
R4年度 11月開講 eラーニング
『Webサイト制作科』・『Webマーケッター科』

オンラインスキルアップ職業訓練

説明資料

C&R社プロフェッショナルエデュケーションセンター

※資料の複製や転載、また見学会内容の録音・録画等の撮影はご遠慮いただきますようお願いいたします。



オンラインスキルアップ職業訓練

このコースは、東京都内在住であり、求職者、非正規労働に従事されている方または

フリーランスの方等を対象として、東京都が実施しているeラーニングによる職業訓練

となります。※具体的な応募資格は募集パンフレットにてご確認ください。

■受講期間

令和4年11月1日～令和5年1月31日までの３ヶ月間

■受講料

無料です。ただし、教科書代、交通費（スクーリング）等は本人負担となります。

■申込方法・選考について

管轄のハローワークからお申し込みください。

（ハローワークにおいてあるパンフレットの申込用紙に必要事項を記入の上、ご自身管轄ハローワークの窓口から

お申し込みとなります。）

※当社に直接お申込みいただくことはできませんのでご注意ください。

※選考は、申込書の記載内容により東京都が行います。

※合格発表は東京都(東京都立中央・城北職業能力開発センター 再就職促進訓練室)より郵送されます。
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Webサイト制作科 訓練概要

訓練科名 Webサイト制作科

受講対象 中級程度のパソコンレベルがあり、修了後関連職種に就職を希望する方

受験できる関連資格 国家検定 ウェブデザイン技能検定３級
サーティファイ ネットマーケティング検定

コースの内容

Webサイト制作に必要となるHTML、CSSの基礎知識を身に付け、制作およびWebサイトの制作進行や、運用管理
に必要となる技術を習得する。

Webの職種や仕事の流れを理解し、一般企業においてWebサイト制作アシスタントや、更新業務、 Web広告やサイ
トの進行管理などができるようになる。

目標とする人物像

一般企業のWeb担当/ECサイトの管理者/制作進行管理

訓練修了後の関連職種

（キーボード操作、インターネットへの接続、アプリケーションのダウンロードなど基本的なPC操
作については予め理解しておく必要があります。）
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Webサイト制作科 主な訓練カリキュラム

■PC基礎
・Webブラウザについて
・ファイルの操作について
・エディタについて

■ネットリテラシー
・利用時の注意
・発展とトレンド
・SNS ・ネット広告

■Webの基礎知識
・データの仕組み
・インターネットの仕組み
・プロトコル ・HTTP
・URI ・FTP ・暗号化
・Web標準 ・画像
・Webサイト設計
・評価手法
・ログ解析の基礎知識
・関連法務の基礎知識

およそ100時間で以下内容を実施します。 各カリキュラム終了毎に、小テスト1問～3問を実施し進めていきます。

※Webサイト制作科では、何度も繰り返しの内容が出てきます。
これは、何度も繰り返し聞くこと、学ぶことによって理解を深める目的があります。 概論的な内容は、実技的内容を行うことで、
改めて理解できる事が多くあります。
また、実技では実際に作業を実施する内容も出てきます。一度動画を見てから、テキストを併用して、指示の通りに作業を
進めてみてください。
どんどん動画を見進めていただいて、復習をすることで理解ができることが多くあるので、まずは、立ち止まらず進んでみてください。

■ネットマーケティング検定対策
・インターネット技術概論
・リサーチ ・PR・ブランディング
・広告 ・インターネット販売
・効果測定 ・関連知識

■ウェブデザイン技能検定３級対策
・学科試験対策
インターネット概論
ワールドワイドウェブ(WWW) 法務
ウェブデザイン技術
ウェブ標準
ウェブビジュアルデザイン
ウェブインフォメーションデザイン
アクセシビリティ・ユニバーサルデザイン
ウェブサイト設計・構築技術
ウェブサイト運用・管理技術
安全衛生・作業環境構築
・実技対策
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■Webサイト制作の基礎
・構造化 ・スタイル ・スクリプト ・プログラミング
・エディタ ・ブラウザ ・環境設定
・HTMLファイル ・要素 ・空要素 ・属性
・ブロックレベル・インラインレベル ・HTML
・CSS

