
１　山形県立産業技術短期大学校

２　山形県立産業技術短期大学校庄内校

実施日

コース名

コース名 日数 6 時間 12

概要

Webページの作成基本であるHTML、CSSを理解するとともに、ジャストシステム社ホー

ムページビルダーV21を利用したページの作成技法を習得します。
実施日

コース名 日数 時間ものづくり革新・改善のための人材育成セミナー(6)ものづくりカイゼンの進め方 5 15

概要

生産性・品質・安全性向上を進める上で、現場カイゼンのリーダに必要な知識

やカイゼンの進め方について習得します。また、「ものづくり革新・改善のための人

材育成セミナー(1)～(5)」で用いている実習教材を活用した教育を受講者が

勤める企業で活用するための方法を習得します。

実施日

1月 9日(水)1月16日(水)

1月23日(水)1月30日(水)

2月 6日(水)

定員 受講料6 6,000

コース名
ものづくり革新・改善のための人材育成セミナー(5)コミュニケーションスキル向上

〜相手に伝わる発話による情報伝達、マニュアルの作成方法と活用方法〜
日数 5 時間 15

概要

担当講師が実験や大学の講義で取り組んできた結果や文献に基づき、誤りなく

伝達を行うための方法を習得します。なお、この講座で用いているコミュニケーショ

ントレーニングツールは担当講師が開発したもので、様々な企業の職員を対象と

したトレーニング等でも用いています。

実施日

11月14日(水)11月21日(水)

11月28日(水)12月 5日(水)

12月12日(水)

定員 受講料6 6,900

コース名
ものづくり革新・改善のための人材育成セミナー(4)安全工学・保全

〜現場安全のためのモノとコトの設計による事故・故障の未然防止〜
日数 5 時間 15

概要

担当講師が生産現場の様々な実践現場で得た知識・技術に基づき、「なぜ」

を考える習慣を身に付ける方法と過誤を事故・損失につなげない組織作りにつ

いて学びます。

実施日

10月 3日(水)10月10日(水)

10月17日(水)10月24日(水)

10月31日(水)

定員 6 受講料 6,900

3Dプリンタ入門


マーケティング戦略の基礎


時間2日数 12

主に高度な技術を習得しようと考えている人や少人数制の研修を希望する人を対象とし、産業技術短
期大学校、産業技術短期大学校庄内校の施設や設備機器を用いて行われます。

日数 6 時間 12

ニーズとウォンツの識別、改良型と市場創造型のマーケティング、マーケティング戦略のフ

ローである環境分析、機会発見、STP、コンセプトメーキング、マーケティングミックスの基

礎について学習するとともに、顧客維持型のマーケティングを概観します。

定員 5 受講料 6,000

10月18日（木）10月25日（木）

11月1日（木）11月8日（木）

11月15日（木）11月22日（木）

定員 5 受講料 6,000

11月5日（月）11月7日（水）

11月9日（金）11月12日（月）

11月14日（水）11月16日（金）

コース名 ホームページ作成技法入門


概要

概要

市販３Dプリンタを実際に動かし、その使い方を体験します。製作物の特性やどんなもの

を作れるか、３Dプリンタの特徴・特性を理解します。無償利用可能な３D　CADのイ

ンストール・利用法・３Dプリント対象の作成の演習も行います。※テキスト代2808円

（３D CAD入門書籍）

実施日
10月13日(土)10月14日(日)

定員 5 受講料 6,000

公 開 講 座 



定員 5 受講料 6,000

実施日

定員 10 受講料 6,000

実施日

定員 5 受講料 6,000

１　山形県立山形職業能力開発専門校

実施日

6,000受講料15定員

コース名 会計の基礎（仕訳）
 日数 2 時間

概要

　仕事をするうえで知っておきたい会計の基礎知識として、仕訳を中心に学びま

す。
実施日 10月10日（水）10月11日（木）

機械加工を行うためには、測定が重要な要素になります。本講座では、測定の

基本的な方法から幾何公差まで学習します。
実施日

コース名 Excel活用（VBA）
 日数 2 時間 12

概要

　エクセルによる業務の効率化を目指し、VBAプログラムの作成方法、VBA基

本構文について基礎から習得します。
実施日 11月12日（月）11月13日（火）

定員 15 受講料 6,000

上司のためのコミュニケーション
 日数 2 時間 12

概要

　部下を持ったら身に付けておきたいコミュニケーションのスキルとして、「部下の叱

り方・褒め方・やる気の引き出し方」などを学び、演習による体験で、各々が上

司として必要なスキルについて自ら発見します。

実施日 11月8日（木）11月9日（金）

定員 15 受講料 6,000

コース名

概要

　エクセルによる業務の効率化を目指し、マクロによるエクセル操作の自動化につ

いて基礎から習得します。
実施日 11月6日（火）11月7日（水）

定員 15 受講料 6,000

コース名 Excel活用（マクロ）
 日数 2 時間 12

時間 12ＩＥ手法を用いた生産現場改善の進め方
 日数 4

測定法入門
 日数 4 時間 12

概要

11月6日（火）11月13日（火）

11月20日（火）11月27日（火）

コース名 ドローンのビジネス活用
 日数 2 時間 12

6,000

コース名

コース名

概要
作業分析、工程分析などのＩＥ手法を用いた生産現場の改善方法を学ぶ。

11月6日（火）11月13日（火）

11月20日（火）11月27日（火）

コース名 マシニングセンタ入門
 日数 6 時間 12

概要
マシニングセンタでの簡単なプログラミング（Ｇコード）を学びます。

※テキスト代3000円程度

11月27日(火)11月30日(金)

