
分野 コース名 講　習　内　容 実施校 日　程 定 員

３次元測定技術
（汎用測定編）

高精度・高付加価値製品づくりにおける測定・検査作業
の技能高度化をめざして、3次元測定機の測定実習を通
し、評価・考察を行い、実践的な技術を習得する講習です。

太田校
9/14（木）、15（金）
9：00～16：30

10

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。 太田校

9/25（月）～27（水）
 16：45～21：00

10

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。 太田校

10/23（月）～25（水） 
16：45～21：00

10

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段取り（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。 前橋校

11/7（火）～10（金）
14：00～17：15

10

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、ボール盤（ドリル加工）などの機械加
工の基礎知識と基本操作を習得する講習です。 高崎校

　 H30
2/6（火）～9（金）
17：00～20：15

10

営業マンのための
基礎知識　機械要素編
（工具､ねじ､潤滑油など）

工具、ねじ、潤滑油、軸受、空気圧装置などの機械要素
や、測定器についての基礎知識を習得する講習です。
（座学のみ、実習はありません）

高崎校
　 H30
3/6（火）～9（金）
17：00～20：15

10

PLC入門 PLC（三菱製）の基本的な操作方法・プログラム作成技術
を、実習により習得する講習です。 太田校

9/5（火）～8（金）
17：45～21：00

5

プレゼンで使える
絵の描き方

製品などを手早く立体的に描く技術を習得する講習で
す。部品の作図演習を通じて、簡単に立体図を描く内容
で、初心者の方にも分かりやすい内容です。

前橋校
6/7（水）、8（木）
9：00～16：30

10

2D-CAD活用技術
（基本編）

AutoCAD2016の基本操作を習得する講習です。基本
的な設定、作図、複写、図形修正、寸法記入、印刷など一
連の作業の流れを学びます。

前橋校
6/3（土）、10（土）
9：00～16：30

10

2D-CAD活用技術
（設定編）

AutoCAD2016の各種設定を習得する講習です。レイ
ヤ設定、ブロック機能、印刷設定などを活用し、効率的
なAutoCADの操作方法を学びます。

前橋校
7/1（土）、8（土）
9：00～16：30

10

3D-CAD入門        

3次元CAD（CATIA V5）によるソリッドモデリングの基
礎を習得する講習です。基本的な部品の作成、2次元図
面化など、3次元CADシステムの概念と操作方法を習
得します。

太田校
9/28（木）、29（金）
9：00～16：30

10

3D-CAD活用技術
CADデータの活用方法を習得する講習です。3Dモデリ
ング、アセンブリ、CAMデータ作成、シミュレーション、
切削加工までの作業の流れを学びます。

前橋校
10/14（土）、21（土）
9：00～16：30

10

Jw_cad入門 Jw_cadの基本操作から、平面図作成などの作図技術を
習得する講習です。 前橋校

9/5（火）、12（火）
9：00～16：30

10

Jw_cadを活用した
建築図面の描き方

Jw_cadの操作ができる方を対象として、建築図面の描
き方を習得する講習です。 前橋校

10/3（火）、10（火）
9：00～16：30

10

分野 コース名 講　習　内　容 実施校 日　程 定 員

Word＆Excel
ビジネス実践講座

様々な仕事の場面を想定した文書作成、関数を使った表
やグラフ等の作成を通して、ワンランク上の操作スキル
を習得する講習です。

前橋校
6/15(木)、22(木)
9：00～16：30

10

時短・超効率！
Excelお役立ち講座

データを楽して早く入力する方法や、表の見せ方・集計
のコツ、印刷のキモなど、業務に活用できるテクニックを
習得する講習です。

前橋校
9/20(水)、27(水)
9：00～16：30

10

トレンドをつかめ!
かんたんTwitter分析講座

Excelを使い、手軽にビッグデータを活用する方法を習得
する講習です。Twitterから情報を集めて、見やすく加工す
ることで、仕入れや商品開発等に活用できるようにします。

前橋校
11/7(火)、14(火)
9：00～16：30

10

広告に役立つ
カラーコーディネート講習

より効果的なチラシやホームページを作成するために必要
となるカラーコーディネートの知識を習得する講習です。 前橋校

6/20(火)、27(火)
9：00～16：30

10

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技術を習
得する講習です。更新の仕方も学ぶので、最新情報の掲
載や、内容の変更もしやすくなります。

