
訓練実施機関

訓練実施施設

訓練番号

そ
の
他

訓練対象者の条件

訓練目標

訓練期間

受講時間

定員

eラーニング
コース

に係る留意事項

自己負担額

（内訳も記載）

6時間

23時間

22時間

23時間

23時間

22時間

22時間

24時間

25時間

24時間

21時間

21時間

22時間

【ECサイト】バナーの作成、TOP画像の制作、アイコンの制作、【旅行サイト】カンプの制作、アイ
キャッチ画像とボタンの制作（使用ソフトIllustrator、Photoshop）

29時間

32時間

24時間

30時間

28時間

31時間

6時間

イラスト制作応用 Web用図形の描画応用演習（使用ソフトIllustrator）

写真素材レタッチ・加工
応用

画像加工応用演習（使用ソフトPhotoshop）

HTML/CSSによる各種ページ制作と装飾、使いやすさ向上

イラスト制作実践
文字の配置と飾り文字、ロゴのデザイン、画像加工、フライヤーのデザイン、プレゼンテーション資
料のデザイン（使用ソフトIllustrator）

写真素材レタッチ・加工
実践

印刷物（ポストカード、フライヤー）の作成、Web用素材（Webバナー）の作成（使用ソフト
Photoshop）

デザイン性の高い
ドキュメント作成基本

Web素材の作成、印刷用素材の作成（使用ソフトIllustrator）Web構成パーツ作成

デザイン性の高い
ドキュメント作成応用

イラスト作成・写真加工を伴うリーフレットデザインの制作 （使用ソフトIllustrator）

Web制作入門 HTML/CSSによるトップページ制作、見栄えの良いWebサイト作成

Web制作基礎

通所による訓練なし

写真素材レタッチ・加工
基本

文字の入力・編集、描画モードとレイヤースタイル、スマートオブジェクト、フィルター、レタッ
チ、シェイプ・パス、総合演習（使用ソフトPhotoshop）

写真素材レタッチ・加工
活用

画像加工演習（使用ソフトPhotoshop）

履歴書・職務経歴書の作成知識

パソコンスクールアビバ

イラスト制作基本
レイヤー、トレース、ブラシ、シンボルとブレンド、グラフ・表、画像の配置と編集、総合演習（使
用ソフトIllustrator）

イラスト制作活用 図形の描画演習（使用ソフトIllustrator）

学
科

安全衛生 情報機器作業における健康管理

Webマーケティング入門 Webに関する制作の基礎知識・デザイン知識

就職支援

訓練時間

1時間

12時間

2時間

23時間

23時間

24時間

7月18日開講

求職者支援訓練≪受講生募集案内≫

未経験者OK！6ヶ月でじっくり学ぶWebデザイナー科（eラーニング）

5-05-12-002-11-0057 コース 実践コース

募集期間

訓練内容

株式会社リンクアカデミー

科目 科目の内容

イラスト制作入門
図形の描画、ペンツールを使ったパスの描画、オブジェクトの変形、文字の入力・編集、パターン
（使用ソフトIllustrator）

令和5年5月19日 ～ 令和5年6月26日

Web制作言語基本
HTMLの基礎知識、さまざまなリンク、箇条書きとテーブル、CSSの基礎知識、CSSのデザイン・レイア
ウト、フォーム、実践演習、総合演習

Web制作言語基礎
javaScriptの基礎、条件分岐、繰り返し文、ファンクション、配列、オブジェクト、jQueryの基礎、
最終課題

制作するサイトについて、ヘッダーの制作、商品画像とTOP画像、商品ページの制作、注文ページの
作成、レスポンシブ対応

Web制作実践 応用Webサイト制作演習

Web制作活用 簡易Webサイト制作演習

e ラーニングコース受講に係るパソコン、モバイルルータ－等はご自身でご用意ください。

①受講にあたって用意が必要な設備（機器・推奨環境・インターネット接続環境）等の詳細は裏面を参照してください。
②対面指導等の双方向で行う場合は、Zoomを使用します。
③訓練カリキュラムについて、１週間程度の期間を要する分量で内容に関連性が認められるものを「ユニット」として設定し、各「ユニット」の受講修了ごとに確認テストを実施し
ます。
④１週間に１度、オンラインによる対面指導を行います。

Webデザイナーとして必要なIllustrator、Photoshop、Webサイト制作・運用の基本作業ができるようになる。

成績考査 中間考査、修了考査

職業人講話
企業から求められる人材像・スキル面・雇用状況
Webデザイナーに求められる人材とは

実
技

訓練修了後に取得
できる資格

Illustrator®クリエイター能力認定試験　スタンダード・エキスパート
※この訓練はエキスパートを目指すコースです。

※任意受験です

Photoshop®クリエイター能力認定試験　スタンダード・エキスパート
※この訓練はエキスパートを目指すコースです。

（受験料別途自己負担）

Web制作応用

Web制作基本 装飾、レスポンシブ対応による制作演習、サイトに動きをつける演習

543時間（総訓練時間）

  30名　※受講申込者が募集定員の半数に満たない場合は訓練の実施を中止することがあります。

　テキスト代　0円（税込）　・　受講料無料　・　ソフト代　11,880円（税込）（Adobe Creative Cloud 　1,980円/月×6か月）

①育児・介護中の方、②居住地域に訓練実施施設がない方、③在職中の方（雇用保険被保険者は対象外）等、訓練の受講に当たり特に配慮を
必要とする方、自宅にパソコン等の情報通信機器を備え、通信費の負担ができる方

