
　近畿職業能力開発大学校はポリテクセンター関西と同じく厚生労働省が所管し、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構が設置運営する職業能力開発大学校で、学問を実践に結びつける「実学融合」を設立の基本理念とし、21世紀の
日本のモノづくりを担う中核的技術者を育成することを目的に設置された工科系の大学校です。当大学校では、モノづく
り人材育成に関するセミナーを実施しております。お申し込み・お問い合せ（実施会場・内容等）は近畿職業能力開発大
学校までお願いします。

●●国道26号線中井町交差点で大阪方面からは左折、和歌山方面からは右折（岸和田牛滝山貝塚線バイパス）約７㎞先の稲葉町東交差点
で右折、稲葉町交差点を通り過ぎて約１㎞先の大学校看板で左折 
●●国道26号線小松里町西交差点（近畿能開大校の方向を示す道路標識有り）で大阪方面からは左折、和歌山方面からは右折（岸和田牛
滝山貝塚線）約７㎞先の稲葉町交差点で右折、約１㎞先の大学校看板で左折 
●●阪和自動車道岸和田和泉出口を出て標識の岸和田方面へ、岸和田和泉インター西交差点を左折、稲葉町東交差点で右折、１㎞先の大
学校看板で左折 
●●国道１７０号線積川神社南交差点で大阪方面からは右折、和歌山方面からは左折（標識の阪和道方面）、約１㎞先の稲葉東交差点を
左折、１㎞先の大学校看板で左折

お申し込み・お問合せ先

公共交通機関で来校の場合

車で来校の場合

近畿職業能力開発大学校

設定コースのご案内
（愛称：近畿ポリテクカレッジ）

申込は
ポリテクカレッジへ

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構  近畿職業能力開発大学校  援助計画課
TEL 072－489－2114 　　FAX 072－479－1751

至天王寺

近畿能開大行◎
バス乗場

至和歌山
JR下松駅

◎近畿能開大行
　バス乗場

至難波

南海岸和田駅

至和歌山

●南海本線岸和田駅下車→南海バス「道の駅
愛彩ランド」行き「職業能力開発大学校前」
下車すぐ。　所要時間30分

　参考　バス時刻　平日
　　　　南海岸和田駅発　8：07

●泉北高速鉄道和泉中央駅下車→南海バス「
道の駅愛彩ランド」行き「職業能力開発大
学校前」下車すぐ。　所要時間20分

　参考　バス時刻　平日
　　　　和泉中央駅発　9：05

●ＪＲ阪和線下松駅下車→南海バス「道の駅
愛彩ランド」行き「職業能力開発大学校
前」下車すぐ。　所要時間20分

　参考　バス時刻　平日
　　　　JR下松駅発　8：17、9：03

ららぽーと和泉

和泉中央駅

近畿能開大行
バス乗場◎
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実践機械製図
～JISに基づく機械製図を習得します～
受講対象者 機械設計関連の業務に従事する方
使 用 機 器 製図道具
訓練内容 定　員 10名
機械製図の現場力強化を目指して、機械製図の組立図及び部品図に関する総合的かつ実
践的な知識、技能を習得します。
１．製図一般
２．機械製図上の留意事項
３．実践的設計図面の描き方
４．製図課題

受講料 13,500円
コース番号 日　程
MA171 4/12,13,14

10：00～16：45
持参品 筆記用具

２次元CADによる機械製図技術
受講対象者 機械設計作業に従事する方、または、２次元CADについて学びたい方
使 用 機 器 ２次元CADシステム（Auto CAD）
訓練内容 定　員 10名
機械設計における２次元CADの効果的な活用と、これによる生産性の向上をめざして、
使用環境の構築、および効率的操作法を習得します。

１．２次元CADの概要とデータ管理について
２．設計・製図作業効率化のためのポイント
　　（１）画層設定とテンプレートの管理
　　（２）２次元CADの操作法（作図機能、編集機能、応用作図機能）
　　（３）２次元CADの効果的活用法（ブロック機能、他）
３．課題実習

受講料 16,500円
コース番号 日　程
MA151 5/8,9,10
MA152 10/4,5,6

9：00～16：45
持参品 筆記用具

設計に活かす３次元CADソリッドモデリング技術
受講対象者 Solid Worksを学びたい方
使 用 機 器 ３次元CAD
訓練内容 定　員 10名
設計業務の効率化とこれによる製品の高付加価値化をめざして、「製品（部品）機能＝フ
ィーチャー（形状特徴）」と捉えた３次元CADの活用方法と、組立検討法および図面作成
法を習得します。

１．設計とは
２．モデリング３カ条
　　（１）重要な部分から作成
　　（２）基準を明確に
　　（３）１機能＝１フィーチャー
３．設計変更を考慮したモデリング
４．アセンブリ
５．図面作成

※本コース受講後、『設計に活かす３次元CADを活用したアセンブリ技術《使用ソフト：
SolidWorks》』の受講をお勧めします。
※本コース受講後、『３次元CADを活用したサーフェスモデリング技術《使用ソフト：
SolidWorks》』の受講をお勧めします。

受講料 21,500円
コース番号 日　程
MA121 7/31,8/1,2,3
MA122 11/28,29,30,12/1

10：00～16：45
持参品 筆記用具

手戻りを減らす構想設計技術
～若手エンジニア必見！実習しながら学んでみよう～

受講対象者 自身の設計品質向上を目指す方。設計チームの構成員として自立し、将来の設計チームのサブリーダーを
目指す方。本コース受講後、「設計プロセス実践」の受講をお勧めします。

訓練内容 定　員 12名
設計プロセスを経験した方を対象に設計、組立調整、計測評価、改良設計のPDCAを体
験し自身の設計品質向上の糸口を探すコースです。グループでの設計実習が中心です。
組立、測定評価演習を含むことが設計プロセス実践との違いになります。
１．SI単位、計算練習、ポンチ絵実習など
２．仕様の確認とポンチ絵
　　（１）設計仕様の数値化
　　（２）検討事項の優先順位
３．組立検証
　　設計検討のスパイラルアップ
４．計測評価、改良設計、改良後の確認
講師：COLORS（株）　技術顧問/Koba Mechanical Design 小林　俊幸 （予定）

受講料 27,500円
コース番号 日　程
ＭＡ191 8/1,2,3,4

10：00～16：45
持参品 筆記用具、関数電卓
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設計プロセス実践
～若手エンジニア必見！構想設計から部品選定の流れを理解しよう～

受講対象者 構想設計に携わろうとする方と新規製品の設計プロセスを経験したい方。本コース受講前「手戻りを減らす
構想設計技術」の受講をお勧めします。

訓練内容 定　員 12名
新規機械設計における仕様→構想設計の設計プロセスを行う業務の技能伝承をめざし
て、CADで設計検討を始める前に行うべきである仕様の整理・数値化から部品の選定、
構造の検討を行う過程を実習を通して習得します。

１．構想設計の進め方
２．仕様の確認とポンチ絵
３．直動機構の設計
　　（１）案内部の設計計算と部品の選定
　　（２）駆動部の設計計算と部品の選定
４．設計情報の整理

