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DOJO（道場）とは・・・ 

 

DOJO【どう-じょう・道場】 

 

1.武芸の訓練を行う場所。 

また広く心身の鍛錬などを行う場所。 

 
16年以上、IT企業へ教育サービスを提供してきたノウハウを基に、 

新人エンジニア様へ、全ての基礎となる『型』を伝授致します。 
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DOJOで鍛えられる3つの力 

最低限現場で活躍できるプログラミング力 
   
  ▶Javaの読み書き・SQLの読み書き  
  ▶個人力を伸ばす事にフォーカスした徹底的な個人ワーク＋ドリル（4,5月） 
  ▶自発的に考えさせる、行動させる自由度の高いグループ開発演習（6月） 

開発用語、暗記レベルでわかります力 
 
 ▶FE（基本情報技術者）レベルの確認テストを各単元ごとに用意 
 ▶合格するまで繰り返しテストを受講、進捗・正当率は管理者も確認可 

自分の考えをきちんと伝えられます力 
 

 ▶主体性・積極性を養う講義スタイル 
 ▶意見を伝える手法やツール（Officeツールやメール）を実践的に利用 
 ▶毎日の3分間スピーチでプレゼンテーション力を訓練 3 



DOJO 特徴  -情報技術分野- 

プログラミングできます!! 

 ▶ 動くものを作ることで楽しく!! 

 ▶ 最低限Javaプログラミングが出来ること 

 ▶ 毎朝ドリルを1ヶ月間実施(アルゴリズム/Java) 

 

 開発用語は暗記レベルで知ってます!! 

 ▶ 基本情報技術者レベルの用語は800問以上の 

   確認テストを各単元ごとに実施 

 ▶ 合格(正解率80%以上)できるまで何回でもテスト!! 

   ▶復習動画で分かるまで確認!! 

 

NEW! 
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DOJO 特徴  -パーソナルスキル分野- 

オフィスを使って効率化できます! 
 ▶ Excel / Word 演習を2.5日間やります 
 ▶ 関数!! 
 
 タイピング問題ありません!! 
 ▶ スマホ / フリック操作から脱却 
 ▶ 毎朝タイピングソフト / ショートカット 
 
 積極性・主体性を養います 
 ▶ 毎日3分間スピーチ!! 
 ▶ 面談練習あります! 
    ▶ 日直当番制   
 

5 



DOJO 概要 ~パーソナルスキル~ 

*ご希望される企業様には実践の相手を務めていただきます 研修ご担当者様
向け補足 

コミュニケーション 
(1日間) 

 
[実践] 

自己紹介 / 面談 
 

メール 
(0.5日間) 

 
[実践] 

メールで発表見学会を 
案内する 

Officeスキル 
(2.5日間) 

 
[実践] 

研修計画書を作成 
メールで報告 

4日間 

面談を実践想定することで、必要なコミュニケーションスキルを習得
します。また現場でよく使うExcel/Wordワザまで踏み込みます 

タイピング 
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DOJO 概要 ~IT基礎~ (4月) 

*ドリルやチェックテストの結果をオンラインで確認できます 研修ご担当者様
向け補足 

情報技術の 
クイックツアー 

-アルゴリズム演習- 
3日間 

 
DB 

 
2日間 

 
Web 

 
8日間 

アルゴリズムドリル タイピング 

 
NW 

 
1日間 

各単元ごと理解度チェックテスト 

15日間 

 
Sec 

 
1日間 

プログラミングに苦手意識を持たないように、 
Webページ作成から徐々に動くものを作り、最終的には各単元で 
作ったサンプルで、簡単なアプリが完成します 
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DOJO 概要 ~Java基礎~ (5月) 

 

*ドリルやチェックテストの結果をオンラインで確認できます 

研修ご担当者様
向け補足 

 
Java 

 
10日間 

アルゴリズムドリル/Javaドリル 

各単元ごと理解度チェックテスト/復習テスト 

19日間 

 
JSP 
(etc.) 
6日間 

 
開発 
演習 
2日間 

*IT基礎コースの内容の復習テストを行います 

 
発表
会 

1日間 

*発表会もご見学下さい（5月末日開催予定） 

名刺管理ソフトを作成します 
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DOJO 概要 ~Webアプリ開発演習~ (6月) 

