
  

◎実業務経験型 Java 研修 
Java の基礎・応用について学習後、当社請負案件に従事して頂きますので研修後は実業務

経験者として次の案件に就くことができます。 

◎研修生の評価を定期的に報告 
当研修では評価シートを用いて研修者の評価を定期的に行い、各カリキュラムの習得具合や

研修態度、実業務の進捗を定期的にフィードバック致します。 

◎常駐先への面接対策 
常駐先へ就業する際の面接についても当社でサポートします。 

当研修の特徴 

裏面へ☞ 
 



 

FAX でのお問い合わせは以下をご記入の上お送り下さい。 FAX：03-3350-1639 

会社名  

ご住所  

ご担当者名  

お電話番号  

お問合せ内容 
 

 

料金 

１名様あたりの研修費用は以下となります。 

研修期間 研修費用 

Java 学習 
（１ヵ月） 

\150,000（税別） 

当社請負案件 
（２ヵ月） 

\300,000（税別） 

合計 \450,000（税別） 

※１ヵ月 140 時間です。 

キャリア形成促進助成金： 

【経費助成】\243,000 (研修費 486,000 円÷2) 

【賃金助成】\336,000 (800 円×420 時間) 

【受給額】 \579,000 

研修費実質 ０円 （+差額\93,000） 

キャリアアップ助成金： 

【経費助成】\300,000 (研修費 486,000 円) 

【賃金助成】\336,000 (800 円×420 時間) 

【受給額】 \636,000 

研修費実質 ０円 （+差額\150,000） 

株式会社アクティーフ 

〒160-0022 

東京都新宿区新宿 1-11-5 不二越ビル 4 階 

TEL：03-6380-6268 FAX：03-3350-1639 

URL：http://activeco-web.com/ 

担当：飯塚 

Mail：k-iiduka@ite-center.com 

資料 URL：http://activeco-web.com/akschool.pdf 

Ｊａｖａ学習 

基礎編 Javaの入門的な内容を学習します。 
変数と型、if文、for文、メソッド、配列など 

10日 

応用編 オブジェクト指向プログラミングを意識した学習を行います。 
クラスとインスタンス、スーパークラスとサブクラス、例外処理など 

10日 

※Java SE 7/8 Bronze の資格取得に必要な研修及び試験対策を行います。 

３ヵ月コース（実業務経験型）の研修内容（420 時間）

当研修の特徴 

◎フレキシブルトレーニング 
本人の習熟度に合わせて研修の内容を変更できま

す。進みが早い人はカリキュラムを追加できます。 

◎講師 
実務経験豊富な現役エンジニアが講師を担当しま

す。実務を意識した講義を行います。 

◎助成金申請サポート 
当社研修は各種助成金に対応しているケースが御座

います。助成金申請についても無料でサポート致し

ます。 厚生労働省等の助成金制度を利用するこ

とで更にコストを圧縮できます。 
 お問い合わせ 

 

当社請負案件 

仕様理解 当社請負案件に参画して頂きます。 
仕様説明、スケジュール説明、作業説明など 

1日 

SQL学習 
(Oracle) 

当社請負案件のデータベースの理解や SQLを学習します。 
SQL文の学習(SELECT、UPDATE、INSERT、DELETE)、データベースの仕組み、 
データベースへのアクセスなど 

5日 

JSP学習 当社請負案件の製造業務に必要な JSPを学習します。 
タグについて、画面間のデータの受け渡し、サーブレット、セッションなど 

6日 

当社請負案件
に従事 

担当を割り振り、各画面の製造作業を行って頂きます。 
詳細設計書の作成、製造、単体テスト、レビューなど 

28日 

※ビジネスマナー・セキュリティについても学習して頂きます。 

※研修期間・研修内容の変更に関しては別途ご相談下さい。 
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株式会社アクティーフ 

担当者：飯塚恭一 

k-iiduka@ite-center.com 



 

2 

 

Aktiv 
 

 
 

当社研修 

アクティーフ Ｊａｖａ研修 

プログラミングの勉強をしたことが無い人を対象にしております。 

そして実際に実業務に就いて頂き、実業務の流れを学んで頂きます。 

当研修の目標は研修生をテクニカル面でもヒューマン面でも、実業務にて即戦力となるＪａｖａのエンジニアに育てることです。 

Javaプログラム 

JSP Struts 

データベース 

社会人基礎力 

実
業
務
経
験 

実業務において 

即戦力となる 

エンジニア 
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資本金：  10,000,000円 

 

従業員数：  70名 

（関係会社含む） 

 

主なお取引先： 株式会社電通国際情報サービス 殿 

   伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 殿 

   株式会社シーエーシー 殿 

   株式会社 DTS 殿 

アクティーフについて 

事業内容： 受託開発 

  ＩＴ業務支援 

  エンジニア教育サービス 

 

