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文系大学出身の新卒新人研修でも扱える
内容なので、プログラミング初心者も学習
可能です。
ゆっくり優しく指導します♪



1訓練実施機関の概要

NEUGATE Co., Ltd.

2015年5月に設立以来、企業研修やWeb/システム開発を手掛けている会社です。企業研修では、創業以
来延べ１万人以上の受講者に対して教育研修を行ってきました。まだ若い会社ではありますが、NTTの系列
会社や大手銀行系SIer（システムインテグレーター）企業など、大手企業とも直接取引があります。
※詳しくは、弊社HPをご覧ください。

・豊富な研修実績
創業以来延べ１万人以上の受講者に対して、新人研修（IT系・非IT系）、技術系研修、リーダーシップ研

修、営業研修、ビジネススキル研修など、豊富な実績があります。
公的職業訓練校には2021年に参入したばかりですが、長年培ってきた教育研修事業を、自信をもって提供し
ます。

・講師の質が高い
弊社のメイン事業は、企業向け研修。取引先や登壇先も大手SIerばかり。所属講師は、非常に高い質を求め

られる一般企業向けの研修で、常に成果を出し続けてきていた人材です。講師向けの勉強会も随時開催してお
り、講師の質の担保には力を入れております。長期の公的職業訓練では、講師との出会いも大切な経験。一流
の講師の講義をぜひ体験してください。

・カリキュラムの精度が高い
通常の企業研修では、オリジナルテキストやオリジナルカリキュラムを策定し、提供しています。公的職業

訓練向けにも、テキスト・ワーク作成を行っているほか、提供しているカリキュラムについても、実績に基づ
いて検討を重ねた内容になっているため、着実に受講者のスキルアップが望める内容となっております。

株式会社NEUGATEとは

株式会社NEUGATEの特徴



2受講環境（教室・設備・機器等）

①首都圏（東京都港区）に立地。駅徒歩3分以内！

NEUGATE Co., Ltd.

訓練実施施設は、セミナールーム赤坂VとRの２施設があります。
東京メトロ千代田線 赤坂駅 から赤坂Rは徒歩１分半、赤坂Vは徒歩３分！

②教室は、改装工事後の新設備

設備は2021年に整えた新型PCです。メモリ8GB以上、第二世代SSD(M.2 SSD)、Ryzen5(新型Ryzen3
も有)で構成されているため、PCが固まることがありません。受講者用のWi-Fiも完備されています。

▲赤坂セミナールームV ▲赤坂セミナールームR

お手洗い、洗面などの水回りも最新設備です！ ※現在は新型コロナウィルス感染症拡大防止のための
取組みを行っており、写真と一部異なる場合があります。

③ハイスペックPC、新型プロジェクタ、Wi-Fi完備



3新型コロナウイルス感染症拡大防止のための取組

マスク徹底、毎朝検温・消毒、アクリル板設置

NEUGATE Co., Ltd.

毎朝、事務のスタッフが出席確認と同時に検温・消毒を行っております。マスク着用徹底もお願いしてい
るため、万が一マスクのゴムが切れてしまったり、忘れてしまった場合には、新しいマスクを差し上げてお
ります。また、２人掛けの机には、アクリル板を設置しております。

[セミナールーム赤坂V・Rでの取組]

• 休み時間に窓を開けて空気の入れ替えを行っております
• フロアタイルを、拭き掃除の可能な清潔な床材に変更しました
• 教室間に換気扇を設置して空気の入れ替えを行っております
• トイレは、男女別で温水洗浄機付きです



4エンジニアの理想と現実

NEUGATE Co., Ltd.

理想

現実

・未経験からフリーランスで年収1000万円以上！

・エンジニアは需要が高いからすぐになれる！

・未経験でも訓練校で学べば即戦力になれる！

・駆け出しエンジニアの年収は300万円前後、
また未経験者に仕事のオファーはまず来ない…

・実際に企業が欲しいのは実務経験豊富な即戦力人材…

・訓練校に通えばある程度のスキルはつくものの、
即戦力レベルには届かない…

理想と現実のギャップはあるものの…
エンジニアは経験とスキルさえあれば高年収、自由な働き方ができるのは事実！



未経験での転職・就職

5IT業界への未経験就職

NEUGATE Co., Ltd.