 

研修ご担当者様
向け補足 

実装 外部設計 内部設計 テスト 発表 

22日間 

機能/非機能
要求 

テストとは 

ミニ講義 

Webアプリケーションフレームワークを積極活用し、 
開発工程をなぞって、チームで動くものを作ることを体験します 

要件定義 導入 

工程説明 工程説明 

画面設計 

DB 
設計 

工程説明 

クラス設計 

バージョン 
管理 

フレームワークを使用した開
発演習 

レビュー 

テスト技法 チームコーディング 

*各企業の混合チーム 
*発表会もご参加下さい（6月末日予定） 

チーム 
ビルディング 

発表 
テクニック 
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DOJO 1日のスケジュール 

 08 55 13 00 

09:00 アルゴリズム/Javaドリル 

10:45 講義と演習  

12:00 ランチ  

13:00 講義と演習 

16:00 今日のまとめ演習と解説 

17:15 Webテスト受講  

17:45 日報 / 月報 入力  

18:00 終了    ※希望者は居残り可  

10:00 復習テスト  
      今日の講義で出来ること  

08:55 3分間スピーチ 
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DOJO 全体スケジュール 

 4月 [April] 

Mon Tue Wed Thu Fri 

1 

2 3 4 5 6 

9 10 11 12 13 

16 17 18 19 20 

23 24 25 26 27 
 

5月 [May] 6月 [June] 

Mon Tue Wed Thu Fri 

1 2 3 4 
 

7 8 9 10 11 

14 15 16 17 18 

21 22 23 24 25 

28 29 30 31 

Mon Tue Wed Thu Fri 

1 

4 5 6 7 8 

11 12 13 14 15 

18 19 20 21 22 

25 26 27 28 29 

パーソナルスキル 

IT基礎 Webアプリ 

*GW中は休講しています 
*6月末日は午前で終了 //希望者は午後講義有り 
 

研修ご担当者様
向け補足 

Java基礎 
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DOJO 講師 –パーソナル- 

川田 マキコ 
 
大学卒業後、IT研修及びヒューマンスキル研
修のトレーナーとして、コンサルティング、企
画、実施まで、通算25年人材教育業務に携
わる。 
 
IT技術からビジネススキル、ヒューマンスキ
ルまで対応可能な数少ない講師の内の一人
です。 
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DOJO 講師陣 

矢沢 久雄 
 
体系的に理解しやすい本でお馴染みの 
講師が、DOJOのために、現場で最低限 
必要となるスキルを分解し、 
1日の課題まで落とし込みました。 
 
長期コミットが出来ない人気講師が、DOJO
では約1ヶ月登壇します 
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DOJO 講師陣 
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林 優子 
 
日本オラクル株式会社の教育ビジネスのスタート
アップを全面的に支援し、 
バージョン5の頃からOracleに携わるベテラン講師。 
Oracle認定講師を表彰するExcellent Instructorを
連続受賞。 
 
1ランク上のITスペシャリスト育成を目標に、 
データベース分野にとどまらず「プレゼンテーショ
ン」、「ロジカルシンキング」などのトレーニングも手
がけている。 



DOJO 講師陣 

冨原 祐 
 
普段は開発の現場でアーキテクト、PM、プログ
ラマとして活躍。 
その一方で、経験を活かし、近年はC#、Javaを
中心とした技術的なテーマ、情報処理試験対
策など講師として登壇も増えています。 

主な著書(ITのプロ46著*) 
「情報処理教科書プロジェクトマネージャ」(翔泳社刊) 
*ITのプロ46のメンバとして執筆に参加 
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DOJO サポート動画 

 
講義の復習をサポートする動画 

DOJO受講者に限り、無料で見放題となります。 

※動画イメージ 
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DOJO 進捗管理 
教室 Internet 管理者 

