群馬県立産業技術専門校
県立前橋産業技術専門校では、企業の皆様や在職者の方々に向けて、｢スキルアップセミナー｣を実施しています。
セミナー情報の詳細は、本校のホームページや総合版パンフレットをご覧ください。高崎、太田の産業技術専門校におい
ても「スキルアップセミナー」を実施しています。詳しくは各産業技術専門校のホームページをご覧ください。

●新入社員向けコース
コース名

製 機械図面の見方・描き方
（ＣＡＤ作業）

図

コース名

３Ｄ-ＣＡＤ入門
\9,600 定員：10人

Ｊｗ_ｃａｄ入門

図

日程・実施校

講習内容

持参物

6/25(土)、7/2(土)
9:00～16:30

JIS規格による機械製図の基礎知識習得から、２次元
CAD操作の入門までを習得する講習です。
機械系の製造業で必要とされる機械図面の見方・描き
方を基本から学びます。

筆記用具

\9,600 定員：10人

●スキルアップコース

製

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。

\9,600 定員：10人

Ｊｗ_ｃａｄを活用した
建築図面の描き方
\9,600 定員：10人

最新の機械図面の見方
\9,600 定員：10人
マシニングセンタのプログラム・
段取り・加工入門

機

業務に関する技能向上・知識取得など、仕事のスキルアップをはかりたい方向けのコースです。

日程・実施校

講習内容

持参物

10/1(土)、8(土)
9:00～16:30

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。

筆記用具

10/4(火)、11(火)
9:00～16:30

Ｊｗ_ｃａｄを利用した作図技術を習得する講習です。

筆記用具

11/1(火)、8(火)
9:00～16:30

Ｊｗ_ｃａｄの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。

筆記用具

11/24(木)、25(金)
9:00～16:30

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。

筆記用具

6/14(火)～17(金)
14:00～17:15

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。

筆記用具、電卓、
作業服、安全靴

11/15(火)～18(金)
14:00～17:15

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。

筆記用具、作業
服、安全靴

\9,600 定員：10人

械

ＮＣ旋盤のプログラム・
段取り・加工入門
\9,600 定員：10人

●資格･検定対策コース
コース名

資格取得や、検定試験受験をお考えの方向けのコースです。

日程・実施校

講習内容

第二種電気工事士技能試験合格を目指した実技講
11/21(月)、22(火)、
習です。第二種電気工事士技能試験公表問題の作
28(月)、29(火)
成を通じ、作業上のポイント、注意点、複線図の描き
18:00～21:20
方等を習得する講習です。
\9,600 定員：10人

筆記用具、テキスト、
材料、受験に必要と
なる工具一式

11/19(土)、26(土)
9:00～16:30

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
方等を習得する講習です。

筆記用具、テキスト、
材料、受験に必要と
なる工具一式

8/26(金)、29(月)、
30(火)、31(水)
17:00～20:15

「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。
※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

11/14(月)～17(木)
17:00～20:15

「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。

筆記用具、テキスト、
材料、作業服、溶接
用保護具・工具一式

第二種電気工事士
技能試験準備講習（下期）

電
気

第一種電気工事士
技能試験準備講習
\9,600 定員：10人

JIS溶接技能者評価試験
準備講習 TIG溶接

溶

持参物

（ステンレスTN-F)
\9,600 定員： 5人

接 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)
\9,600 定員： 5人

※裏面に他のコース、申込方法、問い合わせ先など記載してます。

群馬県立産業技術専門校
●共通スキルコース
コース名

簿 記 入 門
情
報
発
信

\9,600 定員：15人

ホームページ作成入門

パソコンスキルなど「プラスワン」のスキルを身につけて、キャリアアップに繋げたい方に役立つコースです。

日程・実施校

講習内容

6/17(金)、24(金)、
7/1(金)、8(金)、
15(金)、22(金)
18:30～20:30

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。

6/23(木)、30(木)
9:00～16:30

「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
筆記用具、テキスト
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

ビジネスに役立つ
ネット活用講座

7/7(木)、14(木)
9:00～16:30

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
筆記用具、テキスト
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。

11/2(水)、9(水)
9:00～16:30

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。

ＭＯＳ対策講座Ｅｘｃｅｌ編
検
定
対
策

\9,600 定員：10人

簿記検定３級対策講座
\9,600 定員：15人

管 ＴＷＩダイジェスト版講習
理

仕事の教え方や
改善、人の扱い方

筆記用具、テキスト

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
筆記用具、テキスト
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！
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
筆記用具、電卓、
務・経理の入門コースです。新任の管理職の方にお
テキスト
すすめのコースです。

11月頃開催予定
＊日程決まり次第HPに掲載

\9,600 定員：10人
財
務 製造業のための財務入門
経
理
\9,600 定員：20人

筆記用具、テキスト

使用しますが、携帯端末でも応用可能です。

\9,600 定員：10人

Ｅｘｃｅｌでできる
ビッグデータ活用講座

筆記用具、電卓、
テキスト

Googleを活用した効率的なスケジュールやファイル管

6/29(水)、7/6(水)、 理、SNSを使った人脈作りや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
13(水)、20(水)
盛り込んだ活用講座です。この講習会ではパソコンを
13:30～16:45

\9,600 定員：10人

パ Ｗｏｒｄ＆Ｅｘｃｅｌビジネス
ソ
実践講座
コ
ン
\9,600 定員：10人
ス
製造業で使える
キ
プレゼン資料作成講座
ル

持参物

11/10(木)、17(木)、
24(木)、12/1(木)
13:30～16:45
9/6(火)、8(木)、
13(火)、15(木)
18:00～21:15
9/23(金)、30(金)、
10/7(金)、14(金)、
21(金)、28(金)

18:30～20:30

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。

筆記用具、テキスト

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。

筆記用具、電卓、
テキスト

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。

8/23(火)～25(木)
13:00～17:15

\9,600 定員：10人

筆記用具

・受講希望の際は、申込書に必要事項を記載の上、原則実施日の３週間前までにFAX、電子メール、郵送または持参にて
お申し込みください。
・応募は先着順にて受け付けます。定員に空きがある場合は２週間前まで受付を延長することがあります。
・受講申込書は、前橋産業技術専門校のホームページよりダウンロードしていただけます。
・応募状況等により、日程を変更・中止したりする場合があります。

群馬県立前橋産業技術専門校

〈スキルアップセミナー担当〉

〒371-0006 群馬県前橋市石関町124-1
TEL 027-230-2211

FAX 027-269-7654

URL http://www.maetech.ac.jp
※表面にも他のコースを掲載しています。