写真素材レタッチ・加工入門
切り抜き、角度補正、カンバスの追加、色調補正、色の設定とペイント、選択範囲、レイヤー、レイ
ヤーマスク（使用ソフトPhotoshop）

令和5年7月18日 ～ 　令和6年1月17日（6カ月）



選考日 令和5年6月30日

時間 選考時間は予約時にお知らせします。

選考予約先（電話番号） 080-4459-2951

実施方法 オンライン

（オンラインの場合の選考
試験の参加用ＵＲＬ）

Zoomでの開催となりますが、別途お知らせします。

選考結果発送日 令和5年7月6日郵送

選考方法 面接

　担当者：　　小島（オジマ）

　電話番号：　080-4459-2951 FAX番号：　 03-6859-9060

・通所手当　職業訓練実施施設までの最も経済的かつ合理的と認め
られる通所経路に応じた所定の額（上限額あり）

【雇用保険受給資格者以外の方】 【雇用保険受給資格者の方】

 ハローワークの支援指示を受けて受講する方で、一定の要件を満た
す場合は、職業訓練給付金が支給されます。

　訓練受講開始日において、雇用保険の受給資格のある方又は受給中の方
で、ハローワークの受講指示を受けて受講される方は、訓練期間中、雇用
保険の失業給付(基本手当、受講手当及び通所手当)が支給されます。

・職業訓練受講手当　　月額１０万円

※入校後の訓練実施施設連絡先については、上記記載のとおりです。

詳しくは、住居所を管轄するハローワークへお問い合せください。

ＰＲポイント

受講申込書の
提出方法・連絡先
（ハローワークでの
申込後の訓練実施施
設への提出方法等）

　提出方法：　郵送

  提出先：　　〒277-0005　千葉県柏市柏2-2-4 細田ビル3F

  ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：　ojima.kiyonori@link-academy.co.jp

求職者支援訓練のご案内

厚生労働省のQRコード

注
意
事
項

・パソコンや通信環境はご自身でご用意いただきます。

＜推奨環境＞ OS： Microsoft Windows 8 / 8.1/10 画面解像度： 1024×768dpi 以上

ブラウザ： Google Chrome Ver46 以上 設定： JavaScript・ActiveX が有効

通信環境： 2Mbps 以上(ブロードバンド推奨)

※PCの空き容量、その他詳細についてはお問い合わせください。

・使用するソフトウェア Adobe Creative Cloudを受講者ご自身でご用意いただきます。

・公共無線LAN（FreeWi-Fi等）を使用して訓練を受講しないようにしてください。

・キャリアコンサルティング等をオンラインで実施します。パソコンには、カメラ、マイク機能が必須です。

・各ユニット終了ごとに受けていただく「習得度確認テスト」の正答率が３回連続で8割未満となった場合は、

理由を問わず退校処分となります。

コ
ー
ス
内
容

❶Illustrator/Photoshop ❷マークアップエンジニア ❸実践的なWEB制作

写真やイラストを使用 して効果的に訴求する力は、もはや業種や業界を問わない注目スキル！

自身のキャリアを 磨きたいあらゆる方におススメです。見栄えはCSS、動きはJavascriptといったようにHTML以

外の言語でしか実現できないこともたくさん。また、PCやスマホなどサイズの異なる画面でみてもきちんと表示でき

る「レスポンシブWeb」など、トレンドを押さえた知識習得が可能！

独学で感じた限界。

最初に訪れた

アビバで通学を決意。

和菓子屋勤務
独学から

通学へ

キャリアの

30年計画

資格

取得

就職

決定

「自分の興味を仕事にし

てみたい！」と転職を希

望。

キャリアチェンジの転機実例 パソコンスクール大手のアビバだから就職支援も安心！！

”成し遂げたいこと”

を軸として考える

きっかけに。

資格取得に

チャレンジ！

「学んだことを

無駄にしない！」

という強い意志！

※アビバ通学受講生の例（求職者支援訓練の事例ではありませ

ん）

ア
ビ
バ
で
の
転
職
例

就
職
支
援

【１】多数の派遣会社と提携

リンクアンドモチベーショングループ独自の『診断×変革』技術を用いた、モチベーションを軸にした就職を実現！

【２】キャリアナビゲーターの存在

就職支援だけじゃない！スキルアップ支援だけじゃない！どちらにも精通したキャリアのプロ集団だからこそ実現でき

る将来の目指す姿！そして将来のキャリア開発！『あなたのキャリアに本気のパートナーを。』

制作(例）

【上げろ自分の市場価値！】

①WEB制作業務でホームペー

ジ・バナー作成で『不可欠な人

材』へ

②アプリ制作企業/業務でアイコン

キャラクターデザイン！

③在宅ワークでラインスタンプ制作

やデザイン！派遣会社と提携！タイム

リーな求人紹介が可能！

―事前説明会のお知らせー

随時電話にて受け付けております。全てオンラインで開催します。

（お問い合わせの上ご参加下さい）

※問い合わせ先 小島

（月～金 ojima.kiyonori@link-academy.co.jp）

℡080-4459-2951

ご予約はこちらからも


