
ハロートレーニング (求職者支援訓練 )実践コース　 訓練番号 5-04-15-002-02-0021

訓練科名：Web アプリケーション開発者養成科訓練実施機関：（特）新潟県高度情報社会生活支援センター

〒９５０－０９８２ 新潟市中央区堀之内南３－１－２１　北陽ビル２Ｆ

０２５－２８５－７０２２０２５－２８５－７０２２

特定非営利活動法人　新潟県高度情報社会生活支援センター

（担当 ： 志賀）

訓練期間 ６ヶ月

（ 土日・祝日、8/11 ～ 16、8/22、10/3、10/17、11/4、12/29 ～ 1/3 はお休み）

７月２５日７月２５日
令和４年 令和５年

（月） １月２４日１月２４日～

アプリケーションアプリケーション
開発者養成科開発者養成科

※すべて任意受験

（火） 

訓練対象者の条件

Windows 操作､文字入力
ができる方

お問い合わせ先・訓練実施施設・選考会場

（受講申込者が募集定員の半数に満たな い
場合は、中止となることがあります）

定　員

1５名

訓練時間：9:30 ～ 16:10

受　講　料

無料
（テキスト代　11,748 円）

５月３０日（月） 

令和４年

申込期間

（金） 

令和４年

７月１日～

※訓練終了後、教室清掃があります。

桜木インター↓
駐車場あり 15 台

　（月額 3,000 円）

和
合
線

笹出線
しゃぶ葉 新潟駅南口→

※鳥屋野十字路バス停
　下車２分

第四銀行ブライダル
ステージ

北陽ビル２F

↑新潟市役所

和
合
線

NPOにいがた

お気軽にお問い合わせください。

こんな方におすすめです！

・Web業界への就職を目指したい。
・Linux エンジニアを目指したい。
・Webアプリケーション開発の全体を学びたい。
・開発環境の構築から制作まで学びたい。

訓練修了後に取得できる資格

・LinuC レベル１

受講生

募集
将来性の高いWebアプリエンジニアを目指しませんか？

HTML･CSS
JavaScriptPHP

Linux

WebWeb

・情報セキュリティマネジメント試験
・IT パスポート

＜当施設では、次の新型コロナウイルス感染防止対策に取り組んでいます。＞
　マスク着用の周知徹底、手洗い場に石鹸の常備、入口等に消毒液を設置、こまめな換気、共有部分の定期的な消毒

※IT スキル標準（ITSS）レベル 1の資格取得を目指すコースです。

※IT スキル標準 (ITSS) レベル 1



学　
　

科

実　
　

技

科目 科目の内容

安全衛生

訓練合計時間

各種行事 開講式 (1H)、 オリエンテーション (2H)、 修了式 (2H)

職場における５S の重要性と VDT 作業の留意点

②選考試験 ③結果通知

訓練科名：Web アプリケーション開発者養成科訓練実施機関：（特）新潟県高度情報社会生活支援センター

令和４年

　７月７日
令和４年

　７月１４日
選考時間：別途お知らせします。
選考会場：ＮＰＯにいがた キャリアアップセンター

選考方法：面接、筆記試験 (基礎学力 )
持 ち 物：筆記用具

郵送で通知いたします。

企業が求める人材 （３H）、 プログラマーに必要な能力 （３H）

就職支援 履歴書 ・ 職務経歴書の作成、 面接指導

情報技術基礎知識 企業活動、 法務、 経営戦略マネジメント、 技術戦略マネジメント、 システム戦略、 開発技術、
プロジェクトマネジメント、 サービスマネジメントとシステム監査、 基礎理論とアルゴリズム、
コンピュータシステム、 ハードウェア、 ソフトウェア、 データベース、 ネットワーク

３

訓練目標
Linux サーバーの構築・管理を学習するとともに、JavaScript、PHP プログラミング、フレームワークなど、
Webアプリケーション開発に従事するために必要な技能を習得する。

時間

１８

６０９

訓練内容

①ハローワークへ

（木）（木）

住居所を管轄するハローワークへ

お問い合わせください。

※申込締め切り後、選考時間を

　お電話でお知らせいたします。

申込方法

説明会

会場：ＮＰＯにいがた キャリアアップセンター

日時：申込期間中の随時　※お電話でご予約ください。

０２５－２８５－７０２２０２５－２８５－７０２２

情報セキュリティ知識 情報セキュリティ技術 （基本概念､サイバー攻撃と情報セキュリティ対策､情報セキュリティを確保する技術）
情報セキュリティ管理 （ISMSの確率･実行･監視とレビュー、 セキュリティインシデントの管理）、 関連法規

Linux 基礎実習 開発環境構築、 Linux のインストールと仮想マシン･コンテナの利用、 ファイル･ディレクトリの操作と管理、
リポジトリとパッケージ管理、 ハードウェアの設定、 シェルとシェルスクリプト、 ネットワーク設定、
システム管理、 必須システムサービス、 セキュリティ、 オープンソース
（使用ソフト ： VBOX6.1、 CentOS7、 Ubuntu21.1、 Rocky Linux8.5）

Web ページ作成実習 HTML 基本、 CSS 基本、 コーディング

５４

６３

２４

６

５４

JavaScript プログラミング実習 JavaScript の基本、ｊQuerｙの構築実習、 Ajax の構築実習、 Mail 送信 ４６

PHP プログラミング基礎実習 PHP プログラミングの基本、 ディレクトリ、 ファイル、 ユーザ定義関数、 フォーム、 セッション、
データベースの利用

６０

PHP フレームワーク実習 Laravel の基本 ・ 構築実習 ６０

Web アプリケーション制作実習 Web アプリケーションの作成、 テスト、 公開 ９０

職業人講話

Linux サーバー構築実習 環境設定、 サーバーアプリケーションインストール、 サーバーの設定 ・ 管理、 メンテナンス、
コマンド操作、 組み込み、 セキュリティ設定
（使用ソフト ： VBOX6.1、 CentOS7、 Ubuntu21.1、 Rocky Linux8.5）

３３

Linux サーバー管理実習 DNS、 HTTP、 HTTPS、 SMTP、 POP3、 SSL、 Webmin の設定
（使用ソフト ： VBOX、 CentOS7、 Ubuntu、 Rocky Linux）

５６

SEO 対策実習 Google Search Console の設定 ・ 管理、 Google analytics の設定 ・ 管理 ６

CSS フレームワーク実習 Bootstrap を用いたレスポンシブ Web サイト作成実習 ３２

プログラミング概論 プログラミング言語の仕様、 プログラムの基本構造 ４
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