講師：COLORS（株）　技術顧問/Koba Mechanical Design 小林　俊幸 （予定）

受講料 23,500円
コース番号 日　程
MA201 2024/3/11,12,13

10：00～16：45

持参品
筆記用具、関数電卓、JIS
にもとづく機械設計製図
便覧（ISBN：978-4-274-
21830-9）古いものでも可

板金製作を考慮した板金部品の設計技術
～サーボプレスブレーキを利用する設計者のための板金展開法～
受講対象者 板金設計に従事する設計者
使 用 機 器 サーボプレス、コーナーシャー、タレットパンチ
訓練内容 定　員 10名
多品種少量生産を行うことを目的にサーボプレスブレーキを利用するための板金展開
法を学びます。

１．設計手順の検討
２．曲げ部品の設計
３．板金部品の組み立て設計
４．板金展開及び図面作成

受講料 10,500円
コース番号 日　程
MA131 6/22,23

10：00～16：45

持参品 筆記用具、作業服、
安全靴、作業帽子

曲げ加工の理論と実際
～サーボプレスブレーキを利用する設計者のための板金展開法～
受講対象者 板材成形分野で試作・開発業務に従事する技能・技術者等
使 用 機 器 サーボプレス、コーナーシャー、タレットパンチ
訓練内容 定　員 10名
板金加工の生産性向上をめざして、塑性学、曲げ加工についての理論を理解し、曲げ加
工の実験・検証を通してデータ収集・処理方法と材料強度評価法を習得します。

１．降伏条件
２．応力とひずみ
３．曲げ理論・曲げ加工
４．曲げ試験

受講料 13,000円
コース番号 日　程

MB121 8/7,8,9
10：00～16：45

持参品 筆記用具、作業服、
安全靴、作業帽子

旋盤加工技術
～業務で旋盤を使用したい方に最適です～
受講対象者 生産技術部門（機械加工関係）に従事する若手技術者
使 用 機 器 汎用旋盤（WASINO LEO80A）、各種切削工具、測定器
訓練内容 定　員 10名
汎用旋盤作業における各種加工及び工程（穴あけ、外径、内径）に関する知識と技能を習
得します。

１．旋盤の概要
２．穴あけ加工
３．外径、内径加工
４．はめあい、各種公差の精度評価

受講料 14,000円
コース番号 日　程

MB131 8/9,10,11（祝日開催）
10：00～16：45

持参品 筆記用具、作業服、作業帽
子、安全靴、保護メガネ
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フライス盤加工技術
～業務でフライス盤を使用したい方に最適です～
受講対象者 製造部門、生産技術部門（機械加工系）に従事する技術者
使 用 機 器 フライス盤（Etuki2MF）、各種切削工具、測定器具
訓練内容 定　員 6名
フライス作業における効率化・高精度加工化を目指して、条件設定や加工法の検討・段
取りの方法を、各種加工技術による実践的な課題加工実習を通して習得します。

１．フライス盤加工における切削理論
２．正面フライス加工技術実習
３．エンドミル加工技術実習
４．総合課題実習

受講料 19,000円
コース番号 日　程

MB161 7/26,27,28
10：00～16：45

持参品
筆記用具、作業服、作業帽
子、安全靴、保護メガネ、
関数電卓（四則電卓でも可）

工具研削実践技術
～名工が指導するドリル研削の極意～
受講対象者 機械加工業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者
使 用 機 器 両頭研削盤、ボール盤、ドリル
訓練内容 定　員 10名
切削工具研削の現場力強化をめざして、ドリル研削を例として工具再研削および加工評
価実習を通して、研削盤や砥石の選択、再研削の方法と再研削工具の性能評価するため
の技能・技術を習得します。

１．工具活用技術
２．研削技術実習
３．工具研削と加工評価実習

講師：坂井　利文（ものづくりマイスター/おうみの名工）（予定）

受講料 17,500円
コース番号 日　程

MB171 11/28,29,30
10：00～16：45

持参品 筆記用具、作業服、作業帽
子、安全靴、保護メガネ

機械組立仕上げのテクニック
受講対象者 機械組立・調整業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者
使 用 機 器 やすり各種、きさげ各種、測定器具各種、定盤、けがき用具、直角度測定器
訓練内容 定　員 10名
技能高度化に向けた機械装置の仕上げ・組立・調整実習を通して、高精度で高能率な機
械組立仕上げのテクニックを習得し、後進に作業をさせる際の指導法に必要な技能・技
術を習得します。

１．コース概要及び留意事項
２．課題図の検討
３．工具・測定具の調整
４．やすり仕上げ
５．組み立て調整

受講料 13,500円
コース番号 日　程

MB151 7/26,27,28
10：00～16：45

持参品 筆記用具、作業服、作業帽
子、安全靴、保護メガネ

マシニングセンタプログラミング技術
～基本から習得したい方に最適です～

受講対象者 マシニングセンタのプログラムについて習得したい方（加工・段取りを含めて習得したい方は「MB141マ
シニングセンタ加工技術」と一緒に受講することをお勧めします。）

使 用 機 器 マシニングセンタ（FANUC ROBODRILL α-D14MiA）
訓練内容 定　員 10名
NC工作機械で使用するNCプログラムを基礎から学びます。GコードやMコードなどの
NC言語やメインプログラム、サブプログラムのNCプログラムの構成などを中心にマ
シニングセンタで用いるNCプログラムを作成できる技能・技術を習得します。

１．マシニングセンタ概要
２．NCプログラミング
３．切削条件の選定
４．プログラミング実習

受講料 12,500円
コース番号 日　程

MB111 7/18,19,20
10：00～16：45

持参品 筆記用具、関数電卓、
作業服
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マシニングセンタ加工技術
～段取り作業及び加工作業について基本から習得したい方に最適です～

受講対象者 製造部門・生産技術部門（機械加工系）をこれから担当する方、または「MB111マシニングセンタプロミン
グ技術」を受講された方

使 用 機 器 マシニングセンタ（FANUC ROBODRILL α-D14MiA）、NCシミュレーションソフト
訓練内容 定　員 10名
ツールセットの方法や各種補正値の設定方法等の段取り作業を習得します。また、ツー
リングや治具・取付具、各種工具等に関する知識と、加工精度に影響する諸要因や各種
加工のためのポイント等に役立つ技能・技術を習得します。

１．ツール及びツーリングの種類と特徴
２．治具・取付具の役割
３．ツールセットや各種補正値の設定方法
４．加工実習
５．各種補正値の修正
６．加工後の評価・改善策の検討

受講料 14,500円
コース番号 日　程

MB141 8/2,3,4
10：00～16：45

持参品 筆記用具、作業服、
関数電卓

精密測定技術
～“ものづくり”を支える測定技術～
受講対象者 製造部門・生産技術部門（機械加工系）や測定・検査作業に従事する若手技術者
使 用 機 器 ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージ、ブロックゲージ等
訓練内容 定　員 10名
信頼性の高いものづくりには、高度な加工技術だけでなく、それを評価し保証するため
の正しい知識と正確な測定技術が不可欠です。「モノをいかに正確に測るか」は、生産技
術、優れた品質の原点です。実習を通して、測定知識と測定方法、注意すべき点等につ
いて、習得します。

１．測定の概要と重要性
２．正しい取り扱いと測定方法
３．測定実習
４．定期検査・校正

受講料 8,500円
コース番号 日　程
MD111 4/25,26
MD112 7/31,8/1

10：00～16：45
持参品 筆記用具、関数電卓

三次元測定技術
受講対象者 測定・検査作業に従事する技能・技術者等
使 用 機 器 三次元測定機
訓練内容 定　員 6名
三次元測定機による測定結果が、どのような要因によって影響を受けバラツキを生じる
かを理解し、測定結果の信頼性を判断できる能力を、講義と実習によって習得します。