所在地： 東京都新宿区新宿 1-11-5 不二越ビル 4階 

URL：  http://activeco-web.com/ 

TEL：  03-6380-6268 

FAX：  03-3350-1639 

受託開発やＩＴ業務支援を行っている会社です。 

当社ではＩＴ業界未経験者を積極的に採用しエンジニアの育成に力を入れています。 

また、当スクール事業部では企業様向けの研修を行っており、実業務において即戦力となる

エンジニアを過去 300人以上輩出しております。 

厚生労働省認定 求職者支援訓練も行っております。 

Aktiv 株式会社アクティーフ 
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開発経験に従事させスキルを

上げたい。新人でも参画できる

開発案件を探す。 

従来の新人研修後の流れ 

実業務の経験がないため、開

発案件に従事できず、待機して

しまいコストがかかる。 

当面は売上を上げるためにオ

ペレーターやテスト業務の案件

につかせる。 

スキルが上がらず単価も上が

らない、本人も開発ができずモ

チベーションが下がる。 
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当社アクティーフ研修後の流れ 

開発経験に従事させスキルを

上げたい。新人でも参画できる

開発案件を探す。 

 

実業務の経験があるため、開

発案件に従事しやすくなる 

開発案件に従事することでス

キルアップができる 

スキルアップするため、売上が

上がる、本人のモチベーション

も上がる 

次の開発案件へ 
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新人研修における悩みを当社が解決 

研修終了後に常駐先で就業するため元請との

面接があるがうまくいくか悩んでいる。 

以前の新人はなかなか決まらず 2 ヵ月ほど待

機してしまった。  

外部研修の場合、直接社員を見ていないた

め、社員の様子が把握できないため、研修が

身についているのか心配。 

常駐先で就業していたが、ホウレンソウができ

ておらず苦情がきて退場してしまった。 

ホウレンソウ等の社会人基礎力も身につく研

修は無いのか。 

助成金については知識がなく、適用できるかど

うかわからないため懸念している。 

社労士に頼むとコストが掛かってしまう。 

当社研修では常駐先へ就業する際の面接について、スキルシートの

書き方指導や、経歴説明の練習、質疑応答対策等、当社でサポート

致します。 

当社研修にご参加頂いた方（弊社新人も含む）で待機者となった人は 

過去１人もいません。 

当社研修では評価シートを用いて研修者の評価を定期的に行い、各

カリキュラムの習得度や研修態度、実業務の進捗を定期的にフィード

バック致します。 

また、ご要望があれば評価シートの内容追加等も行います。 

実業務を行うにあたり、報告、連絡、相談は非常に重要です。 

そのため、当社研修では実業務において、定期的に報告をさせたり、

あえて少ない情報で作業をさせ、自ら相談をさせる等をし、ホウレンソ

ウを身につけて頂きます。 

当社研修は各種助成金に対応しているケースがございます。 

助成金申請のサポートについても無料で行っております。 
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研修内容について 

Ｊａｖａ学習 

基礎編 
Javaの入門的な内容を学習します。 

変数と型、if文、for文、メソッド、配列など 
10日 

応用編 
オブジェクト指向プログラミングを意識した学習を行います。 

クラスとインスタンス、スーパークラスとサブクラス、例外処理など 
10日 

 
当社請負案件 

仕様理解 
当社請負案件に参画して頂きます。 

仕様説明、スケジュール説明、作業説明など 
1日 

SQL学習 
(Oracle) 

当社請負案件のデータベースの理解や SQLを学習します。 

SQL文の学習(SELECT、UPDATE、INSERT、DELETE)、データベースの仕

組み、データベースへのアクセスなど 

5日 

JSP学習 
当社請負案件の製造業務に必要な JSPを学習します。 

タグについて、画面間のデータの受け渡し、サーブレット、セッションなど 
5日 

当社請負案件に従事 
担当を割り振り、各画面の作業を行って頂きます。 

詳細設計書の作成、製造、単体テスト、レビューなど 
30日 

※ビジネスマナー・セキュリティについても学習して頂きます。 

※常駐先への面接の練習、質疑応答対策も行います。 

3 ヶ月コース（実業務経験型）の研修内容（420時間） 
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当社請負案件の進め方 

当社請負案件 

工程 ： 詳細設計書～単体テスト 

期間 ： 2 ヶ月 

必要スキル ： Ｊａｖａ、Ｏｒａｃｌｅ、Ｓｔｒｕｔｓ 

開発環境 

OS ： Windows7 

AP サーバー ： Tomcat 

データベース ： Oracle11g 

開発環境 ： Eclipse 

フレームワーク ： Struts 

当社請負案件で身につくスキル 

・仕様の理解 

・詳細設計書の作成／レビュー 

・Web画面の作成／レビュー 

・単体テスト仕様書の作成／レビュー 

・JUnitの作成／レビュー 

・単体テストの実施（エビデンス取得）／レビュー 
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当社請負案件の指導方法 

