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新入社員研修を受講いただく場合、公的助成金制度を活用することができます。 
助成金を活用される企業様には、申請のサポートも致します。 

（参考）人材開発支援助成金（特定訓練コース 若年人材育成訓練）を活用し全コース受講の場合 

            受講金額 �������円  全コース受講時間 ���時間 ˠ助成率・助成額は中小企業対象額です。 

     ・経費助成 （��％助成） �������ʹ��％＝�������円（���円未満切り捨て） 

     ・賃金助成 （���円）    ���ʹ���時間＝�������円（���円未満切り捨て） 

             全コース（���時間） ：�������円 － ���,���円 ＝ �������円（実質負担額） ˠ助成金制度の実質負担額は確定ではありません。 

ˠ全カリキュラムは、集合研修（対面研修）にて実施する予定です。但し、����年研修期間中に新型コロナウィルス感染拡大状況が発生した場合、感染拡 
 大防止及び受講生の安全確保のため、集合研修からオンライン研修に変更する場合があります。 

2022年度新入社員研修の詳細 /d�ĞŶŐŝŶĞĞƌ�ƚƌĂŝŶŝŶŐ�ĐŽƵƌƐĞ� 

 福岡ソフトウェアセンターの設立時から、ＩＴ人材育成事業で培いました経験と実績を基に、時代にマッチしたＩＴ 人材育成を 

 目的として、｢品質｣を上げる基礎技術習得と人間力を向上する研修をご用意いたしました。 当社の新入社員研修は、社会人と 

 しての基礎力、ＩＴ技術者としての基礎技術力及び社内（外）との協調性を強化するヒューマンスキルを重点に、時代に打ち勝 

 つ新しい人材を育成する内容となっております。 

dƌĂŝŶŝŶŐ�ĨŽƌ�ŶĞǁ�ĞŵƉůŽǇĞĞƐ 
/d�ĞŶŐŝŶĞĞƌ�ƚƌĂŝŶŝŶŐ�ĐŽƵƌƐĞ� 

,7技術者としての基礎技術習得 

,7技術者としての専門技術習得 

人間力強化のためのヒューマンスキル 

・習得状況確認のため、各講座ごとに確認テスト実施（ヒューマンスキル対象外） 

・研修期間中、受講企業担当者への実績報告 �回（受講期間中旬頃、受講終了時） 

・受講終了後、総合評価にて報告書提出（確認テスト結果、講師コメント、全体総評、発表会風景） 

・研修期間中、「ふりかえり」（研修日報）の作成にて、報告書及びビジネス文書作成の指導実施 

運営・サポート体制 

新入社員向け研修の概要 
【対象者】����年度の新入社員（中途採用、配置転換等含む） 

【目 標】,7技術者としての基本知識と技術の習得、問題発見・解決の習得、チームワークにおける協調性の強化を基本とします 

【コース】,7エンジニア育成コース（��講座/��日間） 

【価 格】�������円（税込）（全コース ��日間） ˠ公的助成金制度活用可 

【会 場】福岡ソフトウェアセンター福岡研修室 

【期 間】����年�月�日（水）～ �月��日（木） 

【時 間】����～�����（�時間/日、昼食休憩�時間） 

)6&研修 �つの特徴 

��プログラミング未経験者（情報系以外の学校卒業）でも理解が深まる教育カリキュラム 

��システム開発ワークショップで、プロジェクトによる開発工程の全てを実技体験 

��アクティブラーニングによる双方向の指導 
��受講生同士の学びあう文化の醸成 
��日替わりのリーダーによる教室運営で自主性を引き出す指導 

日 程 講座名 日数 内 容 

 �月 �日（水) 
～�月 �日（金） 

ＩＴエンジニアに必要な 
ビジネススキル１ ３日 

,7エンジニアに必要なビジネススキルを習得します。挨拶・電話応対・名刺交換等のビジネ
スマナーをはじめとし、3'&$・報連相といった仕事の基礎的内容からビジネスに不可欠な
コミュニケーション、,7エンジニアとして求められるマナーを習得します。 