１．三次元測定の現状
２．三次元測定機の適合性
３．寸法測定
４．測定結果の信頼性向上
５．測定方法の検討と実践

受講料 18,500円
コース番号 日　程
MD141 2024/3/21,22

10：00～16：45
持参品 筆記用具、関数電卓

幾何公差の解釈と測定技術
受講対象者 製品に関する開発・設計・生産技術・測定・検査等業務に従事する技能・技術者等
訓練内容 定　員 10名
測定作業の生産性の向上をめざして、最適化（改善）に向けた測定実習を通して、設計図
面に記載される幾何偏差の測定を実現する手法と機械加工との関わりを明らかにし、幾
何公差の解釈と測定技術に必要な技能・技術を習得する。

１．幾何公差の図示と解釈
２．加工・測定と幾何公差との関わり
３．主要な幾何偏差の測定技術とその実習

受講料 10,000円
コース番号 日　程
MD131 8/30,31

10：00～16：45
持参品 筆記用具、関数電卓
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電気・制御系コース
有接点シーケンス制御の実践技術
受講対象者 有接点シーケンス制御に関する技術を習得したい方
使 用 機 器 実習用制御盤（スイッチ、ランプ、リレー、タイマ等）、テスター
訓練内容 定　員 10名
有接点シーケンス制御は、配電盤や制御盤にかかわる業務を行う上で欠くことのできな
い必須技術です。本コースでは、有接点シーケンス制御で用いられる制御機器の種類や
使用方法を習得するとともに、実習を通して各種シーケンス制御回路を理解し、回路の
設計・配線技術を習得します。

１．シーケンス制御の概要
２．制御機器の種類と選定方法
３．各種シーケンス制御回路
４．ランプのタイマー制御
５．トラブル対策

受講料 13,000円
コース番号 日　程

SA111 7/27,28
10：00～16：45

持参品 筆記用具

実践的PLC制御技術
～三菱Qシリーズ～
受講対象者 PLCを使用した制御に関する業務を担当される方
使 用 機 器 三菱製PLC（Qシリーズ）、サポートソフト（GX Works2）、各種負荷装置
訓練内容 定　員 6名
PLC（プログラマブル・ロジック・コントローラ）制御における回路作成技術及びプログ
ラム保守に係る実務能力を実践的な総合課題を通して習得します。

※「SA161 PLC制御の回路技術」を続けて受講いただくと効果的です。

１．PLC制御の構成
２．PLCのプログラミング
３．制御回路製作実習
４．総合実習

受講料 18,500円
コース番号 日　程

SX111 7/31,8/1
10：00～16：45

持参品 筆記用具

PLC制御の回路技術
～三菱Qシリーズ～
受講対象者 PLCを使用した制御に関する業務を担当される方
使 用 機 器 三菱製PLC（Qシリーズ）、サポートソフト（GX Works2）、各種負荷装置
訓練内容 定　員 6名
PLC（プログラマブル・ロジック・コントローラ）を用いたFAモデルの演習を通して、
プログラム作成技術、実践課題実習、回路設計技術の実務能力を習得します

※「SX111 実践的PLC制御技術」と一緒に受講することをお勧めします。

１．PLCの機能と設計
２．回路設計
３．総合実習

受講料 24,500円
コース番号 日　程

SA161 8/7,8,9
10：00～16：45

持参品 筆記用具

電気設計CADを活用した制御盤設計技術
受講対象者 制御盤設計・製図作業に従事する方、電気設計CADを学びたい方
使 用 機 器 パソコン、電気設計CADソフト（AutoCAD Electrical 2022）、３次元CADソフト（Inventor 2022）
訓練内容 定　員 10名
電気設計CAD（AutoCAD Electrical）を活用したシーケンス（PLC）制御盤設計に必要な
各種回路図および外観図の作成方法を課題を通して習得します。

１．電気設計CADの基本操作
２．主回路図の設計
３．PLC制御回路設計
４．制御盤・機器配置図設計
５．端子配列表・布線表（From/Toリスト）
６．エレメカ連携の基本（3DCADソフトとの連携）

受講料 10,000円
コース番号 日　程

SA121 7/27,28
10：00～16：45

持参品 筆記用具
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高圧電気設備の保守点検技術
受講対象者 電気技術者でこれから高圧受電設備に関わる方、高圧受電設備に関わる経験の浅い方
使 用 機 器 模擬高圧受電設備、検電器、保護継電器試験機、絶縁耐力試験用変圧器、位相特性試験機、放射温度計
訓練内容 定　員 10名
高圧受電設備を使用した保守点検方法の実習を通して、高圧電気設備の工事・維持及び
運用実務を効率良く安全に行える技能・技術を習得します。

１．自家用電気工作物の概要
２．高圧電気設備の点検実習（停電）
３．保守点検（各種継電器試験）
４．高圧電気設備の点検実習（充電）

受講料 10,500円
コース番号 日　程

SX151 2024/3/14,15
10：00～16：45

持参品 筆記用具

マイコンによるDCブラシレスモータ制御技術
受講対象者 モータ制御システムの設計等に従事する予定の方
使 用 機 器 マイコンボード、モータ、電圧・電流の波形等測定器、電源
訓練内容 定　員 6名
DCブラシレスモータの構造と動作原理及びプログラミング実習を通じて、DCブラシ
レスモータ制御技術を習得する。

１．ブラシレスモータの構造と動作原理
２．マイコンの取り扱い
３．モータ制御のプログラミング
４．動作実験

受講料 18,000円
コース番号 日　程

SA191 2024/1/25,26
10：00～16：45

持参品 筆記用具

電気・機械技術者のための計測・制御実践技術
受講対象者 製造・計測設備の自動省力化など、制御システムの設計業務に従事する予定の方
使 用 機 器 DIO拡張ボード、ブレッドボード、電子回路部品、各種センサ、DCモータ、パソコン
訓練内容 定　員 10名
計測制御用ソフトを用いて、外界あるいは内界の状態をセンサを介して、自動的に計測
する。さらに、アクチュエータにより制御対象を自動的に制御するためのシステムを構
築する。

１．計測制御用ソフト（LabVIEW）の取り扱い
２．各種センサ、およびDCモータの取り扱い
３．自動計測・制御用ソフトの作成
４．動作実験

受講料 18,000円
コース番号 日　程

SA201 7/26,27,28
10：00～16：45

持参品 筆記用具

ロボットシミュレーション活用技術
受講対象者 産業用ロボットを用いた自動化システムの設計等に従事する予定の方
使 用 機 器 ロボットシミュレーションソフト、多関節ロボット（RV-2F-D）
訓練内容 定　員 7名
パソコン用ロボットシミュレーションソフトを活用し、ロボットのプログラミングと教
示作業を行う方法を習得します。

１．ロボットプログラム作成（RT ToolBox3）
２．ロボットシミュレーション（RT ToolBox3）
３．ロボット教示（RF-2F-D）
４．ロボットの動作確認と修正

受講料 14,000円
コース番号 日　程

SA151 9/23,30（土開催）
10：00～16：45

持参品 筆記用具

New  PLCプログラミング技術
　　　  ～三菱FXシリーズ～A401-005-A
受講対象者 生産設備の設計、または保守・保全業務に従事する方
使 用 機 器 回路設計ツール、パソコン、PLC、制御対象装置、スイッチ、表示灯、工具+E9：P9L9G9：P9A9：P9
訓練内容 定　員 6名
PLC制御設計の生産性の向上を目指し、自動制御システム制作実習を通じて制御プログ
ラム設計の実務能力を習得します。