アップ 
ロード 

確認 

成績管理 

受講者全体 
理解度 

個別受講者 
理解度 

日報/月報/各種
成果物管理 

コミュニケーション 

ツール 
(チャット形式) 

成績管理 
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DOJO 会場  

SEプラス セミナールーム 
東京都千代田区二番町11-19 興和二番町ビル 2F   

有楽町線  

 麹町駅より徒歩２分 

半蔵門線  

 半蔵門駅より徒歩５分 

JR中央線  

 市ヶ谷駅より徒歩１０分 

JR中央線／丸の内線  

 四ツ谷駅より徒歩１０分 
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DOJO 費用 

パーソナルスキル 
4日間 

Java基礎 
19日間 

Webアプリ 
(開発演習） 
20.5日間 

￥285,000 / 1名(税抜) 

研修ご担当者様
向け補足 *G.W.中の補講を希望される企業様は別途費用がかかります 

￥315,000 / 1名(税抜) 

￥60,000 / 1名(税抜) 

IT基礎 
15日間 ￥225,000 / 1名(税抜) 
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研修ご担当者様
向け補足 

*弊社で受給を保証するものではございませんのでご了承ください 
*上記すべて 税込金額 です *上記は中小企業様の場合です 

★人材開発支援助成金を活用の場合の助成額 

助成額合計 実質負担額 

IT基礎 ¥261,000 ¥-18,000 

Java 
基礎 

¥330,600 ¥-22,800 

Web 
アプリ 

¥365,400 ¥-25,200 

合計 ¥957,000 ¥-66,000 

20 

助成額合計 実質負担額 

IT基礎 ¥200,550 ¥42,450 

Java 
基礎 

¥254,030 ¥53,770 

Web 
アプリ 

¥280,770 ¥59,430 

合計 ¥735,350 ¥155,650 

【1】生産性要件を満たす場合 【2】生産性要件を満たさない場合 

~生産性要件とは？~ 人材開発支援助成金より導入された助成金額の判断基準で、3年前と比較
し、生産性が向上していれば助成額が増えるものです。詳しくはHPをご覧ください。 

DOJO 助成金の活用 



パーソナルスキル 

※内容は変更となることがございます。 21 

各コース詳細 



DOJO コース詳細  
~コミュニケーション~ 

目 標 シーン別に社会人として必要な立ち振舞、言葉遣いを身につけます 

日 数 1日間 

アジェンダ 
自己紹介 / ビジネスマナー基礎 / 挨拶 / 電話対応 / 訪問時、来訪時の対応 /  
 コミュニケーションツール（Skype)の説明 

備 考 
使用テキスト「ビジネスマナー」（オリジナルテキスト） 
希望企業様には新入社員とご担当者様とで、SESを想定した面談をSkypeで実施します 
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DOJO コース詳細 ~メール~ 

目 標 ビジネス文章の基本とインターネット上でのコミュニケーションスキルを身につけます 

日 数 0.5日間 

アジェンダ 
ビジネス文章の基本 /  社内文書と社外文書 /  電子メールの作成 / イベントへの招待状作
成 / 仕事ツールとしてのSNS（LINE,Facebookなど）とコンプライアンス  

備 考 
使用テキスト「ビジネス文章のための筆力術」（オリジナルテキスト） 
希望企業様には新入社員よりご担当者様へ発表見学会に関するご案内をメールします 
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DOJO コース詳細 ~Office~ 

目 標 現場で使うWord / Excelの操作を身につけます 

日 数 2.5日間(Word1日間 / Excel 1.5日間) 

アジェンダ 

■Word: Wordの基礎知識 /  文書の作成（ページレイアウト設定、文書の保存と印刷） / 表の
作成（表を作成する、表に書式を設定する） / 文書編集（書式を設定する、ページを追加する） 
/ ショートカットキー一覧 
 
■Excel: Excelの基礎知識 / データの入力 / 表の作成 /  数式（関数）の入力 / 複数シートの
操作（統合のみ） / 表の印刷 / グラフの作成 / 便利な機能（検索・置換、PDFへ変換） / 総合
演習 

