
はじめての副業コース
学習からサポート内容・副業について解説
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1.学習からテックアカデミーワークスでの副業までの流れ

はじめての副業コースでWeb制作の基礎を学び、副業の第一歩まで

しっかりサポート

副業案件をご紹介・仕事を実施

副業開始

実力判定テスト合格後1ヶ月以内に案件紹介を保証

テックアカデミーワークス

Web制作に必要なスキルを習得

実力判定テストの実施

学習開始

テスト

4〜16週間のプランで学ぶ

テストは2回まで受験可

はじめての副業コース

※テックアカデミーワークスのご利用は

実力判定テストに合格する必要があります
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2.はじめての副業コースでなぜフロントエンドを学ぶのか

オススメする理由は、フロントエンドプログラミングがWebサイト

作成のための基本となるスキルだからです。下記の3つのメリットが

ございます。

初心者だからこそフロントエンドのプログラミングを


オススメする理由

副業案件の需要が多い

engineer

designer

Change

先々デザイナーや、サーバサイドエンジニアを目指す時に活かせる

HTML、CSS、javascriptという広く使われている技術を学べる

HTML
CSS

JS
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2.はじめての副業コースでなぜフロントエンドを学ぶのか

Web制作の副業で必要なフロントエンドの技術を主に習得します。


またフロントエンドに関わる、デザイン知識も必要になるため


デザインの基礎知識からデザインツールの使い方を学びます。

デザイナーがデザインしたWebサイトのイメージを、実際のWebサ

イトとして見られるようにします。


HTML/CSSやJavascriptなどを使ってパズルのように組み立てます。


Webサイトを作る際には、サーバーサイドエンジニアとのやり取り

も発生することがあり、デザイナーとサーバーサイドエンジニアとの

架け橋的な役割にもなります。

何を学ぶのか

フロントエンドエンジニアとはどんな職業

デザイナー

Webサイトをデザインしたので
コーディングしてください

フロントエンド

エンジニア

Webサイトのレイアウトは

おまかせください

サーバーサイド

エンジニア

情報を吐き出しました

表示を整えてください。
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2.はじめての副業コースでなぜフロントエンドを学ぶのか

Webサイトの中身

…

<section>

<main>

<header>

<body>

<head>

<html lang=”ja”>

HTML 画像ファイル

.header {

        width: 100%;

        height: 70px;

        background: #fff;

}

.main {

        width: 100%;

        …

CSS

$(function(){

  console.log(“hallo 
world”);

   if(n == 0){

    …

Javascript

文章や画像ファイルを
構成して組み立てる

レイアウトや装飾設置したい画像ファイル 動きをつける

WebサイトはHTMLやCSS、Javascriptの3つプログラミング言語を利

用してサイトを見れるようにします。

Webサイトの中身
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架空の英会話教室のWebページ

実案件を想定し、デザインカンプから

Webページを制作する方法を習得

架空のコーポレートサイト

HTML/CSS/jQueryなどを使ってをWeb

サイトの作り方を習得

架空のレシピサイト

HTML/CSSの基礎から学びWebサイトの

基本的なレイアウトの組み方を習得

下記のWebサイトを実際にコーディングしていきます。初心者の方で

も1から学び、実践的なスキルを身につけることができます。

学習内容の詳細

3.はじめての副業コースについて

学習で実際に制作するWebサイト
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デザインにおける最低限必要な基礎から、配色・タイポグラフィに
ついて学ぶ

Google Chorme上でHTML/CSSの編集や、不具合やエラーの調査、
原因の特定する方法を学びます。

Webデザインの原則

デベロッパーツールの使い方

HTML/CSSのそれぞれの役割とタグの意味や構造について学ぶ
Webページの仕組み

Webサイト制作の制作における一連の流れを学ぶ
Webサイト制作における基礎知識

Webサイト制作の基礎知識

まず、Web制作で副業するために必要な基礎知識を習得し、次に制
作に必要なスキルを実際に手を動かし制作しながら身につけていき
ます。ぞれぞれ「その1 知識を身につける」「その2 実践してスキル
を習得」「その3 受講後にも活かせる」にて具体的にご案内いたしま
す。

学習で身につける知識・スキル

3.はじめての副業コースについて

その１
知識を身につける
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3.はじめての副業コースについて

