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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

● 研修事業の使命，運営方針，研修による支援の体系

ページ

研修事業の使命 

地域ものづくり企業の高度化支援 

 ・技術者のスキルアップ 

     商品企画力，開発力および生産効率の向上 

 ・組織力向上 

   ・新規事業への挑戦のための情報提供 

   ・事業基盤の強化 

 

運営方針 

・地域の特色を反映した分野設定 

・人材育成プロセスに整合し，シリーズ化した階層別講座 

・受講者の満足度を講座内容等に継続的にフィードバック 

・個別企業の独自のニーズに応じて内容設計する受託研修 

研修による支援の体系 

ものづくりの高度化 

組織力向上 技術力向上 新規事業へ

の挑戦 

事業基盤 

階

層

別 

イノベーション 

商品・技術戦略 

ビジネススキル 

PCソフト活用技術 

開発技術 

生産技術・管理 

品質管理 

原価管理 

環境評価技術 

グローバル 

ビジネス 
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

● 分野別コース一覧
分野記号

A イノベーション・商品・技術戦略

A1 イノベーション入門 - - - - - - - - - 5

A2 ビジネスチャンス発掘から事業計画策定まで成功する新事業開発の勘どころ - - - 5

A3 新製品開発プロセスのあり方・すすめ方 - - - - - - - - - 6

A4 商品企画・開発のための多変量解析 - - - - - - - - - 6

A5 方針管理の進め方 - - - - - - - - - 6

A6 次世代自動車におけるプラスチックの将来 - - - - - - - - - 7

A7 自動車部品メーカーのための自動車開発システム入門 - - - - - - - - 7

B グローバルビジネス

B1 海外展開企業で必要な英語コミュニケーション - - - - - - - - - 8

B2 技術英語－初級 - - - - - - - - - - - - - - - 8

B3 　　　　－中級 - - - - - - - - - - - - - - - 9

B4 理論と実体験にもとづく海外展開のための必須実務指南 - - - - - - 9

B5 ものづくり事業の東南アジア展開ワークショップ - - - - - - - - - 9

B6 生産のグローバル化はモノづくりの技術移転のノーハウの習得から - - - 10

B7 英語から入るスペイン語　コミュニケーション入門 - - - 10

B8 中小企業の海外展開を成功させる実践的マネジメント - - - 11

B9 技術英語－上級　　読み手のアクションを引き出せる英語実用文ライティング - - - 11

C 開発技術

C1 新入社員を早く一人前の技術者にするための基礎講座 - - - - - - - 13

C2 製図経験の無い人のための講座　機械製図－入門（三角法を学ぶ） - - - - 13

C3 機械製図の知識取得講座　　　　機械製図－初級（JISを学ぶ） - - - - 13

C4 図面作成の技能向上講座　　　　機械製図－中級（図面が描ける） - - - - 14

C5 電子回路設計のための基礎力養成講座－(1)トランジスタ回路と等価回路，他 - - 14

C6 　　　　　　　　　　　　　　　　　－(2)バイアス回路，フィルター回路，他 - - 14

C7 　　　　　　　　　　　　　　　　　－(3)OPアンプ，積分回路，デジタル回路，他 - - 15

C8 　　　　　　　　　　　　　　　　　－(4)OR，AND，NOTゲート，他 - - - - 15

C9 　　　　　　　　　　　　　　　　　－(5)記憶回路レジスタ，カウンタ回路，他 - - 15

C10 変調の理論と実際 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16

C11 EMCの基礎と測定法 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16

C12 シーケンス制御（基礎） - - - - - - - - - - - - - - - - 16

C13 金属材料と加工技術 - - - - - - - - - - - - - - - - 17

C14 プラスチック－材料の基礎と応用 - - - - - - - - - - - - - 17

C15 　　　　　　－成形の基礎と応用 - - - - - - - - - - - - - 17

C16 騒音・振動計測技術（基礎） - - - - - - - - - - - - - - 18

