
求職者支援訓練
実践コース（デザイン分野）

【訓練番号】
5-04-08-002-11-0058

< 開講 >
令和 4 年 11 月 15 日

龍ケ崎エリア

基礎

応用

受講生募集
定員 15 名

〔訓練目標〕

情報サービス業事業所や
ウェブ・コンテンツ提供業事業所において

Web の企画・デザイン・制作の基本作業ができる。

昨今トレンドの、web クリエイターと
しての基礎知識から、Excel・Word・
Powerpoint の Office ソフトを基礎
から学べます。

ホームページを作る流れやルールを学
び、HTML と CSS を使ったプログラ
ミングを行います。実際コードを打っ
て行います。

取得できる資格
（任意受験）

ウェブデザイン技能検定　３級 /Web クリエイター能力認定試験 スタンダード
Illustrator クリエイター能力認定試験　スタンダード
Photoshop クリエイター能力認定試験　スタンダード

まなびの森（龍ヶ崎市田町３４４０－１）

令和４年 11 月１5 日（火）～令和 5 年 3 月 14 日（火） 
訓練日数 69 日間（255 時間）　休校日︓日曜・祝日他 ( 日別計画表による )

１３︓3０～１7︓2０　１時間ごとに１０分休憩あり

１5 名（応募状況によっては訓練を中止することがあります）
　　　 （応募状況によっては、定員を増員することがあります）

基本的な PC 操作、キーボード入力を両手でできる方
主として新型コロナウイルスの影響を受けてシフトが減少した方や休業を
余儀なくされている方など、在職中で訓練時間に配慮が必要な方

（これに該当しない離職者の方も受講できます）

無料

【全員】テキスト代　8,008 円（税込）　
【利用者のみ】駐車場代　4,０００円（訓練全期間分）
【受験者のみ】
　　ウェブデザイン技能検定　３級　学科︓５,０００円（税込）
　　実技︓３５歳以上５,０００円（税込）　３５歳未満３,０００円（税込）
　　Web クリエイター能力認定試験 スタンダード　５,９００円（税込）
　　Illustrator® クリエイター能力認定試験   7,600 円（税込）
　　Photoshop® クリエイター能力認定試験  7,600 円（税込）
令和４年 9 月 14 日（水）～ 10 月２6 日（水）
※締切日の前日までに管轄のハローワークでの求職申込と就職相談が必要です
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応募方法

選考について

受講をするためには選考面接を受ける必要があります。
①管轄のハローワークで募集締切日の前日までに求職申込の手続きを行い、職業相談の上、
　「受講申込書」「受講申込・事前審査書」等を受け取ります。
② 「受講申込書」「受講申込・事前審査書」、添付すべき確認書類等を募集期間内に
　ハローワークへ提出してださい。内容確認後、「受講申込書」が交付されます。
③ハローワークから交付された「受講申込書」を下記まで郵送してください。 
※10/26（水）消印有効
　〒３０１－０８３５　龍ケ崎市田町３４４０－１　日本教育福祉協会　職業訓練担当
④応募受付後、電話にて選考面接の時間等についてご案内いたします。

【選　考　場　所】 　まなびの森　（龍ケ崎市田町 3440－1）
【選　考　日　時】 　令和４年 11 月 1 日（火）
【選　考　方　法】 　面接のみ
【持　　ち　　物】 　筆記用具
【選考結果通知日】 　令和 4 年 11 月 8 日（火） ※郵送にて通知
※選考面接は、応募された方全員が対象となります。
　面接当日に欠席された場合は辞退とみなしますので必ずご参加ください。
※結果通知は郵送にて通知させていただきます。
　なお、電話によるお問い合わせには応じかねますのでご了承願います。
※申込時にご提出いただいた書類は、個人情報保護に関する法律を尊守し、適切に管理いたします。　

webデザイン&パソコン事務科（短時間）webデザイン&パソコン事務科（短時間）
ゼロから学ぶゼロから学ぶ



訓練の内容
科目

実
技

パソコン基礎・OA 概論

安全衛生

web プログラミング知識

Web デザイン知識

文書の書式設定、表の作成、文字の書式設定、段落の書式設定、その他の書式設定、印刷形式の設定、ファイル操作・管理、
オブジェクトの活用、文書の校正、文書の作成・校正 ( 稟議書、依頼文書、議事録等 )　（使用ソフト︓Word）

