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生活から見直し自立、就労に近づける 4 ヶ月間。  
｢家｣  を出て、自分の頭と体で生きる日常を 

今すぐスタートしよう。  

合宿プログラム特色 

１１１１．．．．キャリアキャリアキャリアキャリア・・・・コンサルタントコンサルタントコンサルタントコンサルタントとととと共同生活共同生活共同生活共同生活    

２２２２．．．．MOSMOSMOSMOS ワーワーワーワードドドド    取得取得取得取得サポートサポートサポートサポート    

３３３３．．．．MOSMOSMOSMOS エクセルエクセルエクセルエクセル    取得取得取得取得サポートサポートサポートサポート    

４４４４．．．．PDCPDCPDCPDC 養成講座養成講座養成講座養成講座をををを 6666 科目実施科目実施科目実施科目実施    

５５５５．．．．スタッフスタッフスタッフスタッフとととと共共共共にににに就職活動就職活動就職活動就職活動    

６６６６．．．．訓練時間以外訓練時間以外訓練時間以外訓練時間以外でもでもでもでも相談相談相談相談にににに対応対応対応対応    

７７７７．．．．キャリアキャリアキャリアキャリアのののの空白空白空白空白をををを埋埋埋埋めるめるめるめる    

８８８８．．．．社会社会社会社会へへへへ出出出出るるるる前前前前のののの準備体操準備体操準備体操準備体操    

９９９９．．．．自分自分自分自分のことをのことをのことをのことを自分自分自分自分でででで・・・・・・・・    
 

〒470-3322 愛知県知多郡南知多町山海河廻間 87-6 
 

  

 

個個別別
相相談談  

起起業業
体体験験  

NPONPONPONPO 法人法人法人法人 ICDSICDSICDSICDS    ｢｢｢｢キャリアキャリアキャリアキャリア・・・・ビレッジビレッジビレッジビレッジ｣｣｣｣ 

募集期間募集期間募集期間募集期間 H22 年 10 月 20 日(水)～ 

11 月 19 日(金) 

選考日時選考日時選考日時選考日時    H22 年 11 月 22 日(月) 

      （キャリア・ビレッジにて説明と面接） 

選考結果選考結果選考結果選考結果    H22 年 11 月 23 日(火)通知 

定定定定        員員員員     12 名        

受 講受 講受 講受 講 料料料料    無 料                                                                                                                                                                                    

自己負担自己負担自己負担自己負担 教材費 5,250 円(税込)、 

食費＆宿泊費 80,000 円/月(税込) 

※ 訓練・生活支援給付金を受給され

た場合、上記経費に充当可能なため新

たな自己負担は基本発生しません。休

日滞在費等詳細は裏面参照 

 
受講希望者受講希望者受講希望者受講希望者はははは    

①①①① ハローワークハローワークハローワークハローワークにににに求職登録求職登録求職登録求職登録    

②②②② ハローワークハローワークハローワークハローワークでででで受講相談受講相談受講相談受講相談→→→→受講申込受講申込受講申込受講申込

書書書書交付交付交付交付    

③③③③ 選考日選考日選考日選考日までにまでにまでにまでに ICDSICDSICDSICDS にににに連絡連絡連絡連絡のののの上申込上申込上申込上申込

書書書書をををを郵送郵送郵送郵送    

④④④④ ICDSICDSICDSICDS のののの選考結果後選考結果後選考結果後選考結果後、、、、ハローワークハローワークハローワークハローワークでででで

受講勧奨受講勧奨受講勧奨受講勧奨をををを受受受受けけけけ受講決定受講決定受講決定受講決定となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

訓練期間 平成 22 年 12 月 15 日(水)～平成 23 年 4 月 14 日(木)  

イベ  
ント 

キャリア・ビレッジ   検   索 

訓練・生活支援給付金につ 

いて 
雇用保険を受給できない方でも一定

の要件を満たせば訓練期間中の生活

保障として、月 10 万円の訓練・生活支

援給付金が支給され、合宿訓練の経

費に充当することができます。 

※詳細はハローワークにてご確認く

ださい。 
 

コミュニコミュニコミュニコミュニ    

ケーションケーションケーションケーション    

スキルスキルスキルスキル    

ビジネスビジネスビジネスビジネス    

マナーマナーマナーマナー    

ビジネスビジネスビジネスビジネス    

マインドマインドマインドマインド    

見学・体験宿泊 

親御さんや本人からの入所相談 

お気軽に！ 
【公共交通機関】 

名古屋鉄道 知多新線 内海駅より               
南知多町コミュニティバス「海っ子バス」 
（西海岸線 豊浜さかなひろば行）                
高峰バス停下車 徒歩6 分程度 