前橋校
7/13(木)、20(木)
9：00～16：30 10

PowerPointで作る
チラシ作成

デザインの基礎を学び、PowerPointの各種機能を用い
て、わかりやすく魅力的なチラシの作成技術を習得する
講習です。

前橋校
7/18(火)、25(火)
9：00～16：30 10

～YouTube活用～
魅せる動画作成入門

デジカメなどの、動画撮影機能付きカメラを使った動画撮
影・編集等のやり方から、YouTubeにアップする方法、さ
らに動画を使った効果的なPR方法を習得する講習です。

前橋校
11/1(水)、8(水)、
15(水)、22(水)
13：30～16：45

10

簿記入門
簿記の基礎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。

前橋校
7/12(水)、14(金)、
19(水)、21(金)
18：00～21：15

15

TWIダイジェスト版講習
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。

前橋校
8/22(火）～24（木）
13：00～17：15

10

労務管理のいろは
～新任担当者の皆様へ～

労務実務を基礎の基礎から学び、労務管理に関する意識
を高め、職場実践へつなげます。基礎を見直したい方、労
務以外の管理職の方にもおすすめです。

前橋校
10/19(木)、26(木)
9：00～16：30

20

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。製造部門の管理職の方にぜひ。

前橋校
11/16（木）、30（木）、
12/7（木）、14（木）
13：30～16：45

20

QC検定3級対策講座 QC検定3級受験を目指している方向けに、ポイントを
解説する受験対策講習です。 前橋校

8/19(土)、26(土)
9：00～16：30

10

簿記検定3級対策講座 簿記検定3級受験を目指している方向けに、ポイントを
解説する受験対策講習です。 前橋校

9/13（水）、15（金）、
20（水）、22（金）
18：00～21：15

15

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。 前橋校

11/18(土)、25(土)
9：00～16：30

10

分野 コース名 講　習　内　容 実施校 日　程 定 員

JIS溶接技能者評価試験
準備講習　手溶接
（A-2F等）

「JIS溶接技能者評価試験手溶接（A-2F等）」合格に向け
た講義及び実技講習です。
※受講はアーク溶接特別教育修了者に限ります。

高崎校
8/29（火）～9/1（金）
17：00～20：15

5

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）

「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。
※受講はアーク溶接特別教育修了者に限ります。

前橋校
11/27（月）～30（木）
17：00～20：15

10

高崎校
11/28（火）～12/1（金）
17：00～20：15

5

普通ボイラー溶接士 
実技試験準備講習

普通ボイラー溶接士の実技試験合格に向けた講習です。
※受講はアーク溶接特別教育修了者に限ります。 高崎校

10/24（火）～27（金）
17：00～20：15

5

普通ボイラー溶接士
更新講習

２年に１回の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。
※別途、免許更新料がかかります。
※①、②は同じ内容です。

高崎校

① 12/9（土）、16（土）
9：00～16：30

10

② H30
  3/10（土）、17（土）
9：00～16：30

10

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

過去問題の丁寧な解説により、問題を理解するためのポ
イントをわかりやすく習得する講習です。
※①、②、③いずれも同じ内容です。

高崎校

① 8/28（月）、9/4（月）、
11（月）、25（月）
17：00～20：15

10

② 9/5（火）、12（火）、
19（火）、26（火）
17：00～20：15

10

③ H30 3/5（月）、6（火）、 
12（月）、13（火）
17：00～20：15

10

二級ガソリン自動車
整備士学科試験　　　　　　
解答と解説

「二級ガソリン自動車整備士」学科試験問題の細かな解
説を通して、学科試験合格に向けて必要となる知識を習
得する講習です。
※①、②は同じ内容です。

太田校

① 8/28（月）、9/4（月）、
11（月）

15：30～20：30
15

② H30 2/19（月）、
26（月）、3/5（月）
15：30～20：30

15

二級ジーゼル自動車
整備士学科試験
解答と解説

「二級ジーゼル自動車整備士」学科試験問題の細かな解
説を通して、学科試験合格に向けて必要となる知識を習
得する講習です。
※①、②は同じ内容です。

太田校

① 8/28（月）、9/4（月）、
11（月）

15：30～20：30
15

② H30 2/19（月）、
26（月）、3/5（月）
15：30～20：30

15

三級自動車シャシ
整備士学科試験
解答と解説

過去問題の丁寧な解説により、問題を理解するためのポ
イントをわかりやすく習得する講習です。 高崎校

H30 3/1（木）、2（金）、
8（木）、9（金）

17：00～20：15
10

分野 コース名 講　習　内　容 実施校 日　程 定 員

エアスプレー塗装の
基礎

スプレー塗装の段取りから、機器の取り扱いや調整など
の基本操作までを習得する講習です。 高崎校

9/5（火）～8（金）
17：00～20：15

5

塗装下地の基礎 塗装下地作業について、段取りや作業上の留意点など、
基本作業を習得する講習です。 高崎校

9/12（火）～15（金）
17：00～20：15

5

新任「自動車管理者」
のための運行前点検作業

自動車管理者が行う運行前点検等について、作業方法と留
意点、異常時の対策などを実習により習得する講習です。 高崎校

6/5（月）、6（火）、
12（月）、13（火）
17：00～20：15

5

分野 コース名 講　習　内　容 実施校 日　程 定 員

第二種電気工事士
技能試験準備講習
（上期）

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。
主に、H29年度技能試験の受験者を対象とした講習です。
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。

