求職者支援訓練 6 月開講実践コース（訓練コース番号：5- 03- 45 - 002 -11 - 0006 ）
科目

科目の内容

入校式、オリエンテーション、修了式

就職活動の進め方、伝わる応募書類の作り方、企業の特徴に合わせた面接手法、企業情報収集のポイント

安全衛生

安全衛生の必要性、労働災害と対策、労働環境、VDT 作業と安全衛生

6 時間

情報セキュリティ知識

個人情報漏洩の防止策、情報・データ管理の注意点、守秘義務、著作権、ウイルスチェック

6 時間

科
内
容

6 時間

Web 概論

Web で使用される専門用語の解説、Web サイト動作の仕組み、クラウドサービスの仕組みと活用事例

12 時間

マーケティング概論

Web を活用した情報発信と集客のポイント、SEO 対策、アクセス解析ツールを使用した評価方法

18 時間

コミュニケーションデザイン知
識

コミュニケーションデザインの基礎知識、実在のサイトをモデルにしたプロモーション・ブランディングの事例

Web 動画制作知識

Web 動画を活用したクリエイティブの動向、Web 動画の企画・制作・アップロードまでの流れ

12 時間

インターネット広告の種類と活用事例、配信の仕組み、インターネット広告制作における留意事項

12 時間

6 時間

コンセプトの開発、アイディアを具現化するための指針を決定する手法、クリエイティブ完成のためのワークフロー、クライア
ントのニーズを引き出すヒアリング手法
メールアカウント取得方法、ブラウザの種類、小規模ネットワーク構築、トラブル対応技術

12 時間

DTP デザイン実践

グラフィックデザインソフト（使用するソフト：Illustrator/Adobe Creative Cloud 2021）を使用した素材作成、文字組み、
レイアウト

18 時間

画像処理ソフト（使用するソフト：Photoshop/Adobe Creative Cloud 2021）を使用したレタッチ、スライス、切り抜き、レギュ
レーション（クライアントからの指示内容・ルール）に沿ったバナー画像の作成

実

テーマに沿ったグラフィックデザイン（紙面の企画、写真素材の選定と加工、レイアウト、印刷入稿用データの作成）、ロゴ・名刺・

デザイン課題演習

チラシ等トータルでの提案と制作

技

54 時間

コーディング演習

ブラウザと Web ページ表示の構造、マークアップとタグ、HTML・CSS の書き方

54 時間

撮影技法実践

デジタルカメラ・デジタル一眼レフカメラの撮影技法

30 時間

スマートフォンサイト制作

レスポンシブデザインによるスマートフォンサイト設計、マークアップ、サイト検証

30 時間

Web システム応用

WordPress を使用した CMS の構築、環境設定、サーバー設置

24 時間

Web 制作課題演習

各種ソフトを使用し、与えられたテーマに沿った Web サイト構築の実践

66 時間

Web 作品制作

最終課題制作（サイト企画、デザイン、コーディング、制作物の発表と意見交換）

60 時間

612 時間

学科

114 時間

実技

420 時間

企業実習

66 時間

12 時間
職場見学等

12 時間

・訓練開始時刻前に朝礼を 5 分程度おこないます。

Macの操作

・放課後 1 時間を補講希望の受講生の対応時間とし、個別に作品の添削をおこなっています。
「一人ひとりにあわせたスキルアップ」が図れる環境を整備しています。
・宮崎駅から徒歩 8 分の場所にあり、延岡・日向・高鍋・都城・小林・日南からも受講生が通学しています。

選考について

持 ち 物 ：筆記用具
選考結果通知日：令和 3 年 6 月 1 日 (火 )

申込書提出先・選考場所
訓練実施機関：株式会社インタークロス
訓練実施施設：宮崎キャリア・デザインスクール
〒880-0879 宮崎県宮崎市宮崎駅東三丁目7番地1
受付時間：9：00〜18：00（土・日・祝を除く）

