
就職保証コース

Ｗｅｂエンジニア養成講座

当校の講座は企業から高く評価されており、就職率が高いことが特徴の１つです。
その自信として当校は、所定条件を満たされた方には「就職保証サービス」を提供しております。

就職保証制度について

【コース概要】

Ｗｅｂエンジニア養成講座（以下、本講座）は、Ｗｅｂプログラミング基礎、Ｊａｖａ基礎、Ｊａｖａ応用の

３講座から成り、Ｗｅｂ開発現場で必須の「本物の基礎知識と基礎技術」を学ぶ本格技術講座です。

中途未経験採用者は新卒採用者と異なり、未経験であっても新人研修を終えた新卒新人と

同等の戦力として、現役エンジニアの中に入って働くことを求められるケースが多くみられます。

当校では、未経験であっても研修を終えた新卒新人と同等以上の戦力として活躍できるように、

ＡｘｉＺ東京本校でシステムエンジニア向け研修として開講している本講座を、

Ｗｅｂエンジニアとしてのスキルも養成できるよう沖縄校向けに講座にアレンジし、

システムエンジニアやＷｅｂエンジニアと同じ環境で同じ技術を学ぶ講座として新たに開講いたしました。

本講座終了後に受講生自身の手で開発するＷｅｂシステムは、就職活動時に提出することが可能です。

履歴書や自己紹介文のみを提出するだけでなく、

ＩＴ関連企業が一番知りたい「実際に何ができるのか？」を実績を持って証明できるようになることは、

未経験からＩＴ企業に就職を目指す受講生にとっては大きな強みとなります。

■受講時間 １０時～１９時

■日程 講義開始日から６０日間（土日祝日除く）
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Ｗｅｂエンジニア養成講座
本講座の特徴

POINT 

1

現場のスキル
Ｗｅｂエンジニアとしての技術／ヒューマンスキルは元より、
開発現場で必要な基礎技術／知識の修得に特化した講座です。

POINT 2

現場と同様の人材育成
しっかりと働けるようにするため、私たちが部下を教育する時と同様に、
現場目線で必要となる人材育成を行います。

POINT 3

しっかりとしたサポート体制
各コースごとに確認試験や課題を実施し、個人の学習進捗状況を
確認いたします。 必要に応じてカウンセリングを実施いたします。

POINT 4

個別指導制ならではの授業
各受講生の理解度に合わせた指導を行います。１つ１つの単元を
理解してから次の単元に進むことにより、理解遅れを無くし技術を
定着させていきます。

POINT 5

実績ある教育内容
当校卒業生のうち
就職保証サービス利用者の正社員就職率は99.03％です。



サーバー基礎講座 -
6P

Ｗｅｂプログラミング基礎

Ｊａｖａ応用

Ｊａｖａ基礎

就職活動へ
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ＩＴ基礎講座 -
5P

Ｗｅｂプログラミング基礎講座 -
5P

ＪａｖａＳＥプログラム言語仕様講座１ -
8P

ＪａｖａＳＥプログラム言語仕様講座２ -
8P

ＪａｖａＳＥ言語仕様復習講座 -
9P

ＤＢＭＳ データベースＳＱＬ講座 -
11P

Ｊａｖａ SE/EE Ｗｅｂプログラミング基礎講座 -
11P

Ｊａｖａ EE Ｗｅｂプログラミング実践講座 -
12P

Ｊａｖａ EE フレームワーク講座 -
12P

Ｗｅｂプログラミング復習講座 -
6P

Ｗｅｂエンジニア養成講座
本講座の流れ



日程 各受講生の講義開始日によります / 月曜日〜金曜日

講義数/習得期間 全１９単元 / 約１ヶ月

学習スキル ＨＴＭＬ５ / ＣＳＳ３ / ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ / ｊＱｕｅｒｙ

学習ツール Ａｄｏｂｅ Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒ / Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ

Ｗｅｂエンジニア養成講座
Ｗｅｂプログラミング基礎-概要-
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Ｗｅｂエンジニアとしての必須講座

Ｗｅｂプログラミング基礎はＷｅｂブラウザ側で動作する技術（以降、Ｗｅｂプログラム）を学ぶ、
Ｗｅｂエンジニアとして就職を目指す未経験者向けの必須講座です。

プログラミング未経験者の方でも一度はＷｅｂブラウザを開いてインターネットを楽しんだ経験があるでしょう。
Ｗｅｂを利用しようとした場合、誰もが初めにＷｅｂブラウザを開くはずです。
つまり、Ｗｅｂプログラムを学ぶことは、Ｗｅｂエンジニアとして歩み出す第一歩となります。