エンジニアは、経験と技術が命
エンジニア業界では、就職・転職活動をする際に、スキルシートというものを別で添付します。スキルシー

トには、プログラミング言語ごとに経験年数を書き、それぞれ現場ごとにどんな仕事をしていたのかを記載し
ます。人柄も採用の選択肢に入りますが、技術が伴っているかどうかをアピールすることが大切です。

スキルシートの例）
スキル
Java 7年、PHP 12年、データベース 12年

A社 Javaエンジニア（サブリーダー）
2016年4月～2018年3月
金融系システムの開発チームに所属し、10人の開発チームのサブリーダーを担当。Java、JSP/サーブレッ
トを用いて、金融系のWebアプリケーションを開発し、コーディング、テストまでを担当した。

一般的には、3年以上経験していないと条件の良い案件は非常に少ないため、新人の間はコツコツとスキル
アップをし続けることが大切です。

未経験者の場合、上記のようなスキルシートに書くべきことがほとんどありません。
ではどうすればよいのか？ポイントは２つです。

①資格＋成果物
訓練期間中に資格を取得し成果物をアップロードすることで、学習意欲をアピールします。

②まずIT業界に就職して足がかりを作る
未経験の場合、はじめから開発現場に就くことは正直難しい。希望通りの職種ではなくても業界での

キャリアを作っていきましょう。



6IT系エンジニア種別

NEUGATE Co., Ltd.

エンジニア種別 主要な言語・技術 内容・備考

フロントエンジニア
Webエンジニア

• HTML/CSS
• JavaScript
• Ruby
• Python
• PHP

Google Chromeなどのブラウザで、操作する画面を作るエンジニ
アです。ホームページなどの作りこみを行います。
見た目のデザインを整えたり、ユーザの操作するユーザーインター
フェースをどのように使いやすくするかを考え実装したり、Webページ
をスマホ対応させたりなどをしています。

サーバーサイドエンジニア

• Java
• C
• C++
• Ruby/Python/PH

P/JavaScript

データベースとのやり取りが必要な機能は、サーバーサイドエンジニア
が実装します。例えば、Webサイトで、ログインが必要な場合、ID
とパスワードをデータベースから検索して照合しています。
このような技術が使われているWebサイトを、Webアプリケーション
といい、サーバーサイドエンジニアが実装しています。

インフラエンジニア

• ネットワーク
（Cisco）

• サーバー（Linux
等）

企業内のルーターなどのネットワーク機器の設定、企業の拠点同士
を安全に通信するための技術などを構築するのがネットワークエンジ
ニアといい、サーバーなどの構築運用管理をするのがサーバーエンジ
ニアと言います。まとめて、インフラエンジニアと呼ばれています。
サーバーが建物、ネットワークが道のようなイメージです。

組込みエンジニア
• C
• Java

緑色の基板に、プログラムを組み込んで動かすような仕事をしてい
ます。IoTなどの技術を支えています。

ゲームエンジニア
• Unity
• C# / JavaScript

ゲームを作成するエンジニアです。高度な技術が求められています。

AIエンジニア・データサイエ
ンティスト

• Python
プログラム言語Pythonなどを利用して、データ解析をする仕事にな
ります。統計学などの高度な知識が必要になるため、もともと大学
で数学を学んでいた方とかが有利になります。



7訓練期間の過ごし方

NEUGATE Co., Ltd.

〈開講~3週〉
①目指す業界、職種を決定
②転職サイトに登録(2~3社)

→担当コーディネーターの相性などがあるので、必ず複数社一気に登録！
③①の設定内容が現実的なのかを各サイトのエージェントとすり合わせ

〈~4週〉
④履歴書、職務経歴書の作成 ＋ 各エージェントから紹介された求人の確認

〈5週~〉
⑤応募

※おすすめはまず一つにエージェントを絞り、最低40~50社は応募、書類選考の結果
がではじめたら別のエージェントで同様に応募

→複数のエージェントに一気に応募すると面接のスケジュールが立てづらくなるため

並行して、資格取得を目指しましょう！
訓練が始まったら、やるべきことが沢山あります。とるべき資格、書類の作成・添削な

ど具体的な動きはキャリアコンサルタント・就職支援会を活用してください。

素早く積極的な動きが最大のポイント！



8株式会社NEUGATE就職支援の取り組み

就職支援会（毎週1回開催）

NEUGATE Co., Ltd.