備 考 
使用テキストWord「よくわかる Microsoft Word 2013」基礎（FOM出版） 
使用テキストExcel「よくわかる Microsoft Excel 2013」基礎（FOM出版） 
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DOJO コース詳細 ~タイピング~ 

目 標 
どのシーンでも必ず使うタイピングを身につけます。習得度が速い方にはショートカットキーも身
につけます 

日 数 4日間(毎日30分) 

アジェンダ タイピングソフトを利用してドリル形式でタイピングし、最終日にクラス内でコンテストを行います 

備 考 
使用予定タイピングソフト「e-typing」 
コンテストの上位入賞者をチャットにて発表します 
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IT基礎＆Java基礎 

※内容は変更となることがございます。 
26 

各コース詳細 



DOJO  -IT基礎スケジュール- 

*全日程 9:00 ~ 18:00 の時間帯で開催します 
研修ご担当者様

向け補足 

4月 [April] 5月 [May] 

期間 コース 

4/9-4/11 情報技術のクイックツアー 

4/12-4/13 データベース 

4/16 ネットワーク 

4/17-4/26 Webプログラミング 

4/27 セキュリティ 

期間 コース 

5/7-5/18 Java 

5/21-5/28 サーバサイドJava 

5/27-5/30 開発演習 

5/31 発表会 

※コースの詳細内容が一部変更されることもあります。予めご了承下さいませ。 
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DOJO コース詳細 情報技術のクイックツアー 

目 標 
モバイルアプリやWebアプリケーションの中で使われている技術とその仕組みをザッと理解しま
す。またそもそもプログラミングが出来るようになった論理演算についても学びます。 
（アルゴリズム演習も行います） 

日 数 3日間 

アジェンダ 

プログラミングの世界をのぞいてみよう～世の中にあふれるプログラム～ /コンピュータの仕組
みと役割を理解しよう～プログラムが動く器～ / OSの仕組みを役割を理解しよう～プログラム
を監督するプログラム～ /プログラミング言語の基礎知識～プログラミング言語の基本と分類
～ / 論理演算とプログラミング 
 
アルゴリズムをなぜ学ぶのか / アルゴリズムを考えてみる/代表的なアルゴリズム /なぜデー
タ構造を考えるのか/実際にデータ構造を考える/代表的なデータ構造 

備 考 
使用テキスト「おうちで学べるプログラミングのきほん」(翔泳社刊)「アルゴリズム」のキホン」(SB
クリエイティブ刊) 
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DOJO コース詳細 データベース 

目 標 
データベースがなぜ必要なのか知り、その仕組みと操作(SQL)を身につけます。また、設計から
日々の運用までDBの世界を俯瞰してみます。 

日 数 2日間 

アジェンダ 

データベースって何だろう－その用途と役割－ / リレーショナルデータベースって何だろう－最
も代表的なデータベース－ / データベースとアーキテクチャ構成 / DBMSを操作する際の基本
知識－操作する前に知っておくこと / SQL文の基本を学ぼう－SELECT文を理解する－ / トラ
ンザクションと同時実行制御 / テーブル設計の基礎－テーブルの概念と正規形－ / バックアッ
プとリカバリ－障害に備える仕組み－ / データベースを作って動くものを作ってみる(オリジナ
ル) 

備 考 
使用テキスト「おうちで学べるデータベースのきほん」(翔泳社刊) 
独習ゼミ 基本情報技術者コース 午前 / 午後問題 (SEプラス製品) で理解度チェック 
MySQL使用 

研修ご担当者様
向け補足 *理解度チェックテストの正解状況をオンラインで確認できます 

29 



DOJO コース詳細 ネットワーク 

目 標 
インターネットの世界で、サーバーとクライアントとを、どのようなデータが、どのようなプロトコル
と、どのような機器を使って、どのように流れ繋がっているのかを理解します 

日 数 1日間 

アジェンダ 

（1）ネットワーク構成図を描く 
（2）IPアドレスを確認する 
（3）DNSサーバの機能を確認する 
（4）ポート番号を確認する 

（5）ルータの機能を確認する 
（6）WebページのソースとCookieを見る 
（7）MACアドレスとARPテーブルを確認する 
（8）Windowsファイアウォールの役割を確認する 

