
訓練実施機関
株式会社 GKI

愛知県名古屋市中区錦 1 丁目 17 番 13 号
名興中駒ビル 4 階

 ※駐車場なし　伏見駅 10 番出口から徒歩 6 分

受講申込書は、ご郵送又はご持参ください。
詳しくはお問合せください

TEL：052-684-5831 担当：川口・宍戸

株式会社 GKI  名古屋ラーニングセンター
https://gkij.net/

訓練施設名 / 選考会場 / 受講申込提出先

求職者支援訓練 
実践コース（IT 分野）

受講料無料

募集延長

定員 30 名
未経験歓迎

説明会
11/26（木）
第 1 回 10:00 ～
第 2 回 13:00 ～

訓練コース番号 5-02-23-002-02-0054

Webプログラミング  
　　　　(Java) 育成科
Webプログラミング  
　　　　(Java) 育成科

受講生募集受講生募集

　令和3年
1月25日開講
　令和3年
1月25日開講

募集期間 令和 2 年 11 月 24 日～令和 2 年 12 月 22 日

各 60 分程度

令和 3 年 1 月 5 日（時間は個別にご連絡します）

面接・筆記（筆記用具をご持参ください）

選考日

選考内容

令和 3 年 1 月 25 日～令和 3 年 4 月 23 日（土日祝は休）訓練期間

令和 3 年 1 月 8 日選考結果通知日

9:00 ～ 15:40（休憩含）

30 名

訓練時間

受講定員

8,206 円（税込）自己負担金

PC の基本操作、タッチタイピングができる方

新型コロナウイルス感染防止対策

訓練対象の条件
IT 関連企業または一般企業の IT 関連部署にて、習得した知識・技術を活用し、エンジニアとして、
上長指導の下、現場でアプリケーション開発、保守の基本作業ができる。
Oracle Certified Java Programmer,Bronze SE 7/8（任意受験 / 検定料は自己負担）
Oracle Certified Java Programmer, Silver SE 8 　  （任意受験 / 検定料は自己負担）

訓練目標
訓練修了後に

取得できる資格

当施設では、新型コロナウイルス感染防止対策として、以下の対策に取り組んでいます
【入場の制限】
・咳、くしゃみ等の症状のある場合
・37.5℃以上の発熱が見受けられる場合
・倦怠感がある場合
・その他、受講が難しいと弊社が判断した場合

【研修復帰の制限】
左記に該当する場合、2 週間の自宅待機をして
いただきます。なお、自費で PCR 検査を受けて
頂き、結果が陰性の場合は、体調が良くなった
ら入場いただけます。

【会場の対策】
・教室入室時にハンドジェルなどの使用の徹底
・ソーシャルディスタンスとマスクの着用
・換気の徹底、室温、湿度の管理
・備品すべてを毎日、徹底的に除菌
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※受講を申し込むには、複数回ハローワークに行く必要がありますので、お早めにお申し込みください

科　目

安全衛生

就職支援

IT リテラシー

Java プログラミング基礎演習

Java プログラミング応用演習

データベース演習

総合演習

職場見学　職場体験　職業人講話

オブジェクト指向 Java
プログラミング基礎演習

アルゴリズム、Java プログラム概要、式と演算子、条件分岐と繰り返し、配列
（Oracle Certified Java Programmer,Bronze SE7/8 合格に必要なスキル）

