
���� 年公開講座

新人 IT 研修
早期募集開始！

ビジネススキル研修の大手であるインソースグループならではの新人 IT 研修として、IT 技術スキル ビジネスパーソン
としての基礎知識・スキルを、同時に徹底強化する研修をご提供します。

システムエンジニアには言語・設計などの技術知識・スキルに加え、文書作成力、コミュニケーション力、ビジネスマナー
など、多様な知識・ビジネススキルが必要です。新人教育はぜひ、すべてまとめてインソースにお任せください。

☑

☑

インソースの新人 IT 研修  � つの特長

低コスト
　& 高クオリティ01 文系出身でも安心の

サポート体制02 オンライン・対面
どちらでも受講可能03 新人の様子はリアル

タイムに確認可能04
お手頃価格で高品質の研修をお届け
します。最終的な成果物をご覧に
なった研修担当者様からは「この短
期間でこれだけのものを完成させた
のは素晴らしい」「毎年成果物の出来
が向上していて参加する度に驚かさ
れる」など、例年お褒めの言葉を頂
いています。

メイン講師 � 名に加えて、アシスタ
ント講師とチューターが研修期間中、
受講者の皆さまを徹底サポートしま
す。文系出身で言語習得に不安を抱
えている方や、理解に時間がかかる
方も、分からないところは講師 � 名
が理解できるまでサポートするため、
誰も置き去りにしません。

現在、オンライン研修の累計実施回
数は � 万回を超えています。オンラ
イン・対面どちらのノウハウも豊富
に持つインソースだからこそ、お好
きな実施形式で研修を受講いただけ
ます（オンライン＋対面のハイブ
リッド形式も柔軟に対応します）。

新人 IT 研修の期間中、新人の皆さま
の様子が気になるのは当然です。
インソースでは、皆さまの日報や単
元毎の小テストの結果が即時ご確認
いただける研修管理システムをご用
意しております。

豊富な研修ラインナップをご用意しています！
お好きなビジネススキル研修と自由に組み合わせが可能です

■ ���� 年新人 IT 研修　公開講座ラインナップ

01 Java コース（�� 日間）
通常 �,���,��� 円のところ、���,��� 円 / 名（� 日あたり ��,��� 円）

02 PHP コース（�� 日間）
通常 ���,��� 円のところ、���,��� 円 / 名（� 日あたり ��,��� 円）

03 C言語コース（15日間）
通常 ���,��� 円のところ、���,��� 円 / 名（� 日あたり ��,��� 円）

▶カリキュラムの詳細はこちら
https://www.insource.co.jp/bup/newcomer_it_dx.html

※その他、 Python 、組込み C 言語コースもご提供しております。
※上記はすべて税込価格です。
※���� 年 � 月 � 日（水）時点での情報です。

早期申込みキャンペーン中！
���� 年 �� 月 �� 日（木）まで

全コース
���� 年 � 月 � 日（金）スタート！

🔍

詳しくは

インソース　新人 IT 研修 で検索



■ ���� 年新人 IT 研修　公開講座コース別スケジュール

スケジュール

�/�－��
コンピュータ・
ネットワーク基礎

�/��－�� アルゴリズム基礎

全コース共通プログラム

01 Java コース（�� 日間） 02 PHP コース（�� 日間） 03 C 言語コース（�� 日間）

�/��－�� �/��－��データベース基礎 データベース基礎

�/��－�� HTML/CSS/javascrpt 基礎

�/��－�/�� プログラミング基礎（Java）

�/��－�� WEB アプリケーション・
セキュリティ技術

�/��－�/� Java システム開発演習

�/� 成果発表会

�/��－�� HTML/CSS/javascrpt 基礎

PHP 開発演習�/��－�/��

成果発表会�/��

�/��－�� C 言語基礎（開発演習）

成果発表会�/��

☑誰も置き去りにしない「振り返り講義」と「個別サポート」
毎日復習を行い、前日の内容が理解できているか確認します。
講義についていけない方が出ないように、日々講師やチューターがサポートします。

☑受講者の日々の状況把握・分析・サポートをオンラインで行います
受講者様には毎日システム上で日報を作成いただき、受講の様子や理解度を共有します。
そちらをもとに理解を深めるサポートや日報へのフィードバックへ繋げます。
また、研修ご担当者様も日報はリアルタイムでご確認いただけますので、
日報へコメントを送付（フィードバック）することも可能です。

講師派遣
受講人数が多い（�� 名以上目途）お客様に対しては、研修内容や日程のカスタマイズが可能な講師派遣型も実施をいたします。

【ご参考】昨年の実施事例
講師派遣型新人 IT 研修プログラム

（� ～ �) ビジネススキルアップ研修を組込み、ビジネスパー
ソンとしてのマナーや所作を徹底強化＆実践演習を実施
まず � 日間でマナーやビジネス文書、仕事の進め方の基礎知識を身につけま
す。最後に実践演習として、実際にビジネスの現場で起こるシチュエーショ
ンを想定し、お客様先への訪問でのヒアリングから上司への報告を経て、
企画提案のプレゼンテーションまで行うプログラムを実施しました。学んだ
スキルを『分かる』から『出来る』ようにトレーニングし、現場で実際に実
践できるようにします。

(� ～ ��) 余裕を持った IT スキルアップ研修、各人の予備知
識・理解度も鑑みて知識・スキルを高める
通常の Java コースに「システムテスト技法」「オブジェクト指向と UML の
基礎」「Angular 入門」を追加し、より実践技術を強化しました。また、��
日間と長期の研修となるため、問題を発見し解決しながら運用できる対応力
も養っていきます。また、オンラインで顔を合わせない状態が続いても、受
講者様同士の仲間意識の醸成、コミュニケーションの促進は欠かしません。

No. 研修名 日数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2
1
2
4
2
2
2
1
4
8
3
6
3
11
51

ビジネス基礎研修
ビジネス文書研修
実践シミュレーション研修
コンピュータ・ネットワーク基礎研修
アルゴリズム基礎研修
データベース基礎研修
システムテスト技法研修
ビジネス活用のための AI・人工知能研修
HTML/CSS/Javascript 基礎研修
プログラミング（Java) 基礎研修
オブジェクト指向と UML の基礎研修
WEB アプリケーション・セキュリティ技術研修
Angular 入門研修
Java・システム開発実習＋成果発表会

合計

▼お問い合わせはこちら

☎
✉

03-5577-3203
ida_info@insource-da.co.jp

東京都千代田区神田小川町 � 丁目 �-� 駿河台ヤギビル � 階
https://www.insource-da.co.jp/

▼営業担当拠点情報