備 考 
使用テキスト「おうちで学べるネットワークのきほん」(翔泳社刊) 
独習ゼミ (SEプラス) で理解度チェック 

*理解度チェックテストの正解状況をオンラインで確認できます 
研修ご担当者様

向け補足 30 



DOJO コース詳細 Webプログラミング 

目 標 HTML/CSS/JavaScriptを使って今どきのWebページを作成できます 

日 数 8日間 

アジェンダ 

(1)制作の準備と基本のHTML 
(2)見出し、段落、リスト 
(3)リンクと画像の挿入 
(4)2ページ目意向を効率的に作成する 
(5)CSSでページのスタイルを調整 
(6)フロートとテーブルのスタイル 
(7)フォームの作成 

(8)「名刺管理」のWebページを作ってみよう 
(9)アウトプットの基本 
(10)JavaScriptの文法と基本的な機能 
(11)インプットとデータの加工 
(12)一歩進んだテクニック 
(13)「名刺管理」のWebページにJavaScriptを追加し
てみよう 

備 考 
使用テキスト「いちばんよくわかるHTML5&CSS3デザインきちんと入門」（SBクリエイティブ刊） 
「スラスラわかるJavaScript（翔泳社刊）」 

*画面キャプチャがチャット上に上がりますので確認できます 
研修ご担当者様

向け補足 31 



DOJO コース詳細 セキュリティ 

目 標 
すべての要素技術において発生する脆弱性とその攻撃方法を知り、その防御策がなぜ有効な
のか、インシデント発生頻度の高い順に説明します 

日 数 1日間 

アジェンダ 

（1）セキュリティとサイバー攻撃 
（2）セキュリティの基本 
（3）ネットワークの基礎知識 
（4）セキュリティ対策の基本 
（5）様々な脅威と対策 
（6）スマホとタブレットのセキュリティ対策 
（7）マイナンバー制度とセキュリティ対策 
（8）セキュリティ関連法規 

備 考 使用テキスト「小さな会社のIT担当者のためのセキュリティの常識（ソシム刊）」 

研修ご担当者様
向け補足 *理解度チェックテストの正解状況をオンラインで確認できます 
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DOJO コース詳細 Javaプログラミング 

目 標 
アルゴリズムとデータ構造とプログラミングの文法とオブジェクト指向プログラミングができるよ
うになります 

日 数 10日間 

アジェンダ 

1．Javaプログラムの基本 
（1）Javaプログラムの書き方 
（2）式と演算子 
（3）条件分岐と繰り返し 
（4）配列 
（5）メソッド 
（6）複数クラスを用いた開発 
2．オブジェクト指向プログラミング 
（1）クラスとインスタンス 
（2）コンストラクタと静的メンバ 
（3）カプセル化 

（4）継承 
（5）抽象クラスとインターフェイス 
（6）多態性 
（7）例外処理 
3．主なAPIの種類と使い方 
（1）文字列を操作するAPI 
（2）日付と時刻を取り扱うAPI 
（3）コレクションを提供するAPI 
（4）ファイルを操作するAPI 
（5）クラスパス 
 

備 考 
使用テキスト 「スッキリわかるJava入門 第2版」「スッキリわかるJava入門実践編 第2版」(イン
プレス刊) / Java SE 5 使用 
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DOJO コース詳細 サーバーサイドJava 

目 標 主にJSP/サーブレット/JDBCを使ったMVCモデルについて学びます 

日 数 5日間 

アジェンダ 

1．サーブレットとJSPの基礎 
（1）サーブレットの基礎 
（2）JSPの基礎 
（3）リクエストパラメータの取得 
2．Webアプリケーションの基礎 
（1）MVCモデル 
（2）JavaBeans 
（3）リクエストスコープ 