ページ・テーマの設定、編集の操作、書式の設定、デザイン（図形、効果文字）、アニメーションの設定、スライドショーの設定と実行
　（使用ソフト︓PowerPoint）

ワークシートへの入力、設定、編集、ページレイアウトの設定、ブック管理、リストデータ操作、グラフ作成、
マクロ作成等の作成（見積書、請求書、納品書等）　（使用ソフト︓Excel）

HTML ファイルの骨組み、HTML の基本の書き方

HTML コーディング（構造、テキスト、リスト、テーブル、リンク、画像、フォーム）、
CSS コーディング（カラー、フォント・テキスト、ボックス、背景）、各ブラウザによる表示確認

フルスクリーンページ制作、カスタマイズ、ヘッダー、コンテンツ、ファビコンの作成

２カラムページの制作、カスタマイズ、見出し、フッター、横並びの設定、メインエリア、サイドバーの作成、レスポンシブの対応

タイル型レイアウト制作、カスタマイズ、紹介文の作成、レイアウトの設定、レスポンシブの対応

外部メディアを利用した web サイト制作、レスポンシブの対応、外部メディアのカスタマイズ

基本操作、図形や線を描く、オブジェクトの選択と基本的な変形、色と透明度の設定、オブジェクトの編集と合成、線と文字の設定、
覚えておきたい機能

基本操作、レイヤー操作と色調補正、選択範囲の作成、色の設定とペイントの操作、レイヤーマスク、文字、パス、シェイプ、画像の修正、
フィルターとレイヤースタイル

Web ページ作成の仕事等

【新型コロナウイルス感染症防止対策】
１．非接触体温計による体温のチェック（37.5 度以上ある場合は入室をお断りします）
２．講師、受講生はマスク及びフェイスシールド着用を必須とします
３．消毒用のアルコールを設置常備します
４．1 時間ごとに換気を徹底します

科目の内容

Web プログラミング実習④

講習時間
パソコン操作に関する基礎知識・ＯＡ機器（電話機・ＦＡＸ、コピー機、パソコン等）の種類と活用事例（ＯＡ機器の組合せ事例、ソフトウェアの活用事例）   

安全衛生の必要性、VDT 作業の留意点（適した作業環境、点検・清掃・改善措置の方法）

様々な種類の web サイト、ユーザビリティ、web サイトの仕組み、デバイスの種類、ブラウザーの種類、制作の流れ

色彩・グラッフィックデザインの基本、リテラシーレベルの理解、ターゲットとデザインの関係、デザイン動向

文書作成ソフト操作実習

表計算ソフト操作実習

プレゼンテーションソフト操作実習

HTML 基本実習

HTML/CSS 実習

Web プログラミング実習①

Web プログラミング実習②

Web プログラミング実習③

1 時間

1 時間

5 時間

5 時間

12 時間

12 時間

17 時間

8 時間

36 時間

20 時間

36 時間

学
科

訓練日程

〇 訓練実施日　★ キャリアコンサルティング　12/22,1/19,2/16 はハローワーク来所日

20 時間

20 時間

20 時間

職業人講話

36 時間

※使用する OS の名称及びバージョン︓Windows11 使用するソフトの名称及びバージョン︓Office2019/Adobe  Illustrator(ver 26.2)/Adobe Photoshop(ver 23.3)

illustrator 操作実習

photoshop 操作実習

2022-2023

◆訓練実施機関◆

0297-84-1625

〒３０１－０８３５
龍ヶ崎市田町３４４０－１

まなびの森
営業時間　９︓００～１７︓００（日・祝休み）
竜ケ崎駅から徒歩１３分　
※駐車場あり（有料 / 選考面接時は無料）HP

職業訓練担当︓矢口

◆実施施設情報◆
一般社団法人日本教育福祉協会