■Webサイト制作の基礎 演習
・演習課題



訓練科名 Webマーケッター科

受講対象 中級程度のパソコンレベルがあり、修了後関連職種に就職を希望する方

受験できる関連資格 サーティファイ ネットマーケティング検定対策
サーティファイ ビジネス著作権検定

コースの内容

Webマーケッターに必要となるインターネット上のマーケティングの基礎知識を身に付け、Webマーケット、ネット広告、
SNSマーケティング、アクセス解析に関する知識を習得する。

Webサイトを取り扱う企業や一般企業において、インターネットの特性を理解し、Web担当者として状況に応じて正し
い知識と技術をもって、効果的なマーケティング手法を選択できるようになる。

目標とする人物像

一般企業のWeb担当/ECサイトの管理者/Webマーケッター/Webディレクター

訓練修了後の関連職種

（キーボード操作、インターネットへの接続、アプリケーションのダウンロードなど基本的なPC操
作については予め理解しておく必要があります。）

Webマーケッター科 訓練概要
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Webマーケッター科 主な訓練カリキュラム

約100時間で以下内容を実施します。各カリキュラム終了毎に、小テスト1問～3問を実施し進めていきます。

■PC／Web基礎
・Webブラウザについて
・ファイルの操作について
・エディタについて
・インターネットの発達
・インターネットのサービス
・ハイパーテキスト構造
・IPアドレスとURL 
・ＷＷＷのしくみ
・プロトコル
・Webページでなにができるのか

■ネットリテラシー
・利用時の注意
・発展とトレンド
・SNS
・ネット広告

■Webマーケター入門編
・Webマーケットとは
・SNSマーケティングとは
・アクセス解析の方法

■Webマーケッター演習編
・テーマに合わせたリサーチ、分析の実習

■ネットマーケティング検定対策
・インターネット技術概論
・リサーチ
・PR・ブランディング
・広告
・インターネット販売
・効果測定
・関連知識

■ビジネス著作権検定対策
・第Ⅰ章 著作権の概要
・第Ⅱ章 著作物
・第Ⅲ章 著作者
・第Ⅳ章 著作者の権利
・第Ⅴ章 保護期間
・第Ⅵ章 著作権の譲渡と利用許諾
・第Ⅶ章 著作権の制限
・著作隣接権
・著作権の侵害
・知的財産権制度
・情報社会と情報モラル 6



必要な設備・推奨環境

■パソコンとインターネット接続環境

① 自宅でeラーニング教材を見る時に必要な環境

・WindowsPCの場合
OS：Windows 10以降
ブラウザ：IE11以降、Firefox、
Chrome、Microsoft Edgeの最新版

・Macintoshの場合
OS：Mac OS X以降
ブラウザ：Safari（最新版）

・iPhoneの場合
OS：iOS7.0以降：Safari

・Androidの場合
OS： Android4.0以降：標準ブラウザ

・メモリ：4GB以上
・解像度：1024×768以上
・通信速度：下り：512kbps以上
・スピーカー（音が聞こえる環境必要があります）

■パソコンとインターネット接続環境

② 自宅でeラーニング教材使って学習する時に必要な環境

・メールアドレス（連絡用）

・学習用PC（教材を見るPCと兼用可）
OS：Windows 10以降

ブラウザ：必要に応じてインストールします。

アプリケーション：主にテキストエディタを使用。
必要に応じてインストールをします。
※有料のものはありません。
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テキストについて （予定）

Webサイト制作科
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Webマーケッター科

・Webサイト制作の基礎（オリジナルテキスト）
・Webの基礎知識（オリジナルテキスト）
・Webマーケティング基礎（オリジナルテキスト）
・ウェブデザイン技能検定3級ガイドブック
・ウェブデザイン技能検定3級対策問題集
・ネットマーケティング検定公式テキストマーケティング基礎編

教材費：10,000円予定

・Webマーケティング基礎（オリジナルテキスト）
・Webサイト制作の基礎（オリジナルテキスト）
・ビジネス著作権検定 BASIC・初級公式テキスト
・ネットマーケティング検定公式テキストマーケティング基礎編
教材費：7,000円予定



スクーリングについて

期間中に３回スクーリングを行います。
※コロナウィルス対策として、オンライン会議システムでの開催を予定しております。

所定日に、オンライン会議システムを使用し、事務局からのお知らせ、進捗状況の確認、業界動向、
職種についての理解を深める内容や、応募書類の作成など就職支援に役立つ内容となります。