現場でよくある苦情 指導方法 

毎日定刻に進捗を報告させることによ
り、スケジュールを意識するように指導 

遅延が発生しそうな時点で報告・相談を
行うよう指導 

15 分悩んでもわからない場合はすぐに質
問するように指導 

作業の指示を行う際、あえて不明点を残
して指示をし、自ら質問させ質問の重要
性を指導 

スケジュールに対しての意識が低く、作
業指示をしても報告がない 

遅延していても報告がなく、相談もない 

わからない点があっても質問しない 

わからないまま作業を進めてしまうため
手戻りが発生する 

入館証紛失や WEB 利用等について、セ
キュリティ事故が発生する 

大手の基準に沿ったセキュリティ対策を
行い、セキュリティへの関心とセキュリ
ティの重要性を指導 
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Javaにおいての能力

•計算についての理解（四則演算について）

•if文、for文、配列、メソッドについての理解

•クラスとインスタンス、スーパークラスとサブクラスについての理解

•例外処理、インタフェースについての理解 等

データベースの能力

•SQLの理解

•主キー、Index等の理解 等

JSP Strutsの能力

•JSPの理解

•サーブレットの理解 等

実業務においての能力

•コミュニケーション（適切な自己表現・双方向の意思疎通を図る能力）

•チャレンジ意欲(行動力・実行力を発揮して職務を遂行する能力）

•考える力（向上心・探求心を持って課題を発見しながら職務を遂行する能力） 等

   
 

研修生の評価 

当研修では評価シートを用いて研修者への評価を定期的に行い、カリキュラムの習得具合や研修態度、実業務の

進捗を定期的にフィードバック致します。 
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費用のご案内 

※1 ヵ月約 140 時間です。 

アクティーフ Java研修 3 ヵ月コース（実業務経験型） 

研修期間 研修費用 

Java 学習（１ヵ月） 

 

当社請負案件（２ヵ月） 

\150,000（税別） 

＋ 

\300,000（税別） 

合計（3 ヵ月） \450,000（税別） 
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助成金の活用（キャリア形成促進助成金） 

キャリア形成促進助成金 成長分野等人材育成コース 
 

※以下引用 「厚生労働省 公式ホームページより抜粋」 

 

■支給額（１事業所当たり最大 500万円） 

【経費助成】１人当たり 10万円～30万円支給（研修費用の半額） 

【賃金助成】１人１時間 800円支給 

※中小企業の場合 

 

■概要 

①対象者が正社員であること 

②研修時間が 20 時間以上であること 

③研修期間中の賃金が発生していること 

 

実施例研修・・・420時間 

【経費助成】 243,000円(研修費 486,000円÷2) 

【賃金助成】 336,000円（800×420 時間） 

受給額 579,000円/１名 

■受給のための条件 

・対象者が雇用保険被保険者であること 

・対象者が正社員であること 

・過去 6 ヵ月以内に会社都合の解雇が無いこと 

 

キャリア形成促進助成金を利用すると 

研修費用が実質 0円（＋差額\93,000） 
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 助成金の活用（キャリアアップ助成金） 

キャリアアップ助成金 人材育成コース 
 

※以下引用 「厚生労働省 公式ホームページより抜粋」 

 

■支給額（１事業所当たり最大 500万円） 

【経費助成】１人当たり 10万円～30万円支給 

【賃金助成】１人１時間あたり 800円支給 

※中小企業の場合 

 

■概要 

①年齢や研修期間に定めはない 

②研修時間が 20 時間以上であること 

③研修期間中の賃金が発生していること 

 

■受給のための条件 

・対象者が雇用保険被保険者であること 

・対象者が有期契約労働者であること 

・過去 6 ヵ月以内に会社都合の解雇が無いこと 

 

実施例研修・・・420時間 

【経費助成】 300,000円(研修費 486,000円) 

【賃金助成】 336,000円（800×420 時間） 

受給額 636,000円/１名 

キャリアアップ助成金 正規雇用等転換コース 
 

※以下引用 「厚生労働省 公式ホームページより抜粋」 

 

■支給額（１事業所あたり 15人まで） 

１人当たり 50 万円が支給されます。 

 

■概要 

有期契約（契約社員、アルバイト等）が正社員への雇用転換があ

った場合 

 

■受給のための条件 

・対象者が雇用保険被保険者であること 

・有期雇用期間が 6 ヵ月字以上あること 

・過去 6 ヵ月以内に会社都合の解雇が無いこと 

・正規雇用等転換コース適用の要件等が就業規則に定められて

いること 

キャリアアップ助成金を利用すると 

研修費用が実質 0円（＋差額\150,000） 


