


　イラストレーター　速習編　（1回目）（2回目） デザイン

学習目標

学習内容 １．Illustratorの基本操作

　・画面構成　・Illustratorの基本知識

２．描画

　・基本図形　・鉛筆ツール　・ブラシツール　・ペンツール　・レイヤーの基本知識

前提知識

使用ソフト Illustrator CS6 受講料

　平成２９年９月８日（金）　　午後１時３０分　～　午後５時

　平成２９年８月２３日（水）

　平成２９年１１月２日（木）　　午後１時３０分　～　午後５時

　平成２９年１０月１７日（火）

※（1回目）（2回目）は同じ学習内容です。

デザイン

学習目標

学習内容 １．PhotoshopとIllustratorの基本

 　　PhotoshopとIllustratorの基本操作の確認

２．テンプレートの作り方

 　　印刷に出すためのテンプレートの制作

３．DM・カタログ掲載商品の切り抜き加工と色補正

 　　DM・カタログに掲載する商品をPhotoshopで切り抜いたり、色補正をしてきれいに仕上げる

４．ロゴマークの制作

５．カタログ素材の制作

６．レイアウトの基本

 　　レイアウト別のデザインのイロハ

７．文字組による紙面の強調の仕方

 　　文字の強弱の付け方、大小の方法

８．様々な装飾方法によるカタログの仕上げ

 　　デザインの仕上げから印刷に出すまでの仕上げ方法

前提知識

使用ソフト Adobe Photoshop CS6 / Adobe Illustrator CS6 受講料 ¥8,000

　平成２９年９月２１日（木） 午前１０時　～　午後５時

　平成２９年９月４日（月）

　平成２９年１１月３０日（木） 午前１０時　～　午後５時

　平成２９年１１月１３日（月）

基本的な操作方法を、簡単なロゴの素材などを作成しながら学習します。

Windowsの基本的な知識と使用経験があること。

　フォトショップ・イラストレーター活用講座
　（1回目）DMを作成しよう
　（2回目）カタログを作成しよう

¥4,000

開催日時

申込締切

開催日時

申込締切

（1回目）

（2回目）

フォトショップ、イラストレーターの基本的な操作を習得している方を対象に、レイアウトデザ
インの法則やルールを押さえたDM(ダイレクトメール)やカタログ作成のコツとアイデアを、演
習を通じて学習します。

「フォトショップ　写真の補正・加工編」「イラストレーター 操作編」受講済み、
または、Adobe PhotoshopとAdobe Illustratorの簡単な操作がわかること。

（1回目）
開催日時

申込締切

（2回目）
開催日時

申込締切

受講料の 1/2 以内 （複数受講も可　年間上限 8 万円）

受講者1名につき10,000円 （1講座2名まで　年間延べ3名まで）

※対象：西美濃 3 市 9 町

※対象：ぎふ IT・ものづくり協議会 会員



　Web技術者のためのセキュリティ Web制作

学習内容 １．Web及びネットワークの仕組み

２．Webサイトのセキュリティ問題

　・Forceful Browsing（強制的ブラウズ）

　・Buffer Overflow（バッファオーバーフロー）

　・Cross Site Scripting（クロスサイトスクリプティング）

　・Parameter Manipulation（パラメータ改ざん）

　・Backdoor & Debug Options（バックドアとデバッグオプション）

　・Session Hijacking / Replay（セッション・ハイジャック / リプレイ）

　・Path Traversal（パスの乗り越え）

　・SQL Injection（SQLの挿入）

　・Client Side Comment（クライアント側コメント）

　・Error Codes（エラーコード）

３．セキュリティ漏洩演習

　・脆弱なWebプログラムによる情報漏洩演習（クロスサイトスクリプティング、SQL Injectionなど）

４．セキュリティ問題に対する対策

　・セキュリティ攻撃に備えたプログラミングとは？

　・Webチェックツール活用

　・攻撃データ解析

５．セキュリティ問題対策演習

　・パケット監視ツールを使ったセキュリティ攻撃に対する防護演習

前提知識

開催日時 平成２９年１０月１９日（木）・２０日（金）　　　午前１０時　～　午後５時

申込締切 平成２９年１０月２日（月） 受講料

Web制作

学習内容 １．マルチデバイス対応

　・PCとモバイルデバイスの違い

　・マルチデバイス対応の手法

２．レスポンシブWebデザイン基礎知識

　・レスポンシブWebデザイン3大要素

　・viewportの理解

　・メディアクエリとブレイクポイント

３．レスポンシブWebデザインの実践

　・フルードイメージの実現

　・フルードグリッドの実現

　・レスポンシブタイプセッティング

４．その他

　・レスポンシブWebデザインワークフロー

前提知識

使用ソフト テキストエディタ・Webブラウザ（Chrome）

開催日時 平成２９年１２月１４日（木） 午前９時３０分　～　午後５時３０分

申込締切 平成２９年１１月２８日（火） 受講料

Webサイトの開発、運用、管理を実施していること、もしくは同等の知識を有すること。

¥12,000

¥26,000

　実践！レスポンシブWebデザイン
　～マルチデバイスに対応したサイト制作～

・マルチデバイスに対応したWebサイト制作に向け、レスポンシブWebデザイン技術を基本か
ら習得します。

・マルチデバイスに対応したWebサイト制作において、考慮すべき点と必要となる知識・技術
を学習します。

学習目標

HTML/CSSの基本的な知識があること。具体的には以下のような知識となります。
・タグ辞書をひきながらHTML/CSSのソースコードを解読できる
・必要に応じて、HTML/CSSの変更・追記ができる
・CSSのセレクタや継承・サイズの表記を理解している

