
産業・教育連携若年者育成事業コース

S k i l l  u p  s e m i n a r  2 0 1 6

共通スキルコース

資格・検定対策コース 対象：資格取得を目指す方･検定試験受験をお考えの方など

スキルアップコース 対象：各分野の基本を学びたい方、新しいスキルを身につけたい方など
●業務に関する技能向上や知識習得など、仕事のスキルアップをはかりたい方向けのコースです。

対象：広く知識を身につけたい方
●パソコンスキルや財務経理など「プラスワン」のスキルを身につけて、キャリアアップにつなげたい方に役立つコースです。
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11/8㈫、9㈬、
15㈫、16㈬
17：00～20：15

￥9,600 ／ 定員：各10人

第二種電気工事士技能試験
準備講習(上期)
技能試験に必要な作業方法・手順、電気回路
を習得して、目指せ第二種電気工事士！

￥9,600 ／ 定員：各10人

第二種電気工事士技能試験
準備講習(下期)
技能試験に必要な作業方法・手順、電気回路
を習得して、目指せ第二種電気工事士！

￥9,600 ／ 定員：各10人

第一種電気工事士技能試験
準備講習
技能試験に必要な作業方法・手順、電気回路
を習得して、目指せ第一種電気工事士！

￥9,600 ／ 定員：10人

JIS溶接技能者評価試験準備講習
TIG溶接
(ステンレスTN-F､アルミニウムTN-1F)
成分変化の少ない高品質な溶接法を習得。

￥9,600 ／ 定員：各５人

JIS溶接技能者評価試験準備講習
TIG溶接（ステンレスTN-F）
軟鋼溶接からレベルアップするならまずは
こちらから。

￥9,600 ／ 定員：５人

JIS溶接技能者評価試験準備講習
半自動溶接（SA-2F等）
次世代溶接リーダーへの第一歩として、まず
はスペシャリストに！

各産業技術専門校では、県立の定時制・通信制の高校生の勤労観や職業観を育成し、産業界等の若年人材育成を推進する事業「産業・教
育連携若年者育成事業」を実施しています。本事業で企画したコースは、在職者と高校生が一緒に受講できる内容となっています。

前橋校

ものづくり体験を通して、仕事への理解を深めます。
●ＣＡＤ操作体験　●電気配線工事体験　●機械加工体験
●金属加工体験

ものづくり体験セミナー

￥12,000 ／ 定員：20人
8/3㈬～5㈮
9:00～16:30

会社のしくみ、社会人の基本的な考え方、仕事の進め方、ビジネスマナーな
ど、社会人の基礎を身につけます。

社会人の基礎セミナー
￥9,600 ／ 定員：20人

8/8㈪、9㈫
9:00～16:30

高崎校小型車両系建設機械（整地、運搬、積込み用及び掘削用）の運転業務に係る
特別教育を実施し、資格を取得します。

小型車両系建設機械基礎コース

￥10,400 ／ 定員：10人

8/18㈭、19㈮
9:00～17:30
※19日は16:30まで

ものづくり体験を通して、仕事への理解を深めます。
●３次元ＣＡＤ体験　●金属加工体験　●自動車整備を知ろう

ものづくり体験セミナー
￥12,000 ／ 定員：20人

8/1㈪～3㈬
9:00～16:30

会社のしくみ、社会人の基本的な考え方、仕事の進め方、ビジネスマナーな
ど、社会人の基礎を身につけます。

社会人の基礎セミナー
￥9,600 ／ 定員：20人

8/4㈭、5㈮
9:00～16:30

太田校

★応募が多数の場合は、高校生を優先することがあります。

講習名･受講料・定員 講　習　内　容 持　参　物日 程・実施校

普通旋盤の段取り・加工入門 機械加工の基本である「旋盤」について、作業段取りから基本操作までを習得
する講習です。
●工具の取り付け方、材料の取り付け方
●旋盤の取り扱い
●円筒加工と寸法精度

