
ITエンジニア養成研修 

新人・若手社員向け研修のご案内 
 

こんな中小 IT企業にオススメします 
 

 未経験者を積極的に採用したい 

 社内の教育体制が整っていない 

 新入社員教育のコストを抑えたい 

 待機社員の再教育をしたい 
 

弊社研修の４つの特徴 
 

 開発実績を生かした研修カリキュラム 

体験型の研修により、開発現場で必要な基礎能力を養成します。 
 

 弊社ベテランエンジニアによるサポート体制 

現役 SE としても活躍している講師が直接指導・研修を行います。 
 

 徹底的なコストダウンの実現 

弊社新入社員教育と同等の研修カリキュラム・利益度外視の価格設定により、 

他社と同じ「品質」でも「低価格」を実現しております。 
 

 助成金制度の活用により、研修費用の負担額を削減 

ご案内している研修は厚生労働省が実施している助成金制度を活用いただける場合がございます。 

助成金の利用をご希望の場合、申込支援も同時に行っております。 

 

助成金(人材開発支援助成金制度)の活用例 
 

 入社 1 年目、２２歳の方が受講・申請した場合 

1か月のみ(18日) … 研修費用198,900 円(税別) → 実質負担額0 円 

2か月連続(36日) … 研修費用397,700 円(税別) → 実質負担額0 円 

 

※2020 年度の助成金制度規定の特定訓練コース：若年人材育成訓練、中小企業の助成率で算出した金額例です。 

申請時の制度により助成額が異なる場合があります。 若年人材育成訓練：雇用契約締結後 5 年以内かつ 35 歳未満 

※営業日数が 18 日に満たない月の場合は、研修日数と研修費用を調整する場合があります。 

※研修後の給付になる為、一時的に研修費用全額をお支払い頂きます。また消費税に掛かる費用は別途負担頂きます。 

※受講により必ず助成金が給付される事や、実質負担額 0 円を保証するものではありません。 

規定の受講率(8 割)に満たなかった、貴社で必要な申請を行わなかった場合は給付されませんのでご注意ください。 

※直前・途中でのキャンセルがあった場合は相応の受講料を請求させて頂きます。 

※研修用パソコンの貸与代込みの金額になります。 

 

開催コースと開催予定月 
 

２,４,６,９,１１月 

   PC・システム開発基礎コース ＋ Ｊａｖａ言語・ＳＱＬ基礎習得コース 

エンジニアとして”これだけは身につけておいて欲しい”基礎知識と、Java/SQL で利用頻度の高いものに重点

をおいて学習を行います。研修で使用する書籍は研修終了後にお持ち帰り頂けます。 
 

３,５,７,１０,１２月 

   Webアプリケーション開発(Spring boot)体験コース 

開発実践の前に各種開発工程、使用するフレームワークなどの事前知識を学習した上で、設計書の作成から

実装、単体テストまでの工程を Web アプリケーションの実装を通じて学習します。 

 

募集定員 
 

４、５月 … 各 5 名  その他の月 … 各 15 名 

 

※先着順の受付となります。定員超えの場合はお断りさせて頂く場合もございます。 

 

お申込み以降の流れ 
 

① 添付の「受講申込書」にご記入の上、E メールにてお申込み下さい。 

申込期限：開催月の 1か月と 3週間前 ※1 

② 訓練計画の書類準備と届出 ※2,4 

③ 研修実施 

④ 研修費用の支払い、助成金支給申請の書類準備と申請 ※3,4 
 

申込内容の変更・キャンセルの場合は下記のお問い合わせ先までご連絡ください 
 

※1 4 月研修の申込期限は 2 月 8 日頃ですが、期限後の対応ができる場合もありますので、気軽にご相談ください。 

※2 訓練計画の届け出は訓練開始日から 1 か月前までの提出が必要になります。 

※3 支給申請は研修終了日から 2 か月以内に行う必要があります。 

※4 期限までに申請を行わなかった場合は助成金が給付されませんのでご注意ください。 

 

研修会場 
 

株式会社エイエイエスティ 講習室 

名古屋市中区錦 1-11-20 大永ビル 5 階 

アクセス 地下鉄東山線「伏見」駅 10 番出口を南へ、錦通伏見交差点を西へ徒歩 3 分 

 

お問い合わせ 
 

株式会社エイエイエスティ 研修担当  Mail：training.support@aast.jp 
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コース別研修内容の詳細 

