求職者支援訓練【実践コース】
訓練番号 4-29-27-02-02-5156

定員

HIT パソコンスクール
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訓練
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募集
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プログラム初心者、経験者問わず大歓迎！
説明・見学については随時受付！
受講までの流れ

2018

9/19- 2/17
（102日・506時間）

7/25火- 8/15火

その便利さと、面白さで、普及が進むスマートフォン。
しかしその一方、スマホ最大の魅力であるアプリ開発に携
わる人は、まだ多くありません。
この講座では、開発未経験の方でもステップ・バイ・ステ
ップでアプリ開発に必要な技術をしっかり学ぶ事ができま
す。
また、求人のニーズが非常に高い Java プログラマーに必
要な知識が実践的に学べるカリキュラムとなっております。

１. 住所地を管轄するハローワークでご応募下さい。
職業訓練受講給付金は、一定の要件を満たす場合に支給
されます。詳しくは、ハローワークにお問合せ下さい。

※住所地を管轄するハローワークで受講をご相談下さい。
※ハローワークの受付は平日のみです。
※各ハローワークで受付時間などが異なります。
詳細は住所地を管轄のハローワークにお問合せ。

職業訓練受講手当＋ 通所手当（上限あり）

ご注意

▲

２. 選考日 平成 29 年 8 月 21 日
（月）

※

訓練終了後、就職状況の報告をお願いしております。
また、修了生
本人に就職先について確認させていただく場合があります。
あら
かじめご了承下さい。

※

教科書代（11,696 円※税込）及び資格試験受験料は、受講者の
負担です。受講料（入学金・授業料）
は無料です。

※

申込時に提出された関係書類の個人情報は、個人情報保護に関
する法律を遵守し、適切に管理いたします。

※

一部、土曜日に訓練があります。

※面接の欠席は「辞退」
となりますので、
ご注意下さい。
※選考は筆記とパソコン操作と面接があります。
（筆記用具をご持参ください。）

▲

３. 選考結果通知日 平成 29 年 8 月 28 日
（月）
※郵送にて合否の連絡をいたします。

天満橋

HITパソコンスクール
〒540-0033 大阪市中央区石町 1-2-9 シルバービル 2Ｆ 203 号

お問合せ
お申込み
株式会社

06-6940-0566( 担当：川口 )
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● http://h-i-t.jp
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（京阪から徒歩約２分）
（谷町線から徒歩約１分）

①

谷町筋

※選考のお時間は、受付期間終了後
こちらよりご連絡いたします。

※

※申し込まれた全ての方が選考（面接）対象です。

応募状況が半数に満たない場合は訓練実施を中止する事があり
ます。

④

バス停
天満橋
（京阪前）
minimini
（不動産屋）
③ 地下鉄天満橋駅

「開発会社ならでは」の実践的なカリキュラム！
訓練について

訓練時間 16：00 〜 20：50
（5 ヶ月）※訓練日数 102 日

定員

訓練目標 プログラミングのスキルの習得と、スマ

ートフォンの開発手法の習得を行う。
ま
た、システム開発の現場を想定した授
業を行うことで、システム開発に対応で
きる人材の育成を目標とする。

訓練内容 【学科】安全衛生、パソコン基礎知
識、プログラム基礎知識、iOS プログ
ラム知識、Android プログラム知識、
Java プログラム知識、データベース
知識、就職支援
【実技】パソコン操作演習、iOS 基礎
アプリ作成演習、iOS 応用アプリ作
成演習、iOS 実践アプリ作成演習、
Android 基 礎 ア プ リ 作 成 演 習、
Android 応用アプリ作成演習、Java
プログラミング基礎、Java プログラ
ミング応用、データベース基礎演習、
Web アプリ作成演習
【その他】職業人講話

訓 練 対 象 パソコンの基本操作ができる方。
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■ 修了後に取得できる資格

※受験は全て任意となります

○ Ｊａｖａプログラマ Bronze：日本オラクル株式会社

○ ORACLE MASTER Oracle Database Bronze：日本オラクル株式会社

訓練終了後、速やかにお仕事に就いていただけるよう
【キャリアカウンセリング】などを通じて、あ

なたの就職活動をバックアップします。履歴書や職務経歴書のアドバイス、就職相談も随時対応。
いつでも気軽にご相談下さい。

また、インターン制度も導入しているので、訓練中のスキル習熟度等によっては、弊社でさらにス
キルアップしていただくことも可能です。

職業訓練受講給付金
ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練を
受講する方が、一定の要件を満たす場合に支給されま
す。
職業訓練受講手当：月額 10 万円
通所手当：通所経路に応じた所定の額
※詳しくはハローワークにおたずね下さい。
■支給額

ご注意
※応募人数が定員に対して半数に満たない場合は訓練実施を中止する事があります。
※訓練終了後、就職状況報告の提出が必要となっています。
また、修了生本人に就職先に
ついて確認させていただく場合があります。
あらかじめご了承ください。
※教科書代（11,696 円※税込）及び資格試験受験料は、受講者の負担となります。受講
料（入学金・授業料）は無料です。
※申込時に提出された関係書類の個人情報は、個人情報保護に関する法律を遵守し、適
切に管理いたします。
※一部の土曜日に授業があります。

修了生の声
HITパソコンスクールにくる前はコードを見ても何がなにやらさ
っぱりの状態から入学したのですが、１ヶ月位たった頃にはコー
ドを見ればなんとなく理解できるくらいまでになりました。最後の
頃には、コードを読むのが面白いと感じられるようになっていま
した。 M.T(27男) 前職：飲食店店長

今回このスクールを受講してプログラミングをしっかりと理解し
た上でアプリ開発、
リリースをすることが出来ました。
分かりやすく説明して頂けるので、日を追う毎に知識が溜まって
いくのを実感出来ました。M.H(25男) 前職：塾講師

ネット上にも情報がありますが、順序立てて体系的に学べる良い
コースです。先生も、質問すれば丁寧に教えてもらえるので、勉強
しやすい環境です。
生徒同士でアプリを公開してディスカッションをすると、
とてもい
い刺激になります。S.H(29男) 前職：営業・現場管理

if (就職に繋がる実践的な知識とスキルを身に付けたいと思った
あなた == この学校に興味を持った) あなた = 就職への第一歩
を踏み出しました; Y.T(40男) 前職：輸入貿易業