C17 騒音・振動対策の基礎と事例 - - - - - - - - - - - - - - 18

C18 100円ショップ商品もコスト低減案がサクサク出るVE応用セミナー - - 18

C19 幾何公差設計法（ＧＤ＆Ｔ） - - - - - - - - - - - 19

C20 最新のインタフェースデザイン - - - - - - - - - - - 19

C21 機械・構造物用材料－疲労強度と疲労設計 - - - - - - - - - - - 19

C22 　　　　　　　　　－腐食と環境脆性評価 - - - - - - - - - - - 20

C23 ＥＭＣ実務 - - - - - - - - - - - 20

ページ

3



広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

分野記号

D 生産技術・管理

D1 職長の役割と業務の基本 - - - - - - - - - - - - - - - 21

D2 職長のステップアップ - - - - - - - - - - - - - - - 21

D3 生産現場のムダ取り－実践ＩＥ（Industrial Engineering） - - - - - - 22

D4 企業経営と生産現場を直結-①原価管理と利益向上 - - - - - - 22

D5 　　　　　　　　　　　　-②生産現場の改善指導 - - - - - - 22

E 品質管理

E1 統計解析手法 - - - - - - - - - - - 23

E2 ＱＣ七つ道具・新ＱＣ七つ道具 - - - - - - - - - - - 23

E3 ＦＭＥＡ／ＦＴＡ - - - - - - - - - - - 24

E4 実験計画法 - - - - - - - - - - - 24

E5 品質工学（タグチメソッド） - - - - - - - - - - - 24

E6 経営者・管理者のためのFMEA・FTA・品質工学概論 - - - - - - - - 25

E7 品質管理に役立つ材料分析 - - - - - - - - - - - 25

F 原価管理

F1 やさしく学べる原価のしくみと収益改善 - - - - - - - - 26

F2 原価管理と改善（低減）の進め方 - - - - - - - - 26

G 環境評価技術

G1 最先端のLCA　-基礎と最先端の応用を学ぶ - - - - - - - - 27

H ビジネススキル

H1 若手技術者飛躍のための問題発見・解決の勘どころ - - - - - 28

H2 中堅・幹部技術者のための革新課題の設定と解決の勘どころ - - - - - 28

H3 相手の心に届くプレゼンテーション - - - - - - - - - - 29

H4 不確実な環境，危機時の意思決定に効果的なクリティカル・シンキング - - 29

H5 プレゼンテーションのための視覚表現 - - - - - - - - - - 29

H6 人材育成のためのコーチング技法 - - - - - - - - - - 30

I PCソフト活用

I1 Ａｃｃｅｓｓ－入門（2010） - - - - - - - - - - - 31

I2 　　　　　　－応用（2010） - - - - - - - - - - - 31

I3 　　　　　　－応用Ⅱ ＶＢＡ（2010） - - - - - - - - - - - 32

I4 Ｅｘｃｅｌの実務活用－一般応用編（2010） - - - - - - - - 32

I5 　　　　　　　　　　－マクロＶＢＡ編（2010） - - - - - - - - 32

ページ
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

● コース紹介　

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 佐々木　圭太　　

㈱広島テクノプラザ　常務取締役

開催日 ◆2016年11月1日（火）

(申込締切　2016年10月11日（火））

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 吉田 利兵衛　　

YMR吉田経営研究所　所長

対象：

開催日：◆2016年5月16日（月）

(申込締切　2016年4月19日(火））

入門 初級 中級 上級

「自社に価値のあるテーマの発掘・選定」・
「魅力ある事業戦略策定に向けた手法の
活用」・「経営トップの承認が得られる事業
計画書の作成」、及び、「リーダーシップ力
の発揮」を可能にすることを狙いとする。

人

イノベーションは知的な創造をもとに不確実な
条件下で事業化への挑戦が必要です。この実
現は多分に個人の能力に依存しているうえに、
組織として新しい行動が必要となります。本研
修では、この知的創造、事業化への挑戦の成
功度を上げるために役立つ思考と行動の枠組
み（フレームワーク）について基本的なものを学
んでいただきます。