 �月��日（月） 
～�月��日（水） コンピュータサイエンス   ３日 コンピュータ技術で最も基礎となるコンピュータのしくみやハードウェア及びソフトウェア

の機能を学習します。 

 �月��日（木） 
～�月��日（金） 

開発に必要なドキュメント作成 
（([FHO�	�:RUG�	�0DLO） ２日 開発で利用するドキュメントを効率よく作成するために必要な([FHOと:RUGの機能を学習し

ます。また、ビジネスメールにおける文章の書き方等、業務での利用方法を学びます。 

 �月��日（月） 
～�月��日（水） データベース技術 ３日 情報システムの基盤となるデータベースをファイルの概念を含め、データ操作に必要な知識

を中心に学習します。また、5'%06製品を使用したハンズオントレーニングも行います。 

 �月��日（木） 
～�月��日（火） ネットワーク技術   ４日 

現在の情報システムに欠かせないネットワーク技術について、ＬＡＮを中心にＣ/Ｓ(クライ
アント/サーバ)ネットワークの基礎知識を学習します。ネットワークの設計、構築を中心
に、机上／実機演習を行います。  

 �月��日（水） 
～�月  �日（月） アルゴリズム ３日 プログラミングする上での前提知識であるアルゴリズムおよびデータ構造を、流れ図（フ

ローチャート）を使った演習を通して学習します。  

 �月��日（金） 
～�月��日（月） 情報セキュリティ�	�データ管理 ２日 

情報セキュリティの考え方や情報モラルに関して基礎的な内容を学びます。またデータを扱
う上で必要となる26やネットワーク上でのデータ管理および設定方法に関して学習しま
す。 

 �月��日（火） 
～�月��日（水） 

プログラミングワークショップ１
（-DYD言語） �日 -DYD言語の基本文法（式と演算子、変数と型、制御構造、配列等）について理解し、演習を

通してプログラミングスキルを習得するワークショップです。 

 �月��日（木） 
～�月��日（金） 

プログラミングワークショップ２
（-DYD言語） �日 プログラミングワークショップ１に引き続き-DYD言語の基本文法（メソッド等）を学習しま

す。プログラミング課題を実施することによりさらにプログラミングスキルを深めます。 

 �月��日（月） 
～�月��日（火） +70/��&66� ２日 :HEページ作成の基本および、主流となっている+70/�と&66での:HEページ構築につい

て学習します。 

 �月��日（水） 
～�月��日（木） 

ＩＴエンジニアに必要な 
プレゼンテーション実践 ２日 

,7技術者にとって対人対応能力は不可欠であり、様々なシーンで伝える場面があります。 
目的や相手に合わせたプレゼンテーション課題に取り組みながら提案力、構成力、情報収集
力、問題解決力の基本を身につけます。 

 �月��日（金） 
～�月��日（木） 

-DYD言語によるオブジェクト指
向プログラミング ５日 オブジェクト指向について理解し、-DYD言語でオブジェクト指向プログラミングを行う力を

身につけます。  

 �月��日（金） 
～�月��日（月） 

システム開発およびレビューと 
テスト ２日 

システムの開発プロセス並びに開発技法の基本的な考え方を理解し、ソフトウェア開発にお
けるレビューのやり方、レビューのポイントを学びます。また、ソフトウェア開発における
最終段階となるテストについて、品質向上の観点から捉えたテスト実施ができるように、テ
スト技法に関して演習を行っていきます。 

 �月 ��日（火） 
～�月   �日（火） サーバサイド技術 ６日 

:HEアプリケーション開発に必要なサーバサイド-DYDのサーブレットおよび-63に関して学
習します。7RPFDWを用いたアプリケーションサーバの構築、さらに-'%&での'%アクセス
も学習します。   

