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6月開講
6ヵ月コース

実践的なサイト制作
HTML/CSS 等、実践的なコーディングを学んで、
WEB サイトをゼロから構築していきます。基礎から
丁寧に指導しますので予備知識は不要です。

デザインソフトも学べる
WEB＆デザイン業界でシェアの高いデザインソフト
「イラストレーター」「フォトショップ」「ドリーム
ウィーバー」を学べます。就職の幅が広がる！

スマホサイト /CMS
今後WEB業界で主流になっていく、スマートフォン
サイトの構築、CMS（wordpress、JavaScript）など
最新の技術を学べます。

事務職の就職にも有利！
他と差がつくWEB 知識は履歴書＆面接で大きな
アピールポイントに！事務系の職種から更に職域の
幅を広げられる有利なスキルです。

訓　練　科　名
【募集の概要】

WEB デザイン科
募　集　期　間 令和 4年 4月 20 日～令和 4年 6月 6日
選　　考　　日 令和 4年 6月 10 日
選　考　会　場 フェリカ家づくり専門学校　群馬県前橋市南町 2-38-2
選　考　方　法 面接
持　　ち　　物 筆記用具
選考結果通知日 令和 4年 6月 16 日（発送日）
訓　練　期　間 令和 4年 6月 27 日～令和 4年 12 月 26 日

訓　練　時　間
9：20 ～ 15：45（原則、土日祝は休み）
＊キャリアコンサルティングは放課後に実施する場合があります
＊訓練終了後、清掃 10 分程度

定　　　　　員 15 名「定員は変更する場合があります」

訓練対象者の条件 基本的な PC操作ができる方
（起動・保存・文字入力・インターネットの利用）

・求職者支援訓練の受講に関するお問い合わせ、お申込みは原則住所を管轄するハローワークへ。
・訓練コースに関する内容、説明会、見学についてのお問合せ及び受講申込書の提出は、下記まで。
・一定の要件を満たす方に「職業訓練受講給付金」が支給されます。
・応募状況により、訓練を中止にする場合があります。

・電車通学の方：前橋駅南口より徒歩15分

【選考会場および訓練実施施設】

・自転車・バイク通学の方：駐輪場無料
・自動車通学の方：駐車場有料（月額5,000円）

↑受講生作品／実践的なWEB サイト制作実習を行います。



●訓練目標（仕上がり像）

●訓練修了後に取得を目指す資格

ウェブ・コンテンツを提供・運営する企業において、WEB デザイン・WEB コンテンツ制作の作業ができる。

■Web検定　Webリテラシー　　　　　　　　　   （社）全日本能率連盟
■Webクリエイター能力認定試験　スタンダード　（株）サーティファイ

■Web検定　Webデザイナー　　　　　　　　　   （社）全日本能率連盟

【訓練内容】

科　目 科 目 の 内 容 訓練時間

WEB デザイン
学

科

実

技

ウェブの基礎知識、デザインの基礎知識、色彩の基礎知識 15 時間

3時間

18 時間

96 時間

99 時間

54 時間

48 時間

96 時間

99 時間

84 時間

6時間

安全衛生の必要性、VDT 作業、5S、労働作業

再就職プラン、応募書類の作成指導、面接指導

開発環境の準備、HTML の基礎知識、CSS の基礎知識、HTML での文書作成、CSS での文書装飾、
表組とフォーム、CSS レイアウトの基本

マルチデバイス対応の基礎知識、レスポンシブサイトの設計･準備、レスポンシブサイトのコーディング
CSS、JavaScript、PHP

写真編集の基本･応用、画像切り抜き･合成、フライヤーの制作、図形のトレース、名刺の制作、
バナーの制作、ワイヤーフレーム、デザインカンプ      ( 使用ソフト：Illustrator、Photoshop、AdobeXD)

初期設定、基本操作、キャラクターイラストの描画･着彩、ロゴタイプの制作、ロゴマークの制作、

CSSスタイル設定、CSSでのデザイン、スタイルの関連付け、スマートフォン用スタイルの定義、サーバー接続
基本設定、基本操作、サイト定義、ウェブページの作成、HTMLタグの編集、ビデオ･地図の挿入

プロトタイプ、デザインカンプ、コーディング、プラグイン　               ( 使用ソフト：Dreamweaver、Adobe XD)

オリジナルWEB サイトの企画、WEBサイト制作ガイドライン、WEBサイトの設計書作成、サンプリング
サイトマップ、ワイヤーフレーム、制作スケジュール、SEO
(使用ソフト：Illustrator、Photoshop、Dreamweaver、Adobe XD)

HTML･CSSでのコーディング、WEBサーバーへのアップロード、バリデーション･校正、プレゼンテーション
(使用ソフト：Illustrator、Photoshop、Dreamweaver、Adobe XD)

オリジナルWEBサイトの制作、デザインカンプ、ロゴマーク･アイコン･画像の作成、

WordPress、基本設定、パーマリング、ユーザー設定、テーマ、投稿・カテゴリー、固定ページ、
プラグイン、ウィジェット、CSS カスタマイズ

①「IT（WEB・デザイン）分野で必要なスキルとは」　講師未定　（3時間）
②「企業が求める人材」　講師未定　（3時間）

安全衛生

就職支援

HTML・CSS 実習①

HTML・CSS 実習②

グラフィックデザイン実習

WEB オーサリング
ツール実習

WEB 制作実践①

WEB 制作実践②

CMS実習

職業人講話

【受講料】 求職者支援制度における訓練は受講料が無料となっております。

【自己負担】

【受講Q&A】
就職支援はありますか？
履歴書等の書き方や模擬面接を行います。
経験豊富なキャリアコンサルタントが貴方の就職をサポートします！

授業についていけるか不安です
インターネットの基本から学び、毎日の学習の積み重ねで確実にステップアップできます。
未経験の方もたくさん受講されています。丁寧に指導しますのでご安心ください。

どんなソフトを使用しますか？
業界でシェアの高いデザインソフト「イラストレーター」「フォトショップ」
「ドリームウィーバー」「Adobe XD」を学べます。またWEB の仕組みが解ることで、
就職先企業のどんな環境にも応用できるのが本訓練科の魅力です。

テキスト代　12,342 円（税込）　　＊開講初日に集金します。

受講に関するご相談、見学希望など、お気軽にお問合せください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
訓練実施施設

フェリカ家づくり専門学校 TEL.027-223-2100〒371-0805　群馬県前橋市南町 2-38-2

受付時間 9:00 ～ 18:00（平日のみ）　担当窓口：黒岩

当校では新型コロナウィルス感染症を防止するために
受講生の皆さんへの周知及びご協力のもと、感染防止
対策に取り組んでいます。
 ・マスク着用の周知
 ・入館前の手洗いと検温
 ・入口等に消毒液を設置
 ・手洗い方法・咳エチケットの掲示
 ・教室等のこまめな換気
 ・共用部分の定期的な消毒

受講説明会実施中！！
毎週水曜日 17：00 ～（事前予約制）

施設充実！実績確かな当校ならでは！
安心して学べる環境です。
しっかり学べて、就職サポート体制も万全。

WEB デザイン科 求職者支援訓練　実践コース　デザイン分野　訓練コース番号 5-04-10-002-11-0013
ハロートレーニング（求職者支援訓練）～急がば学べ～

【訓練目標】

（旧名称；フェリカ建築＆デザイン専門学校）


