
　上記の自己負担経費見込額の他に訓練生総合保険料（8,550円）が必要となります。

 (１)受付期間 令和４年１月２０日（木）～２月１６日（水）※土日祝日を除く

（当校の受付時間）　午前８時４０分から午後０時１０分まで及び午後１時１０分から午後５時まで

　⑤ 受験票返信用封筒（長形３号に８４円切手貼付、返信先の〒・住所・氏名を記載してください。）

訓練実施施設
住　　　所
電話番号

募集人員
自己負担経費

見込額
（１年間分）

令和４年度　熊本県立高等技術専門校  募集要項

調　理　師　養　成　科

◆訓練概要

『 調理師 』の国家資格取得を目指す１年課程の職業訓練です。

◆訓練実施施設・募集人員・自己負担経費

八代実業専門学校 八代市迎町１丁目１６－３３ 定員
２名程度

約２４万円
（調理師養成科） ０９６５－３３－１８００

　※ 訓練内容・自己負担経費の詳細は、各実施施設に直接お問い合わせください。

　※ 各実施施設とも、見学ができます。事前に実施施設へ電話でご相談ください。

◆応募資格

　調理関連職種へ就職希望する離職者で、公共職業安定所で求職の申込を行い、公共職業安定所か
ら受講指示又は受講推薦を受けた方、もしくは求職者支援制度における特定求職者。

◆訓練中の所要経費等

（１） 入学金、受講料等は不要です。ただし、教材費等は自己負担となります。別途指定する期日
までに必ず納入してください。

（２） 雇用保険受給者で、公共職業安定所長の受講指示により入校した方は、引き続き失業給付
が受給できる場合があります。（詳細は、各公共職業安定所にご相談ください。）

（３） 職業訓練受講給付金の支給要件に該当する方は、申請により支給を受けることができます。
（詳細は、各公共職業安定所にご相談ください。）

◆応募手続き

　　　　※新規学卒未就職者は対象となりません。また、学卒未就職者であって受講申込み時点で学校
　　　　　 卒業後１年以上経過していない者も対象となりません。

 (２)提出書類

①②を公共職業安定所に提出後、　③～⑤を当校に簡易書留または持参により提出

　① 委託訓練受講申込書

　② 委託訓練希望調書

　③ 入校願

　④ 履歴書

　　注１）　①～④は、本校所定の用紙を使用し正確に記入してください。

　　注２）　①に写真（脱帽上半身、正面向き、無背景で、縦4㎝×横3.5㎝、出願前3カ月以内に撮影）を
　　　　　 　貼付してください。

　　注３）　提出した書類は返却しません。



(１)適性検査

① 検査日 令和４年３月２日（水）　午前９時４５分までに入室してください。
② 検査会場　　熊本県立高等技術専門校

③ 持参物　　 受験票、鉛筆２～３本、スリッパ

(２)面接試験

①面接日 令和４年３月２日（水）  午後
②面接会場　 熊本県立高等技術専門校

③持参物　 受験票、筆記用具、スリッパ

　　※応募状況により開始時刻は変更になる場合があります。受験票にてご確認ください。

◆合格発表

(１)日　　時 令和４年３月１１日（金）　午前９時

(２)発表方法

◆入校予定日

令和４年４月１日（金）

◆試験結果の開示

◆個人情報の取扱について

※選考業務とは、願書の受付から入校手続きまでの一連の業務を指します。

　【問い合わせ先】　

　熊本県立高等技術専門校

　〒８６１－４１０８　熊本市南区幸田１丁目４－１

　℡（０９６）３７８－０１２１　Fax（０９６）３７８－０１２２

合格者の受験番号を熊本県立高等技術専門校の玄関前に掲示し、当校のホーム
ページに掲載します。併せて全員に合否の結果を送付します。電話での合否の問
い合わせには応じません。

◆入校選考方法

　　※受験票が２月２４日（木）までに届かない場合は熊本県立高等技術専門校にご連絡ください。

(３)提出書類
（合格者のみ）

入校に際し、指定の日までに健康診断の結果を証明する書類（健康診断書）
及び入校確約書の提出が必要です。

　※教科書等の費用及び訓練生総合保険料（8,550円）は入校日に集金予定です。
　　 詳細は合格者に後日お知らせします。

　この試験の結果については、熊本県個人情報保護条例第２２条の規定に基づき、口頭で開示を請求
することができます。受験者本人が受験票を持参のうえ、直接開示場所へおいでください。
　なお、電話、はがき等による請求では開示できませんのでご注意ください。