 �月  �日（水）
～�月��日（火） システム開発ワークショップ１ ５日 

システム開発の上流工程である要件定義および外部設計をグループで行っていきます。課題
は:HEアプリケーションの開発で、プロジェクトの開発現場を経験する実践的なワークシ
ショップです。 

 �月��日（水） 
～�月��日（火） システム開発ワークショップ２ ��日 

システム開発ワークショップ�で作成した要件定義書および外部設計書を元に、内部設計、
製作、デバッグと下流工程を含めて全ての工程を実施します。グループでのプロジェクト開
発であり決められた納期までに品質を考慮して完成させる実践的なワークショップです。最
終日はワークショップで開発した成果をグループで発表します。 

 �月��日（水） 
～�月��日（木） 

ＩＴエンジニアに必要な 
ビジネススキル２ ２日 

全研修を振り返り,7人材として自身の成果とこれからの決意を個人毎にプレゼンテーション
を行います。（発表風景はオンラインにて配信）また配属に際して,7エンジニアに必要なコ
ミュニケーション及びビジネススキルの見直しを行います。 

カリキュラム内容（ＩＴエンジニア育成コース） 

助成金制度 
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スケジュール 

番号 日 程 講座名 日数 受講料（税込） 

�  �月  �日（水) 
～�月  �日（金） ＩＴエンジニアに必要なビジネススキル１ ３日 ������円 

�  �月��日（月） 
～�月��日（水） コンピュータサイエンス   ３日 ������円 

�  �月��日（木） 
～�月��日（金） 開発に必要なドキュメント作成 （([FHO�	�:RUG�	�0DLO） ２日 ������円 

�  �月��日（月） 
～�月��日（水） データベース技術 ３日 ������円 

�  �月��日（木） 
～�月��日（火） ネットワーク技術   ４日 ������円 

�  �月��日（水） 
～�月  �日（月） アルゴリズム ３日 ������円 

�  �月  �日（金） 
～�月���日（月） 情報セキュリティ�	�データ管理 ２日 ������円 

�  �月��日（火） 
～�月��日（水） プログラミングワークショップ１（-DYD言語） �日 ������円 

�  �月��日（木） 
～�月��日（金） プログラミングワークショップ２（-DYD言語） �日 ������円 

��  �月��日（月） 
～�月��日（火） +70/��&66� ２日 ������円 

��  �月��日（水） 
～�月��日（木） ＩＴエンジニアに必要なプレゼンテーション実践 ２日 ������円 

��  �月��日（金） 
～�月��日（木） -DYD言語によるオブジェクト指向プログラミング ５日 ������円 

��  �月��日（金） 
～�月��日（月） システム開発およびレビューとテスト ２日 ������円 

��  �月��日（火） 
～�月  �日（火） サーバサイド技術 ６日 �������円 

��  �月  �日（水） 
～�月��日（火） システム開発ワークショップ１ ５日 ������円 

��  �月��日（水） 
～�月��日（火） システム開発ワークショップ２ ��日 �������円 

��  �月��日（水） 
～�月��日（木） ＩＴエンジニアに必要なビジネススキル２ ２日 ������円 

��日 ���������円 合 計 

価格表（各講座別単価） 

価格表（全コース） 【会 場】福岡ソフトウェアセンター福岡研修室 

【期 間】����年�月�日（水）～ �月��日（木） 

【時 間】����～�����（�時間/日、昼食休憩�時間） 

【定 員】��名 （定員になり次第締め切らせていただきます。） 

【,7エンジニア育成コース全コース受講 割引制度】 
 ,7エンジニア育成コース全コースを、お申し込みの場合、以下の割引金額にてご提供いたします。 
 全コース（��講座）                  
          定価 ���������円 ˢ 受講価格 �������円（税込）   
                          

ˠ各講座単位でお申込頂くことも可能ですが、全コース受講者を優先させて頂きます。各講座単位での受講を希 
 望される際は、直接電話にてお問合せ下さい。 


