
～

～

～

適切な訓練コースの選択ができるように、お早めに住所管轄のハローワークにご相談ください。

不可

無

無

訓練施設PR欄 （過去の訓練の実績、就職率、就職先、訓練の特徴等）

駐車場の有無、
台数及び料金

近隣に有料ﾊﾟｰｷﾝｸﾞあり
最寄駅等 地下鉄 天神駅　12番出口より徒歩３分

駐輪場の有無、
台数及び料金

近隣に100円/１日
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞあり（70台）

受講申込書提出場所

〒812-0016　福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目3番6号
　　　　　　　　　第三博多偕成ビル2F　株式会社アドバン　℡:092-481-3050

（注）4月29日～5月1日、5月3日～5月5日はお休みしております。この期間の受講申込は、郵送のみの受付となります。

選考試験実施日 令和4年6月2日(木) 選考結果発送日 令和4年6月8日(水)

訓練実施施設の見学 見学可能日

募集期間

令和4年4月25日(月) 令和4年5月25日(水) （注）

（注）受講申込みをするためには、ハローワークで複数回の相談を行うことが条件になります。このため、

5 月 24 日 ( 火 ) までにハローワークで初回の相談を行う必要があります。

090-9978-6429 お問い合わせ担当者 近藤　正明

選考試験実施場所

面接、筆記試験

訓練実施施設の所在地 〒810-0001　福岡県福岡市中央区天神1丁目16-1　毎日福岡会館6F

持参する物 筆記用具

〒812-0016　福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目3番6号
　　　　　　　　　第三博多偕成ビル2F　株式会社アドバン　℡:092-481-3050

選考方法

訓練実施施設名 株式会社アドバン(天神校)

電話番号
（お問い合わせ先）

5-04-40-002-02-0042訓練コース番号

求職者支援訓練コース案内

9時30分 16時20分

【6月開講】 【実践コース】

【Javaプログラマー養成科】
訓練実施機関名 株式会社アドバン

訓練期間 令和4年6月21日(火) 令和4年9月20日(火) 土日祝日の
訓練の有無

応募状況によっては、定員を増員することがあります。

定員 24名

訓練時間

受講申込者が定員の半数に満たない場合は、訓練が中止となる場合があります。

訓練概要 開発者として必要なJava言語でのプログラミング、及びアプリケーションやシステム開発の設計手法等を習得する。

キーボード入力・マウス操作ができる方

注意事項
当コース受講に関する条件です。求職者支援訓練を受講するためには、「特定求職者」としての要件を満たす必要があ
ります。【要件は裏面下部（注）をご確認ください。】

無

訓練対象者の条件

3ヶ月でJavaエンジニアを目指す!

Java専門の訓練
Javaに特化したカリキュラムで最短でJavaプログラマーを目指します！

初心者からITエンジニアを目指す方も安心して受講できます!

就職支援を担当するのはキャリアコンサルタント有資格者。

就職活動を専門スキルでサポートします!

訓練実施施設と

受講申込書提出場所が

異なりますのでご注意ください。

天神駅すぐそばで通学に便利!

 PCスクール運営のノウハウを活かした分かりやすい講義!

就職活動にも役立つ資格取得をサポートします!

Oracle Certified Java Programmer, 

Silver SE 11 認定資格の取得を目指す訓練コースとなります。
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※受験は任意となります

キャリアコンサルタント

による就職支援



基礎コースではこのシートは不要です

名称（ ） ✔ 任意受験

名称（ ） 任意受験

名称（ ） 任意受験

名称（ ） 任意受験

訓練時間

3時間

21時間

87時間

81時間

30時間

30時間

30時間

42時間

✔

3時間

3時間

学科 実技

）

）

訓練カリキュラム
訓練実施機関名： 株式会社アドバン

訓練目標
（仕上がり像）

基礎的なコンピュータ知識からWEB システムの開発までの幅広い知識を習得し、
未経験からJavaプログラマーを目指す。

訓練コース番号 5-04-40-002-02-0042

）認定機関（

訓練修了後に取得
できる資格

Oracle Certified Java Programmer, Silver SE 11 認定資格 ）認定機関（ 日本オラクル株式会社

）認定機関（

）認定機関（

IT基礎
コンピュータシステムの歴史、システムアーキテクチャ(コンピュータ構成要素・ハードウェア、ソフトウェア)、
データ表現方式(2/8/16進数・数値・基数変換)、データ表現方式(文字の表現・浮動小数点数)
システム開発の流れ(ウォータフォールモデル)

訓
 

練
 

内
 

容

訓練概要 開発者として必要なJava言語でのプログラミング、及びアプリケーションやシステム開発の設計手法等を習得する。

科目 科目の内容

学
 
 
 