開示請求できる人 開示内容 開　示　期　間 開　示　場　所

受験者本人のみ
･ 総合順位
･ 項目得点

合格発表日から１か月 熊本県立高等技術専門校

　受講申込書等に記載の個人情報及び選考の結果については、選考業務以外に使用しません。行政
情報の集計業務については、個人情報を含まない件数等の数値で行います。



　上記の自己負担経費見込額の他に訓練生総合保険料（15,850円）が必要となります。

 (１)受付期間 令和４年１月２０日（木）～２月１６日（水）※土日祝日を除く

（当校の受付時間）　午前８時４０分から午後０時１０分まで及び午後１時１０分から午後５時まで

　⑤ 受験票返信用封筒（長形３号に８４円切手貼付、返信先の〒・住所・氏名を記載してください。）

訓練実施施設
住　　　所
電話番号

募集人員
自己負担経費

見込額
（２年間分）

令和４年度　熊本県立高等技術専門校  募集要項

美　容　師　養　成　科

◆訓練概要

『 美容師 』の国家資格取得を目指す２年課程の職業訓練です。

◆訓練実施施設・募集人員・自己負担経費

八代実業専門学校 八代市迎町１丁目１６－３３ 定員
２名程度

約６５万円
（美容師養成科） ０９６５－３３－１８００

　※ 訓練内容・自己負担経費の詳細は、各実施施設に直接お問い合わせください。

　※ 各実施施設とも、見学ができます。事前に実施施設へ電話でご相談ください。

◆応募資格

　美容関連職種へ就職希望する離職者で、公共職業安定所で求職の申込を行い、公共職業安定所か
ら受講指示又は受講推薦を受けた方、もしくは求職者支援制度における特定求職者。

九州美容専門学校 熊本市中央区南坪井町１０－２８ 定員
２名程度

約５９万円
（美容師養成科） ０９６－３２６－２２８８

　※ 受講申し込みは、第１希望から第２希望までの実施施設を指定できます。

　　　　※新規学卒未就職者は対象となりません。また、学卒未就職者であって受講申込み時点で学校
　　　　　 卒業後１年以上経過していない者も対象となりません。

◆訓練中の所要経費等

（１） 入学金、受講料等は不要です。ただし、教材費等は自己負担となります。別途指定する期日
までに必ず納入してください。

（２） 雇用保険受給者で、公共職業安定所長の受講指示により入校した方は、引き続き失業給付
が受給できる場合があります。（詳細は、各公共職業安定所にご相談ください。）