１．自動化におけるPLC
２．プログラム設計
３．自動化制御システム制作実習

受講料 13,000円
コース番号 日　程

SA211 8/7,8
10：00～16：45

持参品 筆記用具
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電子・情報通信系コース
マイクロソルダリング技術
受講対象者 マイクロソルダリング業務に従事する技能・技術者等
使 用 機 器 各種熱電対、はんだこて、顕微鏡
訓練内容 定　員 10名
デバイス・基板製造／実装組立の現場力強化及び技能継承をめざして、マイクロソルダ
リングの実習と評価を通して、高品質なはんだ付けを行うための技術について習得しま
す。

１．はんだ付けと関連知識
２．はんだ付け実習と検証

受講料 17,000円
コース番号 日　程

EB111 8/3,4
EB112 12/13,14

10：00～16：45
持参品 筆記用具

組込み技術者のためのプログラミング
～「実践組込み技術講座シリーズ」STEP1～
受講対象者 組込みシステムの設計・開発業務に従事する方
使 用 機 器 組込み用ターゲットマイコンボード、開発用ホストコンピュータ（パソコン）、開発ツール、デバッガ
訓練内容 定　員 10名
実践的な組込みシステム用マイコンの基本的な仕組みを理解し、開発に必要となるＣ言
語プログラムの作成が行える技能・技術を導入します。

1．組込みシステムの開発環境
2．開発技法と組込みC言語プログラミング
3．基礎Ｃプログラミング実習

受講料 8,500円
コース番号 日　程

EA111 7/27,28
10：00～16：45

持参品 筆記用具

マイコン制御システム開発技術
～「実践組込み技術講座シリーズ」STEP2～
受講対象者 組込みシステムの設計・開発業務に従事する方で、何らかのプログラミング言語を使用した経験のある方
使 用 機 器 組込み用ターゲットマイコンボード、開発用ホストコンピュータ（パソコン）、開発ツール、デバッガ
訓練内容 定　員 10名
実践的な組込みシステム開発において必要となるＣ言語を用いて、マイコン内蔵機能モ
ジュールの取扱いや割込み処理をプログラムし、組込み技術の全体像を習得します。

１．組込みＣ言語実習
２．マイコン概要と基本周辺回路
３．マイコン内蔵機能プログラミング
４．割込み処理プログラミング

受講料 11,500円
コース番号 日　程

EA121 7/31,8/1,2
10：00～16：45

持参品 筆記用具

組込みシステム開発におけるプログラミング実践
～実践組込み技術講座シリーズSTEP3～
受講対象者 組込みシステムの設計・開発業務に従事する方
使 用 機 器 組込み用ターゲットマイコンボード、開発用ホストコンピュータ（パソコン）、開発ツール、デバッガ
訓練内容 定　員 10名
実践的な組込みシステムの開発において必要となるＣ言語による周辺装置制御方法、組
込みデバッグ技法等に関する技能・技術を習得します。

１．組込みＣ言語実習
２．プログラム開発技法
３．I/O制御プログラミング実習
４．組込みデバッグ技法

受講料 9,500円
コース番号 日　程

EA131 8/3,4
9：50～17：35

持参品 筆記用具

New  ディープラーニングシステム開発技術
受講対象者 Kerasを使ったディープラーニングフレームワークプログラミングを習得したい方
使 用 機 器 GPUボード、Keras、Ubuntu、Jupyter notebook開発環境、Python
訓練内容 定　員 ５名
ディープラーニングのフレームワークであるKerasとTensorflowを用いて、データセ
ット（例：MNIST）を用いたCNNの実装を通して利用技術を習得します。

１．DNNの概要
２．Keras開発概要
３．Layer構造
４．モデルの学習と推論

受講料 19,000円
コース番号 日　程

EA281 2024/3/14,15
10：00～16：45

持参品 筆記用具
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New  電子CADを用いた３次元モデリング技術
受講対象者 プリント基板の設計・製造に従事する技能・技術者
使 用 機 器 パソコン、プリント基板設計・開発ツール（３次元モデリング可能なもの）
訓練内容 定　員 10名
基板設計の生産性の向上をめざして、効率化、適正化、最適化（改善）に向けたプリント
基板設計実習を通して、プリント基板設計のポイントやプリント基板製作の工程および
PCB-CADの３次元モデリング技術とその活用手法について習得します。

１．プリント基板の基盤知識
２．回路図作成工程
３．プリント基板設計
４．基板外形作成
５．プリント基板で使用する部品関連工程
６．結線処理
７．３次元モデリング実習

受講料 12,000円
コース番号 日　程

EA221 8/9,10
10：00～16：45

持参品 筆記用具

New  RLC回路の設計・評価技術
受講対象者 アナログ回路の測定・製造に従事する技能・技術者
使 用 機 器 電子部品、オシロスコープ、マルチメータ、周波数特性器
訓練内容 定　員 5名
アナログ回路設計の生産性の向上をめざして、RLC回路設計・測定実習を通して、電気
回路の基礎理論や測定の操作技術及び評価技術を習得します。

１．受動部品の知識
２．アナログ回路における受動部品の評価
３．過渡応答特性
４．周波数特性 

受講料 15,000円
コース番号 日　程

EA231 7/31,8/1
10：00～16：45

持参品 筆記用具（お持ちであれ
ば、関数電卓）

New  IoT・センサネットワークのための小電力無線技術
受講対象者 センサを活用した計測・制御システムの設計に従事する方
使 用 機 器 BLE対応マイコンボード、開発ツール、ブレッドボード、各種センサ
訓練内容 定　員 10名
センサネットワーク技術を利用したITアプリでは重要な役割をはたすBluetooth Low 
Energy（BLE）技術、ZigBee技術、LoRa技術を習得します。

１．省電力無線の種類と特徴
２．伝送特性比較
３．システム構築総合実習
４．まとめ

受講料 15,000円
コース番号 日　程

EA191 8/17,18
10：00～16：45

持参品 筆記用具

高周波シミュレータによる高周波回路設計技術
～これから高周波回路技術を学びたい方のためのコースです～
受講対象者 電子回路の基本的な知識を有する方
使 用 機 器 高周波シミュレータ（S-NAP）、ベクトルネットワークアナライザ
訓練内容 定　員 7名
高周波シミュレータにより、スミスチャートの知識やベクトルネットワークアナライザ
の使用法を理解し、高周波回路評価の基礎技術を習得します。

１．高周波回路設計の概要
２．伝送線路の反射と整合
３．シミュレーションとスミスチャートの活用
４．ベクトルネットワークアナライザ演習

受講料 11,500円
コース番号 日　程

EA141 8/17,18
10：00～16：45

持参品 筆記用具

リアルタイムOSによる組込みシステム開発技術
～ワンチップマイコンでリアルタイムOSを習得～
受講対象者 組込みシステムの設計・開発業務に従事する方で、何らかのプログラミング言語を使用した経験のある方
使 用 機 器 組込み用マイコンボード、開発用パソコン、開発ツール
訓練内容 定　員 10名
リアルタイムOSの各種システムコールの実習を通して組込みマイコンのプログラミン
グを理解し、リアルタイムシステムの開発・設計技術を習得します。