・Webサイトの開発者、運用者、管理者を対象に、Webアクセスから起こり得るセキュリティ
トラブルの基本的な問題を理解し、実際にWebプログラムによる演習を通じて、どのようにし
て攻撃されるのかを学習し、セキュリティ対策技術を習得します。

・Webサイト構築時のセキュリティホールについて理解し、セキュリティ対策を考慮すること
ができる知識を習得します。

学習目標



　基礎から学ぶAndroidアプリケーション開発 アプリ開発

学習目標

学習内容 １．Java言語について（基礎） ４．アクティビティ

２．Android開発環境 ５．イベント

３．ユーザインターフェース ６．その他

特記事項 Android搭載端末を利用し、実践的な研修を行います。

前提知識 簡単なプログラミング経験があること。

使用ソフト Android Studio

開催日時 平成２９年１０月５日（木）・６日（金）　　　　午前１０時　～　午後５時

申込締切 平成２９年９月１９日（火） 受講料

　Androidアプリケーション開発　実践編 アプリ開発

学習目標

学習内容 １．インテント ５．コンテントプロバイダー

２．サービス ６．処理

３．データベース ７．その他

４．各種センサ

特記事項 Android搭載端末を利用し、実践的な研修を行います。

・Android Studioの使用経験があること。

使用ソフト Android Studio

開催日時 平成２９年１０月２６日（木）・２７日（金）　　午前１０時　～　午後５時

申込締切 平成２９年１０月１０日（火） 受講料

　Raspberry Pi 基礎編 IoT

学習目標

学習内容 １．環境構築方法

２．Linux-OS(Raspbian)の基本操作

３．プログラムの作成方法

４．電子回路の制御（GPI0プログラム制御）

５．デジタル制御処理（PWM制御、照度・圧力センサ・液晶表示など）

６．画像処理（Webカメラでのリアルタイム処理）

７．その他

・Raspberry Pi と Windows を利用し、実践的な研修を行います。

・Linux(Unix)の基本知識があること。

・ShellとCのプログラミング経験があること。

開催日時 平成２９年１１月１６日（木）・１７日（金）　　午前１０時　～　午後５時

申込締切 平成２９年１０月３０日（月） 受講料

¥19,000

前提知識

¥19,000

　アプリ開発に必要なJava言語の基本を学び、Androidアプリケーションのベースとなる
Activityの利用法やライフサイクル等を理解し、ウィジェットを活用したユーザインターフェー
ス等について学習します。

　Androidアプリで使用されるインテント、データベース（SQLite）等や、Android端末付属
のセンサ等を活用したアプリケーション開発について学習します。

前提知識

・「基礎から学ぶAndroidアプリケーション開発」受講済み、またはAndroidアプリケーショ
ン開発に関する基礎知識があること。

¥18,000

　教育用小型コンピュータRaspberry Piの利用法を理解し、アナログ・デジタル入出力の制御
や、画像処理を行う組み込みプログラムの開発方法について学習します。

特記事項 ・研修終了後の開発等でご利用いただけるよう、マイコンボード等の教材はお持ち帰りいただけ
ます。



　TensorFlowによる機械学習　基礎編 A I

学習内容 1. TensorFlowの基礎

　　(1)TensorFlowとは

　　(2)TensorFlowのインストール

　　(3) Hello TensorFlow
　　(4) TensorBoardによる可視化

2. CIFAR-10の学習と評価

　　(1) データの読み込み
　　(2) 推論 ・モデルの作成
　　(3) 学習 ・誤差関数

・最適化アルゴリズム
・学習結果の保存

　　(4) 評価 ・過学習と未学習

3. 画像分類の学習と評価

　　(1) データの前処理

　　(2) データセットの作成（TFRecord）

　　(3) データの読み込み
　　(4) 推論 ・モデルの作成

　　(5) 学習

　　(6) 評価
　　(7) TensorBoardによる可視化

・Python言語に関する基本的な知識があること。

開催日時 平成２９年９月１４日（木）・１５日（金）　　　午前１０時　～　午後５時

申込締切 平成２９年８月２９日（火） 受講料

システム開発

学習内容 １．パッケージ管理 ４．ファイルシステム管理

　・パッケージ管理システム 　・ファイルシステムの利用

　・RPMパッケージの管理 　・ファイルシステムの追加

２．サービス制御 　・ファイルシステムの検査

　・サービスの概要 ５．バックアップ

　・サービス制御 　・パックアップの種類とリストア手順

３．ユーザ管理 　・ファイルシステム単位のバックアップとリストア

　・ユーザアカウントの管理

　・グループアカウントの管理

特記事項

・Linuxの基本知識がある方

・Linux基本操作（基本コマンド、viエディタを含む）が可能な方

開催日時 平成２９年１２月７日（木）・８日（金）　　午前９時３０分　～　午後５時３０分

申込締切 平成２９年１１月２０日（月） 受講料

前提知識
・プログラミングに関する基本的な知識があること。

学習目標

・機械学習のライブラリであるTensorFlow (テンソルフロー)を利用して、簡単な画像を機械学
習し評価する基本的な手順を学習します。

・機械学習に初めて触れるエンジニアのため、画像の多クラス分類問題をテーマに、データセッ
トの作成からモデルの設計まで、初歩的な知識を習得します。

¥27,000

　Linux システム管理

¥24,000

学習目標

・Linuxシステムの管理を行うスーパーユーザ(root)に必要な基礎知識を習得します。

・ユーザ/グループ管理、サービス制御、ファイルシステムの管理といった管理者に必要な知識
と技術を、実際にコマンド操作や動作確認を行う実習形式で学習します。

研修は、仮想環境で実施します。 OS は CentOS、Windowsを使用します。

前提知識