（３） 職業訓練受講給付金の支給要件に該当する方は、申請により支給を受けることができます。
（詳細は、各公共職業安定所にご相談ください。）

◆応募手続き

 (２)提出書類

①②を公共職業安定所に提出後、　③～⑤を当校に簡易書留または持参により提出

　① 委託訓練受講申込書

　② 委託訓練希望調書

　③ 入校願

　④ 履歴書

　　注１）　①～④は、本校所定の用紙を使用し正確に記入してください。

　　注２）　①に写真（脱帽上半身、正面向き、無背景で、縦4㎝×横3.5㎝、出願前3カ月以内に撮影）を
　　　　　 　貼付してください。

　　注３）　提出した書類は返却しません。



(１)適性検査

① 検査日 令和４年３月２日（水）　午前９時４５分までに入室してください。
② 検査会場　　熊本県立高等技術専門校

③ 持参物　　 受験票、鉛筆２～３本、スリッパ

(２)面接試験

①面接日 令和４年３月２日（水）  午後
②面接会場　 熊本県立高等技術専門校

③持参物　 受験票、筆記用具、スリッパ

　　※応募状況により開始時刻は変更になる場合があります。受験票にてご確認ください。

◆合格発表

(１)日　　時 令和４年３月１１日（金）　午前９時

(２)発表方法

◆入校予定日

令和４年４月１日（金）

◆試験結果の開示

◆個人情報の取扱について

※選考業務とは、願書の受付から入校手続きまでの一連の業務を指します。

　【問い合わせ先】　

　熊本県立高等技術専門校

　〒８６１－４１０８　熊本市南区幸田１丁目４－１

　℡（０９６）３７８－０１２１　Fax（０９６）３７８－０１２２

熊本県立高等技術専門校

　受講申込書等に記載の個人情報及び選考の結果については、選考業務以外に使用しません。行政
情報の集計業務については、個人情報を含まない件数等の数値で行います。

(３)提出書類
（合格者のみ）

入校に際し、指定の日までに健康診断の結果を証明する書類（健康診断書）
及び入校確約書の提出が必要です。

　※教科書等の費用及び訓練生総合保険料（15,850円）は入校日に集金予定です。
　　 詳細は合格者に後日お知らせします。

　この試験の結果については、熊本県個人情報保護条例第２２条の規定に基づき、口頭で開示を請求
することができます。受験者本人が受験票を持参のうえ、直接開示場所へおいでください。
　なお、電話、はがき等による請求では開示できませんのでご注意ください。

開示請求できる人 開示内容 開　示　期　間 開　示　場　所

受験者本人のみ
･ 総合順位
･ 項目得点

合格発表日から１か月

合格者の受験番号を熊本県立高等技術専門校の玄関前に掲示し、当校のホーム
ページに掲載します。併せて全員に合否の結果を送付します。電話での合否の問
い合わせには応じません。

◆入校選考方法

　　※受験票が２月２４日（木）までに届かない場合は熊本県立高等技術専門校にご連絡ください。



　上記の自己負担経費見込額の他に訓練生総合保険料（15,850円）が必要となります。

　

 (１)受付期間 令和４年１月２０日（木）～２月１６日（水）※土日祝日を除く

（当校の受付時間）　午前８時４０分から午後０時１０分まで及び午後１時１０分から午後５時まで

　⑤ 受験票返信用封筒（長形３号に８４円切手貼付、返信先の〒・住所・氏名を記載してください。）

       （大学、短大等を卒業した方は出身大学等が作成した成績証明書）
       応募資格（２）の方は、成績証明書
       応募資格（３）の方は、文部科学省作成の高等学校卒業程度認定試験合格成績証明書

訓練実施施設
住　　　所
電話番号

募集人員
自己負担経費

見込額
（２年間分）

令和４年度　熊本県立高等技術専門校  募集要項

システムエンジニア　養　成　科

◆訓練概要

『 システムエンジニア 』を目指す２年課程の職業訓練です。

◆訓練実施施設・募集人員・自己負担経費

　（２）文科省告示による指定を受けた課程（高等学校卒業同等）を卒業した方

専門学校　湖東カレッジ 熊本市東区湖東１丁目１２－２６ 定員
２名程度

約７万円
（システムエンジニア養成科） ０９６－３６５－４５７７

　※ 訓練内容・自己負担経費の詳細は、各実施施設に直接お問い合わせください。

　※ 各実施施設とも、見学ができます。事前に実施施設へ電話でご相談ください。

◆応募資格

　ＩＴ関連職種へ就職希望する離職者で、次の(1)～(3)のいずれかに該当し、公共職業安定所で求職の
申込を行い、公共職業安定所から受講指示又は受講推薦を受けた方、もしくは求職者支援制度におけ
る特定求職者。

　（１）高等学校を卒業した方

　（３）高等学校卒業と同等以上の学力があると認められる方

　　　　※高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）に合格している方等

　　　　※新規学卒未就職者は対象となりません。また、学卒未就職者であって受講申込み時点で学校
　　　　　 卒業後１年以上経過していない者も対象となりません。

◆訓練中の所要経費等

（１） 入学金、受講料等は不要です。ただし、教材費等は自己負担となります。別途指定する期日
までに必ず納入してください。

（２） 雇用保険受給者で、公共職業安定所長の受講指示により入校した方は、引き続き失業給付
が受給できる場合があります。（詳細は、各公共職業安定所にご相談ください。）