筆記用具、作業
服、安全靴、帽子、
保護めがね

筆記用具、作業
服、安全靴、帽子、
保護めがね

￥9,600 ／ 定員：10人

未経験者でも旋盤加工の基本が身につき
ます。

3D-CAD入門（CATIA編）
３次元CAD（CATIA V5）によるモデルデータ作成の基本操作（ソリッドモデ
リングの基礎）を習得する講習です。
●３次元CADの概要　　●画面構成と操作方法
●スケッチベースのモデリング　　●ソリッドモデリング演習￥9,600 ／ 定員：10人

自動車産業でユーザーの多い３次元CAD
ソフト〝CATIA V5〞の入門コースです。

3D-CAD入門 ３次元CADを利用し、JISにのっとった機械製図を習得する講習です。
●JIS規格　　●３次元形状の概念     
●３次元CADの概要　　●画面構成と操作方法
●スケッチベースのモデリング  
●（機械図面を基にした）ソリッドモデリング演習￥9,600 ／ 定員：10人 前橋校

10/1㈯、8㈯
9：00～16：30

３次元CAD未経験の方、２次元CADからの
移行を検討されている方に最適です。

PLC入門
PLC（三菱製）の基本的な操作方法・プログラム作成方法の技術を習得する
ための講習です。
PLCに関する知識・回路作成等について、Ｉ／Ｏ配線やPLCラダーサポート
ソフトによる操作方法及びプログラミング実習により習得します。￥9,600 ／ 定員：10人 太田校

9/6㈫～9㈮
17：00～20：15

PLC未経験者も大歓迎です。電気屋さんも、
機械屋さんも！

営業マンのための基礎知識
機械要素編(工具、ネジ、潤滑油など) 工具、ネジ、潤滑油、軸受、空気圧装置などの機械要素の基礎知識を習得する

講習です。
●工具、ネジ、潤滑油、軸受などの基礎知識
●測定器について￥9,600 ／ 定員：10人

機械要素の基本知識が身につきます。

営業マンのための基礎知識
機械加工編（旋盤、フライス盤など） 旋盤、フライス盤、ドリルなどの機械加工の基礎知識を習得する講習です。

●旋盤、フライス盤、ドリルなどの取り扱い
●工具の取り付け方、材料の取り付け方
●基本操作法￥9,600 ／ 定員：10人

機械加工の基本知識が身につきます。

ドリル研削技能・砥石の取り扱い
ドリルの刃先を研削するためのカン・コツと卓上グラインダといしの交換時
における安全について習得する講習です。
●グラインダの安全な取り扱い方
●ドリル先端の再研削￥9,600 ／ 定員：10人

未経験者でもドリル研削の技能が習得でき
ます。

NC旋盤のプログラム･段取り･
加工入門

NC旋盤の基本的なプログラムとツール・ワークセッティング、加工について
習得する講習です。
●プログラミング、ツール・ワークセッティング、加工の基礎
●実機でのツール・ワークセッティング
●実加工における寸法出し 等￥9,600 ／ 定員：10人 前橋校

11/15㈫～18㈮
14：00～17：15NC旋盤の基本プログラミングと段取り作業

のしくみを学びます。

フライス盤の段取り・加工入門 機械加工の基本である「フライス盤」について、作業段取りから基本操作まで
を習得する講習です。
●工具の取り付け方、材料の取り付け方
●「フライス盤」の取り扱い
●平面加工と寸法精度￥9,600 ／ 定員：５人

未経験者でもフライス盤加工の基本が身に
つきます。

マシニングセンタの
プログラミング入門 マシニングセンタの基本的なプログラムを作成する技術講習です。

●マシニングセンタプログラミング（FANUC制御装置を想定）
　G機能、Ｍ機能、各種補正機能、 固定サイクル、サブプログラム 等

￥9,600 ／ 定員：10人 太田校

10/24㈪～26㈬
16：45～21：00マシニングセンタのNCプログラムが作成で

きるようになります。

NC旋盤のプログラミング入門
NC旋盤の基本的なプログラムを作成する技術講習です。
●NC旋盤プログラミング（FANUC制御装置を想定）
　G機能、Ｍ機能、各種補正機能、 固定サイクル、サブプログラム 等

