


 開発コース

 初心者向けコース

0円スクールのココ
4 4

がポイント

 カリキュラム、
受講料がすべて

無料
※「入学金」「受講料」「教材費」「PCの
　レンタル料」など一切かかりません。

point 1
point 2 point 3
卒業後は
運営会社への
正社員の道も

プログラミング
未経験でも

OK！

ちなみに

お金を払って受講したということに満足するのでは
なく、スキルを身に付けたことに満足してほしいと
思います。

受講料がネックになっている方に、気軽に参加して
ほしいと思っています。やる気があれば未経験でも

OKです。必要なのは自分で学ぶ意欲、向上心です。

技術者が不足している IT業界を活性化するために
は、新しい技術者を育てる必要があります。無料
で誰でも気軽に参加できる学習の場を提供すること
で「実際にやってみてIT業界が自分に合うのかを
試してみたい！」「今まで全く経験はなかったけれど、
無料なら勉強を始めてみようかな」「独学に限界を
感じていた」「1人で勉強すると続かない」といっ
た方々の悩みを解消し、新しい IT技術者が生まれ
るきっかけが増えると考えています。 

「勉強してみたけど、採用条件は実務経験が問われるものばかり…」そう
いった声を耳にします。せっかく勉強したのであれば、就職に繋げたいとい
う方が大半かと思います。0円スクールでは、希望者の方を卒業後、積極
的に（株）ブレーンナレッジシステムズの正社員として雇用しています。卒
業生の就職率は9割以上！ もちろんほとんどの方が未経験からのスター
トです。 

受講生は日々の勉強に加え、（株）ブレーンナレッジシステムズの経験豊
富な技術者が開催する勉強会へ参加することができます。また、試験費
用のサポートも受けることが可能です。
※資格取得を保証するものではございません

◯ 未経験からプログラミングを始めたい 
◯ 独学で勉強する方法がわからない
◯ まだまだ初心者で自信がない

◯ 今の技術からスキルチェンジしたい！
◯ 転職を考えている
◯ もっとスキルアップしたい！

● プログラミング基礎講座
● データベース基礎講座
● Javaプログラミング初級講座
● Javaプログラミング上級講座
● データベース実践問題
● システム開発実務演習

● データベース基礎講座
● Javaプログラミング初級講座
● Javaプログラミング上級講座
● データベース実践問題
● システム開発実務演習

0円スクールが無料の理由
コース選択と卒業までの流れ

あなたのレベルに合わせて、
スタートするコースを決めます

無料なのにココまで！？

具体的な受講内容について

1.

2.

3.

何十万円というお金を払って受講しても、
実際の現場で通用しなければ意味がない

学ぶチャンスを失っている方に、
学びの場を提供したい 

IT業界の活性化をしていきたい

正社員として9割以上の方が
（株）ブレーンナレッジシステムズで働いています。

ORACLE MASTER Oracle Database等、
各種 IT 資格取得サポートを行なっています。

（卒業まで約3カ月）

（卒業まで約2カ月）
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オス
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受講
内容