・Web・DTP デザイナー
・ホームページ運営担当者

➡

令和3年 4月23日(金)

【説明会】14:00〜14:45 【体験授業】15:00〜15:50

令和3年 5月 7日(金)

【説明会】18:45〜19:15 【体験授業】19:20〜20:00

体験授業は、ご用意できるパソコンの台数に限りがあります。事前のご予約をおすすめします。
上記以外の日程についても、個別相談や学校見学を承りますのでお気軽にご相談ください。

定員

15 名

訓練目標

訓練期間

令和 3 年 6 月 18 日 ( 金 ) 〜令和 3 年 12 月 17 日 ( 金 )

訓練時間

9：00 〜 15：50

訓練対象者の条件

駐車場

無し（自己手配）

定期学割

★職業訓練受講給付金受給には一定の要件があります。詳細については、ハローワークへお問い合わせください。

ハロートレーニング

〜急がば学べ〜

宮崎

訓練

キーボード操作ができる方

宮崎交通バス

新型コロナウイルス感染防止対策

マスク着用の周知徹底、入り口等に消毒液を設置、こまめな換気、可能な限り間隔を
空けた座席レイアウト、共用部分の定期的な消毒等に取り組んでいます。

宮崎県
北警察署

宮崎メモリードホール

株式会社インタークロス
宮崎キャリア・デザインスクール

オーパス宮崎店

フーデリー青葉店
スターバックス
宮崎青葉町店

ホームプラザナフコ
マックスバリュ
宮崎東店

③ 訓練の受講申込み

◎職業訓練受講給付金について

※いずれも任意受験です。受験料は自己負担となります。

【説明会】18:45〜19:15 【体験授業】19:20〜20:00

宮崎中央
郵便局

宮崎県
体育館
JR 宮崎駅

日向学院

➡

・Web クリエイター能力認定試験 ( スタンダード／エキスパート )

令和3年 4月 19日(月)

（まずはハローワークへ。※訓練が必要でないとハローワークが判断した場合は、訓練受講申込みはできません。）

※受講申込者が定員の半数に満たない場合、訓練が中止になることがあります。
※新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、訓練が延期又は中止になることがあります。

ネット広告
マーケティング

・Photoshop クリエイター能力認定試験 ( スタンダード／エキスパート )

【説明会】14:00〜14:45 【体験授業】15:00〜15:50

◎訓練受講申込みまでの手続き
② 訓練コースの決定

写真撮影

・Illustrator クリエイター能力認定試験 ( スタンダード／エキスパート )

訓練修了後に
取得できる資格

令和3年 4月 12日(月)

■求職者支援訓練を受講できる方は、「ハローワークにおいて訓練が必要であると認められること」等の要件を満たす方であり、就職支援措置の実施
に当たるハローワーク職員の指導又は指示に従うとともに、自ら進んで、速やかに職業に就くように努めなければなりません。

① 求職申込・制度説明

Web動画

「どんな企業に就職しているの？」「興味はあるけど、自分にできるか不安…」そんなあなたの
声にお答えする、学校説明会をおこないます。説明会終了後にはデザインソフトを使ったグラ
フィックデザイン制作の体験授業も開催します。ぜひご参加ください！
学校説明会・体験授業への参加は、求職活動としてハローワークに認定されます。

・新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、一部内容が変更になることがあります。

選考方法：面接

Photoshop
Illustrator

学校説明会＆初心者向けデザイン体験授業を開催します

・託児施設への子どもの送迎については受講者各自でおこなってください。（送迎用の駐車スペースはあります）

・専門誌を購入し受講生へ貸出しするなどして、受講者の費用負担を軽減しています。

・Web クリエイター

こんな仕事を
目指せます

・託児サービスは申し込みが多数の場合、利用できない場合があります。

※選考日時は申込受付時に決定します。

Adobe

Web制作
(HTML・CSS)

・修了後に取得できる資格（任意受験）については、各自が受験した試験に合格することで取得できます。

選考日時： 令和３年 5 月 18 日 ( 火 ) または 5 月 19 日 (水 )