その2

実践してスキルを習得

 Webサイト制作のコーディング

デザインツールの使い方

テキストエディタの使い方

実践を想定したWebサイト制作の演習

基本的なレイアウトの仕組み、タグの使い方、デザインからWebサ
イトへ反映させるスタイルの記述を学ぶ

基本的なプログラミング方法から動きのあるコンテンツの作り方や
機能的なUIの作り方を学ぶ

HTML/CSS

JavaScript/jQuery

HTML

CSS

JS

コーディング時に必要な操作や環境設定、Webサイト制作における
便利な使い方

Photoshopの使い方
PS

インストールから、開発環境の設定、実際のコーディングまでの使
い方を学ぶ

Visual Studio Code

基本操作からWebサイト制作にXDでのデザインから効率的なサイト
制作方法を学ぶ

Adobe XDの使い方
XD

Webサイトをデザインカンプからコーディングして実際に見られる
ようにする

実践的にWebサイトを一からコーディング
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3.はじめての副業コースについて

その3

受講後にも活かせる

クラウドソーシングサービスを利用した仕事の探し方から、獲得す
るまでのコツを知る

実際のWebサイトによくある部品のサンプルコードや、実務に役立
つ命名ルールを学ぶ



クラウドソーシングで仕事の見つけ方・獲得のコツ

実務で使えるサンプルコードを用意

受講後にWeb制作者として参考になるサイト、外部ツールや作業効
率化など実務に活かせる方法などをご紹介

受講後さらにスキルアップするために
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課題レビュー

学習内容がしっかり身についている
か、いくつかの課題が設定されていま
す。メンターは提出された内容に対して
適切なアドバイスをします。受講期間で
あれば何度でも挑戦できるので合格を
目指してがんばりましょう。

パーソナルメンタリング

学習時のわからない部分を直接質問で
きるだけではなく、学習進捗の確認や
学習継続のモチベーション維持などマ
ンツーマンだからこそ最後までやりき
れるサポートを受けられます。

チャットサポート

カリキュラムでわからないことは24時
間いつでも質問し放題です。答えを教え
るのではなく、自身で解決できる力を
身につくようにアドバイスを親身にお
伝えします。

3.はじめての副業コースについて

テックアカデミーの学習はチャット・パーソナルメンタリング・課

題レビューの3つのサポートで挫折なく最後まで学べます

現役エンジニアによる徹底サポート
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Web制作/開発 フリーランス

Web制作/開発経験14年以上。


フリーでWeb制作/開発を月5件ほど請負い、その他

も豊富なスキルで幅広い案件に対応。会社員時代は

新人教育も担当。

初心者でも挫折せず最後まで楽しんで受講できるよ

うにサポートします！

メッセージ

山本 理仁 Yoshihito Yamamoto

Web制作 / 開発会社 社長

Web制作/開発の主要スキルを網羅、実務経験は15年
以上。現在は起業した会社でサイト開発・運用を行
う。取引先企業の数千万を超える売上増加に貢献。

受講後に自分の力で案件ができるようわかりやすく
サポートします！

メッセージ

鹿野 宏和 Hirokazu Kano

3.はじめての副業コースについて

メンター紹介

メンターは全員テックアカデミーの厳しい採用試験に合格した現役

のエンジニアです。実践で培ったスキルを元に皆様を徹底サポートい

たします。
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プランは全部で5つございます。どのプランでも学ぶ内容は変わりま
せん。学習時間は160時間確保していただく必要がございますのでご
自身のライフスタイルに合わせたプランをお選びください。

3.はじめての副業コースについて

料金

受講料
チャット

サポート

マンツーマン

メンタリング

4週間プラン
集中して学べる 185,900円

174,900円
社会人

学生 7回

じっくり学べる

8週間プラン
240,900円
207,900円

社会人

学生 15回

多忙でも学べる

12週間プラン
295,900円
251,900円

社会人

学生 23回

焦らず学べる

16週間プラン
350,900円
284,900円

社会人

学生 31回

12週間Liteプラン
費用を抑えて学べる

119,900円

15:00〜23:00の間

現役エンジニアが

即対応

質問は24時間し放題

※12週間LiteプランはPC操作に慣れている・プログラミング学習経験がある・学習管理をご自身で
行える方を推奨します
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仕事獲得をしっかりサポート