科

入所式等 入所式、オリエンテーション(3H)、修了式(2H)

安全衛生 ＶＤＴ作業、作業環境、点検と清掃、改善措置

実
 
 
 

技

Javaプログラミング演習

JDKのインストール、コンパイルと実行、Javaプログラムの構造・構文、コンソールへの出力、パッケージ、
データ型と変数、 リテラルと定数、演算子、ソースコードのバージョン管理、
基本クラスライブラリの利用方法
Inputクラスによるコンソール入力処理、配列オブジェクト、 for文による繰り返し処理、
while文 / do ～ while文 による繰り返し処理、if文による条件分岐処理、 switch文による条件分岐処理、
try ～ catch 構文による例外処理（使用ソフト：JDK17.0.2、サクラエディタ2.4.1、Eclipse4.22）

Javaオブジェクト指向演習

メソッドの定義、クラスの定義とオブジェクトの生成、コンストラクタとメソッドのオーバロード、
JUnitによるユニットテストコードの作成とテスト実施、コンストラクタとオーバロード、
各アサーションの用途と活用方法、カプセル化とアクセスメソッド、継承/抽象クラス、インタフェース、
 キャスト変換、 ポリモーフィズム　（使用ソフト：JDK17.0.2、サクラエディタ2.4.1、Eclipse4.22）

データベース（SQL）演習

演習環境構築(MySQL)、コマンドラインからのMySQLデータベース操作、データベース作成、
テーブル作成操作（CREATE TABLE文）、DB操作ツール演習、更新処理、削除処理、テーブル結合、
外部結合、自己結合、テーブルの正規化、外部キー制約とリレーションシップ、トランザクション制御
（使用ソフト：My SQL8.0.22、A5:SQL Mk-2 Version 2.17.1）

JDBCプログラミング演習

データベース連携処理（DataSource接続）、商品を検索するサーブレット、MVCモデル化演習、
コレクションフレームワークの活用、テーブル検索処理実装、テーブル追加処理実装、
テーブル更新処理実装
（使用ソフト：JDK17.0.2、Eclipse4.22、My SQL8.0.22、A5:SQL Mk-2 Version 2.17.1）

Servlet/プログラミング演習

HTMLコーディング（構造、テキスト、リスト、テーブル、リンク、画像、フォーム）、
CSSコーディング（カラー、フォント・テキスト、ボックス、背景）、
開発環境構築、サーブレット基本演習、サーブレットによるリクエストの処理、JSP基本演習、
リクエストの処理と画面遷移
（使用ソフト：JDK17.0.2、サクラエディタ2.4.1、Eclipse4.22、My SQL8.0.22、Apache Tomcat 10.0.18）

Springフレームワーク＆総合演習

既存ソースコードの解析・ドキュメンテーション作業、スコープとリクエスト属性、セッション属性、
アクションタグ、EL、JSTL、Spring開発環境(Spring Tool Suite)のセットアップ、
Spring Boot プロジェクトの作成・実行、ControllerによるWebアプリケーション作成、
テンプレートエンジン：Thymeleafの活用
（使用ソフト：JDK17.0.2、Eclipse4.22、My SQL8.0.22、Apache Tomcat 10.0.18、
　Spring Boot CLI 2.0、Spring ramework5.2.18）

企業実習 実施しない 実施する
※実施する場合、カリキュラムは別途作成し、
　　総時間のみ記入してください。

訓練時間総合計 330時間 24時間 300時間 企業実習 時間 職場見学等

職場見学、職場体験、職業人講話

【職業人講話】 エンジニアとして求められる人材とは　講師：未定

【職業人講話】 IT業界の現状と今後の展望　講師：未定

6時間

（注１）求職者支援訓練を受講できる方は、 下記の全ての要件を満たす「特定求職者」です。

①  ハローワークに求職の申し込みをしていること
②  雇用保険被保険者や原則として雇用保険受給者でないこと
③  労働の意思と能力があること
④  職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワーク所長が認めたこと
＊　在職中（週所定労働時間が20時間以上）の方、短時間就労や短期就労のみを希望される方などは、
　　原則として特定求職者に該当しません。

（注２）ハローワークで職業相談を受け、現在有する技能、知識等と労働市場の状況から判断して、就職するための職業訓練を受講することが必要と
        判断された方に対して、次回の職業相談時に適切な訓練コースの受講申込書が交付されます。（初回の相談時においては、受講申込書は交付
        されません。）当該受講申込書を募集期間内に訓練実施機関までご提出願います。

（注３）求職者支援訓練を受講する方は、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。

受講生の負担する費用の注意点

備考 ※　金額は、すべて税込みです。

 

　受講者の負担する費用

　教科書代

合計 16,500円　その他（

　備考（

16,500円

0円