１．組込みマイコン用リアルタイムOSの概要
２．タスク及びハンドラの記述
３．各種機能の習得（タスク管理、排他制御、同期・通信等）

受講料 8,000円
コース番号 日　程

EA241 11/15,16
10：00～16：45

持参品 筆記用具
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トランジスタ回路の設計・評価技術
受講対象者 電子回路の基本的な知識を有する方
使 用 機 器 パソコン、回路シミュレータ、直流電源、オシロスコープ、ファンクションジェネレータ
訓練内容 定　員 10名
シミュレーションや計測結果による検証を通して、トランジスタ回路の設計技術とその
評価技術を習得します。
１．トランジスタの知識
２．トランジスタ利用回路の知識
３．トランジスタ利用回路の設計方法
４．トランジスタ回路の設計・評価実習

受講料 10,000円
コース番号 日　程

EA321 8/8,9
10：00～16：45

持参品 筆記用具

ディジタル回路設計技術
受講対象者 電子回路の基本的な知識を有する方
使 用 機 器 パソコン、回路シミュレータ、オシロスコープ、パルス発振器、安定化電源装置
訓練内容 定　員 10名
組み合わせ回路や順序回路の製作実習を通して、ディジタル回路設計技術を習得します。
１．論理代数と論理回路の確認
２．ディジタル回路のハードウェア
３．組み合わせ論理回路
４．順序回路
５．ディジタル回路の設計・評価実習

受講料 10,000円
コース番号 日　程

EA331 7/27,28
10：00～16：45

持参品 筆記用具

New  HDLによる回路設計技術
　　　  ～プログラミングのようにディジタル回路の開発を～
受講対象者 基礎的なＣ言語によるプログラミングの知識を持ち、HDLを用いたディジタル回路の設計開発技術を習得したい方
使 用 機 器 パソコン、開発ツール、FPGA開発ボード
訓練内容 定　員 10名
ディジタル回路の設計は、論理設計、回路設計、試験回路の組み立て、バグ取り、とい
った面倒で時間のかかるものでした。論理プログラマブルデバイスであるPLDやFPGA
とハードウェア記述言語の出現により、開発フローは劇的に改善されました。このセミ
ナーではFPGAとVerilogを用いたディジタル回路の設計・開発技法を習得します。
１．ハードウェア記述言語（HDL）概要
２．モジュール設計
３．テストベンチの作成とシミュレーションの実行
４．カウンタの製作と動作実験（デバッグ）

受講料 12,000円
コース番号 日　程

EA341 8/3,4
10：00～16：45

持参品 筆記用具

リアルタイムOSによる組込みシステム開発技術
～RaspberryPiを用いたリアルタイムOSを習得～

受講対象者 基礎的なＣ言語によるプログラミングの知識を持ち、ラズベリーパイを使ったリアルタイムOSとリアルタ
イム処理プログラミングを習得したい方

使 用 機 器 RaspberryPi、開発ツール、ブレッドボード、GPIOターゲット、表示モジュール
訓練内容 定　員 10名
組込み機器に搭載されることの増えてきたリアルタイムOSですが、Windowsなど
汎用OSとは異なる特徴を持つため使い方にもコツがあります。開発ボードとして
RaspberryPiを用いてリアルタイムOSとその取り扱いについて学びます。RaspberryPi
はお持ち帰りいただきますので、継続した学習が可能です。
１．リアルタイムOSの概要
２．リアルタイムOSのインストール
３．プログラム開発環境
４．制御プログラミング実習

受講料 15,000円
コース番号 日　程

EA351 2024/3/1,8
10：00～16：45

持参品 筆記用具

Web-DBシステムを利用した生産支援システムの構築＜PHP編＞
～Webアプリケーションシステムの実践的な構築法を学びます～
受講対象者 Webシステムの実践的な技術要素を習得したい方、または体系的に学習したい方
使 用 機 器 パソコン、プログラム開発環境（XAMPP、PHP）、データベースソフト（MySQL）
訓練内容 定　員 10名
生産現場における様々な管理要素をデータベース化する実習を通して、Webを活用し
た生産管理・工程管理システムの設計・構築に関する技術を習得します。
１．生産システムの解析
２．システム概要
３．データベースの設計実習
４．システム構築実習
５．システム運用
６．システムの応用分野
講師：株式会社ビットファクトリー　代表取締役　中尾　文彦 （予定）

受講料 20,500円
コース番号 日　程

EA181 2024/2/3,10,17（土開催）
9：00～16：45

持参品 筆記用具
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製造データの一元化管理技術
～データベースの基礎知識から管理・運用方法やSQLまで総合的に学びます～
受講対象者 データベースの実践的な技術要素を習得したい方、または体系的に学習したい方
使 用 機 器 パソコン、データベースソフト（SQL Server）
訓練内容 定　員 10名
効率化に向けたデータベースの論理構造設計や物理構造設計の実習を通して、生産計画
や製造指示、作業実績等のデータを一元化管理するための技術を習得します。

１．製造データの種類と管理
２．データストアの構造
３．データの読出し書込みの仕組み
４．論理・物理構造の設計と容量計算
５．日常管理の実習
６．障害時の対応実習
７．性能評価

講師：株式会社ビットファクトリー　代表取締役　中尾　文彦 （予定）

受講料 12,000円
コース番号 日　程

EA261 7/22,29（土開催）
10：00～16：45

持参品 筆記用具

建築系コース
New  BIMを用いた建築設計技術

　　　  ～はじめてBIMを使ってみたい方～
受講対象者 BIMを使用した設計関連業務に従事する方
使 用 機 器 Revit2021
訓練内容 定　員 10名
建築設計の生産性の向上をめざして、効率化、適正化、最適化（改善）に向けた設計実習
を通して、BIMを用いた建築設計に関する技術を習得する。

１．コース概要及び留意事項
２．BIMの活用方法
３．建築設計実習
４．作成データの活用

受講料 12,500円
コース番号 日　程

KA241 4/8,9（土日開催）
KA242 8/26,27（土日開催）
KA243 11/25,26（土日開催）

10：00～16：45
持参品 筆記用具

実践建築設計２次元CAD技術
～業界問わずAutoCADを使ってみたい方へ～
受講対象者 AutoCADを使用した図等関連業務に従事する方
使 用 機 器 AutoCAD
訓練内容 定　員 15名
実践的な建築図面作成業務の効率化および図面データの高品質化を目指して、
AutoCADによる実践的な作成方法を習得します。

１．設計の概要
２．各種図面の構築手法と演習
３．確認・評価

受講料 9,500円
コース番号 日　程

KA271 7/29,30（土日開催）
KA272 2024/3/16,17（土日開催）

10：00～16：45
持参品 筆記用具

実践建築設計２次元CAD技術
～業界問わずJw_cadを使ってみたい方に最適～
受講対象者 Jw_cadを使用した図等関連業務に従事する方
使 用 機 器 フリーソフト（Jw_cad）
訓練内容 定　員 10名
実践的な建築図面作成業務の効率化および図面データの高品質化を目指して、Jw_cad
による実践的な作成方法を習得します。

１．設計の概要
２．各種図面の構築手法と演習
３．確認・評価

受講料 12,000円
コース番号 日　程

KA111 5/27,28（土日開催）
KA112 8/26,27（土日開催）

10：00～16：45
持参品 筆記用具
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New  在来木造住宅設計実践技術
受講対象者 木造住宅設計業務に従事する方
使 用 機 器 ３Ｄマイホームデザイナー、フリーソフト（Jw_cad）
訓練内容 定　員 10名
住宅設計の新たな品質をめざして、構想とエスキス実習を通して高付加価値化に向けた
住宅に必要な設計技術を習得する。