ＨＴＭＬ・ＣＳＳといったＷｅｂプログラムを学ぶことで、
ホームページ（以降、サイト）などの静的ページを作成できるようになり
ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ、ｊｑｕｅｒｙ、ａｊａｘを学ぶことでサイトに動きをつけることが可能になります。
また、Ａｄｏｂｅアプリケーションの基本操作を学ぶことで、生産性の高いＷｅｂエンジニアをめざします。

即戦力のＷｅｂエンジニアに求められる基礎スキルを、
効率良く習得でるように編成されたカリキュラムがＷｅｂプログラミング基礎講座です。

Ｗｅｂエンジニアとして必要なスキルを学ぶ

Ｗｅｂを動かす技術として必要な４つのスキル

アプリケーションは
使えて当たり前

未経験からＷｅｂエンジニアになるための第一歩



講義名

ＩＴ基礎講座

講義数・習得期間（目安）

５単元・約２日間

講義形態

個別指導制

学習内容

1. 業務におけるメールの重要性を理解し、メーラの設定を行います。
メーラ導入後は署名や仕分けルールの作成など一般的に業務で行う
操作を
学習します。

2. フリータイピングゲームを使い、通常業務やプログラミングに必要
なタイピングを習得します。規定のレベルに達するまで反復練習を
行います。

3. 講義はもちろん、業務においても必須のパソコン用語やプログラミ
ング用語を学習します。用語を理解することでエンジニアとしての
コミュニケーションを円滑に行えることを目的とします。

学習目標

① メーラの設定方法とビジネスメールの書き方の習得

② パソコン・プログラミング用語の理解

③ Ｏｆｆｉｃｅソフト(Ｅｘｃｅｌ、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ)の理解

④ タイピング

学習項目

◆オリエンテーション

◆メーラ設定

◆タイピング

◆Ｏｆｆｉｃｅ演習（Ｅｘｃｅ
ｌ）

◆Ｏｆｆｉｃｅ演習（Ｐｏｗｅｒ
Ｐｏｉｎｔ）

環境・演習内容

環境

演習 ◆Ｏｆｆｉｃｅソフト（Ｅｘｃｅｌ、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ）各
種演習
◆メーラ設定
◆タイピング

講義名

Ｗｅｂプログラミング基礎講座

講義数・習得期間（目安）

７単元 ・ 約１１日間

講義形態

個別指導制

学習内容

1. ＨＴＭＬ５/ＣＳＳ３を学習し、静的ページを表示できる技術を学習します。

2. ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ、ｊＱｕｅｒｙを学習し、静的ページに動きを与える技術を習得し

ます。

学習目標

① ＨＴＭＬ５/ＣＳＳ３の理解

②ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ、ｊＱｕｅｒｙの理解

学習項目

◆ＨＴＭＬ５

◆ＣＳＳ３

◆ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ

◆ｊＱｕｅｒｙ

◆ＧＩＴ

環境・演習内容

環境 ◆ Sublime Text ◆ＧＩＴ
◆サクラエディタ

演習 ◆ＨＴＭＬ５
◆ＣＳＳ３
◆ＧＩＴ
◆ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ
◆ｊＱｕｅｒｙ

ＩＴ基礎講座

Ｗｅｂプログラミング基礎講座 ２週目

Ｗｅｂエンジニア養成講座
Ｗｅｂプログラミング基礎-詳細-
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講義名

Ｗｅｂプログラミング復習講座

復習期間（目安）

約５日間

講義形態

個別指導制

学習内容

1. ＨＴＭＬからGITまでの内容を各受講生自身が理解不足である部分を洗い
出し復習を行います。
各受講生が苦手としている項目を再度学習し、講師が受講生それぞれの
質問に対応していくことで全員が全ての単元を理解することを目指します。

1. 言語仕様を使用したプログラミングを行います。課題ベースとした演習形
式の復習を行います。

学習目標

① （復習）ＨＴＭＬ５/ＣＳＳ３の理解

② （復習）ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ/ｊＱｕｅｒｙの理解

学習項目

◆ Ｗｅｂプログラミング基礎総復習
ＨＴＭＬ５、ＣＳＳ３、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ
ｊＱｕｅｒｙ、 ＧＩＴ

