
東京都離職者等再就職訓練
ＷＥＢデザイン科
施設見学会資料

ヒューマンアカデミー立川校(別館)

〒190-0012

東京都立川市曙町2-9-1

菊屋ビル6階

ＴＥＬ ０４２－５１２－８８３７

FAX ０４２－５１２－８８７５

平日 ９：００～１８：００



人を育て、社会へ送り出し、支える ヒューマングループの概要

・ 1985年に事業を開始、数多くの修了生･卒業生を社会に輩出

• 資格取得スクール・生涯学習提供機関で日本初のISO29990:2010を取得

• 全国主要都市25都道府県、65校舎に展開し、所属講師2,700名以上

• 公共職業訓練は全国で毎年60コース程を受託

企業･大学･行政の人材育成・就業支援にヒューマンアカデミーの教育が選ばれています。



離職者向け職業訓練とは

国の予算で民間教育訓練機関等が運営するセーフティネットの一施策です。

受講される方はスキル向上の機会が得られる一方、就職決定へ努力していただきます。

★就職を目指します(雇用期間4か月以上＆修了後3か月以内）

★シビアな出欠管理で運用されます！
貴重な３ヶ月間、止むを得ない事情(冠婚葬祭･付添･送迎･介護･就活等)以外は休まず出席しましょう！

職業訓練は遅刻･早退･欠席について総時間の上限があり、細かく管理しています。

規則正しい生活が早期就職にも直結しますので、期間中から就職活動に取り組める方を歓迎します！

就職のカウント 1週間の労働時間 雇用期間 雇用形態

20時間以上 ４か月以上 正社員･契約社員･アル
バイト、自営開始もOK

受講費用 テキスト代及び資格の受験料(任意)は個人負担。
それ以外は原則無料(雇用保険等適用外の方は交通費ご負担）

受講対象 年齢･経験問わず、就職(自営開業含む)を目指す方なら制限無



WEBデザイン科は就活準備とスキル習得の
両輪で就職決定を目指します！

就職
決定

就職支援授業

キャリア相談

応募書類作成(履
歴書･職務経歴書)

学科・実技
カリキュラム

スキル証明
ポートフォリオ作成



就職支援の内容
項目 頻度・時間帯 メニュー

キャリアコンサルティング
月1回×3か月
講義終了後

①受講動機や職歴のヒアリング
⇒強み発掘や意識を高める機会
②応募書類の添削
③キャリアプランシートの発行

就職支援授業 2日半
①書類作成
②自己分析・棚卸
③面接対策

企業説明会 半日

関連業界の方々から仕事内容･求められ
るスキル等をお話しいただきます。
①Web制作会社等
②Web系人材会社･IT業界請負企業等

3者面談･WEB面接･
就活交流会

グループ制作
中･訓練中･修
了後

企業への応募状況を確認しアドバイス、
WEB面接の場所提供、就職活動中の
方々の情報共有をしています。

※Webデザイン科訓練修了者 就職率実績（修了３か月後の調査・雇用形態問わず）
約67％ （2020~21年開講クラスの平均値、うち4分の3がWeb制作関連、他前職関連等）



修了後の主な就業先
未経験の入校でも「正規･契約･派遣･アルバイト」
…様々な雇用形態または自営開始等で

お仕事開始される方が出ています！

業界等 職種

アパレル WEBデザイナー、広告制作

医療機器メーカー WEBコーダー

化粧品メーカー アプリケーション開発

外食 WEBデザイナー、商品開発

印刷・出版 デジタル製版

教育機関 WEBコーダー

EC(通販) カスタマーサクセス(顧客対応)

WEB制作･デザイン会社 WEBデザイナー、WEBディレクター

WEBコンサルティング システム開発

自治体系財団法人 広報・ライター



修了後の就職実績及び職種割合

職種別就職状況

就職者の割合 (修了3か月後)

就職

WEB関連への就職割合

未就職

就職

関連

非関連

自営等

カスタマー･
システム等

ディレクター･
コーディング

デザイナー



WEBデザイン科カリキュラム ３つのポイント

• 限られた3カ月間の中で色彩･グラフィックデザイン等
の学科とAdobeソフト･HTML&CSS中心の実技を結
び付けて初学者の質向上を目指します

• あくまでもサイト制作の基礎に多くの時間を配分

学科と実技を結び
付けて質を追求

• 「Adobeソフトを使ったデザインやHTML&CSSを用い
た更新」といった求人需要のあるスキルを目指します

• HTMLでプログラミングの基礎を学ぶことが就職への
早道であり、その後のスキルアップへつながります

フロントエンド向け
スキルの習得

• グループ制作の機会を通して、現場でも必要となる
コミュニケーション力を醸成します(模擬プロジェクト)

• 発表の機会がありますので、制作の意図･背景をプレ
ゼンするスキルを習得します(発想や視点の置き方)