【自家用車】 

知多半島道路 南知多 IC より約 10 分程度    

キャリア・ビレッジ 

第 3 期 

若者自立基礎知識・技能習得科 

労働
体験 

面接
対策 

基基礎礎
学学力力  

パパソソココ

ンン資資格格  



 

～～～～ICDSICDSICDSICDS キャリアキャリアキャリアキャリア・・・・ビレッジビレッジビレッジビレッジ    合宿型若者自立合宿型若者自立合宿型若者自立合宿型若者自立プログラムプログラムプログラムプログラム    概要概要概要概要～～～～    

訓練科名 若者自立基礎知識・技能習得科 

募集期間 平成 22 年 10 月 20 日（水）～平成 22 年 11 月 19 日（金） 

選考日時 平成 22 年 11 月 22 日（月）午前 10 時～18 時で申込順 選考方法 面接 

選考結果通知日 平成 22 年 11 月 23 日（火） 

訓練期間 平成 22 年 12 月 15 日～平成 23 年 4 月 14 日（4 か月）（訓練日数 80 日） 

訓練時間 6 時 30 分 ～22 時 00 分の間  １日 5～7 時間 訓練定員 12 名 

訓練目標 
社会人らしさやコミュニケーション・スキルを向上させて、就職活動や仕事に自信を持って取

り組むことができる。 

取得目標資格 

■プロフェッショナル職務能力（PDC）養成講座 一般レベル 6 科目 

①就職コミュニケーションスキルコース②就職マインド準備コース③就職スキル・ビジネス文章マスタ

ーコース④就職スキル・数理力マスターコース⑤就職スキル・社会常識マスターコース⑥就職スキル・

ビジネスマナーマスターコース 

■マイクロソフト認定アプリケーションスペシャリスト（MOS） WORD、EXCEL 

科目 科目の内容 訓練時間 

オリエンテーション 
プログラムの目的、受講の心構え、受講に際してのキャリアカウ

ンセリング 
8 

PDC 養成講座 

基礎学力編 

就職スキル・ビジネス文書マスター、就職スキル・数理力マスタ

ー、就職スキル・社会常識マスター 
36 

職業生活とモラル 
PDC 養成講座－就職スキル・マインド準備の履修 社会規範、

職場の常識、倫理など 
10 

学   

科 

講習のまとめ PDC 養成講座修了認定試験、訓練成果のまとめ 10 

生活訓練 食事、清掃等にあわせた生活全般の指導 80 

コミュニケーションス

キルトレーニング 

PDC 養成講座「就職コミュニケーションスキルコース」「ビジネス

マナーマスターコース」を用いた実習 
24 

労働体験 農地での軽作業等 20 

パソコンスキルトレー

ニング 
MOS 合格レベルの知識・技能習得を個々のペースで指導 74 

実   

技 

就職活動準備 

  

職業情報の取得、求人情報の収集、履歴書・ジョブカード作成指

導、面接トレーニング 

41 

 

各種職場・労働体験（各種職場、当法人実施の町起こし事業）111ｈ、起業体験 22ｈ 133 

訓 

練 

内 
容 

訓練時間総合計 436.0 時間 
(学科 64.0 時間、実技 239.0 時間、職場体験等 133.0 時

間） 

★合宿型若者自立プログラムの自己負担は、テキスト代 5,250 円、食費、宿泊費：月額 80,000 円 

個室希望者は 10,000 円加算 ※休日滞在の場合、食費 1日 2,100 円/日、宿泊費 1,680 円/日 （全て税込金額） 

★受講に際し、ハローワークで求職登録、申込書の交付、選考通過後の受講勧奨という手続きが必要です。 

★「合宿型」の訓練です。通学での受講はできません。 

 