（３） 職業訓練受講給付金の支給要件に該当する方は、申請により支給を受けることができます。
（詳細は、各公共職業安定所にご相談ください。）

◆応募手続き

 (２)提出書類

①②を公共職業安定所に提出後、　③～⑥を当校に簡易書留または持参により提出

　① 委託訓練受講申込書

　② 委託訓練希望調書

　③ 入校願

　④ 履歴書

　⑥ 応募資格（１）の方は、出身高等学校が作成した調査書



(１)適性検査

① 検査日 令和４年３月２日（水）　午前９時４５分までに入室してください。
② 検査会場　　熊本県立高等技術専門校

③ 持参物　　 受験票、鉛筆２～３本、スリッパ

(２)面接試験

①面接日 令和４年３月２日（水）  午後
②面接会場　 熊本県立高等技術専門校

③持参物　 受験票、筆記用具、スリッパ

　　※応募状況により開始時刻は変更になる場合があります。受験票にてご確認ください。

◆合格発表

(１)日　　時 令和４年３月１１日（金）　午前９時

(２)発表方法

◆入校予定日

令和４年４月１日（金）

◆試験結果の開示

◆個人情報の取扱について

※選考業務とは、願書の受付から入校手続きまでの一連の業務を指します。

　【問い合わせ先】　

　熊本県立高等技術専門校

　〒８６１－４１０８　熊本市南区幸田１丁目４－１

　℡（０９６）３７８－０１２１　Fax（０９６）３７８－０１２２

合格者の受験番号を熊本県立高等技術専門校の玄関前に掲示し、当校のホーム
ページに掲載します。併せて全員に合否の結果を送付します。電話での合否の問
い合わせには応じません。

     注１）　①～④は、本校所定の用紙を使用し正確に記入してください。

     注２）　①に写真（脱帽上半身、正面向き、無背景で、縦4㎝×横3.5㎝、出願前3カ月以内に撮影）を
　　　　　 　貼付してください。

     注４）　提出した書類は返却しません。

◆入校選考方法

　　※受験票が２月２４日（木）までに届かない場合は熊本県立高等技術専門校にご連絡ください。

     注３）  「調査書」「成績証明書」は出身学校長が作成し、厳封したものに限ります。

(３)提出書類
（合格者のみ）

入校に際し、指定の日までに健康診断の結果を証明する書類（健康診断書）
及び入校確約書の提出が必要です。

　※教科書等の費用及び訓練生総合保険料（15,850円）は入校日に集金予定です。
　　 詳細は合格者に後日お知らせします。

　この試験の結果については、熊本県個人情報保護条例第２２条の規定に基づき、口頭で開示を請求
することができます。受験者本人が受験票を持参のうえ、直接開示場所へおいでください。
　なお、電話、はがき等による請求では開示できませんのでご注意ください。

開示請求できる人 開示内容 開　示　期　間 開　示　場　所

受験者本人のみ
･ 総合順位
･ 項目得点

合格発表日から１か月 熊本県立高等技術専門校

　受講申込書等に記載の個人情報及び選考の結果については、選考業務以外に使用しません。行政
情報の集計業務については、個人情報を含まない件数等の数値で行います。



　上記の自己負担経費見込額の他に訓練生総合保険料（15,850円）が必要となります。

　

 (１)受付期間 令和４年１月２０日（木）～２月１６日（水）※土日祝日を除く

（当校の受付時間）　午前８時４０分から午後０時１０分まで及び午後１時１０分から午後５時まで

       （大学、短大等を卒業した方は出身大学等が作成した成績証明書）
       応募資格（２）の方は、成績証明書
       応募資格（３）の方は、文部科学省作成の高等学校卒業程度認定試験合格成績証明書

訓練実施施設
住　　　所
電話番号

募集人員
自己負担経費

見込額
（２年間分）

令和４年度　熊本県立高等技術専門校  募集要項

建　築　士　養　成　科

◆訓練概要

『 ２級建築士 』の国家資格取得を目指す２年課程の職業訓練です。

◆訓練実施施設・募集人員・自己負担経費

　（２）文科省告示による指定を受けた課程（高等学校卒業同等）を卒業した方

専修学校　熊本ＹＭＣＡ学院 熊本市中央区段山本町４－１ 定員
２名程度

約１３万円
　（建築士養成科） ０９６－３５３－６３９３

　※ 訓練内容・自己負担経費の詳細は、各実施施設に直接お問い合わせください。

　※ 各実施施設とも、見学ができます。事前に実施施設へ電話でご相談ください。

◆応募資格

　建築・設計関連職種へ就職希望する離職者で、次の(1)～(3)のいずれかに該当し、公共職業安定所
で求職の申込を行い、公共職業安定所から受講指示又は受講推薦を受けた方、もしくは求職者支援制
度における特定求職者。