現場を想定した
機会を設定



カリキュラム(学科)
科目 内容

色彩学 ＷＥＢサイトを作る上で必要な色彩知識(色相･彩度･明度
等3属性）を配色ワーク等で実践的に学びます(色彩検定
3級を目指される方もいます)

グラフィックデザイン デザインのコンセプト理解やイメージ作りを通して、クライ
アントに提案するスキルを磨きます

インターネット概論／
ネットワーク概論

インターネットの歴史･進展の背景、セキュリティ対策等

WEBマーケティング ネットマーケティングの特徴・種類、プロモーション、ネット
広告、ネット販売、効果測定、外注管理、関連法規

※コロナ感染防止対策として、学科科目の一部を
オンライン(希望者は在宅受講)で行うことがあります。



カリキュラム(実技)
科目 内容

Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒ 初期設定･環境設定･ペンツール等からロゴや地図を作成

Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ 写真の色調や明度補正･合成･加工その他のツールから画
像を編集

ＨＴＭＬ5+ＣＳＳ3 WEBページを作成するための言語。 HTMLで段落･見出
し･表を定義し、画像や動画を挿入等
CSSでスタイリング(例：背景･フォント･色)等

XD/JavaScript/ｊQuery XDの出来ること、プロトタイプ作成、
JavaScriptの基本文法,動的なWEBサイトの表現方法

Ｄｒｅａｍｗｅａｖｅｒ
WordPress

基本操作、Webサイト全体の構造、リンクの作成、
WordPressの基礎知識

ポートフォリオ制作 ＩｌｌｕｓｔｒａｔｏｒやＰｈｏｔｏｓｈｏｐでのご自身の作品、広告制作演
習でのグループ作品をピックアップして、就職活動で活用で
きるポートフォリオを制作します



カリキュラム(グループ等)

※広告制作演習は現在個人ワークに置き換えておりますこと
予めご了承願います。

科目 内容

広告制作演習 プロジェクト進行の方向性を決め、ターゲットを絞り、計画を
立てるノウハウを学び、グループで企画を考え発表します。

グループで進めた課程･作品は就職活動でしっかりアピー
ルしましょう。

グループ制作演習 今まで学んだスキルを活かし、クライアントの意向に沿った
WEBサイトを制作できるようグループで役割分担をして取り
組みます。



目指せる資格

学んだ成果を希望の就業先へアピールできる資格があります。

ぜひチャレンジしてみてください！

※受験は任意です。

試験名 時期 備考

Ｗｅｂデザイン技能
検定3級

2022年11月27日、
2023年 2月19日、
(学科４５分+実技
60分)

インターネットスキル
認定普及協会

色彩検定3級 例年6月、
11月13日(10月11

日迄申込受付)

色彩検定協会

ネットマーケティン
グ検定

随時 サーティファイ
(複数の希望者がい

れば当校での 団体
受験可)



ハード環境・ソフトの利用

別途御覧ください。

ポートフォリオ(修了生作品）

項目 使用名称 備考

PC Windows(ノート型) Mac等の持参は可
(但し授業はWindowsで進行)

ソフト Adobe Creative Cloud Illustrator, Photoshopの授業時
より
＜アカデミック版(1年or3年間)＞
自宅等で使用したい場合、職業訓練の
在校証明で購入可能(直販･流通系)



ＨＴＭＬの初歩 （文章改行） <br>

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title>heading.html</title>

</head>

<body>

文章を<br>

改行してみましょう。<br>

<br>

できましたか？

</body>

</html>



CSSの一例 ①セレクタを記述することで、どの部
分にデザインを適用させるか決める

②プロパティはセレクタで指定した場
所の「何を変化させたいのか」決める

③文字サイズを大きく、色を変える



よくある質問
項目 質問 回答

保険 失業認定日に
ハローワークへ行く
必要ありますか？

受講指示を受けた方は授業期間中ハローワーク
に行く必要はありません。その他の方は手続き･
認定等で行くことがあります。

休日･
訓練日

土日祝日に訓練が
ありますか？
休みはあります
か？

授業は平日のみの実施で3カ月目に就職活動日
(授業無･ハローワークへ相談来所)があります。
入校式に全日程をお知らせしますが、気になる方
は合格発表後にお問合せください。

自習 自習は出来ます
か？

教室は授業終了後18時まで開放していますので、
残って自習していただけます。またソフト演習以
降希望される方にPCの貸し出しも行っています。

就職 自分の年代で就職
出来ますか？

長期キャリア形成が見込める年代の方は未経験
採用(正規)の道があります。それ以外の方は、前
職の経験を活かすことがアドバンテージになりま
す。「前職業界or職種+WEBスキル」

教材 持っているテキスト
がある場合は？

お持ちのテキストがあれば入校式の際に返金し
ています(全額でないケースもあります）。