￥9,600 ／ 定員：10人 太田校

9/26㈪～28㈬
16：45～21：00

NC旋盤のNCプログラムが作成できるよう
になります。

マシニングセンタの
プログラム･段取り･加工入門

マシニングセンタの基本的なプログラムとツール・ワークセッティング、加
工について習得する講習です。
●プログラミング、ツール・ワークセッティング、加工の基礎
●実機でのツール・ワークセッティング及びツールプリセッタの使用法
●実加工における寸法出し 等￥9,600 ／ 定員：10人 前橋校

6/14㈫～17㈮
14：00～17：15マシニングセンタの基本プログラミングと

段取り作業のしくみを学びます。
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高崎校

11/8㈫、9㈬、
15㈫、16㈬
17：00～20：15

高崎校

 H29
1/24㈫～27㈮
17：00～20：15

高崎校

 H29
2/7㈫～10㈮
17：00～20：15

太田校

10/17㈪、18㈫、
20㈭、21㈮
17：45～21：00

高崎校

 H29
3/7㈫～10㈮
17：00～20：15

高崎校

6/7㈫、8㈬、
14㈫、15㈬
17：00～20：15 情

報
発
信

筆記用具、
作業服、安全靴

筆記用具、
作業服、安全靴

筆記用具、テキス
ト、作業服、安全
靴、帽子、保護め
がね

筆記用具、作業
服、安全靴、帽子、
保護めがね

筆記用具

筆記用具

筆記用具

筆記用具

筆記用具

筆記用具

「JIS半自動溶接技能者評価試験（SA-2F等）」合格に向けた講義及び実技講
習です。
●模擬試験の実施及び解説
●溶接検定実施要領の説明、実技課題の準備、溶接条件の設定、反復練習及
び評価

※受講はアーク溶接特別教育修了者に限ります。

「JISステンレス溶接技能者評価試験(TN-F)」合格に向けた講義及び実技講
習です。
●模擬試験の実施及び解説
●溶接検定実施要領の説明、実技課題の準備、溶接条件の設定、反復練習及
び評価

※受講はアーク溶接特別教育修了者に限ります。

｢JISステンレス溶接技能者評価試験(TN-F)」､「JISアルミニウム溶接技能者
評価試験(TN-1F)｣合格に向けた実技講習です。
●直流TIG溶接機を用いたステンレス鋼の下向突合溶接
●交流TIG溶接機を用いたアルミニウムの下向突合溶接
※受講はアーク溶接特別教育修了者に限ります。太田校

6/21㈫～24㈮
17：15～20：30

高崎校

8/23㈫～26㈮
17：00～20：15

第一種電気工事士技能試験合格を目指した実技講習です。
第一種電気工事士技能試験公表問題の作成を通じ、作業上のポイント、注意
点、複線図の描き方等を習得します。

第二種電気工事士技能試験合格を目指した実技講習です。
原則、Ｈ28年度技能試験の受験者向けの講習です。
第二種電気工事士技能試験公表問題の作成を通じ、作業上のポイント、注意
点、複線図の描き方等を習得します。

第二種電気工事士技能試験合格を目指した実技講習です。
原則、Ｈ28年度技能試験の受験者向けの講習です。
第二種電気工事士技能試験公表問題の作成を通じ、作業上のポイント、注意
点、複線図の描き方等を習得します。

筆記用具、テキス
ト、材料、受験に
必要となる工具
一式

筆記用具、テキス
ト、材料、受験に
必要となる工具
一式

筆記用具、テキス
ト、材料、受験に
必要となる工具
一式

筆記用具、材料、
作業服、溶接用保
護具、工具一式

筆記用具、テキス
ト、材料、作業服、
溶接用保護具、工
具一式

筆記用具、テキス
ト、材料、作業服、
溶接用保護具、工
具一式、受験に使
用予定の溶接ワ
イヤー

講習名･受講料・定員 講　習　内　容 持　参　物日 程・実施校

最新の機械図面の見方

筆記用具、
作業服、帽子

￥9,600 ／ 定員：10人

図面を正しく読める人は、ものづくりの会社
にとって必要な人財です。

エアスプレー塗装の基礎
エアスプレー塗装の作業段取りから基本操作までを習得する講習です。
●エアスプレー塗装機器の取り扱い
●塗装機器の調整法
●エアスプレー塗装機器の基本操作法￥9,600 ／ 定員：５人