5 月 10 日 ( 月 )

Web・デザインの仕事に必要な専門知識と技術を学べます

・訓練一環として当番制で日直をお願いし、清掃をおこないます。
備考

4月 5日(月)

24 時間

Web デザインソフトを使用した UI 設計・デザイン実践

訓練時間総合計

インタークロスの職業訓練｜宮崎キャリア・デザインスクール

48 時間

Web デザイン実践

職場見学、職場体験、職業人講話 【職業人講話】講話テーマ「業界のトレンド」「IT 企業に求められる人物像」（6h ×２日）

Web・DTP デザイナー養成科 ( 託児 )

18 時間

IT サポート実践

画像処理・加工演習

令和 3 年
～

学

ユニバーサルデザインや最新のデザイン動向

クリエイティブディレクション

練

18 時間

デザインの基礎と役割、レイアウトや文字組み、差別用語等の禁止用語の理解、ターゲットユーザーのリテラシーレベルの理解、

デザイン概論

募集期間

入校式・オリエンテーション (5H)、修了式 (3H)

就職支援

インターネット広告概論

訓

訓練時間

リッチモンド
ホテル宮崎駅前

Web 制作やデザイン・広報に関連する職務に従事するために必要となる Web サイト作成・管理技
術、及びデザイン技術を学ぶ。
また現場で求められるコンセプトの開発力やクライアントとの折衝スキルを身につける。
さらにマーケティングや広告、Web 動画の活用に関する知識を習得し、デザイン業界、Web・IT
業界への就職を目指す。
受講者の負担する費用

テキスト代 11,902 円 ( 税込み ) と企業実習の交通費が実費必要です。

資格受験費用 ( 任意受験 )、託児サービス内容のうち実費負担分が別途発生します。

個別の見学・ご相談も承ります。
お電話でお問い合わせください。

0985-89-0200
受付時間 9：00 〜 18：00（土・日・祝を除く）

担当：粟生山（あおやま）、茂原（もはら）、後藤（ごとう）

Web サイトからも説明会の参加申し込みができます

インタークロス 職業訓練
訓練実施場所・選考場所：株式会社インタークロス（宮崎キャリア・デザインスクール）
〒880-0879 宮崎県宮崎市宮崎駅東三丁目 7 番地 1

https://www.inter-cross.com/mcds/

検索

1000名以上が業界未経験から就職。
学びを仕事に活かせます！

ネット広告、検索エンジン対策、Web
解析の知識を学ぶだけでなく、自らア
イデアを出し発表する時間も設けてい
ます。

実践する

考え
発信する

作る
Photoshop・Illustratorを使用したデザ
イン制作、写真撮影、HTML・CSSを
用いたWebサイトの制作、WordPress
の活用方法を学ぶことができます。

／

DTPデザインの先生／後藤 修 (ごとう おさむ)
映像・写真・文字・グラフィックなどのデザインを通して、プロ
ジェクトのアートディレクションを中心に活動。地域の問題にデザ
インで向き合い、解決することを目指している。青島ビーチパーク
アートディレクター。
第22回宮日広告賞 大賞受賞。

／

県内の企業に訪問し、11日間の実習を
おこないます。
職場の雰囲気や実務の流れを体験する
貴重な機会を得られます。

Photoshop・Illustrator

Webデザインの先生／黒葛原 道 (つづらはら とおる)
1999年よりデザイナーとしてのキャリアをスタート。Webデザ
インをベースに、マークアップ、フロントエンドなど、サイト構
築に関わる業務全般、それに伴うディレクションや撮影、グラ
フィックデザインなどを手がける。
オンラインストア「quote」のアートディレクター。

／

写真撮影の先生／稲葉 茂徳 (いなば しげのり)
フォトスタジオでフォトグラファーとしてキャリアを積み、2015年
にナイスライフフォトグラフを立ち上げる。
家族写真、結婚式の撮影、企業撮影、広告撮影や動画制作など幅広
く携わり年間300程のプロジェクトを担当する。