（4）セッションスコープ 
（5）アプリケーションスコープ 
（6）Webアプリケーションの画面と機能 
3．Webアプリケーションの応用 
（1）フィルタ 
（2）アクションタグとEL 
（3）JDBCとDAOパターン 
（4）Webアプリケーションの設計 

備 考 使用テキスト 「スッキリわかるサーブレット & JSP」(インプレス刊) 
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DOJO コース詳細 開発演習 

目 標 学んできていた要素技術/サンプルを使って、簡単なWebアプリケーションを開発します 

日 数 3日間 

アジェンダ 
（1）講師が示した仕様を満たすDBを用いたWebアプリケーションを作る 
（2）プログラムのソースコードと簡単な説明書を提出する 

備 考 すべてのテキスト 
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DOJO コース詳細 アルゴリズムドリル 

目 標 
アルゴリズムとデータ構造について、代表的なものを覚え、フローチャートに書ける / プログラミ
ング言語の文法を使って書けるようになります 

日 数 10日間(毎日1時間) 

アジェンダ 

1. フローチャートを書く 
1.1 フローチャート基礎の基礎 
1.2 フローチャート入門 
1.3 アルゴリズム入門 
1.4 データ構造入門 
1.5 ソートのアルゴリズム 
1.6 サーチのアルゴリズム 
1.7 ファイル処理のアルゴリズム 
 

2. 擬似言語の穴埋めをする 
2.1 擬似言語入門 
2.2 やや高度なアルゴリズム 
2.3 やや高度なデータ構造 
  
3. 仕様に示されたプログラムをJavaで作成する 
3.1 入門Javaプログラミング 
3.2 初級Javaプログラミング 
3.3 中級Javaプログラミング 

備 考 使用テキスト「アルゴリズムドリル」(SEプラス刊) 

*ドリルの回答結果と添削結果を随時アップロードします 
研修ご担当者様

向け補足 36 



DOJO コース詳細 Javaドリル 

目 標 Java文法を身につけ、クラスライブラリを使ったオブジェクト指向プログラミングが出来ます 

日 数 13日間(毎日1時間) 

アジェンダ 
Javaの基本文法 / Javaによるオブジェクト指向プログラミング / Javaの基本的なクラスライブラ
リ 

備 考 使用テキスト「Javaドリル」(SEプラス刊) 

研修ご担当者様
向け補足 *ドリルの回答結果と添削結果を随時アップロードします 
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Webアプリ 

38 

各コース詳細 



DOJO  -Webアプリ スケジュール- 

*全日程 9:00 ~ 18:00 の時間帯で開催します 
研修ご担当者様

向け補足 

6月 [June] 

期間 コース 

6/1 導入 

6/4-6/7 要件定義 

6/8-6/11 外部設計 

6/12-6/13 内部設計 

6/14-6/26 実装 

6/27-6/28 テスト 

6/29 
（午前）発表会 
（午後）まとめ講義 

※コースの詳細内容が一部変更されることもあります。予めご了承下さいませ。 
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DOJO コース詳細 ~導入~ 

目 標 チームビルディングを行い、これから開発する対象と、進め方（開発工程全般）を理解します 

日 数 1日間 

アジェンダ 

(講義) 
Webアプリケーションの構成要素 
Webアプリケーションフレームワーク 
今回利用するSpringフレームワークついて 
構成管理とコミュニケーションについて 
各工程と成果物、進め方について 
(実践) 
チーム内担当の決定 
開発環境の構築 

備 考 フレームワークはSpring Bootを使用します 
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DOJO コース詳細 ~要件定義~ 

目 標 
要件定義の工程で、誰が（顧客企業とコンサルタントとPM等）、何を、どのように進めるのか、理
解し、実際にやってみます 

日 数 2日間 

アジェンダ 

(講義 // 半日 + 進捗にあわせて実施) 
プロジェクトとは 
プロジェクトの体制 
プロジェクトの目的と制約に対する、要件定義のパターンについて 
業務分析・業務知識の必要性について 
要件の種類（機能/非機能要件）と契約内容の違い 
成果物の確認 
見積もり手法とスケジュール策定について 
(実践) 
ヒアリング/要件定義書の作成 