受講
内容

次ページ
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約21時間

データベースとは/テーブルの作成方法
SELECT文,表の結合 など

SQLの基礎知識を学ぶ

カリキュラム内容

受講期間目安

学習できる技術
SQL

約207時間

環境構築~コーディング
JSP/Servlet/jQuery など

画像ファイルやCSVファイルを扱った処理
Ajaxによる非同期通信

データベースを使用した
WEBアプリケーション作成

カリキュラム内容

受講期間目安

学習できる技術
Java/HTML/JavaScript/CSS

jQuery/SQL/Bootstrap

約112時間

環境構築~コーディング
JSP/HTML/CSS/jQuery/

SQL/SAStruts など

データベース、フレームワークを使用した
WEBアプリケーション作成

カリキュラム内容

受講期間目安

学習できる技術
Java/SAStruts/HTML/JavaScript

CSS/jQuery/SQL/Bootstrap

Javaプログラミング 
上級講座

システム開発の
基礎知識を身に付けよう！

データベースを
実践的に使ってみよう！

ビジネスマナー講座で
新社会人も安心！

約4時間

実践問題

複数のテーブル結合や
集計関数を使用して
指定の結果を取得する

カリキュラム内容

受講期間目安

学習できる技術
SQL

データベース実践問題

約59時間

開発フェーズについて/ウォーターフォール
データベース設計書/詳細設計書

単体テスト項目書の作成/単体テスト実施
仕様変更・追加の対応方法

開発工程の流れ/設計書
単体テスト/仕様変更・追加

カリキュラム内容

受講期間目安

学習できる技術
Excel/Java/SAStruts

SQL･･･など

システム開発実務演習 ビジネスマナー講座

約8時間

挨拶の言葉遣い
身だしなみについてのマナー
報・連・相の重要性
メールのマナー

セキュリティについて など

卒業後に
一人前のビジネスマン
として仕事が出来るように
ビジネスマナーを学ぶ

カリキュラム内容

受講期間目安

※各講座とも、実施内容は変更になる場合がございます。

開発コースはここから
スタート！

初心者向けコースは
ここからスタート！

初級講座で開発の
基礎知識を身につけよう！

上級講座で実務レベルの
技術を身につけよう！

データベース基礎講座プログラミング基礎講座

どんな職種をめざせるのか次ページ

Javaプログラミング 
初級講座

約82時間

Javaとは/Eclipseの使用方法
型・変数/演算子/if文 など

Javaの基礎知識を学ぶ

カリキュラム内容

受講期間目安

学習できる技術
Java 

Curriculum of ¥0 SCHOOL Curriculum of  ¥0 SCHOOL



AMAM

PMPM

体験入学説明会

身近になる主なIT系のお仕事 受講生の1日

サポート
エンジニア

セキュリティ
エンジニア

ネットワーク
エンジニア

プログラマー
（PG）

システムエンジニア
（SE）

IT業界にはプログラマー（PG）以外にも色々なお仕事があり、それぞれが関連して業務が成り立っています。
今回はその仕事の一部を見てみましょう。

受講生の主な1日のタイムスケジュールです。
ご自身の予定とうまく活用しながら、受講できます。

Support Engineer

Seculity Engineer

Network EngineerProgrammer

System Engineer

クライアントのパソコンや ITシス
テムのトラブルなどに対応して、訪
問しメンテナンスや点検を行う技術
者のことを言います。

サーバやイントラネットへの不正ア
クセスを防止したり、ウィルスなど
から守るシステムを構築する技術
者のことを言います。

クライアントのパソコンのデータを
共有するネットワークを構築、管
理、運用するスペシャリストのこと
を言います。

カリキュラムを進めます。わからない点は
講師に質問して着実にステップアップ。

スケジュール表をもとに、本日の予定を
確認します。

お昼休憩です。みんなでランチを
楽しむこともあります。

本日の進捗を報告します。

午後も午前と同様、
カリキュラムを進めます。

ゼロスク終了です。明日の予習復習の為に
本を借りて帰ることもできます。

各スクール、駅から近く
通いやすい立地です。

システムエンジニア（SE）の作成
した設計書を基に、プログラムを
制作する技術者のことを言います。

お客様の要望を聞き、より効率の
良いITシステムを企画・設計する
技術者のことを言います。

・ITシステムやハードウェア、ソフトウェ
　アに関する基本的または専門的な知識
・メンテナンスの技術
・コミュニケーション能力

・高度なパソコンスキル
・ネットワークやOSに関する専門知識
　など

・パソコンやネットワークの詳しい知識
　や技術
・高いコミュニケーション能力
　など

・プログラミングに関する知識とスキル
・コミュニケーション能力
　など

・プログラミング言語
・高度なパソコンスキルや専門知識
・コミュニケーション能力やプレゼン能力
　など

必要な知識

必要な知識

必要な知識必要な知識

必要な知識

PGから
ステップアップ

可能!

お問い合わせ先はこちら裏面

0円スクールの
説明会・体験入学
やってます！

◯  0円スクール受講概要・案内
◯  質疑対応  ◯  適性テスト  ◯  面談

◯  0円スクール受講概要・案内
◯  実際のカリキュラムの体験

※結果次第で0円スクールに入学ができない場合
　があります。
※各スクールにより、実施内容が異なります。

午前

朝会

休憩

夕会

午後

帰宅

登校

After graduation of ¥0 SCHOOL One day of  ¥0 SCHOOL



学びの場の提供、IT業界の活性化という思いから生まれた無料のJavaスクールです。 
プロフェッショナルな技術が最短 3ヶ月で取得できる画期的なスクールです。

東京スクール
休校中

仙台スクール
宮城県仙台市青葉区一番町1-8-3
富士火災ビル 11階

022-212-8388
名古屋スクール
愛知県名古屋市中区錦1-18-24
いちご伏見ビル 7階

052-218-6756

大阪スクール
大阪市北区堂島2-4-27
JRE堂島タワー 13階

06-4400-6340

札幌スクール
北海道札幌市中央区北2条西3-1-12
敷島ビル 7階

011-232-5770

福岡スクール
福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-20 
ITビルⅡ 5階

092-477-9050

https://zero-school.com/ 

株式会社
ヒューマンクリエイション
ホールディングス 

グループ会社

株式会社
ブレーンナレッジ
システムズ 

株式会社
シー・エル・エス

各スクールへのお申込み・お問い合わせ先

開講時間 札幌のみ9：30～18：30 9：00～18：00

▼ 詳しくは公式HPをご覧ください
公式Twitterもあります
受講生の様子をcheck!!

※土日・祝日の開講はしておりません

運営会社

株式会社
アセットコンサル
ティングフォース