日程は、入校（受講）が決まってからのお知らせとなりますが、
毎月1回（3ヶ月間で計3回）平日AMに予定をしています。（土日祝日の開催はありません）

※３回すべてに参加いただけることが望ましいですが、履修率としてはカウント対象外となります。
※スクーリングに参加できない場合は、必ずご連絡いただき、後日当日の様子を録画で視聴いただける
ようにいたします。 (オンライン会議システムの録画となります)
※毎回、必ず確認いただきたい事務連絡がございますので、欠席の場合は動画視聴が完了したことも
ご連絡いただきます。
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eラーニングシステムについて

E-manabi というシステムを使います。
入校（受講）決定者には、入校日当日の正午までにシステムのアドレスと、ログイン情報をお知らせいたしますので、各自ログインをしていただきます。
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ログインすると、このような画面になります。（こちらの画面はダミーです） PC、スマホ で閲覧可能です。
事務局からお知らせがある場合は、 「通知」や、「お知らせ」のところに赤い数字が出ますので、クリックして内容をかくにんします。

講座内容は、（Webサイト制作科 or Webマーケッター科）

事務局からのお知らせがあると、赤い数字が出るので、
クリックして確認してください。

Eラーニングは、講座名をクリックして始めます。 11

eラーニングシステムについて



講座詳細の画面になります。上から順番に受講いただきます。1度動画は、あとで繰り返し見ることが可能です。毎回のレッスンの後に、小テストがあるので（1問から3問）
テストを実施して次に進んでください。
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eラーニングシステムについて



動画画面の例です。
画面下に、一時停止のボタンや、時間経過のバーがあります。速さも変えることができます。
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eラーニングシステムについて



小テストの画面です。選択式になっていますので、選んで、回答に進んでください。全問正解で次にすすめます。
テキストや動画に出てくる内容の小テストになりますので、動画を見返したり、テキストを読んで、回答いただいて構いません。
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eラーニングシステムについて



問い合わせや質問について。

eラーニングの内容以上のご質問にはお答えできませんので、ご了承ください。
使用上の不明点やその他お問合わせや、スクリーニングに来れない場合など、トップページのお知らせやお問い合わせで事務局とやり取りすることができます。
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eラーニングシステムについて



・訓練開始日（11月1日）お昼12時までに、事前にご登録のメールアドレスあてに、
Ｅラーニングシステムに ログインできるアドレスと、ＩＤパスワードをお送ります。

・事務局では、受講生皆さんのログイン状況や進捗具合を毎日確認させていただいています。

オンラインスキルアップ職業訓練（eラーニングコース）では、

修了の条件として、すべての単元において達成率が
80％以上(動画の視聴)の受講、及び選択式の確認テストも
全体の80%以上の実施合格が必須です。

・連続する２日間（土日祝日を除く）ログインをされていない方や、ログインはされていても進捗状況が
大幅に遅れている等の場合には、事務局より、メールやお電話で御連絡をさせていただいております。
※ログインできない事情がある場合は、事前にメールにてお知らせいただくことが必要です。

・訓練期間中に、住所やお名前に変更があった場合はすぐにご連絡が必要です。
・訓練期間は、3ヶ月です。

Eラーニングは約100時間ございますので、目安としては1日2時間程度の学習時間となります。
理解度に合わせて、ご自身で進めていただきますので早期に100％の履修が完了された場合は、
追加のレッスンも準備しています。(早期とは、受講可能期間最終日より１５日前までとなります)

その他 受講が決定した場合のご注意など
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Ｑ1 このコースは、決まった時間のオンライン講座ですか？それともいつでも受講できるイーラーニング講座ですか？

Ａ1 イーラーニング講座です。
3ヶ月間の期間内であれば、24時間お好きな時間にご受講いただけます。
公共職業訓練ですので、原則、毎日のログインを推奨しており、ご自身のライフスタイルに合わせて
ログイン後の受講時間は調整をしてください。※2日以上未ログインの場合はアラート配信あり。
例・・・毎日2時間程度コンスタントに進める/平日は30分ずつすすめ週末に4～5時間ずつ進める など

Ｑ2 どういう人が選考でえらばれますか?

Ａ2 選考の基準作成ならびに選考は東京都が決定しているため、当校ではわかりません。
まずは申込書の記入漏れがないように気をつけていただき、期限までに管轄のハローワーク又は
東京しごとセンターに提出をお願いします。※募集パンフレットを参照ください

Ｑ3 途中で辞めてしまう人はいますか?