１．コース概要
２．設計の概要
３．設計条件の設定
４．構想とエスキス
５．法規制の検討
６．基本設計図書の作成

受講料 12,000円
コース番号 日　程

KA251 7/23,30（日開催）
10：00～16：45

持参品 筆記用具

New  木造住宅の架構設計技術
受講対象者 木造住宅設計業務に従事する方
訓練内容 定　員 10名
木造住宅の生産性の向上をめざして、架構設計に必要な知識を理解するとともに構造伏
図の作成を通して、架構設計ができる技能・技術を習得する。

１．架構設計の概要
２．間取りと構造計画からみた架構設計
３．構造図作成と架構チェック
４．まとめ

受講料 11,500円
コース番号 日　程

KA261 10/28,29（土日開催）
KA262 2024/1/27,28（土日開催）

10：00～16：45
持参品 筆記用具

木造住宅における壁量計算技術
受講対象者 木造住宅設計業務に従事する方
訓練内容 定　員 10名
木質構造設計の生産性の向上をめざして、壁量計算実習を通して効率化、適正化、最適
化（改善）に向けた設計の手順と構造計画に関する構造技術を習得します。

１．コース概要及び留意事項
２．木造住宅の構造設計
３．壁量設計と演習
４．まとめ

受講料 12,000円
コース番号 日　程

KA171 6/3,10（土開催）
KA172 12/2,3（土日開催）

10：00～16：45
持参品 筆記用具、電卓

実践建築設計３次元CAD技術
受講対象者 木造住宅設計業務に従事する方
使 用 機 器 ３Ｄマイホームデザイナー
訓練内容 定　員 10名
基本設計図作成の効率化を目指して、3Dマイホームデザイナーを使って施主に対する
提案を可視化する３次元のモデリング、外観・内観パースの作成方法について習得します。

１．概要
２．設計図書の作成 
３．パースの作成 
４．３次元モデルによる検討 
５．プレゼン表現演習

受講料 11,500円
コース番号 日　程

KA121 7/8,15（土開催）
KA122 2024/1/20,21（土日開催）

10：00～16：45
持参品 筆記用具

地理情報システムの運用技術
受講対象者 建築設計業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者またはその候補者
使 用 機 器 パソコン、GISシステムソフトウェア（SIS）
訓練内容 定　員 10名
建築情報支援の新たな品質及び製品の創造をめざして、高付加価値化に向けた地図を利
用した情報管理システム、いわゆる地理情報システム（GIS）の運用技術を習得します。

１．概論
２．地理情報システムの操作と活用
３．データベース作成
４．カスタマイズ

講師：株式会社インフォマティクス （予定）

受講料 12,000円
コース番号 日　程

KA151 8/17,18
9：15～17：30

持参品 筆記用具
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木造住宅における許容応力度設計技術
受講対象者 木造在来構法の設計業務に従事する方
訓練内容 定　員 10名
木造在来構法の構造設計における安全性向上を目指して、構造設計の計算方法を理解し
理論的な根拠・勘所を習得します。

１．概要
２．荷重・外力
３．鉛直構面の設計実習
４．水平構面の設計実習
５．部材の設計実習
６．評価・分析
７．まとめ

受講料 11,500円
コース番号 日　程

KA131 7/28,8/4 
KA132 2024/3/15,22 

10：00～16：45
持参品 筆記用具、関数電卓

New  木造住宅における限界耐力設計技術
受講対象者 建築構造設計の業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者
使 用 機 器 テキスト
訓練内容 定　員 10名
木質構造設計の生産性の向上をめざして、構造設計段階において適正化に向けて限界耐
力計算による応答計算実習を通して、限界耐力計算における理論的な根拠・ポイントの
技術を習得する。

１．コース概要及び留意事項
２．地震力に対する考え方
３．限界耐力計算による耐震性能評価法
４．限界耐力計算の具体的な計算実習
５．まとめ

受講料 14,000円
コース番号 日　程

KA201 6/17,24（土開催）
10：00～16：45

持参品 筆記用具、関数電卓

New  現場管理者のための測量実践技術
受講対象者 建設業の建築測量等業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者
使 用 機 器 レベル、セオドライト、スチールテープ
訓練内容 定　員 15名
建設業における施工管理の生産性の向上をめざして、効率化、適正化、最適化（改善）に
向けた、施工管理者として必要な墨だし、測量を理解し、レベル・セオドライトを用い
た建築測量の実践的技術・技能を習得する。

１．コース概要及び留意事項
２．現場管理者の墨だし、測量
３．水準測量
４．角測量
５．応用測量実習
６．成果発表

受講料 5,500円
コース番号 日　程

KC111 8/3,4
KC112 2024/3/14,15

10：00～16：45
持参品 筆記用具、関数電卓

New  地域産木材の活用技術

受講対象者 木造住宅建築において地域産木材の地産地消の活動に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的
な役割を担う者又はその候補者

使 用 機 器 木材強度測定器
訓練内容 定　員 10名
建築材料の新たな品質及び製品の創造をめざして、高付加価値化に向けた地域産木材の
活用の検討を通して、木造住宅等において地域産木材を活用する場合の水分管理と強度
等級区分の評価技術を習得する。

１．コース概要　及び留意事項
２．水分管理
３．木造住宅の含水率と問題点
４．目視等級区分
５．機械等級区分
６．地域産木材の活用事例
７．まとめ

受講料 7,000円
コース番号 日　程

KA291 2024/3/4,5
10：00～16：45

持参品 筆記用具、関数電卓
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New  木造耐力壁の壁倍率評価技術

受講対象者 木造住宅の企画・開発及び設計・施工業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を
担う者又はその候補者

使 用 機 器 静的加力システム
訓練内容 定　員 10名
木造耐力壁の新たな品質及び製品の創造をめざして、高付加価値化に向けた壁倍率の評
価を実際の耐力壁の実験・計測及び実験結果の分析を通して、耐力壁の評価方法につい
て習得する。

１．コース概要及び留意事項
２．壁倍率の考え方
３．壁倍率評価
４．加力実験
５．実験結果の評価
６．まとめ

受講料 14,500円
コース番号 日　程

KD111 2024/3/21,22
10：00～16：45

持参品 筆記用具、関数電卓

管理系コース
New  ヒューマンエラー防止実践手法

　　　  ～指差し呼称とSHEL「シェル」モデルで約８割減らせます～
受講対象者 製造現場において安全管理や作業管理等の業務に従事する技能・技術者
訓練内容 定　員 12名
製造現場における生産性の向上をめざして、効率化、適正化、最適化（改善）、安全性向
上に向けたヒューマンエラーの現状や発生のメカニズムを認識し、エラー低減に必要な
防止策（現場改善等）を講じるための能力を習得します。ヒューマンエラーの体験を通し
て、原因追求や予防策をグループ演習とディスカッションで体得していただきます。ヒ
ューマンエラー防止策の事例とSHELモデルを紹介します。