RDBMS 概要、正規化、SQL 基本文法、式と関数、集計とグループ化、副問い合わせ、
トランザクション、テーブル作成、テーブル設計

HTML、CSS、テキスト装飾、リンク設定、画像表示、ボックスと情報の整理、テーブル
フォーム、ページレイアウトとナビゲーション、レスポンス Web、JDBC

アプリケーション開発（プロジェクト管理、アプリケーション設計、実装、テスト、
ドキュメント作成）

JDBC プログラミング＋
HTML 演習

オブジェクト指向 Java
プログラミング応用演習

プログラミング基礎知識

作業管理、健康の保持増進、安全衛生関係法令

履歴書・職務経歴書の書き方、面接指導

情報セキュリティ、ハードウェア、ソフトウェア、IT 基礎知識

アルゴリズム、プログラミング知識、論理的思考

メソッド、クラスの継承、参照、抽象クラス

複数クラス、インスタンスとクラス、カプセル化、継承、多態性、例外、文字操作

【職業人講話】　IT 業界が求める人材（株式会社ベネフィット）

【職業人講話】　名古屋市の IT 業界の動向（株式会社ベネフィット）

コレクション、テーブル操作、テーブル設計

3 時間

3 時間

3 時間

18 時間

6 時間

6 時間

72 時間

42 時間

78 時間

24 時間

24 時間

24 時間

60 時間

科目の内容 訓練時間

学
　
科

実
　
技

1. 求職申込 2. 受講申込 3. 受講申込書の提出 4. 選考 5. 就職支援計画 6. 訓練受講
➡ ➡ ➡ ➡ ➡

住所地を管轄するハ
ローワークで求職申込
を行い、職業相談を受
けてください。

ハローワークで受講申
請申込書を交付しても
らい、必要事項を記入
した上で、募集期間内
にハローワークで受講
申込手続きを行ってく
ださい。

当校の施設です。
30 名が座れる教室で、
一人一人の机でソー
シャルディスタンスを
意識した教室運営を実
施しております。

受講環境は PC の他、
モニターを設置し、
より受講しやすい環
境を整えております。

ハローワークで受け付
けてもらった受講申込
書を当校に持参又は郵
送で提出してくださ
い。

選考日に当校で選考試
験を受けてください。
選考結果は、選考結果
通知日に郵送で通知し
ます。

合格の通知を受けた方
は、ハローワークに選
考結果通知を持参し、
就職支援計画書の交付
を受けてください。

訓練開始です。
開校日には就職支援計
画書を持参してくださ
い。

訓練概要

訓練カリキュラム

受講手続きの流れ

施設の紹介 受講環境の紹介

Ｊａｖａプログラマーとして業務に従事できるように、基本的な内容から幅広い技術を習得しま
す。Ｊａｖａプログラミングを通じて、プログラムの考え方、学び方を徹底的にお伝えし、初学
者でもプログラマーとしての道を広げることができる訓練です。



地下鉄伏見駅から徒歩6分
名古屋市中区錦1丁目17番13号
名興中駒ビル4階に教室があります。

一人1台のデスクでソーシャルディ
スタンスを意識した教室です。

大型モニターを設置し、よりプログ
ラミングコードが見やすい環境です。

ITエンジニアを目指す職業訓練です
現在、IT業界は人手不足が問題視さ
れています。
これからIT業界への転職を希望され
る方は必見です。
未経験でも安心して受講ができるよ
う基礎からスタートします。

学ぶプログラミング言語もITエンジ
ニアとしてニーズが多いJava言語
を学習します。

また、資格取得も目指すことができ
る訓練です。

1
2021

株式会社GKI

コース名：Webプログラミング（Java）育成科

求職者支援訓練

POINT!

POINT!

訓練紹介

施設紹介

コロナ感染防止対策も実施

IT業界への第1歩



株式会社GKI
北海道札幌市に本社があります。
主な事業はIT人材育成研修サービス
を展開しており、ITエンジニアを育
成する新入社員研修・中途入社社員
研修を実施しております。
札幌のほか東京や名古屋でも新入社
員研修を展開しております。

職業訓練の実績もあり、IT業界への
高い就職率を出しています。
弊社取引先へのご紹介など積極的に
行っております。

訓練紹介動画はこちら

受講環境は、PCの他セカンドモニ
ターを完備し、より快適で受講しや
すい環境を整えています。
就職先での環境を意識し、訓練時か
ら現場環境に慣れて頂きます。

また、講師もエンジニアを経験し、
弊社ITエンジニア育成研修や職業訓
練の経験もあります。

1
2021

株式会社GKI

コース名：Webプログラミング（Java）育成科

求職者支援訓練

POINT!

POINT!

受講環境・講師紹介

弊社紹介・就職支援

新入社員研修の様子

より快適な学習環境