備 考 今回は、商品販売のWebサイトを想定しています 
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DOJO コース詳細 ~外部設計~ 

目 標 
外部設計の工程で、誰が（顧客企業とPMとアーキテクト等）、何を（機能/非機能設計、DB設
計）、どのように進める（各設計の手順と設計書をどのように書く）のか、理解し、実際にやって
みます 

日 数 2日間 

アジェンダ 

(講義 // 半日 + 進捗にあわせて実施) 
外部設計書の種類について 
読み手の立場の違いによる、必要項目の違いについて 
設計時に意識するアーキテクチャ(オブジェクト指向、アスペクト指向、MVC） 
設計書レビューについて 
設計の進捗率と完了判定について 
(実践) 
外部設計書<共通仕様 / 画面設計 / 機能(イベント)設計 / DB設計>の作成 

備 考 各チーム、データベースの担当者を１名選任します 
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DOJO コース詳細 ~内部設計~ 

目 標 
内部設計の工程で、誰が（開発チーム内のアーキテクトとアプリケーションエンジニアなど）、何
を、どのように進める（MVCと役割分担、クラス設計など）のか、理解し、実際にやってみます 

日 数 2日間 

アジェンダ 

(講義 //  半日 + 進捗にあわせて実施) 
内部設計/外部設計の違いについて 
成果物の確認 
利用する言語やフレームワークによる内部設計の違いについて 
(実践) 
内部設計書の作成 

備 考 
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DOJO コース詳細 ~実装~ 

目 標 
実装工程で、誰が（アプリケーションエンジニアなど）、何を、どのように進める（フレームワーク
を使った開発、コーディング規約、デバッグの進め方、コードレビューなど）のか、理解し、実際
にやってみます 

日 数 12日間 

アジェンダ 

 (講義 // 半日 + 進捗にあわせて実施) 
コーディング規約、命名規則について 
Webプログラミングの基本知識 
複数人でプログラム作成を行う時の注意点 
Webプログラミングのデバッグ方法 
(実践) 
コーディングと動作確認 

備 考 
バージョン管理にはSubversionを使用します 
フレームワークはSpring Bootを使用します 
担当にかかわらず、全員がプログラムの実装を行います 
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DOJO コース詳細 ~テスト~ 

目 標 
テストの工程で、誰が（顧客と開発チーム）、何を（テスト仕様書）、どのように進める（テストの進
め方、テスト計画、ブラックボックス/ホワイトボックステスト、境界値分析など）のか、理解し、実
際にやってみます 

日 数 2日間 

アジェンダ 

(講義 //  半日 + 進捗にあわせて実施) 
テストの工程（単体/機能/システム） 
テストの種類と方法について 
オートテストの手法 
影響範囲と修正方法 
テスト仕様書の作成 
(実践) 
テストの実施 

備 考 
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DOJO コース詳細 ~発表~ 

目 標 チームの成果物を魅力的に発表します 

日 数 半日(最終日) *6チーム想定 

アジェンダ 

(発表) 
内容: 成果物の説明 / 工夫した点 / デモ / 開発プロセスでの問題と解決した点 / ふりかえり
(10分) ＆QA(10分 ) × MAX 6チーム 
(来賓講評) 
(講師講評) 

備 考 コンテスト形式にて実施 

研修ご担当者様
向け補足 *最終日にぜひ見学にお越しいただき、投票をお願いします。 
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運営会社 

IT系専門書出版の翔泳社のグループ企業です。 
翔泳社の社内ベンチャーとして、eラーニングをはじめとする 
法人向け研修サービスを2000年からスタートしました。 
 
独自性の高いサービスで、大手～スタートアップなど幅広い 
顧客企業との取引があり、年間でのべ500社20,000名以上が 
受講しています。 
 
16年にわたる研修実績をもとに、DOJOを開催しますので、 
何卒ご検討のほど、宜しくお願い申し上げます。 

設立 
2001年11月 

03-6685-5420 dz-ets@seplus.jp 

所在地 
東京都千代田区二番町11-19 興和二番町ビル 2F 
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