　（１）高等学校を卒業した方

　（３）高等学校卒業と同等以上の学力があると認められる方

　　　　※高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）に合格している方等

　　　　※新規学卒未就職者は対象となりません。また、学卒未就職者であって受講申込み時点で学校
　　　　　 卒業後１年以上経過していない者も対象となりません。

◆訓練中の所要経費等

（１） 入学金、受講料等は不要です。ただし、教材費等は自己負担となります。別途指定する期日
までに必ず納入してください。

（２） 雇用保険受給者で、公共職業安定所長の受講指示により入校した方は、引き続き失業給付
が受給できる場合があります。（詳細は、各公共職業安定所にご相談ください。）

（３） 職業訓練受講給付金の支給要件に該当する方は、申請により支給を受けることができます。
（詳細は、各公共職業安定所にご相談ください。）

◆応募手続き

 (２)提出書類

①②を公共職業安定所に提出後、　③～⑥を当校に簡易書留または持参により提出

　① 委託訓練受講申込書

　② 委託訓練希望調書

　③ 入校願

　④ 履歴書

　⑤ 受験票返信用封筒（長形３号に８４円切手貼付、返信先の〒・住所・氏名を記載してください。）

　⑥ 応募資格（１）の方は、出身高等学校が作成した調査書



(１)適性検査

① 検査日 令和４年３月２日（水）　午前９時４５分までに入室してください。
② 検査会場　　熊本県立高等技術専門校

③ 持参物　　 受験票、鉛筆２～３本、スリッパ

(２)面接試験

①面接日 令和４年３月２日（水）  午後
②面接会場　 熊本県立高等技術専門校

③持参物　 受験票、筆記用具、スリッパ

　　※応募状況により開始時刻は変更になる場合があります。受験票にてご確認ください。

◆合格発表

(１)日　　時 令和４年３月１１日（金）　午前９時

(２)発表方法

◆入校予定日

令和４年４月１日（金）

◆試験結果の開示

◆個人情報の取扱について

※選考業務とは、願書の受付から入校手続きまでの一連の業務を指します。

　【問い合わせ先】　

　熊本県立高等技術専門校

　〒８６１－４１０８　熊本市南区幸田１丁目４－１

　℡（０９６）３７８－０１２１　Fax（０９６）３７８－０１２２

合格者の受験番号を熊本県立高等技術専門校の玄関前に掲示し、当校のホーム
ページに掲載します。併せて全員に合否の結果を送付します。電話での合否の問
い合わせには応じません。

     注１）　①～④は、本校所定の用紙を使用し正確に記入してください。

     注２）　①に写真（脱帽上半身、正面向き、無背景で、縦4㎝×横3.5㎝、出願前3カ月以内に撮影）を
　　　　　 　貼付してください。

     注４）　提出した書類は返却しません。

◆入校選考方法

　　※受験票が２月２４日（木）までに届かない場合は熊本県立高等技術専門校にご連絡ください。

     注３）  「調査書」「成績証明書」は出身学校長が作成し、厳封したものに限ります。 

(３)提出書類
（合格者のみ）

入校に際し、指定の日までに健康診断の結果を証明する書類（健康診断書）
及び入校確約書の提出が必要です。

　※教科書等の費用及び訓練生総合保険料（15,850円）は入校日に集金予定です。
　　 詳細は合格者に後日お知らせします。

　この試験の結果については、熊本県個人情報保護条例第２２条の規定に基づき、口頭で開示を請求
することができます。受験者本人が受験票を持参のうえ、直接開示場所へおいでください。
　なお、電話、はがき等による請求では開示できませんのでご注意ください。

開示請求できる人 開示内容 開　示　期　間 開　示　場　所

受験者本人のみ
･ 総合順位
･ 項目得点

合格発表日から１か月 熊本県立高等技術専門校

　受講申込書等に記載の個人情報及び選考の結果については、選考業務以外に使用しません。行政
情報の集計業務については、個人情報を含まない件数等の数値で行います。