前橋校
7/8（土）、15（土）
9：00～16：30

10

太田校
7/8（土）、15（土）
9：00～16：30

10

第二種電気工事士
技能試験準備講習
（下期）

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。
主に、H29年度技能試験の受験者を対象とした講習です。
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。

太田校
11/11（土）、18（土）
9：00～16：30

10

前橋校
11/20（月）、21（火）、
27（月）、28（火）
18：00～21：20

10

第一種電気工事士
技能試験準備講習

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。
主に、H29年度技能試験の受験者を対象とした講習です。
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。

太田校
11/11（土）、18（土）
9：00～16：30

10

前橋校
11/18（土）、25（土）
9：00～16：30

10

JIS溶接技能者評価試験
準備講習　TIG溶接
（ステンレスTN-F）

「JIS溶接技能者評価試験ステンレス溶接（TN-F）」合格
に向けた講義及び実技講習です。
※受講はアーク溶接特別教育修了者に限ります。

前橋校
6/20（火）～23（金）
17：00～20：15

10

高崎校
6/27（火）～30（金）
17：00～20：15

5

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）　

｢JIS溶接技能者評価試験ステンレス溶接（TN-F）､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。
※受講はアーク溶接特別教育修了者に限ります。

太田校
7/4（火）～7（金）
17：15～20：30

10

JIS溶接技能者評価試験
準備講習　半自動溶接
（SA-2P）・手溶接（Ａ-2P）

「JIS溶接技能者評価試験半自動溶接（SA-2P）及び手溶
接（A-2P）」合格に向けた実技講習です。
※受講はアーク溶接特別教育修了者に限ります。

前橋校
7/18（火）～21（金）
17：00～20：15

5

JIS溶接技能者評価試験
準備講習　半自動溶接
（SA-2F等）

「JIS溶接技能者評価試験半自動溶接（SA-2F等）」合格
に向けた講義及び実技講習です。
※受講はアーク溶接特別教育修了者に限ります。

高崎校
8/22（火）～25（金）
17：00～20：15

5

太田校
10/3（火）～6（金）
17：15～20：30

10
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スキルアップコース　つづき

新入社員向けコース 新入社員、業務初心者など
各分野を最初から学ぶ人のためのコースです。基本をもう一度学びたい方にもおすすめです。

対象

スキルアップコース 各分野の基本や応用を学びたい方、新しいスキルを身につけたい方など
業務に関する知識習得や技能向上など、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

資格・検定対策コース 資格取得を目指す方、検定試験受験をお考えの方など対象

共通スキルコース 仕事に役立つ知識を広く身につけたい方
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。

対象

職場リーダー養成コース　（監督者訓練 ： ＴＷＩ）

オーダー型コース

産業・教育連携若年者育成コース

受託生訓練コース

新入社員向けコース 新入社員、業務初心者など
各分野を最初から学ぶ人のためのコースです。基本をもう一度学びたい方にもおすすめです。

対象

スキルアップコース 各分野の基本や応用を学びたい方、新しいスキルを身につけたい方など
業務に関する知識習得や技能向上など、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

資格・検定対策コース 資格取得を目指す方、検定試験受験をお考えの方など対象

共通スキルコース 仕事に役立つ知識を広く身につけたい方
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。

対象

職場リーダー養成コース　（監督者訓練 ： ＴＷＩ）

オーダー型コース

産業・教育連携若年者育成コース

受託生訓練コース

メニュー型コース メニュー型コース メニュー型コース メニュー型コース以下のコースは、12時間の講習で、１人￥9,600です。 以下のコースは、12時間の講習で、１人￥9,600です。 以下のコースは、12時間の講習で、１人￥9,600です。 以下のコースは、12時間の講習で、１人￥9,600です。

コースにより、筆記用具以外に、テキストや工具・材料などの持参物が必要なことがあります。
持参物の詳細については、各産業技術専門校のホームページでご確認いただくか、お問い合わせく
ださい。また、お申し込みいただいた方には講習開催決定後、書面にてお知らせします。

持参物について
（各コース共通）