19 歳以下…1%

年

齢

層

20 代
20 歳〜24 歳
25 %

52

Webデザイナー／Nさん

「入校前は飲食店で接客をしてお
り、Web制作やデザインは未経験
からのスタートでした。実際に学
んでみて良かったところは、短い
期間で実務に必要な基礎が身についたことです。半年間の
間にこれからの仕事も含め、自分自身と向き合う機会も得
ることができました。」

／

フロントエンド
エンジニア／Uさん

「独学に限界を感じ、専門的な知
識を身に付けたいと思い受講しま
した。Web制作の授業以外だけで
なく、デザインの基礎、写真撮影、情報セキュリティなど
幅広い知識が得られました。就職活動を始めた時には、業
界未経験でもいろんなチャンスがあると感じました。希望
していた仕事に就くことができ、学んだことが今の仕事で
とても役に立っています。」

25 歳〜29 歳
27 %

５0 代…２%

%

30 歳〜34 歳
24 %

35 歳〜39 歳 40 代
18%
3%

20代〜30代が中心ですが、幅広い年齢層の方が受講しています。
IT・デザイン系学科出身…10%
写真の修正や合成

Photoshopなどで作ったデザインをインターネット上で再現するために「コー
ディング」と呼ばれる作業をおこないます。この時に必要となるのがHTMLや
CSSの知識です。
HTML・CSS の仕組みを理解しておくと、Webサイトの更新や修正をおこない
たい時にどこを編集すれば良いか分かるようになります。

／

30 代 42

%

活かせる仕事：Web デザイナー、グラフィックデザイナー、印刷オペレーター

HTML・CSS

たくさんの修了生が
Web・IT業界で
活躍しています

受講生データ ※過去1年間に入校した受講生

→

写真の修正・合成やWebや印刷物のデザインをおこなう時に使われているソ
フトです。イラストの制作に利用することもあります。デザインに関する職
種の募集では使用経験が求められることが多くあります。
未経験から応募する場合も、職業訓練で半年間学んだ経験があることで大き
なアピールポイントになります。

プロのクリエイターから、
実務で使える技術と知識を学べます

デザイン（Web・印刷物）

独学で取り組んでいた…5%

IT・デザイン

未経験

に関する経験

76%

実務
経験者

9%

大半が未経験の状態から入校しています。経験にブランクがある方や独学で取り組んできた方が、専門性を高
めたいという目的で訓練を受講するケースも増えています。過去にITやデザインを学んだ方が、学びなおしの
ために受講するケースや基礎コースから連続して受講するケースもあります。

就職活動を強力にバックアップします

活かせる仕事：Web クリエイター、HTML コーダー、Web サイト更新スタッフ

Web マーケティング・ネット広告
制作したWebサイトをより多くの人に見てもらうためのノウハウを学びま
す。ネット通販で売上を増やすために工夫すべきポイント、インターネット
広告のしくみやSNSの活用事例、効果を測定する「アクセス解析ツール」の
使い方などを身につけることで、幅広い業種・業界のビジネスで活かすこと
ができます。
活かせる仕事：通販サイト運営スタッフ、ホームページ担当者、ネット広告運用

応募書類・ポートフォリオ対策

勉強会・セミナー

修了生との交流・情報交換

訓練期間中に制作した作品をポートフォリオ
（作品集）にしてまとめています。
企業の面接で、訓練で習得したスキルを知っ
てもらうことができ、業界未経験からの就職
を実現する後押しになっています。

放課後を利用し、ポートフォリオの制作講座
やWeb・デザイン等の分野に関連したセミ
ナーを実施しています。
訓練時間以外にも、スキルアップの機会を得
ることができます。

修了生による講話や交流の場を放課後に実
施しています。Web・デザイン業界で活躍
している先輩から直接話を聞くことで、業
界や仕事内容を理解する機会になっていま
す。職場見学も随時開催しています。

