の部» 18:30～19:30 ・令和5年1月17日(火)

② 受講を希望される方は、受講申込書に必要事項を記入しハローワークに提出してください。
(受講申込書はハローワークにあります。）

③ 自己推薦入試に必要な書類を受け取ってください（裏面参照）。
(受講申込書をハローワークに提出するともらえます。）

④ ③で受け取った出願書類に必要事項を記入し飯田女子短期大学へ郵送又は持参してください。

出願期間　　令和5年2月20日(月）～令和5年3月2日(木)　(消印有効)

飯田女子短期大学において自己推薦入試を実施します。　

応募資格

③令和5年4月に飯田短期大学に校名変更し男女共学となりますので、男性も応募可能です。

※飯田女子短期大学・・・飯田女子短期大学は令和5年4月より校名変更を行い、飯田短期大学になります。
※本訓練は令和5年4月入校で計画しているコースの概要ですが、国との協議が整うことと来年度の予算成立が実
施の要件です。訓練内容（定員・募集開始予定日等）が変更になる可能性があることをご承知ください。

次のいずれかの日に飯田女子短期大学で実施する事前説明会に必ずご出席ください。

令和5年3月9日(木)

令和5年3月14日(火)　

長野県飯田技術専門校
令和4年10月

訓練内容
保育士養成科：飯田女子短期大学幼児教育学科の一般学生と同じ日程・カリキュラムで2年間学び
ます。

高等学校を卒業(卒業後1年を経過していない就労未経験者は除く)又は高等学校卒業程度認定試験に合格し
以下に該当する方。

①ハローワークに求職登録し、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、当該訓練の受講が必要と認められた方。

②2年間の訓練を終えて「保育士」他の資格を取得し就職を目指す方。

5－05－20－207－05－0001

訓練生募集案内

再就職を希望する離転職者を対象にした訓練であり、国家資格である「保育士」の資格取得を目指します。厳し

い雇用情勢に迅速かつ機動的に対応するため、飯田女子短期大学※に訓練業務を委託して実施します。

応募方法

・

出願手続

合格発表

入校選考

長期高度人材育成コース(2年間コース)

事前説明会のご予約はこちら！

N105-03



① 入学志願票

② 受験票

③ 写真票 写真貼付1枚(正面・上半身・3カ月以内撮影・4㎝×3㎝・裏面に氏名を記入)

⑤ 高等学校の卒業証明書又は高等学校卒業程度認定試験合格証明書

⑥ 健康診断書／募集要項綴じ込みの用紙を使用してください。

飯田女子短期大学（保育士養成認定校）

0265-22-4460（代表）

0265-22-0070（ダイヤルイン：128）担当：松永

ハローワーク飯田 電話： 0265 - 24 - 8609 公共職業訓練担当者

ハローワーク伊那 電話： 0265 - 73 - 8609 公共職業訓練担当者

長野県飯田技術専門校 電話： 0265 - 22 - 1067　　　　 担当：長谷部

保育士養成科：委託訓練施設(2年制保育士養成施設)である飯田女子短期大学の卒業と指定された科目の修
得により、保育士資格を得ることができます。また、希望すれば幼稚園教諭二種免許も取得できますが、
必要な単位を取得する必要があります。

住所：〒395-8567            
電話：

　　　飯田市松尾代田610

「受講指示書」の交付を受けた方は卒業(2年後)まで雇用保険の手当てが受けられます。

「支援指示」の交付を受けた方も一定の要件を満たせば手当が受けられます。

教科書や実習着、保険料、行事等、個人に帰属するものは個人負担となります。

自己負担額はおおよそ2年間で約20万円です。なお、希望すれば幼稚園教諭二種免許も取得できますが、
その費用は自己負担となります。

基本的には、飯田技術専門校の訓練生ですが、飯田女子短期大学の通常の学生として学ぶことになりま
す。
「身分証明書」等も飯田女子短期大学から発行されます。

　④ 入学希望理由書／「入学希望理由」を横書きで800字程度にまとめてください。
　　　令和5年度(2023)学生募集要項に綴られている用紙に自筆で記入のこと。

飯田女子短期大学の｢令和5年度(2023)学生募集要項｣の自己推薦入試により面接試験及び小論文試験を実施
します。合否については、後日、飯田技術専門校から文書で通知します。

入校選考について

支援制度について

自己負担額について

学校での身分について

資格取得について

委託訓練施設

問い合わせ先

出願手続きに必要な書類