充実のキャリアコンサルティング

積極的な長期採用

企業の人事担当のゲスト登壇も実施

毎週原則金曜日に就職の相談会を行っています。

ゲストとして、就職先となり得る企業の人事担当者やIT系人材派遣を行なっている企業の代表を呼び、
リアルな就職事情を伝えています。

IT系就職に強い若いキャリアコンサルタントを採用

受講者から他でのキャリアコンサルティングについて「高齢の方が多く話が通じない」「IT系の知見に
乏しく頼りにならない」という意見を数多くいただいております。

弊社ではこれらの意見を元にIT系や昨今の就職事情に強いキャリアコンサルタントを採用しており、ア
ンケートの評価はとても良く、追加で相談したいという声を多数いただいております。

長期雇用を積極的に実施しながら派遣会社登録も実施

2021年から開校し、2022年8月現在で直接雇用5名（長期）、グループ会社1名の採用実績があります。
引き続き直接雇用も積極的に行いながらも、派遣会社への紹介登録、企業の人事担当者への直接紹介を
行なっていきます。



9受講者の声

就職支援会アンケート

NEUGATE Co., Ltd.

キャリアコンサルティングアンケート

〇〇社長の熱いお話を伺うことができ、モチベーションアップにつながりました！

IT業界のざっくりしたマップが見えたのがよかったです。今後の学習の方向性とスケー
ル感も聞けました。

就職支援会では講義形式でみなさんの質問を共有したり、全体に有益な情報発信が行えています。
また、個別面談ご希望の方には個別でお話しをしており、そちらも大変好評を頂いております。

転職エージェントではやってくれないような、より深い自己分析をサポートしていただき、
面接で話す内容に自信がつきました。

急な面談の要望にも優しく対応して頂きありがとうございました。

とても親身になって会話をしてくださり、安心して相談することが出来ました。

信頼できるキャリアコンサルタントを採用できていると実感できるアンケート結果を頂いております。



10資格取得の支援

資格取得を全力サポート！

NEUGATE Co., Ltd.

資格取得へのやる気を後押し

書籍の貸し出し・自習室の開放

訓練期間中の資格取得者を表彰

就職活動に向けて取れる資格はどんどん取りに行きましょう。しかし日々の課業に
おわれてなかなか十分に取り組めていない受講者も確かにいらっしゃいます。
資格取得に向けたやる気と集中力を喚起するために、講師は日々の授業の中で資格
試験の実際と勉強方法をレクチャーし相談に応じています。
期間中に合格した受講者の方は弊社HP上で表彰する取り組みを実施しています。

資格取得のために必要な書籍の試し読み、貸出を実施しています。
また自習室として教室を開放し、集中して学習に取り組める環境を提供しています。



11IT系資格試験について

NEUGATE Co., Ltd.

※ITパスポート

ITストラテジスト試験
システムアーキテクト試験
プロジェクトマネージャ試験
ネットワークスペシャリスト試験
データベーススペシャリスト試験
エンベデッドシステムスペシャリスト試験
ITサービスマネージャ試験
システム監査技術者試験
情報処理安全確保支援士試験

応用情報技術者試験

Oracle Master Bronze
Oracle Java Bronze

Oracle Master Silver
Oracle Java Silver

Oracle Master Gold
Oracle Java Gold

LPIC

AWS認定
ソリューションアーキテクト

※CompTIA Cloud Essentials+

MOS（Microsoft Office Specialist）

レ
ベ
ル

専門性

※AWS認定
クラウドプラクティショナー

CCNA

基本情報技術者試験

情報セキュリティマネジメント試験

※随時、申し込みが可能です！



12IT系資格試験の詳細（※赤字は弊社のコースで扱っているもの）

NEUGATE Co., Ltd.

