
 再就職に向けてWeb制作に必要なデザインの基礎知識・HTML・CSS 等の作成技能や
　Webアプリケーションの基本となる PHP・MySQL を習得します。
　　就職支援（応募書類作成、コミュニケーション）を学び、即戦力としての技術が身に付きます。

再就職に向けて即戦力となる人材に！

訓練生募集

２月開講
定員20名

プログラミング科Web

応募資格

取得資格

実施機関

受講費用

募集期間

受講期間

TEL　0944-32-8991

有限会社 Link プロジェクト
（訓練実施場所）ビジネススクール Link to Link 大牟田校
〒836-0842　大牟田市有明町 2 丁目 1-11
　　　　　　　　　　　　　　　　

（問い合わせ先）　福岡県立大牟田高等技術専門校

住所：大牟田市大字歴木 475 番地　TEL: 0944-54-0320

・公共職業安定所 ( ハローワーク ) 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

　

令和４年１１月１８日（金）～ 令和５年１月４日（水）

無料 ※ただし、テキスト代と資格取得受験料は自己負担となります。

・特定非営利活動法人インターネットスキル認定普及協会　ウェブデザイン技能検定 3 級

随時施設見学を受け付けています。
担当︓中島・坂井

募集締切日 入校選考会場・日時

　迄に管轄のハローワークで受付

令和５年１月４日（水）
午前 9 時 30 分より
令和５年 1 月 13 日（金）

令和５年１月 20 日（金）福岡県立大牟田高等技術専門校

※午前 9 時より受付 合否通知書の郵送、
ホームページにてお知らせ

募集締切日 入校選考会場・日時 合格発表日

・サーティファイ　Web クリエイター能力認定試験　エキスパート
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         ( テキスト代︓11,528 円）

・一般社団法人 PHP 技術者認定機構　PHP 技術者認定試験　初級　※ITSS レベル１相当

※必ずマスク着用をお願いいたします。

※受講時間 :午前９時３０分～午後３時３０分（土曜・日曜・祝日は休校）

令和５年２月１日（水）
～ 令和５年６月２７日（火）〔5ヵ月〕

※マスク着用など新型コロナウイルス感染拡大防止対策にご協力ください。

この訓練は、専門的知識を身につけ、真剣に就職を考えている方が対象です。



訓 練 生 募 集 案 内 
１．募集科、募集定員、応募資格、訓練概要等 
募 集 科 Ｗｅｂプログラミング科 ２月開始コース     

募 集 定 員  ２０名 （※最少実施可能人数１４名）  

受 講 期 間  令和５年２月１日（水） ～ 令和５年６月２７日（火）（土曜・日曜・祝日は休校） 

受 講 総 時 間 ５８２時間（５ヶ月） 

受 講 時 間  午前９時３０分 ～ 午後３時３０分 

訓練実施場所  〒８３６-０８４２ 大牟田市有明町２丁目１－１１ ビジネススクール Link to Link大牟田校 

訓 練 内 容 
Webサイト制作のステップから公開までをPC、各種タブレット、スマーフォンに対応するレスポンシブWebデザインを基本とし、
Webサービス開発を行えるエンジニアの育成を目指します。 

就職先の職務 Web ｻｲﾄ管理者、PHP ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏｰ、ｼｽﾃﾑ開発、Web ﾃﾞｻﾞｲﾝ制作、ｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾌﾟ管理、営業・企画、事務、その他 

資格取得目標 
一般社団法人PHP技術者認定機構 PHP技術者認定試験 初級 ※ITSSレベル１相当 
特定非営利活動法人インターネットスキル認定普及協会 ウェブデザイン技能検定3級 
サーティファイ Webクリエイター能力認定試験 エキスパート 