プログラム

1日（9：30-16：30）
１． イノベーションとは何か
　時代とともに変遷してきたイノベーションの姿

　インベンション（発明）はイノベーションの一要素

２． 事業化へのステージ
　ステージ間にある障壁「魔の川」、「死の谷」、
　「ダーウィンの海」

　ハイテクとローテク、どちらも大切

＜＜ビジネスケース演習＞＞
３． マーケット戦略
　マーケット層順に各層に合わせた商品仕様を対応

４． プロジェクトマネジメント
　　プロジェクトとは
　　管理とマネジメントの違い

　　プロジェクトマネジャーの役割

５．研究開発テーマ発想のプロセス
　　　顧客ニーズ、技術シーズからのアプローチ

６．技術ロードマップ
　　未来時点の顧客価値を獲得するための

　　アクションプラン

７． イノベーションに求められる技術者像
　　　能力、志

ものづくり企業の中堅技術者、技術系
マネジメント

A1 イノベーション入門　-創出のためのフレームワークを知る-
1日

コース
定員

新技術・新商品開発，新規事業の
リーダー/メンバー

ビジネスチャンス発掘から事業計画策定まで成功する新事業開発の勘どころA2

プログラム

人

１． 新商品・新規事業開発の機会
　① テーマの発掘
　　　魅力的な機会とテーマを選択する方法

　② 競合優位性の確保
　　　顧客に提供する価値とビジョン・ミッショ

　　　ン明確化

　③ 魅力ある事業構造作り
　　　ビジネスモデルの事例研究

２． 事業戦略作り
　① 戦略検討手順
　② 「SWOT分析」の活用
　　　自社の強みと事業方針の決定

　　　　　　　・・・事例研究

1日
コース

20定員

1日（9：30-16：30）
　③ ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略（販売戦略）構築
　　　の要点
　　　　戦略のタイプと成功率、
　　　　ビジネスモデル検討テーブル
　　　　ﾗﾝﾁｪｽﾀｰ戦略を活用したシェア獲得
　　　　目標設定
　④ 市場調査の要領
　　 　調査構想の立て方と事例研究
　⑤ 製品開発計画
　　　ﾏｲﾙｽﾄｰﾝを設け目標達成度の見える化
  ⑥ 売上利益計画の策定
　　　ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略と市場調査結果を数値化

　　　P/L表（損益計算書）で戦略をﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ

３． 事業計画書の作成
  　検討結果を事業計画書にまとめる要領

                                        ・・・事例研究

20

A. イノベーション・商品・技術戦略 

A2.. ビジネスチャンス発掘から事業計画策定まで 

   成功する新事業開発の勘どころ 

A3. 新製品開発プロセスのあり方・すすめ方 

A6. 次世代自動車におけるプラスチックの将来 

A5. 方針管理の進め方 

A4. 商品企画・開発のための多変量解析 

A1. イノベーション入門-創出のためのフレームワークを知る- 

A7. 自動車部品メーカのための自動車開発システム
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 下脇 一晴　　

(有) 品質経営 代表取締役

開催日 ◆2016年　4月18日（月）

(申込締切　2016年3月28日（月））

◆2016年　10月17日（月）

(申込締切　2016年9月23日（金））

会場：広島テクノプラザ 受講料：２８，０８０円

(税込） テキスト代が含まれています。

　

講師： 井上　勝雄　　

広島国際大学 教授 博士（工学）

対象：

開催日：◆2016年7月14日（木）～15日（金）

(申込締切　2016年6月23日（木））

会場：広島テクノプラザ 受講料：２３，７６０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 新宅　武昭　　

(有)Ｐ．Ｍ．Ｃ．経営研究所　

対象：

開催日：◆2016年8月1日(月)～2日(火)

（申込締切　2016年7月8日(金)）

組織集団を高い目標達成に導く「方針､目
標､方策管理」の考え方､進め方､活用方
法と効果などについて、実践事例を交えな
がら解説します。

2日
コース

プログラム

方針管理の進め方A5 人

　～前日の復習～、
演習-2　東京での成功事例
⑥実践事例から学び取る　方針､目標､
    方策､管理の効果確認と応用
          ･･演習で効果を体感
⑦演習･･3　ケースと研修生の
                   方針管理表作成
⑧学びとったこと、実行すること、まとめ経営幹部,管理職,監督者,リー

ダー,昇格予定者

1日（9：30-16：30） 2日目（9：30-16：30）

定員

A3 1日
コース新製品開発プロセスのあり方・すすめ方 20定員

経営トップ層、営業、設計、生産技
術、製造の担当者・管理者

　中小企業向けに構築したＴＱＭに準じた
トップダウンの”新製品開発のしくみ”の全
容と、活用・運用について事例を通じて修
得する。
　全社の周知を集め収益が得られ、かつ
短納期を実現するために“新製品管理の
しくみ”を提案する。

12

人

　新商品や新機能の開発は，顧客ニーズ
（感性）を捉えることが重要です。　数値化
しにくい顧客感性の見える化について，理
論とそれをどのように応用すればよいかを
習得します。Excelアドイン統計ソフトを用
いた解析演習，インターネットを用いた調
査演習を多用し，業務に活かせる内容で
す。

プログラム
1日目（9：30-16：30） ２日目（9：30-16：30）

１. 基礎統計
　データの種類、クロス集計（演習問題）
２.分散と相関　（演習問題）
３.推論 と逆推論による手法の考え方
４.重回帰分析と数量化理論Ⅰ類
　　（演習問題）
５.統計的検定
　　カイ二乗検定とｔ検定（演習問題）