試験種別 主催者 仕事内容・備考

ITパスポート試験

IPA （独立行政
法人 情報処理推
進機構）

※国家資格

IT知識のベースを習得する資格試験。一般的には理系や情報系の大学生が、少し
勉強して取得するレベル。IT知識の確認をするといった意味で取得をおすすめしている。
書類選考では十分アピールできる。

基本情報技術者試験

IT系の企業の新卒社員が１年目に取得するレベルの資格試験。ある程度のIT知識
の基盤を身に着けられる。想定学習時間は300時間程度で、学習時間を確保さえ
すればほとんど誰でも合格することができる。
午前試験ではIT全般知識を、午後試験ではプログラミングのスキルも含めた試験があ
る。資格を取得すると、就職先にかなりアピールできる材料となる。

応用情報技術者試験

基本情報技術者試験取得後、3～5年ほど働いた中堅社員が取るレベルの資格試
験。学習範囲が基本情報技術者に近いため、基本情報技術者試験取得後すぐに
応用情報技術者試験にチャレンジする人が多い。
資格を取得すると、エンジニアとして中堅レベルの知識を持っていることがアピールできる
ため、就職にかなり有利。

Oracle Java Bronze
Oracle Java Silver

Oracle
※ベンダー資格

レベル別に、Bronze（初級）→Silver（中級）→Gold（上級）と区分される。
資格を取得すると、Javaの高度な知識を持っていることをアピールできる。

AWS認定
※いくつか種類がある

Amazon
※ベンダー資格

AWSというAmazonが提供されているクラウドサービスの知識を問う資格試験。クラウ
ド化の時流の中、AWS人気が非常に高く、資格を取得すると就職に有利。

CCNA
Cisco
※ベンダー資格

インフラエンジニアとして、ネットワークに関する仕事をする際に必要な知識・スキルを習
得できる。レベルがいくつかあり、上級レベルまで資格を取れれば就職に困ることはあま
りない。LPICと一緒に取ると、より就職に有利。

LPIC
LPI
※ベンダー資格

インフラエンジニアとして、サーバーの構築や保守をする際に必要な知識・スキルを習得
できる。レベルがいくつかあり、上級レベルまで資格を取れれば就職に困ることはあまり
ない。CCNAと一緒に取ると、より就職に有利。



13プログラミング言語とは

大規模開発

NEUGATE Co., Ltd.

Java C言語
Python

Ruby

HTML/CSS

想
定
年
収

習得難易度

ベンチャー指向小規模開発

JavaScript

大手指向

プログラミング言語は、複数習得するのが一般的です。ベテラン
エンジニアですと３～５種類程度の言語を習得しています。

PHP

※単体での習得では、
エンジニアとしての仕事
探しが結構難しい

※他にもたくさんのプログラミング言語が存在しますが、職業訓練校でよく扱う言語に絞って記載しています。

現場ではフレームワークがよく用いられる言語も
あり、あわせて習得することでエンジニアとして
の評価が高まります。



14フレームワークとは

NEUGATE Co., Ltd.

Java：Spring、Play、JSF

Python：Django、Flask、Bottle

Ruby：Ruby on Rails、Sinatra、Padrino

※フレームワークとライブラリの違い
ライブラリが「よく使う機能などををパッケージ化して使用する部品」であるのに
対し、フレームワークは「全体の処理が実装されている」点で異なっています。

JavaScript：Angular、Vue.js、React

・プログラミング言語とフレームワークの組み合わせ

フレームワークは、Webアプリケーションやシステムを開発す
るために必要な機能が、あらかじめ用意された枠組みのことです。

各言語ごとに存在し、活用するためにはフレームワークそのもの
についての学習が必要です。

PHP：Laravel、CakePHP、FuelPHP



15カリキュラムの説明：Javaとは

NEUGATE Co., Ltd.

プログラミング言語としてのJava
Javaは1990年代に「ハードウェアに依存しない新しいソフトウェア開発プロセスの仕組み」を作り出す

ことを目標に開発されました。“ハードウェアに依存しない”とはあらゆるハードウェアで稼働できるという
ことです。現代は「ＩｏＴ（Internet of Things)」の時代とされ、あらゆるモノがインターネットにつな
がります。多種多様なハードウェアで稼働するJavaは今後の進化と発展が約束された言語といえるでしょ
う。

以上の理由からJavaは非常に多くの開発現場で用いられていますが、Javaの言語としての特性もその大
きな要因となっています。

Javaの特性
Javaは「オブジェクト指向」を持つ言語です。様々な役割を持つ「オブジェクト」を組み合わせること

で開発目標であるシステムを作り上げます。オブジェクト指向を持つと言うことは「作業の並列化」が可能
であり、大規模開発に適した言語であると言うことが出来ます。

本カリキュラムではJavaの基本文法に始まり、オブジェクト指向を実現する機能、さらにWebアプリケー
ション実装の応用的内容までを扱います。

オブジェクト指向

・要求される仕様を
オブジェクト化

・各オブジェクトをグループ単位
で作成

・オブジェクトを一つの
システムに統合



16カリキュラムの説明：Pythonとは

NEUGATE Co., Ltd.

