
e-mail : training@kmt-ics.co.jp
http://www.kmt-ics.co.jp/training/

身体障害者
　　ソフトウェア開発
　　　　訓練センター
096-289-2100
FAX 096-287-2019

見学は随時受付。お問い合わせください。
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身体障害者ソフトウェア開発訓練センターは、熊本県立高等
技術専門校の委託により、熊本ソフトウェア株式会社が平成７年
４月に施設をバリアフリー化し開設した職業訓練センターです。
当センターでは、コンピュータを活用する業務に就職を希望

される障がい者の方のために、専門的な知識習得や即戦力となる
ための実践的な実習を行います。
また、習得目標技能ごとに「グループ」を設定し、実際の作

業現場を想定した環境での訓練を行うことで、就労後の職場にお
けるコミュニーケーションや業務遂行などの能力向上にも取り組
んでいます。
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訓練センター日課
朝  礼　　９:００～　９:２０
１限目　　９:２０～１０:１０
２限目　１０:２０～１１:１０
３限目　１１:２０～１２:１０

昼休み (50 分）

４限目　１３:００～１３:５０
５限目　１４:００～１４:５０
６限目　１５:００～１５:５０
７限目　１６:００～１６:５０
終  礼　１６:５０～１７:０５
※月～金曜日（祝祭日は除く）

外部講師による専門講座
ビジネスマンマナー

プレゼンテーション応用実習
文章能力向上実習

IoT基礎
英語
etc.

Office アプリケーション
Word
Excel

PowerPoint
Access
etc.

パソコン関連基礎講座
パソコン基礎知識

OSやメールなどの各種設定
アプリケーションインストール

パソコン組み立て
etc.

アプリケーション作成アプリケーション作成アプリケーション作成
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データベース活用
etc.
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データベース活用
etc.
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応用、データベース作成や管理等についても習得しま
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様々な課題を通してアプリケーション開発の基礎から

応用、データベース作成や管理等についても習得しま

す。また、アプリケーションが動作する環境基盤(サー

バ、IoT) の構築や運用のノウハウも習得します。

様々な課題を通してアプリケーション開発の基礎から

応用、データベース作成や管理等についても習得しま

す。また、アプリケーションが動作する環境基盤(サー

バ、IoT) の構築や運用のノウハウも習得します。
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ホームページホームページホームページ
etc.etc.etc.
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訓練生専用駐車場

入口スロープ

養護室

身体障がい者用トイレ

訓練センター入口

基礎訓練室

更衣室・ロッカー 食  堂応用・実践訓練室
充実した設備を設置しており、
2年間の訓練に集中できます。

それでは、現在の訓練の内容を
紹介してください。
それでは、現在の訓練の内容をそれでは、現在の訓練の内容を
紹介してください。Q.Q.Q. 紹介紹介紹介

　私は、即戦力となるパソコン活用能力を習得するため
に訓練センターに入所しました。現在、印刷業務やホー
ムページ制作の技術習得のために実務レベルの課題づく
りに専念しています。デザインに関係する作業は初めて
なので最初は苦労しましたが、先輩にアドバイスしても
らったり、同期と助け合いながら頑張っています。最近
では、自分のデザインが訓練センターの年賀状に採用さ
れたのでとてもうれしかったです。
　パソコン初心者の自分でしたが、一年経過した今では
実力がついてきたことを実感しています。できるだけ多
くのことを吸収し、自分が希望する企業に就職したいと
思います。

専門的な活用能力を習得しています。A.

コンピュータには全く触ったことが
なくても、訓練についていくことが

ータには全く触ったことがコンピュータには全く触ったことが
なくても、訓練についていくことが
ココ
なななQ.Q.Q.

　私たちも入所した当時は不安でしたが、全くその心配
は必要ありませんでした。入所してから半年間は、コン
ピューターの基礎を一から学ぶことができ、その間に自
分がどのような企業に就職したいかということを指導員
と相談していきます。その後、自分の就職の希望に対応
した技術習得のためのグループに分かれ、より実践的な
訓練を受けます。指導員がマンツーマンで分かりやすく
指導してくれるので、安心して訓練を受けることができ
ます。

A.コンピュータの基礎から学べます。

車イスを利用しているのですが、
設備は大丈夫ですか？
車イスを利用しているのですが、
設備は大丈夫ですか？
車イスを利用しているのですが、
設備は大丈夫ですか？Q..Q.

　私たちの中にも、車イスを利用している人がいます。
通路には手すりやスロープがあり、車イスで利用しても
使いやすい車イス専用トイレもあります。段差もないバ
リアフリーですし、施設全体も広くて明るい、障がいを
持つ方に優しい施設になっています。

車イストイレ・スロープ等を
設置しています。A.

Q&Aコーナープチ