PC、システム開発基礎コース ２日間(8h/日) 

 

前提知識 ｜ なし 

学習目標 ｜ ① 基本的な PC 操作を行うことができる。   ② システム開発の基礎を理解する。 

③ 簡単な Excel ドキュメントを作成することができる。 

Chapter 1. PC 利用の基礎知識 

システム開発業務で使用する PC 操作で使用頻度の高い操作を学習します。 

◆ファイル・拡張子 ◆フォルダ  ◆相対・絶対パス ◆ショートカットキー ◆圧縮・解凍 
 

Chapter 2. ファイルの取り扱いについて 

開発メンバで共用するファイル･フォルダの取り扱い方法や注意点を学習します。 

◆ファイル・フォルダ整理 ◆運用ルール ◆チーム作業におけるファイル管理 
 

Chapter 3. システム開発について 

用語、開発業務の流れなどのシステム開発の基礎知識を学習します。 

◆システムとは  ◆開発工程と成果物 ◆IT 知識と業務知識 ◆SE と PG の役割 

◆開発者の心得  ◆トラブル時の対処 
 

Chapter 4. Excel 基礎 

設計書などのドキュメント作成に必要な Excel 操作の基礎を学習します。 

◆基本操作  ◆代表的な関数 ◆入力規則  ◆図形  ◆フィルタ  ◆ページ設定 

◆ショートカットキー 
 

Chapter 5. プログラミング的思考 

日常生活と処理を結び付けて、プログラミングの基本的な考え方を学習します。 

◆論理思考の要素  ◆フローチャート 
 

 

 

Ｊａｖａ言語、データベース基礎習得コース １６日間(8h/日) 

 

前提知識 ｜ 基本的な PC 操作 

学習目標 ｜ ① 基本的な構文を用いた Java 開発を行うことができる。 

② SQL を用いて目的のデータ抽出を行うことができる。 

Chapter 1. Java言語基礎(Java入門) 

Java 言語の基礎(言語仕様)を学習します。 

◆変数・定数  ◆式と演算子 ◆制御構文  ◆配列  ◆メソッド  ◆パッケージ 
 

Chapter 2. Java言語基礎(オブジェクト指向) 

オブジェクト指向プログラミングの基礎を学習します。 

◆クラスとオブジェクト  ◆カプセル化  ◆継承  ◆抽象クラス・メソッド 

◆インタフェース  ◆多態性 
 

Chapter 3. Java言語基礎(便利な API活用術) 

多くの API の内、利用頻度の高いものを学習します。 

◆ラッパークラス  ◆日付の扱い  ◆文字列操作  ◆コレクション ◆例外処理 
 

Chapter 4. データベース基礎 

データベースの特徴や SQL の使用方法を学習します。 

◆データベースとは ◆基本構文  ◆特定データの取得 ◆取得結果の加工 

◆集計関数とグループ化  ◆副問い合わせ  ◆外部・内部結合  ◆テーブル作成・削除 
 

 

 

Ｗｅｂアプリケーション開発(Spring Boot)体験コース １８日間(8h/日) 

 

前提知識 ｜ 基本的な PC 操作、Java、SQL の基本構文の理解 

学習目標 ｜ ① 開発現場で活躍できる即戦力を身につける。 

② Spring Boot を用いた簡単な Web アプリケーションを構築できる。 

Chapter 1. 実践準備 

開発の実践に向けての事前知識について学習します。 

◆Web アプリケーションとは  ◆MVC モデル  ◆Spring boot 概要 ◆HTML/CSS 基礎 

◆外部設計  ◆内部設計   ◆単体テスト  ◆コーディング  ◆各種レビュー 
 

Chapter 2. Web アプリケーション開発実践 

マスタメンテナンス画面の作成を通じて、新米開発者が一般的に最初に行う作業を実践形式で学習しま

す。グループによる相互レビューや意見発表会も実施します。 

【Chapter2-1】 一覧画面作成    【Chapter2-2】 新規登録画面作成 

【Chapter2-3】 更新・削除画面作成  【Chapter2-4】 画面修正の実践(検索機能を追加) 

【Chapter2-5】 課題画面の作成 

◆設計書の作成 ◆単体テストの仕様書作成・実施 ◆コーディング ◆レビュー 

◆レビュー指摘内容と対応策の発表会 
 

 

 

※各コースの研修内容は現時点で協議中の内容の為、実際の研修とは一部異なる場合があります。 

 