エアスプレー塗装の基本が身につきます。

Jw_cadを活用した建築図面の
描き方

Jw_cadの基本操作ができる方を対象に、建築図面の描き方を習得する講習
です。
●Jw_cadの基本操作
●レイヤ、グループの使い方
●基本的な建築図面の知識
●建築図面作成演習（平面図、立面図）￥9,600 ／ 定員：10人 前橋校

11/1㈫、8㈫
9:00～16:30CADを使用した平面図・立面図の描き方を学

ぼう。

Jw_cad入門
Jw_cadを利用した作図技術を習得する講習です。
●CADの基礎知識
●Jw_cadの基本操作
●平面図作成￥9,600 ／ 定員：10人

建築分野で広く使われているCADの基礎を
学びます。

プレゼンで使える図形の描き方
（テクニカルイラストレーション技術） 製品などを立体的に描く技術を習得する講習です。

●立体図の種類（各種投影図、等角図、等角投影図）
●機械部品などを用いた演習
●ばらし図（拡散分解図）￥9,600 ／ 定員：15人

講習名･受講料・定員 講　習　内　容 持　参　物日 程・実施校

製造業で使われる「機械図面」について、規格（JIS）の体系を理解し習得する
講習です。
●機械図面に関する規格（JIS）のポイント
●最新図面のJIS改訂ポイント
●図面の表現力アップについて
●配慮ある図面とは

筆記用具

前橋校

11/24㈭、25㈮
9：00～16：30

講習名･受講料・定員 講　習　内　容 持　参　物日 程・実施校

￥9,600 ／ 定員：５人

JIS溶接技能者評価試験準備講習
手溶接（A-2F等）
次世代溶接リーダーへの第一歩として、まず
はスペシャリストに！

「JIS手溶接技能者評価試験（A-2F等)」合格に向けた講義及び実技講習です。
●模擬試験の実施及び解説
●溶接検定実施要領の説明、実技課題の準備、溶接条件の設定、反復練習及
び評価

※受講はアーク溶接特別教育修了者に限ります。

筆記用具、テキス
ト、材料、作業服、
溶接用保護具、工
具一式、受験に使
用予定の溶接棒高崎校

8/30㈫～9/2㈮
17:00～20:15

￥9,600 ／ 定員：10人

「JIS半自動溶接技能者評価試験(SN-1F､SN(SA)-2F､SN(SA)-2V､SN
(SA)-2H)」合格に向けた実技講習です。
●炭酸ガスアーク溶接機（デジタル）の取り扱い方　　
●炭酸ガスアーク溶接を用いた下向・立向・横向溶接
※受講はアーク溶接特別教育修了者に限ります。

筆記用具、材料、
作業服、溶接用保
護具、工具一式太田校

9/27㈫～30㈮
17：15～20：30

￥9,600 ／ 定員：５人

普通ボイラー溶接士 
実技試験準備講習
溶接分野では、労働安全衛生法に規定された
唯一の国家資格です。

普通ボイラー溶接士の実技試験合格に向けた講習です。
●実技試験実施要領の説明
●溶接棒選定及び溶接条件設定法
●反復練習及び評価
※受講はアーク溶接特別教育修了者に限ります。　　

筆記用具、材料、
作業服、溶接用保
護具、工具一式、
受験に使用予定
の溶接棒高崎校

10/18㈫～21㈮
17：00～20：15

￥9,600 ／ 定員：各５人

JIS溶接技能者評価試験準備講習
TIG溶接（アルミニウムTN-1F）
この資格の取得で、溶接技術の幅が広がります。

「JISアルミニウム溶接技能者評価試験(TN-1F)」合格に向けた講義及び実技
講習です。
●模擬試験の実施及び解説
●溶接検定実施要領の説明、実技課題の準備、溶接条件の設定、反復練習及
び評価