１．コースの概要及び留意事項
２．導入と認識
３．エラーのメカニズム
４．エラーの防止策
５．課題の把握・解決策検討演習
６．職場改善演習
７．まとめ

講師：（株）実践マネジメント研究所　代表取締役　植條　英典 （予定）

受講料 12,500円
コース番号 日　程

PX111 4/25,26
PX112 8/1,2

10：00～16：45

持参品
筆記用具、会社案内また
は会社パンフレット、職場
危険個所の写真2枚（任意）

製造現場改善のIE活用技術
受講対象者 製造業における生産活動に従事する技能・技術者
訓練内容 定　員 12名
製造現場に潜む様々なムダの発見と改善方法を学ぶものです。生産期間の短縮、稼働率
の向上、サイクルタイム短縮、段取り作業改善、レイアウト改善等で使われるIE手法を
体得していただきます。IE手法は、製造現場の責任者だけでなく生産管理者にも要求さ
れるものです。

１．導入
２．IE分析手法
３．IE分析実習

講師：（株）実践マネジメント研究所　代表取締役　植條　英典 （予定）

受講料 10,500円
コース番号 日　程

PX121 5/9,10
10：00～16：45

持参品 筆記用具、会社案内ま
たは会社パンフレット

新QC７つ道具活用による製造現場における品質改善・品質保証
受講対象者 生産現場の品質管理業務に従事する技能・技術者
訓練内容 定　員 12名
新QC7つ道具の使い方を学び、製造現場での品質改善と品質保証について検討するも
のです。新QC7つ道具は、言語データを用いて問題の解決を図っていく手法です。定
性的問題（再発防止策が困難な不良）に向いています。演習を中心に行いますが自社の問
題点についても検討していただきます。

１．品質管理
２．製造現場における定性的な問題の解決技法
３．総合演習

講師：㈱実践マネジメント研究所　代表取締役　植條　英典 （予定）

受講料 10,500円
コース番号 日　程

PX221 7/18,19
10：00～16：45

持参品 筆記用具、会社案内ま
たは会社パンフレット
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実践生産性改善
受講対象者 生産現場の運営・管理・改善業務に従事する技能・技術者
訓練内容 定　員 12名
生産性と安全性の向上を図るための考え方、改善方法、評価方法を学ぶものです。疑似
ラインによるリードタイム短縮、工数削減、省力化、レイアウト改善方法を改善プログ
ラムに基づいて体得していただきます。改善の評価方法についても説明します。ビデオ
撮影による作業改善方法もご案内します。

１．製造業の背景
２．生産性向上のための現場運営の視点
３．生産ラインの構築実習
４．生産ラインの評価の視点
５．組立てラインの生産性改善実習

講師：㈱実践マネジメント研究所　代表取締役　植條　英典 （予定）

受講料 10,500円
コース番号 日　程

PX281 2024/3/5,6
10：00～16：45

持参品 筆記用具、会社案内ま
たは会社パンフレット

実践生産性改善（ものづくり実践塾）
～自ら考え行動する人財を育成するプログラムです～
受講対象者 生産現場の運営・管理・改善業務に従事する技能・技術者
訓練内容 定　員 20名
組織内の限りある経営資源の生かし方を、座学ではなく体験学習を通じて学び、単に「わ
かる」ではなく「できる」ことで、生産性向上のために、自社「利益を創り出す方法」を習
得します。

１．需要の３要素QDC
２．QDCと３ム（ムラ・ムリ・ムダ）の関係
３．レゴで学ぶ効率の重要性
４．折鶴で学ぶ品質の重要性
５．誰でも判る儲けの仕組み
６．現場カイゼン16の原則

講師：テムスト森　代表　森　哲也 （予定）

受講料 16,000円
コース番号 日　程

PX141 6/13,14
10：00～16：45

持参品 筆記用具

生産システムのキャッシュフローによる採算性評価
～MQ戦略ゲーム／会社（製造業）経営を疑似体験～
受講対象者 生産現場の運営・工程管理・改善業務に従事する技能・技術者など
使 用 機 器 MG（マネジメントゲーム）盤
訓練内容 定　員 20名
社長業の疑似体験を通して、「各部門単位の最適」ではなく、「全体最適」を考えながら、
会社経営に関する知識を習得します。

※本コースの講習時間は９：00～16：45です。

１．収益性と生産システム改善
２．仕入れ～製造～販売ライン構築実習
３．直接原価方式による採算性評価
４．市場の動きと企業改善案の評価演習
５．PDCAサイクル演習
６．設備（資産）投資の採算性評価演習

講師：テムスト森　代表　森　哲也 （予定）

受講料 18,500円
コース番号 日　程

PX261 10/11,12
9：00～16：45

持参品
筆記用具（鉛筆またはシャ
ープペンシル、消しゴム、
電卓、長定規（30cm程度））

New  品質向上につなげるSQCと機械学習の活用
　　　  ～多変量解析から機械学習へ～
受講対象者 生産現場の品質管理業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者
訓練内容 定　員 10名
統計的品質管理に対する機械学習の必要性を理解し、データ分析手法の「より良い使い
方」を習得します。

・品質管理におけるデータ分析
・多変量解析と機械学習

（１）データの可視化
（２）層別
　　イ．階層的クラスター分析　　ロ．混合ガウス分析   

（３）情報の予測（回帰）
　　イ．重回帰分析　　ロ．正則化回帰分析

（４）分類
　　イ．判別分析　　ロ．サポートベクターマシン（SVM）

講師：道廣　敬治 （予定）

受講料 13,000円
コース番号 日　程

PX231 8/9,10
10：00～16：45

持参品 筆記用具
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生産現場に活かす品質管理技法（QC7つ道具と統計的解釈）
～現場で使うQC７つ道具を表計算ソフトで作成～
受講対象者 生産効率や品質向上に関し業務改善等の業務に従事する技能・技術者
訓練内容 定　員 10名
科学的管理手法として統計的手法を活用した品質管理の各種手法について学びます。

１．品質管理概要
２．統計的手法を活用した製造・検査工程の品質向上
３．生産現場に活用できる応用課題実習

講師：道廣　敬治 （予定）

受講料 13,000円
コース番号 日　程

PX161 6/6,7
10：00～16：45

持参品 筆記用具

成功事例から学ぶ品質の維持と向上
受講対象者 生産現場の品質管理業務に従事する技能・技術者など
訓練内容 定　員 15名
品質管理の生産性の向上をめざし、品質改善のための手法の理解を通じて、品質管理の
重要性と有用性を習得します。

１．品質概論
２．品質管理の取り組み
３．品質管理演習
４．事例と演習から学ぶ品質向上

講師：㈱MxEコンサルティング　取締役　藤尾　翔太 （予定）

受講料 14,000円
コース番号 日　程

PX181 5/23,24
10：00～16：45

持参品 筆記用具

なぜなぜ分析による真の要因追求と現場改善
受講対象者 工場管理、生産管理、物流管理に従事する技能・技術者
訓練内容 定　員 15名
工程管理/技術管理の生産性の向上をめざして、効率化、適正化、最適化（改善）、安全
性向上に向けて、問題の真の要因を原理・原則に基づいて追求し、三現主義（現場・現物・
現実）で現場改善を実践する手法を習得します。

１．問題解決の進め方
２．なぜなぜ分析
３．工程の原理・原則
４．ポカミス防止
５．グループ実習

講師：㈱MxEコンサルティング　代表取締役　松嶋　清秀 （予定）

受講料 14,000円
コース番号 日　程

PX271 4/11,12
PX272 12/5,6

10：00～16：45
持参品 筆記用具

製造現場の業務改善のための問題解決技法
受講対象者 生産現場の運営・管理・改善業務に従事する技能・技術者
訓練内容 定　員 15名
生産性の向上をめざし、製造現場の諸問題の解決のための進め方・考え方について学び
ます。