◆ Ｗｅｂプログラミング基礎プログラミ
ング
（課題プログラミング）

環境・演習内容

環境 ◆サクラエディタ

演習 ◆ＨＴＭＬ５
◆ＣＳＳ３
◆ＪａｖａＳｃｒｉｔ
◆ｊＱｕｅｒｙ

講義名

情報基礎講座

講義数・習得期間（目安）

７単元 ・ 約４日間

講義形態

個別指導制

学習内容

1. Ｈｅｒｏｋｕのようなサービスを公開するためのＰａａＳと呼ばれるＷｅｂアプリ

ケーションの置き場所を利用し、ＨＴＭＬファイルをアップロードし、インター

ネット上に公開する方法を学習する。

2. インターネットや社内ＬＡＮ 等、ネットワークに関連する知識を学習します。

学習目標

① ネットワークに関連する知識の理解

② ＰａａＳ の理解

③ Ｈｅｒｏｋｕの基本操作

④ ＧＩＴ の基本操作

学習項目

◆ハードウェア

◆ソフトウェア

◆ネットワーク

◆ＩＰアドレス

◆サブネットマスク

◆Ｈｅｒｏｋｕ

◆ＧＩＴ

環境・演習内容

環境 ◆Ｈｅｒｏｋｕ ◆ＧＩＴ

演習 ◆ＧＩＴ

Ｗｅｂプログラミング基礎 復習講座

情報基礎講座 ４週目

Ｗｅｂエンジニア養成講座
Ｗｅｂプログラミング基礎-詳細-
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Ｗｅｂエンジニア養成講座
Ｊａｖａ基礎-概要-

日程 各受講生の講義開始日によります / 月曜日〜金曜日

講義数/習得期間 全２６単元 / 約１ヶ月

学習スキル
変数と型、制御構文、メソッド、オーバーロード、配列、オブジェクト指向、継承、多
態性、オーバーライド、抽象クラス、インターフェース、パッケージ、例外、修飾子、
コレクション

学習ツール テキストエディタ / Ｅｃｌｉｐｓｅ

7

Ｊａｖａ言語の構文やルールを学ぶ基礎講座

Ｊａｖａ基礎は、Ｗｅｂプログラミング基礎で作成したサイトを静的なものから動的に変えるために
プログラミング言語であるＪａｖａを学ぶ講座です。

Ｊａｖａ基礎は３つの講座から成り立ち、プログラミングの基礎力養成に重点を置いております。
特に、７週目に復習講座を組み込むことで、従来の講座に比べてより深い基礎理解を可能としました。