※受講はアーク溶接特別教育修了者に限ります。

筆記用具、テキス
ト、材料、作業服、
溶接用保護具、工
具一式

￥9,600 ／ 定員：各10人

普通ボイラー溶接士
更新講習
2年に一度の溶接士免許更新をお手伝いします。

２年に１回の普通ボイラー溶接士免許更新試験の実技講習及び群馬労働局
への申請手続きを指導します。
●更新に係る概要説明
●試験板準備
●段取り、溶接条件の設定、反復練習及び評価
●群馬労働局への申請手続指導
※①、②は同じ内容です。　※別途、免許更新料がかかります。

筆記用具、材料、
作業服、溶接用保
護具、工具一式、
受験に使用予定
の溶接棒

￥9,600 ／ 定員：各15人

二級ガソリン自動車整備士
学科試験　解答と解説
目指せ学科試験合格！

二級ガソリン自動車整備士 学科試験の合格を目指した知識を習得する講習
です。
●二級ガソリン自動車整備士 学科試験の問題を丁寧に解説します。
●過去問題の解答及び解説を通じ、問題を理解するためのポイントについて
わかりやすく学べます。

※①、②は同じ内容です。

筆記用具、
テキスト

￥9,600 ／ 定員：各15人

三級自動車ガソリンエンジン整備士
学科試験　解答と解説
目指せ学科試験合格！

三級自動車ガソリンエンジン整備士 学科試験の合格を目指した知識を習得
する講習です。
●三級自動車ガソリンエンジン整備士 学科試験の問題を丁寧に解説します。
●過去問題の解答及び解説を通じ、問題を理解するためのポイントについて
わかりやすく学べます。

※①、②は同じ内容です。

筆記用具、
テキスト

￥9,600 ／ 定員：10人

技能検定　学科試験準備講習
マシニングセンタ作業２級
目指せ学科試験合格！

技能検定 機械加工職種 マシニングセンタ作業２級の学科試験受検者向け
講習です。
●技能検定 機械加工職種 マシニングセンタ作業２級の学科試験問題につ
いて、出題範囲の知識を習得します。

筆記用具、電卓

太田校

6/11㈯、12㈰
9：00～16：30

￥9,600 ／ 定員：５人

技能検定 学科･実技試験準備講習
金属塗装作業２級
技能検定合格を目指します。

技能検定 塗装職種 金属塗装作業２級の学科・実技試験受検者向け講習です。
●検定実施要領の説明
●実技課題の反復練習
●金属塗装作業２級の学科試験について過去問題の解答及び解説を通じ、
理解度を上げます。

筆記用具、テキス
ト、作業服等、受
検に使用予定の
工具等高崎校

6/21㈫～23㈭
16：00～20：15

￥9,600 ／ 定員：10人

技能検定 学科試験準備講習
機械検査作業２級
学科試験合格を目指します。

技能検定 機械検査職種 機械検査作業２級の学科試験受検者向け講習です。
●学科試験の概要説明   
●要点の解説（測定法、機械工作法、材料、材料力学、機械要素、安全衛生）　
●演習問題                
●演習問題解説

筆記用具、
テキスト

高崎校

12/13㈫～16㈮
17：00～20：15

前橋校

10/4㈫、11㈫
9：00～16：30

お客様との打合せの場などで、立体図がス
マートに描け、プレゼン力がアップ！

高崎校

 H29
2/7㈫～10㈮
17：00～20：15

前橋校

 H29
1/19㈭、20㈮
9:00～16:30 筆記用具

筆記用具

筆記用具

製

　
　
　
　
　図

塗

　装

前橋校

7/9㈯、16㈯
9：00～16：30

太田校

7/9㈯、16㈯
9：00～16：30

太田校

11/12㈯、19㈯
9：00～16：30

前橋校

11/21㈪、22㈫、28㈪、29㈫
18：00～21:20

太田校

11/12㈯、19㈯
9：00～16：30

前橋校

11/19㈯、26㈯
9：00～16：30

高崎校

 6/28㈫～7/1㈮
17：00～20：15

前橋校

8/26㈮、29㈪、30㈫、31㈬
17:00～20:15

太田校

②Ｈ29
2/6㈪、13㈪
13:30～20:30

①9/5㈪、12㈪
13:30～20:30

太田校

②Ｈ29
2/6㈪、13㈪、20㈪
15:30～20:30

①8/29㈪、9/5㈪、12㈪
15:30～20:30

講習名･受講料・定員 講　習　内　容 実施校日　　　程

講習名･受講料・定員 講　習　内　容 実施校日　　　程

PowerPointで作るチラシ作成 チラシ作成におけるデザインの考え方を活用し、PowerPointの各種機能を
用いて、チラシ作成技術を習得する講習です。イベントや商品販売などのPR
にも役立ちます。￥9,600 ／ 定員：10人