納品までのフォロー体制が充実

仕事についてメンターに相談できる

継続的に稼げる仕組み

テックアカデミーワークスはテックアカデミーが運営する副業サ

ポートサービスです。皆様の実務の第一歩をメンターがサポートいた

します。ご紹介する案件は累計で1,000件以上と豊富にご用意してお

ります。

テックアカデミーワークスで副業する時のメリット

4.テックアカデミーワークスについて

実力判定テストに合格すると、1ヶ月以内に必ず仕事の
オファーが届きます。その後も案件をご紹介いたしま
す。

テックアカデミーが仕事の進行・スケジュール管理をサ
ポート。納期の心配を抑えられます。負担になりがちなク
ライアントとのやり取りがなく、仕事に集中できます。

作業を行う前にメンターと実施内容の確認を行います。仕
事に関する質問も、チャットで聞けるので安心して仕事を
始められます。

テックアカデミーワークスは累計1,000件以上の案件があ
り、継続的にお仕事を依頼させていただきます。スキルが
身につけば単価もアップしていくので安定した収入を目指
すことができます。
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未経験から副業で活躍中の卒業生を紹介

副業実績

4.テックアカデミーワークスについて

在宅ワークで育児と仕事を両立しながら+65万円の収入
普段のお仕事

副業の作業時間
受講料の回収期間

累計の収入

主婦

平日9時〜15時まで
6ヶ月

65万円（1年2ヶ月）

畑中 祐紀さん

複数の収入源を持つために挑戦、受講料以上の収入を得る
普段のお仕事

副業の作業時間
受講料の回収期間

累計の収入

接客業（飲食）グラフィックデザイナー

週3日程度の作業
8ヶ月

30万円（8ヶ月）

羽賀 智哉さん

テックアカデミーワークス経由、半年で30万円の報酬

獲得
普段のお仕事

副業の作業時間
受講料の回収期間

累計の収入

介護関連

週3〜4日程度の作業
5ヶ月

35万円（5ヶ月）

H・Nさん
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5.テックアカデミーの特徴

プログラミングのスキルは若いうち

から学ばないと身につかないと思わ

れがちですが、年齢関係なく学習を

始めてスキル習得することができま

す。

プログラミングを学ぶ女性が近年増

加傾向。テックアカデミーでは、プ

ログラミングのスキルを習得された

受講生の3人に1人以上が女性です。

約60%が30代以上

女性は3人に1人以上

テックアカデミー受講生の傾向

年齢・性別に関係なくプログラミング学習を始められている方が多

くいらっしゃいます。

※調査対象 2021年10月1日〜2022年4月15日までの受講生
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他のスクールと比較するとテックアカデミーの圧倒的なコストパ
フォーマンスをご確認いただけます。

5.テックアカデミーの特徴

副業案件保証

A社 B社

案件の進行サポート

講師の特徴

マンツーマン

メンタリング

チャットサポート

カリキュラム

受講期間

料金（税込） 99,800円〜

90日間

サポート時間内に

講師が対応

無期限で閲覧可

卒業生などの

実務経験者

提携サービス

657,800円〜

最短10週間

卒業後1年間のみ

閲覧可

サポート時間内に

講師が対応

大学生や卒業生が

中心

まずは転職

119,900円〜

ライフスタイルに合わせて

選べる

無期限で閲覧可

サポート時間内に即対応

現役エンジニアが専任

全員実務経験3年以上の

現役プロのみ

現役エンジニアがサポート

1ヶ月以内の紹介を保証

他スクールとの比較
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現役エンジニアから学べるオンラインに特化したプログラミングス
クール。講師は全員、通過率10％の選考に合格した現役エンジニ
ア。確かなスキルをもとに受講生をマンツーマンサポートします。

5.テックアカデミーの特徴

第13回 日本e-Learning大賞

「プログラミング教育特別部門賞」

900社、30,000名を超える

教育実績

10年以上続く老舗

スクール

『日本e-Learning大賞』
受賞

世界トップ12、国内トップ2を誇る
広告代理企業のグループ

博報堂の

グループ会社が運営

豊富な実績

他サービスとコラボしてコースを展開

各種メディアにも掲載

日本経済新聞　/　産経新聞　/　日経クロステック　/　NewsPicks　/　マイナビニュース

CNET Japan　/　週刊東洋経済　/　週刊ダイヤモンド

ワールドビジネスサテライト（WBS）
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6.お申し込み特典

りますのでお早めにお申し込みください

受講料 円引き1 00
学 円引き00

無料体験 ご利用された方限定

はじめての お申し込みはこちら

を見る 

https://techacademy.jp/course/first-sidejob?utm_medium=pdf&utm_source=guide&utm_campaign=hajifukuguide