即戦力のＷｅｂエンジニアに求められる必須スキルを身につけるために、
重要な基礎を効率良く習得できるよう編成されたカリキュラムがＪａｖａ基礎です。

信頼性が高く、就転職に有利とされるＪａｖａ

未経験から始める基礎プログラミング学習

Ｊａｖａは様々なシステムの言語として採用されています。

身近なところでは、スマートフォンＯＳであるＡｎｄｒｏｉｄアプリの開発、

大きなところでは、銀行のＡＴＭシステムなど、信頼性が求められる金融系システムの開発言語として、

モバイルユースでも企業ユースでも利用される幅が広く、信頼性の高い言語として使用されています。

２０００万人が使用する情報管理アプリであるＥｖｅｒｎｏｔｅや、２億４千万のユーザー数を誇るＴｗｉｔｔｅｒなど、

多くの有名アプリでＪａｖａが採用されているのです。

【Ｊａｖａを学ぶメリット】

・Ｗｅｂ系だけでなく、組み込み系、デスクトップアプリなど、様々な形態でのシステム開発が可能

・言語としての信頼性や拡張性が高い

・大小様々なシステムで採用されている実績がある

・Ｊａｖａ開発案件数は衰えを見せず、常に技術者のニーズがある

他の言語に比べると若干難易度は高めです。

ですが、Ｊａｖａを知っておくことにより、Ｗｅｂエンジニアとしての対応範囲が広がる事は間違いありません。

また、率直に言って、２０２０年までＪａｖａ言語を理解しているエンジニアの需要は増え続けると予想でき、

職に困ることがないのが最大の魅力 でもあります。



講義名

ＪａｖａＳＥ プログラム言語仕様講座１

講義数・習得期間（目安）

１０単元 約６日間

講義形態

個別指導制

学習内容

1. javaの概要、ＪＤＫなどＪａｖａプログラミングを行うために必要な知識を習
得します。

2. 変数の使い方を学習します。変数を箱に見立て、値を箱の中に入れ、
箱の中から取り出すといった身近なものでイメージをつけ、理解力を高め
ます。

3. Ｊａｖａの制御構文の種類と文法を学習します。

4. プログラムを部品化し、再利用可能となるメソッドを学習します。

5. 変数と配列の違いを説明し、配列の利便性を学習します。

学習目標

①ＪＤＫ導入と環境構築の理解

② 変数の使用方法の習得

③ 制御構文の使用方法の習得

④ メソッド、配列の使用方法の習得

学習項目

◆ 開発環境構築

◆ 四則演算

◆ 変数と型

◆ 制御構文（if）

◆ 制御構文（for）

◆ 制御構文（switch）

◆ 制御構文（while）

◆ メソッド

◆ オーバーロード

◆ 配列

環境・演習内容

環境 ◆Ｅｃｌｉｐｓｅ

演習 ◆ 制御構文を使用した練習問題、及びメソッド作成演習
◆ 練習問題に対するフローチャート
◆ メソッド作成演習

講義名

ＪａｖａＳＥ プログラム言語仕様講座２

講義数・習得期間（目安）

１６単元 約１０日間

講義形態

個別指導制

学習内容

1. Ｅｃｌｉｐｓｅを使用し、作業効率の向上を行います。

2. Ｊａｖａの最も重要なオブジェクト指向に関する知識を習得します。

3. Ｊａｖａのクラス階層を理解し、継承の有用性を学習します。

4. Ｊａｖａプログラミングに使用できるメソッドやクラスの特徴を学習します。

5. ガーベッジコレクションや例外など、Ｊａｖａプログラミングで使用されてい

る機能を説明します

学習目標

①オブジェクト指向の理解

②継承の理解

③クラスライブラリ、APIの確認方法の習得

④Ｊａｖａ特有機能の理解

学習項目

◆ IDE構築

◆ オブジェクト指向

◆ Ｓｔｒｉｎｇクラス

◆ アクセス修飾子

◆ 継承

◆ オーバーライド

◆ 多態性

◆ 抽象クラス

◆ インタフェース

◆ スレッド

◆ 例外

◆ ガーベッジコレクション

◆ パッケージ

◆ コレクション

◆ ジェネリクス

◆ ボクシング

環境・演習内容

環境 ◆Ｅｃｌｉｐｓｅ

演習 ◆ 練習問題に対するフローチャート
◆ オブジェクト指向に関する練習問題
◆ 継承に関する練習問題
◆プログラミング総合練習問題

ＪａｖａＳＥ プログラム言語仕様講座１ ５週目

ＪａｖａＳＥ プログラム言語仕様講座２ ６週目

Ｗｅｂエンジニア養成講座
Ｊａｖａ基礎-詳細-

8



講義名

ＪａｖａＳＥ 言語仕様復習講座

復習期間（目安）

約５日間

講義形態

個別指導制

学習内容

1. 環境構築からコレクションまでの内容を各受講生自身が理解不足である

部分を洗い出し復習を行います。

各受講生が苦手としている単元を再度学習し、講師が受講生それぞれの

質問に対応していくことで全員が全ての単元を理解することを目指します。

1. 言語仕様を使用した課題プログラミングを行います。

学習目標

① 言語仕様の理解

(復習)Ｊａｖａ基本文法

(復習)オブジェクト指向プログラミングの理解

(復習)クラス定義の理解とクラスライブラリの理解

(復習)Ｊａｖａの主な機能

学習項目

◆ 言語仕様総復習
変数と型、制御構文、メソッド、
オーバーロード、配列、
オブジェクト指向、継承、多態性、
オーバーライド、抽象クラス、
インターフェース、パッケージ、例外、
修飾子、コレクション

◆ 言語仕様プログラミング
（課題プログラミング）

環境・演習内容

環境 ◆ Ｅｃｌｉｐｓｅ

演習 ◆ 言語仕様の総復習
◆ 課題プログラミング

ＪａｖａＳＥ 言語仕様復習講座 ７週目

Ｗｅｂエンジニア養成講座
Ｊａｖａ基礎-詳細-
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Ｗｅｂエンジニア養成講座
Ｊａｖａ応用-概要-

