
 

  

 

Weｂデザイン初級科 
～２月開講☆訓練生募集☆定員 20 名～ 

募集期間   平成 30 年 11 月 30 日(金)から 

平成 31 年 1 月 10 日(木) 

入校選考日  平成 31 年 1 月 22 日(火)  

 

選考会場   日建学院北九州校 

 

合格発表   平成 31 年 2 月 1 日(金) 

 

受講費用   受講料無料 

 

受講期間   平成 31 年 2 月 14 日(木)から平成 31 年 5 月 13 日(月) 

 

取得資格   コンピューターサービス技能評価試験［ワープロ 3 級、表計算 3 級］ 

       Web デザイン技能検定 3 級 

託児サービス  託児費無料<定員 5 名> 

〔応募資格〕 

午前 9 時30 分開始 ( 9 時10 分より受付 ) 

北九州 市小倉北区紺 屋 町 9-1 明治安田生命小倉ビル 3 階 

※公共交通機 関をご利用下さい。 

<時間>午前 9 時30 分から午後4 時10 分 ※土・日・祝は休 講 です。 

ただし、テキスト代 (１２、960 円税込) 及び 資格 取得 受験料 は自 己負担 となります。 

※託 児サービスは別 施設 で行います 

※月 齢・、発育 状態 によってはサービスを受けられないことがありますので、 

ハローワークに願書を提出する前に 株式会社建 築  資料研究社 日 建 学 院 北九州校 へ

必 ずお問い合わせください。 

※託児 定員数 に限りがありますので、申込者多数 の場合、託 児サービスを受けられ

ない場合もあります。 

 

公共職業安定所長から受講あっせんを受けることができ、訓練を

受けて関連職種への就職を希望される方 

訓練実施機関 (株)建築資料研究社 日建学院北九州校 

※訓練内容に関するお問い合わせ先 [TEL:093‑512‑7100 FAX:093‑551‑1035] 

[E‑mail] kitakyusyu@br.ksknet.co.jp [URL] http;//www.ksknet.co.jp/nikken/ 

〒802‑0081 北九州市小倉北区紺屋町 9‑1 明治安田生命小倉ビル 3F 

問い合わせ先 ハローワークまたは 福岡県立戸畑高等技術専門校  

〒804‑0031 北九州市戸畑区東大谷 2‑1‑1 TEL093‑882‑4306 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

募集科 Ｗｅｂデザイン初級科（２月開始コース） 

募集定員 ２０名(最小実施可能人数７名)※応募者が最小実施人数を下回った場合、中止になる場合があります。予めご了承下さい 

受講期間 平成３１年２月１４日(木)～平成３１年５月１３日（月） 

受講総時間 342 時間（３ヶ月） 

受講時間 午前９時３０分～午後４時１０分 

訓練実施場所 北九州市小倉北区紺屋町 9-1 明治安田生命小倉ビル３Ｆ  日建学院北九州校 

訓練内容 

実務で活用する Word、Excel の実践力を身に付け、パソコンの基本的なスキルを習得します。 

また、Web サイト制作・運用する上で必要となる知識を習得し、HTML、CSS での基本的な Web 制作をはじ

め、実務で広く使用されている JavaScript・jQuery によるプログラミングスキルを習得し、パソコン向けの

Web サイトをはじめ、スマートフォン向けに対応した Web サイト構築方法を学び、Web 業界で即戦力として 

活躍できるスキル習得を目指します。 

就職先の職務 Ｗｅｂデザイナー、ＤＴＰ、プログラマーなどの専門職、一般事務、営業事務 

資格取得目標 Ｗｅｂデザイン技能検定３級、コンピューターサービス技能評価試験[ワープロ３級、表計算３級] 

受講費用 
受講料は無料です。 

但し、テキスト代１２，９６０円(税込)及び資格取得受験料は自己負担となります。 
 

科目 訓練時間 コースの内容 

普

通

学

科 

オリエンテーション ６ 入校式、ガイダンス、修了式 

就職支援 １８ 自己分析・仕事理解、ビジネスマナー、面接指導、履歴書・職務経歴書作成 

専

門

学

科 

デザイン基礎 ６ Web デザイン基礎、レイアウト、ワイヤーフレーム、色の表現 

コンピューター概論 ６ コンピューターの基本知識、OS の基本操作、文字入力 

ウェブ概論 ６ サイト構築方法、SEO 対策、インターネットの仕組み 

ＣＳ検定対策 ３０ 検定合格に向けての問題演習・解説 

Ｗｅｂデザイン 

技能検定対策 
３０ 検定合格に向けての問題演習・解説 

 

実

技 

Word 実技 42 Word の基本操作(6ｈ)、文章作成(18ｈ)、表作成(18ｈ) 

Excel 実技 42 Excel の基本操作(6ｈ)、計算式・関数の使用・作表(15h)、書式設定(15h)、グラフ作成(6h) 
Web デザイン・ 

画像処理 
42 Photoshop・Illustrator を使った画像の加工(18h)、ロゴ作成(6h)、Web デザイン(18h) 

HTML・CSS 演習 42 HTML・CSS による Web サイトの制作演習 
Javascript、Jquery 

演習 
24 JavaScript によるプログラミングの基本、jQuery の活用 

レスポンシブデザイン 18 スマートフォン向け Web サイトの構築 

Web サイト作成演習 30 Web サイト制作 

総訓練時間 ３４２時間 

 

 

○応募資格 

 公共職業安定所長から受講あっせんを受けることができ、訓練を受けて関係職種へ就職を希望される方 

○募集期間 

 平成 30 年１１月３０日(金)～平成 3１年１月１０日(木) 

○応募方法 

(１)住所管轄ハローワーク窓口で、就職のための職業相談を受けてください 

(２)雇用保険受給資格者の方は雇用保険受給資格者証をご提示ください 

(３)応募する方は入校願書に必要事項を記入し、写真(上半身、脱帽、正面向き、縦４㎝×横３㎝、応募６か月以内に撮影したもの)を 

貼付のうえ、ハローワーク窓口に直接本人が提示してください 

(４)応募受付は、土曜・日曜・祝日を除き、午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分までです 
  ※ご提出いただいた願書(証明写真含む)、その他応募書類はご返却できませんので予めご了承ください 

  ※個人情報の取扱いについて、応募書類にて知り得た個人情報は訓練実施以外の目的には利用しません 

○入校選考 

 入校選考は平成 3１年１月 2２日(火)午前 9 時３０分開始(午前 9 時 10 分から受付) 

日建学院北九州校 北九州市小倉北区紺屋町 9-1 明治安田生命小倉ビル３F(右図参照)にて行います 

 鉛筆、消しゴムを持参してください 

 ※受験票は送付しません。選考試験日に必ずお越しください。遅刻した場合は、受験できない場合が 

ありますのでご注意ください 

○入校選考内容 

(１)学科試験(義務教育修了程度の国語・数学)  (２)面接 
 ２、合格発表  

(1)合格発表は、平成 3１年２月１日(金) 

(2)選考結果については本人宛に通知します。また戸畑高等技術専門校玄関前および 

福岡県職業訓練ホームページ（http://www.fukuoka-kunren.net/）に合格者の受験番号を掲示します 

 ※電話では合否についてお答えできません 

３、その他 
詳しくは、ハローワークまたは戸畑高等技術専門校(TEL093-882-4306)へお問い合わせください 

訓練内容の詳細については㈱建築資料研究社 日建学院北九州校(TEL093-512-7100)へお問い合わせください 

１、募集科、募集定員、応募資格、訓練概要等 

訓練生募集案内 
 