６.主成分析と因子分析
　　　　（演習問題）
７.数量化理論Ⅲ類とコレスポンデス分析
　　　　　（演習問題）
８.インターネット調査用紙の作成と実施
　　・トレンディングネット調査の入力方法
　　・ネット調査の実施と結果の考察

商品企画・商品開発，新機能仕様/デ
ザイン決定、製品設計・評価、顧客評
価分析，顧客ニーズの調査・分析をす
る方

A4 商品企画・開発のための多変量解析 2日
コース

定員 10

人

1日（9：30-16：30）

プログラム

第Ⅰ部　新製品開発とは
　・新製品開発を成功させるための要件
　・商品開発の対象
　・商品開発の変革
　・商品企画7つ道具
　・新製品開発ニーズ（参考）
第Ⅱ部　新製品開発と品質保証
　・新製品開発の品質保証
　・現製品の陳腐化と新製品開発
　・新製品開発が満たすべき品質
　・新製品開発の種類
　・新製品開発の基本業務

第Ⅲ部　新製品開発のすすめ方
　・新製品開発の課題
　・新製品開発のあるべき姿
　・新製品の管理のすすめ方

①始めに、研修導入
②組織と監督者、組織を動かすことの
  大切さとねらう効果、（驚異的成果を
  上げる）
③方針､目標、方策を考える
                           ･･基本と展開
④演習-1･･グループワーク･･発表
⑤方針の違いで運命が分れた
   2社事例

受講者の声 

・ベンチマーク，トレンド分析，他社の数年先の予測の重要性が理解できた。 

受講者の声 

・数量化Ⅰ類などが業務に応用できる。 

・社内評価を根本から検討する必要を感じた。 
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：２３，７６０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 大庭　敏之　　

大庭塾

対象：

開催日◆2016年10月6日（木）～7日（金）

(申込締切　2016年9月13日（火））

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： マツダ株式会社　品質保証部，

アドバン・コンサルティング合同会社技術研究所

対象：

開催日◆2017年1月17日（火）

(申込締切　2016年12月16日（金））

人

このコースでは、
1　自動車メーカーの新商品開発システムが
誕生した背景とその概要を知り、
2　サプライヤーとして、各自動車メーカーと
どのように関われば良いのか
について紹介し、各社の事業の向上に活か
すことを期待している。

プログラム

１．新商品開発システムとサプライヤーの関わり
２．商品開発プロセス革新の背景
① 企業が生き残る条件
② 明確な企業戦略の策定と実行
経営計画と商品開発システム
③ 経営計画を阻害する要因
３．商品開発の課題
① 商品の競争力が低い
② 商品開発の遅延
③ 商品コストの未達
④ 商品開発費がオーバーする
⑤ 品質問題が起きる
４． 商品開発プロセス革新へのアプローチ
① 生産現場のムダは？ 七つのムダ
② 開発現場のムダとは？ 設計変更

③ もっと大きなムダとは？
５． 商品開発プロセス革新とは
① ムダの原因分析によるプロセス変更
② IPO、判定基準の明確化
③ 商品開発プロセスの原則 Decision Process
④ Milestone/Next stageへの全社合意
⑤ 開発の効率化
ITツールの活用、共通化、モジュール化、試作の
最小限化
⑥ Knowledge base Engineering
⑦ 新商品開発システムの概要/一括企画とは
６．サプライヤーとしての商品開発への対応
① 開発の上流への魅力ある新技術の提案
② 商品開発プロセスへのロバストな関与/設計変
更の最小化
７．終わりに
（質疑）

自動車部品メーカーの企画・開発、
技術開発、設計、生産技術、品質保
証、製造技術、営業部門などの中
堅社員、若手マネージャー／リー
ダー候補

A7 自動車部品メーカーのための自動車開発システム入門 1日
コース

定員 20

1日目（9：30-16：30）

2日
コース

定員 20 人A6 次世代自動車におけるプラスチックの将来

 材料屋として正しい理解をつかむための
現状の情報提供と、そのベースとなる環
境情報など広く情報の提供。また材料選
択の実務家としてリコールを出さないため
の材料の決め方の原則/基本を実際の事
例を論議することで考え方の基本につい
て学ぶ。