日程 各受講生の講義開始日によります / 月曜日〜金曜日

講義数/習得期間 全１６単元 / 約１ヶ月

学習スキル Ｔｏｍｃａｔ / Ｓｅｒｖｌｅｔ/ ＪＳＰ / ＪＤＢＣ / ＰｏｓｔｇｒｅｓＳＱＬ / Ｓｐｒｉｎｇ

10

Ｗｅｂシステム開発に特化した応用講座

Ｊａｖａ応用は、ＪａｖａＳＥを理解している方を対象にプログラミング実習を多く取り入れ、
開発現場で活きるスキル習得を効率良く習得できるよう編成された講座です。

Ｔｏｍｃａｔ／Ｓｅｒｖｌｅｔ／ＪＳＰ／Ｅｃｌｉｐｓｅ／ＤＢＭＳのほか、
Ｗｅｂシステム開発に欠かせないフレームワークまでも習得します。

Ｊａｖａ応用のカリキュラムは、現役エンジニアの研修にも利用されていますので難易度は高いですが、
現役エンジニアと同じスキルが無ければ開発現場で通用しないことは明らかです。

Ｗｅｂシステムの開発現場で必須とされる重要な技術や知識を幅広く学ぶことにより、
Ｗｅｂエンジニアとしての総合力を身につけ、短期間で現場の戦力となることがＪａｖａ応用の目標です。

ＷｅｂプログラムとＪａｖａを繋げたＷｅｂシステム

これまで学習したＷｅｂプログラムとＪａｖａを繋げる

Ｊａｖａ

Ｗｅｂ Ｓｅｒｖｅｒ

ＰｏｓｔｇｒｅｓＳＱＬ

DB Ｓｅｒｖｅｒ

ユーザー

ＨＴＭＬ/ＣＳＳ
ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ
ｊＱｕｅｒｙ/ａｊａｘ

１

２：ＳＱＬ

３：データ

４

ユーザーが検索やページ移動などの
お問合せをするたびに
サーバー側にリクエストが送られます。
サーバー側にはＪａｖａで作られたシステムが
存在します

サーバーがリクエスト結果ページを
ユーザに送ります。ユーザー側でＨＴＭＬ、
ＣＳＳ、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ、ｊＱｕｅｒｙなどが
動作します



講義名

ＤＢＭＳ データベースＳＱＬ講座

講義数・習得期間（目安）

６単元 約６日間

講義形態

個別指導制

学習内容

1. 正規化を学習し、データの矛盾や無駄（重複など）を無くし、シンプルな構
造を設計する技術を習得します。

2. SQLを使用し、RDBMS（リレーショナルデータベースマネジメントシステ
ム）に命令を出して、必要なデータをデータベースに格納したり、格納し
たデータを取得（表示）する方法を習得します。

学習目標

① データベースの理解

② 正規化の理解

③ SQL、サブクエリ、集計関数の習得

学習項目

◆ ＳＱＬ基本操作

◆ 集計関数

◆ サブクエリ

◆ 正規化

◆ テーブル定義書

◆ テーブル設計

環境・演習内容

環境 ◆ＰｏｓｔｇｒｅｓＳＱＬ

演習 ◆ 正規化
◆ ＳＱＬ

講義名

ＪａｖａＳＥ/ＥＥＷｅｂプログラミング基礎講座

講義数・習得期間（目安）

３単元 約４日間

講義形態

個別指導制

学習内容

1. ＪＤＢＣドライバを使用し、Ｊａｖａからデータベースへの接続方法を
学習します。条件なしの検索方法から、パラメータを使用した
条件検索方法、登録・更新・削除の方法を順を追って学習します。

1. データベースへの接続メソッド、切断メソッド、検索、登録、更新、削除を
行うためのメソッドを作成します。単にメソッドを作ることを目的とせず、
汎用的に利用することが出来るメソッドを意識して作成することを
目指します。