１．製造現場の問題解決とは
２．問題発見のポイント
３．原因の究明対策の実施
４．業務改善の進め方
５．総合演習
６．総括及び評価

講師：㈱MxEコンサルティング　取締役　藤尾　翔太 （予定）

受講料 14,000円
コース番号 日　程

PX191 7/13,14
10：00～16：45

持参品 筆記用具
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製造現場で活用するコーチング手法
受講対象者 生産現場における生産管理等の業務に従事する技能・技術者
訓練内容 定　員 15名
製造現場で日々発生する安全・生産性・デリバリーの課題に対して、どのような解決策
があるのでしょうか？また、職場内のコミュニケーション不足が原因で、モチベーショ
ンが上がらず、当たり前に行えない職場になっていませんか？本コースでは、製造現場
に特化した「コーチング術」を事例や演習を通じて習得します。

１．コーチングとは・・コーチングの意味と活用の歴史
２．コーチングとティーチングは正しい使い分けが効果的
３．コーチングの対象者とコーチングのメリット・デメリット
４．効果的なコーチングに必要な基本スキル
　　・「傾聴」のスキルで相手との信頼関係を築く
　　・「承認」のスキルでやる気を引き出し相手の可能性を拓く
　　・「質問」のスキルで相手の期待感を高め行動に変える
５．テイラーメイドコーチングの鍵「4つのタイプ分け」を学ぶ
６．コーチングの実践
７．コーチングによるマネジメント
８．まとめと行動宣言

講師：G-Up Coaching 代表　葛巻　直樹 （予定）

受講料 15,000円
コース番号 日　程

PZ111 5/24,25
PZ112 11/7,8

9：00～16：45
持参品 筆記用具

製造現場における部下育成に必要な指導能力及び技法
受講対象者 生産現場における生産管理等の業務に従事する技能・技術者
訓練内容 定　員 15名
グループワークを通じて、現場リーダーに必要な指導能力や技法について習得します。
また現場改善策についても課題解決のステップを通して学びます。指導者に求められる
役割・能力（リーダーシップ）の重要性についても身に付けられます。

１．製造現場における人材育成の重要性
２．部下育成に必要な基本事項
３．問題・課題解決をする上でのポイント
４．指導者に求められる役割・能力
５．事例演習
６．総括

講師：G-Up Coaching 代表　葛巻　直樹 （予定）

受講料 13,000円
コース番号 日　程

PZ131 6/13,14
PZ132 12/5,6

10：00～16：45
持参品 筆記用具

生産現場で活用するリーダーシップ手法
～成果が出せるチーム作りに必要なリーダーシップを目指して～
受講対象者 生産現場における生産管理等の業務に従事する技能・技術者
訓練内容 定　員 15名
現在の製造現場では、“安全・品質・生産性・コスト・納期・3Ｓ・品質改善・生産性改善・
部下指導に対しての能力が高く求められるようになり、強い意志や能力、専門的な知識
が益々求められるようになっています。一方足下では、自らも仕事を持っていたりして、
十分に管理監督に時間や能力を割くことができません。部下が育ち、率先して動くチー
ムであれば、心に余裕を持てるでしょう。
しかし現実は全くそのようにはなっておらず仕事の負荷は高まり部下やチームに対す
る不満やイライラは募るばかり・・。そのようなチームにつける薬は共感力を伴ったリ
ーダーのあり方です。
本コースでは、共感的なリーダーのあり方（サーバントリーダーシップ）からハラスメン
トを生まない部下とのコミュニケーション（アンガーマネジメント）、職場の品質、生産
性を向上させる具体的な改善手法と部下と共にすすめる改善活動（チーム活動）を学び
ます。

１．コース概要及び留意事項
２．生産現場とリーダーシップ
３．現場管理者がめざすもの
４．リーダーシップの要点
５．共感的リーダーシップの必要性
６．リーダーが身につけるべき対話術
７．主体的活動を生み出すチーム活動のすすめ
８．生産現場における事例演習
９．まとめ

講師：G-Up Coaching 代表　葛巻　直樹 （予定）

受講料 13,000円
コース番号 日　程

PZ171 10/10,11
10：00～16：45

持参品 筆記用具
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技能伝承のための部下・後輩指導育成
～技術・技能伝承を先送りしない！技能伝承の課題を解決～
受講対象者 品質管理や生産管理の業務に従事する技能・技術者
訓練内容 定　員 15名
ものづくりに必要な技術は、人を通してでないと伝承できません。現在高度な技術を持
つ人材はどんどん高齢化してきており、この技能を効率よく部下・後輩に伝承すること
が焦眉の急となっています。高度技能を持った人材が、その持てる技能を部下・後輩に
効率よく伝承する人材の育成法を学びます。

１．技能伝承の原則
２．技能伝承がうまくいかない原因とは
３．技能伝承の進め方
４．暗黙知の扱い方
５．熟練者へのインタビューの具体的な進め方
６．能力項目リストについて
７．技能伝承のための計画作成
８．技能伝承で「教える側」「教わる側」が注意すべきこと
９．まとめ

講師：G-Up Coaching 代表　葛巻　直樹 （予定）

受講料 12,500円
コース番号 日　程

PZ141 9/12,13
10：00～16：45

持参品 筆記用具

New  現場の安全確保（5S）と生産性向上
　　　  ～5Sによる安全対策とコストダウンを学ぶ～
受講対象者 品質管理や生産管理の業務に従事する技能・技術者
訓練内容 定　員 12名
生産現場における生産性の向上をめざして、効率化、適正化、最適化（改善）、安全性向
上に向けた現場の問題把握・改善技法及び後輩育成のための指導技法を習得します。

１．コース概要及び留意事項
２．現場改善の課題
３．現場改善のポイント
４．総合演習
５．まとめ

講師：㈱実践マネジメント研究所　代表取締役　植條　英典 （予定）

受講料 12,000円
コース番号 日　程

PZ121 6/6,7
PZ122 2024/2/13,14

10：00～16：45

持参品
筆記用具、会社案内または
会社パンフレット、職場危
険個所の写真2枚（任意）

仕事と人を動かす現場監督者の育成
受講対象者 現場監督者または監督候補者（実務経験を5年以上有する技能・技術者が望ましい）
訓練内容 定　員 15名
製造現場における作業段取りや指示、後進育成などの技能伝承を目指して、現場のリー
ダーとして身につけておく基本スキルを確認し、監督者として担当者との関わり方や仕
事と現場を動かしていくためのポイントを習得します。

１．現場監督（主任）の役割
２．現場監督（主任）に求められている事
３．より良い現場監督（主任）
４．自己啓発計画書の演習

講師：㈱MxEコンサルティング　代表取締役　松嶋　清秀 （予定）

受講料 14,000円
コース番号 日　程

PZ161 10/16,17
10：00～16：45

持参品 筆記用具

製造現場担当者の実践力向上
受講対象者 報連相や現場の規律を再確認し、仕事の進め方のレベルアップをはかりたい方
訓練内容 定　員 15名
製造現場における生産性の向上をめざして、製造現場担当者の問題発生時対処の迅速化
及び、積極的に問題解決と意思決定していくための手法を習得します。

１．オリエンテーション
２．製造業現場における担当者の必須スキル
３．製造現場での着眼点
４．製造現場での自身の行動課題演習

講師：㈱MxEコンサルティング　取締役　藤尾　翔太 （予定）

受講料 14,000円
コース番号 日　程

PZ151 4/6,7
10：00～16：45

持参品 筆記用具
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