Ａ3 いらっしゃいます。 「正社員として就業決定」の場合は、中途退校の手続きが必要です。
その他の理由では、途中でやめてしまう方はいらっしゃいませんでした。
体調や、その他様々な理由で、一時的に思うようにログインして学習を進められない方がいらっしゃいましたが、
Eラーニングは、24時間視聴が可能ですので、空き時間を見つけて学習を進めていらっしゃいました。

Ｑ4 質問はできますか?

Ａ4 できます。 ご質問がある場合は、メールかEラーニング上の「問い合わせはこちら」から御連絡を頂いています。
※お電話での問い合わせに関しては、時間帯や内容によってすぐにご対応出来ない可能性が高いので、
まずはメールにてお知らせください。

※お問合せ内容を検証し回答となるためお返事にはお時間をいただく場合がございます。

10、見学会参加の方からよく聞かれる質問
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10、見学会参加の方からよく聞かれる質問

Ｑ5 検定試験は就職に有利ですか?

Ａ5 ケースバイケースです。
企業によっては「応募資格」に〇〇検定xx、または同等レベルなど具体的に書かれていることがあります。
ですが、検定に合格したからといって即就職につながるわけではありません。
最低限の知識を有しているという目安や、その内容について学ばれているという認識はされると思います。
検定受検は、学んだことが身についているかなどのご自身の目標にもなります！
特に専門用語など、ＭＴＧで困らない範囲の理解度はどの業界でも必須です。

Ｑ6 Macで受講することは可能ですか?

Ａ6   受講は可能です。
動画コンテンツの閲覧も可能ですが、動画コンテンツの内容は、全てWindowsベースで作成されていますので、
機種やブラウザにより見え方が異なる場合がございます。

・Webサイト制作科 ご希望の場合、動画やテキスト内で扱っているソフトの多くはWindowsで使用
できるものとなっています。
制作をする際に使用するテキストツールの紹介、ダウンロードなども多くはWindowsですが、
Macでも無料で使えるものはございますので、動画内で紹介しているソフトに加え、ご自身で調べて
ダウンロードしていただき対応いただくことが可能です。

Ｑ7 すべてのカリキュラムを早期に100％履修できた場合、どんな追加コンテンツが見れますか?

Ａ7 当校で今回募集している別コースの視聴設定をいたします。
※いままでの受講生では2講座分すべて視聴されたかたもいらっしゃいました。
（東京都からの修了証はお申し込みコースのみ発行されます）
(早期とは、受講可能期間最終日より１５日前までとなります)
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10、見学会参加の方からよく聞かれる質問

Ｑ8 生活場所が2カ所あり、自宅と実家にPCがありますが、時間帯により受講端末が変わっても問題ありませんか?

Ａ8 同時にログインすることはできませんが、別の端末でのログインは可能です。
また、PCに限らず、タブレット・スマホなど場所を選ばずにご受講いただけます。

Ｑ9 非正規で就業中なので、業務都合によりスクーリングに出られないかもしれませんが申込み可能でしょうか?
また、スクーリングの欠席は、修了（履修率80％以上）には深く影響しますか？

Ａ9 非正規で働きながら学ぶ方や、ご家族の事情でスクーリングを欠席をされる予定の方でも
訓練へのお申込みはいただけます。
スクーリングについては、期間内に3回（原則月1回）就職支援や業界情報についてお話しをさせて
いただく予定です。

※履修時間には含まれませんので履修率に影響はございません。
※欠席については、必ず事前にメールにてご連絡をいただいております。
※欠席の方には、後日情報の共有をさせていただきます。（当日の編集動画など）

Ｑ10 入校が決まった場合、事前に準備や勉強は必要でしょうか?

Ａ 必要な設備・推奨環境についてはパンフレットにも記載がありますので、よく見て確認をしておいてください。



その他のご質問については、個別にメール等で回答いたします。

オンラインスキルアップ職業訓練 R4年度 11月開講コース

募集期間は・・・

8月31日(木)～ 9月13日(火) まで

お申込みをお待ちしております！

株式会社クリーク・アンド・リバー社
プロフェッショナルエデュケーションセンター
https://www.c-place.ne.jp/

ご不明な点がありましたら、03-4550-0061  又は、pec_e@pr.cri.co.jp までご連絡ください。
(お電話でのお問い合わせは、平日10:00～17：00になります）

お申し込みや申込用紙記入方法に関する内容は、管轄のハローワークにお問い合わせください。
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