学習目標

① ＪＤＢＣドライバの理解

② Ｊａｖａとデータベース連携方法の習得

③ 汎用的なメソッドの作成

学習項目

◆ ＳＱＬインジェクション

◆ ＰｒｅｐａｒｅｄＳｔａｔｅｍｅｎｔ

◆ ＤＡＯ、ＤＴＯデザインパターン

環境・演習内容

環境 ◆ Ｅｃｌｉｐｓｅ ◆ＰｏｓｔｇｒｅｓＳＱＬ ◆Ｔｏｍｃａｔ

演習 ◆ データベース接続と連携したＳｅｒｖｌｅｔの作成

ＤＢＭＳ データベースＳＱＬ講座 ８週目

ＪａｖａＳＥ/ＥＥ Ｗｅｂプログラミング基礎講座 ９週目

Ｗｅｂエンジニア養成講座
Ｊａｖａ応用-詳細-
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講義名

ＪａｖａＥＥ Ｗｅｂプログラミング実践講座

講義数・習得期間（目安）

７コマ 約１０日間

講義形態

個別指導制

学習内容

1. フレームワークの概要を学び、フレームワークの利便性、効率性を

理解していただきます。

1. Ｊａｖａでは主にどのようなフレームワークが使用されているか、

何故フレームワークを使用するのかを説明します。

1. MVCモデルの概要を説明し、ＪａｖａでのMVCモデルフレームワークである

Ｓｐｒｉｎｇを習得します。開発現場により近い形での

Ｗｅｂアプリケーション開発の手法を学習します。

学習目標

①フレームワークの理解

②Ｓｐｒｉｎｇフレームワークの理解

学習項目

◆ Ｓｐｒｉｎｇ導入

◆アノテーション（@Reuslt、@Action）

◆ Ｓｐｒｉｎｇ Bｏｏｔ

◆ AOP

◆ Ｓｐｒｉｎｇ JDBC

◆ＳｐｒｉｎｇWeb MVC

◆Ｓｐｒｉｎｇ Web MVC + JDBC

環境・演習内容

環境 ◆ Ｅｃｌｉｐｓｅ ◆ Ｓｐｒｉｎｇ
◆ＰｏｓｔｇｒｅｓＳＱＬ ◆Ｔｏｍｃａｔ

演習 ◆ ユーザー管理システム
◆ 課題プログラミング

ＪａｖａＥＥ フレームワーク講座

Ｗｅｂエンジニア養成講座
Ｊａｖａ応用-詳細-
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● 就職保証サービス (希望制/入学時に申請が必要)

1. 就職保証とは、所定の条件 ( ※1) を満たした当校卒業生に対し、
正社員での就職を保証するものです。

1. 就職保証サービスを利用し、就職活動開始日 ( ※2) より６ヶ月間で
正社員として就職できなかった場合は受講料の１００%を返金いたします。

(※1)
所定の条件は下記内容となります。
1、入校日から4ヶ月（120日）以内に卒業試験（筆記）に合格すること。
2、卒業試験（実技）に合格すること。
3、ORACLE認定Ｊａｖａプログラマ試験(OCJ-P シルバー)に合格すること。
4、就職対策講座を受講し、当校講師による面接試験に合格すること。
5、受講期間中に無断で遅刻・早退・欠席をしないこと。

（※2）
就職活動日とは以下の４項目を提出した日を指します。
・個人で開発したＷｅｂシステム
・個人で開発したＷｅｂシステムの仕様書
・当校講師による面接試験の合格証
・ORACLE認定Ｊａｖａプログラマ試験(OCJ-P シルバー)合格の証明書

● 就職サポートサービス(希望制/申請が必要なし)

当校で受講した生徒が希望された場合に就職活動をサポートいたします。
なお、就職サポートは就職保証の所定条件を満たさなくてもご利用が可能です。

本講座は、ＩＴ関連企業への就職を希望される方々へ、
2つのサービスを提供しております。
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Ｗｅｂエンジニア養成講座
就職保証サービスと就職サポート



講座名
就職保証コース Ｗｅｂエンジニア養成講座
（Ｗｅｂプログラミング基礎／Ｊａｖａ基礎／Ｊａｖａ応用／の全て含む）

講義数
Ｗｅｂプログラミング基礎１９単元 / Ｊａｖａ基礎２６単元 / 
Ｊａｖａ応用１６単元

開講日程 講義開始日から約６０日間（土日祝日除く）

受講費用

入学金 20,000円 / 受講料 300,000円 / 就職対策講座料 50,000円
テキスト代20,000円
合計429,000円（税込）

※分割払い（ローン払い）も可能

分割払い（3回払い）の支払い例
（入学金＋受講料＋就職対策講座料 + テキスト代）÷支払回数 = 月々支払額
429,000 ÷ 3 = 約143,000円/月
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Academy eXtend It skill Zero

Twitterアカウント
@axiz_okinawa

LINEアカウント学校説明会、その他のお問い合わせに
ついてはAxiZ沖縄のホームページ
またはTwitterかLINEにてご連絡ください。