12月4日(火)12月7日(金)

12月11日(火)12月14日(金)
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概要

　ドローンの基礎知識と空撮の基本、そして、ホームページやSNSでの活用法に

ついて学びます。
　10月2日（火）10月3日（水）

定員 15 受講料

向 上 訓 練 



実施日

定員 15 受講料 6,000

実施日

実施日

実施日

実施日

※ご要望に応じたカリキュラムを組み立てられる場合もあります。詳細は、同専門校にお問合せください。

概要

　ゲーム感覚の手法を用いて、企画力を養うための”センス”を磨き、アイディア実

現のための行動について考えます。
実施日 2月5日（火）2月6日（水）

定員 15 受講料 6,000

コース名 プロデュース（企画力）
 日数 2 時間 12

コース名 リーダーシップ２
 日数 2 時間 12

概要

　ビジネスに必要なリーダーとしての基礎スキルを学び、演習による体験で、

各々がリーダーとして行動するための「ヒント」を発見します。
1月29日（火）1月30日（水）

定員 15 受講料 6,000

コース名 原価計算基礎
 日数 2 時間 12

概要

　原価計算が適正でなければいくら販売しても利益になりません。そこで、原価

計算の基礎知識を身に付け、社員の原価意識を高めることを目指します。

2月25日（月）2月26日（火）

定員 15 受講料 6,000

コース名 AutoCAD基礎（２D）
 日数 3 時間 18

概要

　CADの概要から、基本操作、活用法、作図演習までの一連の流れについて

AutoCADを用いて習得します。また、本講座は、様々な業種に共通するJIS

規格により行います。

2月20日（水）2月21日（木）

2月22日（金）

定員 15 受講料 7,800

コース名 決算書の読み方
 日数 2 時間 12

概要

　仕事をするうえで知っておきたい会計の基礎知識として、決算書を読めるまで

の知識について学びます。
1月21日（月）1月22日（火）

定員 15 受講料 6,000

コース名 ホームページ作成基礎（ホームページ・ビルダー）
 日数 2 時間 12

概要

　ホームページの基礎知識を習得した後、ホームページ・ビルダーを使ったホーム

ページ作成方法から公開するまでの基本スキルについて習得します。
実施日 11月20日（火）11月21日（水）

定員 15 受講料 6,000

コース名 会計の基礎（財務諸表）
 日数 2 時間 12

概要

　仕事をするうえで知っておきたい会計の基礎知識として、財務諸表を中心に学

びます。
11月15日（木）11月16日（金）

コース名 AutoCAD基礎（２D）
 日数 3 時間 18

概要

　CADの概要から、基本操作、活用法、作図演習までの一連の流れについて

AutoCADを用いて習得します。また、本講座は、様々な業種に共通するJIS

規格により行います。

実施日
11月14日（水）11月15日（木）

11月16日（金）

定員 15 受講料 7,800



◆女性のためのスキルアップ講座 （女性優先コース）

　　働く女性、またはこれから就業をお考えの女性を対象としたスキルアップ講座です。

実施日

実施日

２　山形県立庄内職業能力開発センター

実施日

実施日

概要

　初めてワードをお使いになる方、又は自分一人では自信を持って操作できない

方を対象に、文書作成や編集、表の作成、図形の描画など、ワードを使うに必

要な基礎知識や基本操作について、ゆっくりとしたペースで学びます。

実施日
10月3日（水）10月4日（木）

10月5日（金）

定員 20 受講料 7,800

コース名 Ｗｏｒｄ基礎２
 日数 3 時間 18

　在宅ワークに興味のある方を対象に、在宅ワーカーに必要な知識を学んだ

後、在宅ワークに便利なツールとして、簡単なホームページ作成の方法などにつ

いても体験します。

12月10日（月）12月11日（火）

12月12日（水）

定員

受講料 9,600

コース名 在宅ワーク基礎（ホームページ作成体験）
 日数

定員 20

　初めてエクセルをお使いになる方、又は自分一人では自信を持って操作できな

い方を対象に、表の作成や編集、関数、グラフの作成、データベース処理など、

エクセルを使うに必要な基礎知識や基本操作について、ゆっくりとしたペースで学

びます。

10月22日（月）10月23日（火）

10月24日（水）10月25日（木）

20 受講料

※公開講座及び向上訓練は、参加希望者がいない場合や最少実施人員に満たない場合は、講座の開催を
  中止させていただく場合があることをあらかじめご了承願います。

概要 アーク溶接などの業務にかかる特別教育を行います。





3月下旬

定員 60 受講料 8,700円

24

概要
10月上旬



定員 40 受講料 8,700円

コース名 アーク溶接特別教育 
 
 日数 3 時間 21

コース名 Ｅｘｃｅｌ基礎２
 日数 4 時間

概要

アーク溶接などの業務にかかる特別教育を行います。

7,800

3 時間 18

コース名 アーク溶接特別教育 
 
 日数 3 時間 21

概要


