
詳しいカリキュラムは中面をご覧ください。
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スペシャルな講師からWe bの “コツ”を学ぶ特別講義があります

実務経験がある講師から“現場”で必須のアプリケーションが学べます

ロゴ・アイコンやイラストを
デザインするために学びます

AdobeIllustrator AdobePhotoshop
写真を使ったビジュアルを
デザインするために学びます
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令和5年度前期

遠野高等職業訓練校は、他者や組織と共生するソーシャルスキルトレーニング（SST）実施校です。
※ソーシャルスキルとは、職場や地域社会で多様な人々と協働して仕事をしていく力のことです。

｜イラスト｜令和4年度Webデザイン科修了生 YUi.

〔会場〕遠野高等職業訓練校

※定員に達した際、早期に募集を締め切る場合があります。
3月8日［水］～4月7日［金］
｜募集期間｜

4月14日［金］10:00～
｜選 考 会｜

受講料無料
別途自己負担▶ 教材費用 20,000円
 訓練保険 4,900円

｜対 象 者｜
公共職業安定所に求職手続をし、
公共職業安定所長から職業訓練の
受講あっせんを受けられる方で、
訓練修了後3か月以内の早期就職を
希望される方はどなたでも受講できます。

Webデザイン科

Webデザイン科を受講しようか迷っている方へ

はじめまして。
Webデザイン科を担当する
遠野高等職業訓練校の川原です。

ホームページをつくるには、
HTML5とCSS3を学ぶ必要があります。
HTMLは顔のパーツ、
CSSは化粧、
そして表情のように動きをつけるには
CSSアニメ、JavaScript、jQueryが使われます。
さらにHTMLをワードプレスに変えれば、
お客様も編集可能なホームページができる。
確かに、これがホームページをつくる
大事な行程です。

ですが、
クオリティの高い
ホームページをつくるなら
写真やアイコン、ロゴ、イラストといった
Webを彩る『素材』が欠かせません。

インパクトのあるイラストや、
個性的な写真で、
自分のつくったホームページが
「世界にただ一つの広告」になる、
そんな面白さがあります。

Webの現場で必須の
IllustratorとPhotoshopを
岩手県内で唯一
実務経験がある講師から学べ、
HTML5＆CSS3、JavaScript、jQuery
ワードプレスまで
プロフェッショナルに学べる職業訓練
遠野高等職業訓練校の
Webデザイン科で
音楽を奏でるように
PCを使いこなせるように
なりませんか？

このコースを修了した後、
本当に就職できるの？
ご安心ください、できるんです。
企業はDXに強い人材を求めています。

あなたの未来のために、
受講をお待ちしております。

受講生
募集定員15名

訓練コース番号：5-05-03-133-11-0090
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遠野高等職業訓練校

D Xに強くなるためにハイレベルなP Cスキルを学ぶ

受講のお申し込みは
最寄りのハローワークへ！

スキルアップにチャレンジする方を
公共職業訓練でサポートします。



訓練に関する
問い合わせは

〒���-���� 岩手県遠野市青笹町中沢�-�-�  Fax.����-��-����
詳細はホームページにてご覧いただけます▶【URL】http://www.tono-vts.ac.jp/

☎����-��-����（職）遠野職業訓練協会
遠野　訓練

随 時 見 学が可 能です。実 際に訓 練の様 子をご覧になってみませんか？お気 軽にご連 絡ください。

info-tonovts@tono-vts.ac.jp

応募の方法について
最寄りのハローワークにお申し込みください

【雇用保険の受給手続きをされた方】
ハローワークの受 講 指 示により、早 期に公 共 職 業
訓練を受講する場合、訓練期間中に基本手当の受給
ができるほか、受講手当（上限あり）、通所手当（距離
に応じて）が支給されます。また、次のような利点も
あります。（※一定の要件を満たす必要がございます
ので、お問い合わせください。）
➀訓練受講中に支給終了になる場合は訓練修了日
　まで受給が延長になります。　
➁訓練開始日時点で給付制限中の方は、訓練開始日
　より支給対象となります。
➂訓練中の支給申請は、毎月月末に実施施設で行う
　ため、訓練期間中の認定日にハローワークへ来所
　する必要がなくなり受講に専念することができます。

【雇用保険を受給できない方】
一定の要件を満たす場合、求職者支援制度に基づく
職業訓練受講給付金（月額��万円）、通所手当が支給
されます。

訓練中に受けられる給付金について

ハローワーク盛岡 tel.���-���-����
ハローワーク釜石 tel.����-��-����
ハローワーク遠野 tel.����-��-����
ハローワーク宮古 tel.����-��-����
ハローワーク花巻 tel.����-��-����
ハローワーク一関 tel.����-��-����
ハローワーク水沢 tel.����-��-����
ハローワーク北上 tel.����-��-����
ハローワーク大船渡 tel.����-��-����
ハローワーク二戸 tel.����-��-����
ハローワーク久慈 tel.����-��-����

委託機関：岩手県立宮古高等技術専門校
〒���-���� 岩手県宮古市松山�-��-�  tel.����-��-����

−これまでの就職実績［関連職種］−
Webデザインで起業（�名）

広告制作を含む起業（�名）

県内印刷会社の営業職（�名）

県外印刷会社の制作職（�名）

県内建設会社の広報職（�名）

県内システム開発の職種（�名）

県外システム開発の職種（�名）

Webデザイン会社の制作職種（�名）

県内企業の通販サイト運営職種（�名）

県内地域振興団体の広報職種（�名）

IT関連会社のエンジニア職種（�名）

Web制作会社のプログラム開発職種（�名）

県内ネットサービス会社の制作職種（�名）

県外自動車販売会社の広報職種（�名）

他にも事務職、介護職、製造業など幅広い就職実績！

PC基礎からビジネスアプリケーション習得、WEBサイト構築、ネットワーク知識
まで幅広い学習を通し、企業のIT推進課題に対応できるITスペシャリストを目指す。
□コーディングからしっかり学べる。
□タイピング、見積書作成、プレゼン資料作成ができる。
□イラストレーターでパーツデザインができる。
□フォトショップで写真素材作成ができる。
□自分のオリジナルホームページ作成を実践できる。
□さらに、ワードプレスまで学べる。

仕上がり像
□ワープロソフトによる入力操作、表計算ソフトによる見積書作成、プレゼンテー

ション資料作成など実務的なパソコン操作ができる。
□コーディングを習得し、ホームぺージ制作の基本的構築ができる。
□高度な画像の編集と加工、パーツ製作がを実践し、Webサイト構築の知識と

技術を習得する。
□職場における接遇・ビジネスマナーを身につけている。

ホームページの制作ができるようになるコース

訓練時間 �：��～��：��（�日�時間）
 ※昼休憩��：��～��：��／�時間毎に��分程度の休憩／土日祝：休講

訓練目標
□パソコンを使った情 報 処 理 全 般（ワープロ、表 計 算、プレゼンテーション、

インターネット）について、基本的な知識及びスキルを習得する。
□より高いパソコン技能（コーディング、画像加工、広報ツール、ホームページ）

及び実践的な知識及びスキルを習得する。

表計算ソフト実習 （時間数｜�h）
表計算ソフト基本・応用操作（表計算・計算式・関数・グラフ）、データベースの
基本・活用操作、応用関数を使った業務処理、エクセルを使った見積書作実践等

プレゼンテーションソフト実習 （時間数｜�h）
パワーポイントを使ったWEBサイトフロー作成体験等

ワープロソフト実習 （時間数｜�h）
ワープロソフト基本操作（単ページ処理、図形処理）等

素材製作実習 （時間数｜���h）
ホームぺージデザイン実践（イラストレーター・フォトショップ基本操作習得、
ホームぺージ素材（ロゴ・アイコン・ボタン・写真加工）作成実践、フローチャート
作成、ホームページデザイニング設計等

WEB実習 （時間数｜���h）
ホームページ知識、HTML�&CSS�知識、コーディング、ホームページデザイ
ニング、CMSインストール、ワードプレス導入実践、ホームページアップロード、
インターネット＆ネットワーク知識、Wifi設定、サーバ知識等

PC基本操作 （時間数｜�h）
パソコンの起動・終了、マウス基本操作、ウィンドウ・タスク基本操作、キーボード
基本操作、タッチタイピング（速入力）対応操作、データの保存、管理の基本操作等

就職支援 （時間数｜��h）
オリエンテーション、キャリア・ガイダンス、キャリア・カウンセリング＆コンサルティ
ング、アサーション＆傾聴トレーニング、エントリーシート及びジョブ・カード作成
指導、労務管理知識、職業講話＆インタビュー、個別面談による就職の方向性
確認・就職支援計画作成、個別面談に基づく情報提供等

接遇・ビジネスマナー （時間数｜��h）
職場内・外における職業意識・マナー、ヒューマンスキルを高めるための知識、
服装HOW TO、接客応対法・電話対応法等のケーススタディ、印象度トレー
ニング、模擬面接等

PC概論 （時間数｜�h）
OAを使う仕事の概要、OS、アプリケーションソフト、メディア、スペックなどのPC
操作における基本的知識等

実技科目 （合計時間数｜���h）

学科科目 （合計時間数｜��h）
安全衛生 （時間数｜�h）
VDT作業に適した作業環境知識等

□キャリア開発トレーニング
　が含まれている訓練です。
□人間関係トレーニングが
　無料で受けられます。

その他