受 講 費 用 受講期間中の受講料は無料です。（テキスト代１１，５２８円、資格取得受験料（級によって異なる）は自己負担となります。） 

※応募者が最少実施可能人数を下回った場合、訓練が中止になることがあります。あらかじめ御了承ください。 

教 科 の 科 目 時間数 教 科 の 細 目 

普通学科 

オリエンテーション ６Ｈ 諸事・説明、アイスブレイク 

安全衛生 ３Ｈ ＶＤＴ作業のための労働安全衛生上の指針 

就職支援 ３６Ｈ 就職相談、面接対策、自己分析、自己理解、職業理解、ライフプラン、履歴書・職務経歴書作成   

職業能力基礎 １２Ｈ 
基本動作、礼、電話のマナー、来客の対応、言葉遣い、第一印象、傾聴、双方向の円滑な伝達、 
相互理解、アサーション、承認、質問、セルフケア 

人権研修 ３Ｈ 人権問題の背景、部落差別、ディスカッション 

専門学科 

Webデザイン概論 ３０Ｈ インターネット概論、色彩デザイン、情報セキュリティ、ウェブ概論 

情報倫理 ６Ｈ 著作権、個人情報保護、不正アクセス禁止 

コンピュータ概論 ６Ｈ ファイルの構成、ネットワーク、ハードウェア 

ウェブデザイン技能検定対策 ３０Ｈ ウェブデザイン技能検定 3級検定対策 

実  技 

OS基本操作 ６Ｈ Windowsの基本操作、タッチタイピング、ファイル管理 

インターネット ６Ｈ インターネット、電子メールの基礎と活用 

HTML実習 ６６Ｈ HTML5言語基本、各種マークアップ、リンク・相対パス、画像の挿入、テーブル、フォームの作成 

スタイルシート実習 ６０Ｈ CSS基本、HTMLとのリンク、スタイル定義、レスポンシブデザイン 

画像処理実践 ４２Ｈ 画像の種類と解像度、画像の補正、画像のレタッチ、Web用の画像作成 

PHP実習 １０８Ｈ PHPプログラム基本構文、MySQL基礎、レコード保存・抽出 

PHP技術者認定試験初級対策 ６０Ｈ PHP技術者認定試験初級対策 

Webクリエイター検定対策 ３０Ｈ 実技試験対策 

Webサイト制作実践 ７２Ｈ Webサイト計画、コンセプト設定、デザイン・色彩計画、サイト制作 

総 訓 練 時 間 ５８２Ｈ  

○応募資格 
公共職業安定所（ハローワーク）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 

○募集期間 
令和４年１１月１８日（金） ～  令和５年１月４日（水） 

○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4cm×横3cm、応募6ヶ月以内に撮影したもの）を 
   貼付の上、ハローワーク窓口に直接本人が提出してください。 
   大牟田高等技術専門校では受付しておりません。 
（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。 
※個人情報の取り扱いについて、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 
（１）日時      令和５年１月１３日（金）  午前９時３０分より行います。（午前９時より受付） 
（２）場所      福岡県立大牟田高等技術専門校（大牟田市大字歴木475番地）（右下図参照） 

   （公共交通機関を利用してください。） 
（３）持参するもの  筆記用具（ＨＢ鉛筆、消しゴム）、スリッパ、靴入袋 
           ※受験票は送付しません。選考試験日に必ず来校してください。 
                  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（国語・数学）を30分間 マークシート方式 
②面接 

２．合格発表 
（１）合格発表は、令和５年１月２０日（金）です。 
（２）選考結果については本人宛通知します。また、ホームページ 「福岡県の職業訓練」    

(http://www.fukuoka-kunren.ac.jp/) 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又は、福岡県立大牟田高等技術専門校（TEL：0944-54-0320）へ            
また、訓練内容については、有限会社Linkプロジェクト（TEL：0944-32-8991）へ   
お問い合わせください。                                                    <<選考会場の地図>> 

ゆめタウン 



Webプログラミング科
ホームページ作成やWebシステムに関するお仕事を目指す方、
Webのスキルを身に付けるチャンスです。

Webのことを” 今” 知らなくても、
世界標準に合わせたホームページが作れます。
Webで利用したことのある「予約システム」や
「サンクスメール」の仕組みを作っていきます。

Webについて基礎からしっかり学び、作成技術だけでなく、
　　　　　幅広い知識を身に付け、多くの資格取得を目指します。

●Webプログラミング科の訓練目標
Webによる情報発信が進んだ現在、その中で必要とされる技
術を持った人材を育成することを目標としています。ただ技
術だけではなく、依頼主との商談などで必要となるコミュニ
ケーション能力を向上させ、効果的な求職活動が行えます。
このコースは、Webページを単に作成できる技術だけではな
く、顧客のコンセプトを取り入れた実用デザイン、Webシス
テムを学びます。

●Webプログラミング科の訓練内容
5か月間を通して、架空のレストランのホームページ制作を進めていきます。
トップページのデザインからメニューを紹介するページなど様々なレイアウ
トデザインを学び、パソコンやスマートフォン両方に対応するページに仕上
げていきます。訓練後半は、レストランの予約システムを作成し、予約の受
付管理を行うシステム構築を行います。右記QRコードより完成サイトを閲
覧できます。

また、訓練期間を通して、以下の資格取得を目指します。
・サーティファイWebクリエイター能力認定試験エキスパート
・国家資格　Webデザイン技能検定 3級
・ITSS レベル１　PHP技術者認定試験　初級

お問合せ

TEL　0944-32-8991

有限会社 Link プロジェクト
（訓練実施場所）ビジネススクール Link to Link 大牟田校
〒836-0842　大牟田市有明町 2 丁目 1-11
　　　　　　　　　　　　　　　　

随時施設見学を受け付けています。

担当︓中島・坂井
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完成サイトQR

補足資料


	R50201 Webプログラミング科_募集案内（表面）
	R50201 Webプログラミング科_募集案内（裏面）
	web補足資料