6/21㈫、28㈫
9:00～16:30

TWIダイジェスト版講習
-仕事の教え方や改善、人の扱い方-

現場リーダーに必要とされる「仕事の教え方」、「改善の仕方」、「人の扱い方」
の3つのTWIコースをコンパクトに実施しマネジメント能力を学びます。
さらなる技能向上には、TWI各コースの受講をご検討ください。￥9,600 ／ 定員：10人

8/23㈫～25㈭
13:00～17:15

簿記検定3級対策講座
簿記検定３級受験を目指し、主に独学で学んでいる方向けに、ポイントを解
説する受験対策講習です。

￥9,600 ／ 定員：15人

9/23㈮､30㈮､10/7㈮､
14㈮､21㈮､28㈮
18:30～20:30

MOS対策講座Excel編
MOS Excel2013スペシャリスト受験に向けて、必要となる知識を習得する
講習です。

￥9,600 ／ 定員：10人

9/6㈫、8㈭､
13㈫､15㈭
18:00～21:15

製造業のための財務入門 決算書、財務諸表の見方から製造現場の経理・管理会計（工業簿記・原価計
算）の考え方を学ぶ、財務・経理の入門コースです。新任の管理職の方におす
すめのコースです。￥9,600 ／ 定員：20人

11/10㈭､17㈭､
24㈭､12/1㈭
13:30～16:45

簿記入門
基礎から簿記の知識を習得する講習です。企業における簿記の考え方を理
解したい方や、簿記の検定受験を検討している方向けの内容です。

￥9,600 ／ 定員：15人

6/17㈮､24㈮､7/1㈮､
8㈮､15㈮､22㈮
18:30～20:30

Excelでできる
ビッグデータ活用講座

Excelを使い、手軽にビッグデータを活用します。SNSのつぶやき等の情報
を、取り込み、まとめ、見やすく加工し、市場調査へ役立てます。Excelの基本
操作ができる方なら、気軽にどうぞ!￥9,600 ／ 定員：10人

11月頃開催予定

製造業で使える
プレゼン資料作成講座 製造部門での社内発表を想定し、表や図の見せ方を工夫し、説得力のあるプ

レゼンテーションのやり方を習得する講習です。
￥9,600 ／ 定員：10人

11/2㈬、9㈬
9:00～16:30

Word&Excelビジネス実践講座 Word、Excelの基本操作ができる方を対象に､ビジネスでの実践を想定した
様々な文書作成、関数を使った表やグラフ等の資料作成を通して、ワンラン
ク上の操作スキルを習得する講習です。￥9,600 ／ 定員：10人

7/7㈭、14㈭
9:00～16:30

ビジネスに役立つネット活用講座 Googleを使った効率的なスケジュールやファイル管理、SNSを使った人脈
づくりやPR用動画掲載などを学びます。さらに、企業にとって不可欠なセ
キュリティ対策も盛り込んだ活用講座です。￥9,600 ／ 定員：10人

6/29㈬、7/6㈬､
13㈬､20㈬
13:30～16:45

ホームページ作成入門 「Jimdo」を使用してホームページを作成する講習です。ホームページの更新
も手軽なので、いつでも最新情報を掲載できます。会社のPRにお役立てくだ
さい。￥9,600 ／ 定員：10人

6/23㈭、30㈭
9:00～16:30
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前橋校

11/14㈪～17㈭
17：00～20：15

高崎校

11/29㈫～12/2㈮
17：00～20：15

JIS溶接技能者評価試験準備講習
炭酸ガスアーク溶接
(SN又はSA-2F､2V､2H)
高能率な現代の主流溶接法を習得。

高崎校

②Ｈ29
3/11㈯、18㈯
9：00～16：30

①12/10㈯、17㈯
9：00～16：30

前橋校