Pythonの発展性

・組み込み開発 ・Webアプリ
・デスクトップアプリ

・ビッグデータ分析
・AI機械学習

プログラミング言語としてのPython

Pythonは1991年にオランダ人のプログラマーによって開発されました。一説によるとクリスマスに予定
がなく、時間を持て余していたことがきっかけだったとか。少ないコードで簡潔にプログラムが書けること
からプログラミング初心者でも習得がしやすく、企業でも新入社員や未経験者が取り組む言語として認識が
広がっています。しかし、Pythonの魅力はそれだけではありません。

Pythonの高い発展性

内容が平易で、コーディングが簡潔であることから機械への組み込み開発に用いられます。さらに、豊富
なライブラリが利用できることからWebアプリケーション開発やデスクトップアプリのような既存分野、
ビッグデータ分析やAI機械学習のような昨今注目を集める新分野まで、活用できる分野が拡大を続けていま
す。また、Pythonもオブジェクト指向を持つプログラミング言語であり、大規模開発の現場にも進出する
可能性があります。

本カリキュラムでは、Pythonの基本文法から、関数、ライブラリのインポートなど応用的な内容までを
扱います
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開発現場に必要なスキル

コンピューター基礎

IT基礎

JavaPython

Servlet

本カリキュラムは、これまでに挙げたJavaと
Pythonの特徴に基づき、複数言語の習得に必要な
学習の仕方や開発現場での自力での問題解決能力を
身につけられるよう、構成されております。

また、JavaとPythonはどちらもオブジェクト指
向を持つ言語であり、設計思想に高い親和性がある
ことから、学習面で相乗効果が期待できます。

ICTの知識がゼロの状態から、多様な開発現場に
アサインされ得る人材の育成を目的としています。

プログラミング初学者でも問題なく受講いただけ
るように、基礎から段階的に学び、理解を深めてい
きます。

カリキュラム 内容

コンピューター基礎 コンピュータを扱う上で必要な基礎知識を学ぶ＜基礎を積む①＞

IT基礎 HTML/CSSやDBについての基本知識を学ぶ＜基礎を積む②＞

Python Python言語の基礎文法・DBとの連携を学ぶ＜スキルを身につける①＞

Java Java言語の基礎文法・オブジェクト指向を学ぶ＜スキルを身につける②＞

Servlet Webアプリ開発に必要なJavaの応用技術について学ぶ＜専門性を高める＞



①ライブラリがございます
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受講者の学ぶやる気をサポートするために、弊社のオフィスには
ライブラリ（書棚）がございます。

IT系の本は基本的に高額な物ばかり。通いながら、いろんな方向に
興味を伸ばして自分の可能性を伸ばすお手伝いをします。

③訓練を受講する方々へ

【職業訓練に係る問い合わせ先】
[セミナールーム赤坂V]
住所 : 〒107-0052 東京都港区赤坂6-5-28 ヴェルディ赤坂2階
[セミナールーム赤坂R]
住所 : 〒107-0062 東京都港区赤坂 リバービル２階 TEL : 03-5545-5876

[職業訓練担当] 新堂・大石・髙木
[ホームページ] https://neugate.co.jp/hello-training/

エンジニアは、一生学び続けないといけない職業と言われています。その代わり、技術さえあれ
ば、何歳まででも、どこでも働くことが可能です。

訓練を通して、学ぶ楽しさを伝えていきますが、ぜひ、今後エンジニアリングを学んでいきたいと
思う意欲のある受講者をお待ちしております。初心者でも大歓迎です。

②自習室がございます
授業の前後でご利用いただける自習室を設定しています。ライブラリの図書をご使用いただけます。

インスタグラムあるいはFacebookで利用状況をご確認いただけます。ご自宅の通信環境が十分ではない
受講生にご活用いただいてます。