プログラム
1日目（9：30-16：30） ２日目（9：30-16：30）

① 今後の自動車と要求される高分子材料
   次世代車になったらプラスチックは
   どう変わる？
② 環境問題と自動車
    ・環境負荷物質で気をつけなければならな
い
　　　こと
    ・地球温暖化と自動車用燃料
　「燃料電池車は本当に地球を救うのか？」
　　燃料電池車の問題点をクリヤーに
　　しましょう！
  ・資源問題とリサイクル問題
  ・バイオと水問題

③ リコールを出さない材料選定
   重大リコールはなぜ起こるのか
    リコールを防ぐための方策とは
④ 論理的に理解するとはどういうことか
    （なぜ同じ数値データでも人によって結果
     が異なるのか）
     簡単な事例をもとに色々な人の考え方を
    理解しよう。
    安易にExcelのデータを眺めていないか
    クリティカルな物の見方の大切さ。

材料、特に樹脂部品に携わる開
発者、及び広く樹脂、環境の今後
を考えたいという方。
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 平見　尚隆　　

広島大学　特任教授　

対象：

開催日：◆2016年5月23日（月）

(申込締切　2016年4月26日(火））

B1 海外展開企業で必要な英語コミュニケーション

プログラム

仕事のスピードが要求されるIT時代において
は、各人が英語で効果的なコミュニケーションを
とっていくことが益々重要になっている。本研修
では最短の努力で、楽しくコミュニケーション力
を習得出来る。基本的なポイントを押さえつつ、
自分の考えを的確に伝えるコミュニケーション
術を身につけ、海外ビジネスパートナーの信頼
を勝ち取っていただく。

20 人
1日

コース
定員

午前  9:30 – 10:55　 実務で本当に必要な会話とは（講義）
    　 11:00 – 12:00　 ひと言コミュニケーションの体得（演習）
  　　　　　　　　   昼食休憩
午後 13:00 – 14:15　 英語の苦手領域の克服（講義）
                      Break
　　 14:20 – 15:30　 想いが伝わる英文の書き方（講義）
                      Break
     15:35 – 16:30　 効果的な実務文章の作成 (演習)

海外企業と業務上のやり取りが
必要、あるいは海外赴任を予定さ
れている中小企業の社員

上級入門 初級 中級

1日（9：30-16：30）

B. グローバルビジネス 

B1. 海外展開企業で必要な英語コミュニケーション 

B4. 中小企業必学！  

   海外展開のための実践的アプローチ 

B2. 技術英語 -初級 

B3. 技術英語 -中級 

B6. 生産のグローバ 

      ル化はモノづくり 

      の技術移転ノー 

      ハウの習得から              

受講者は，業務で作成した簡単な英文書類 

（レター，e-mail, マニュアル等 A4 １～2枚程度） 

を持参ください。 

B5.ものづくり企業の東南アジア展開ワークショップ 

B7. 英語から入る 

     スペイン語  

     コミュニケーション   

B8. 中小企業の海外展開を成功させる 

     実践的マネジメント 

B9. 技術英語 -上級 

   読み手のアクション 

   を引き出せる 

   英語実用文ライティ 
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：２３，７６０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 山口　統平 　

コンサルタント

対象：

開催日：◆2016年6月6日（月）～7日（火）

(申込締切　2016年5月16日（月））

会場：広島テクノプラザ 受講料：２３，７６０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 山口　統平 　

コンサルタント

対象：

開催日：◆2016年9月26日（月）～27日（火）

(申込締切　2016年9月1日（木））

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 平見　尚隆　　

広島大学　特任教授　

対象：

開催日：◆2016年7月1日（金）

(申込締切　2016年6月10日（金））

  技術領域の英語の仕事、主にライティン
グ領域について（メール&レター交信・文書
作成・帳票類作成・社内ドキュメント英訳
など）、正確かつ簡潔な表現、誤解を招か
ない表現を学びます。

・辞書について
[受講者作品のレビュー・評価］
[用語]
・事前課題の検証と解説
・言葉の相性、専門的な表現
・One Word - One Meaning
・専門用語 (jargon)
・曖昧語を避ける
・口語と文語
[課題提示]　翌日のための宿題

プログラム

定員 人技術英語　-初級 2日
コースB2

技術英語を使用する技術者・英
訳実務担当者・生産部門担当者

２日目（9：30-16：30）
[パラグラフの展開]
・事前課題　検証と解説
・One Paragraph – One Concept
・Topic Sentence
[メールとレター]　詳細は中級にて
・特に気を付けること
[工程表・管理帳票など]
・簡潔かつ、一定した表現
・英語にすると文字数が増えて
　収まらない場合
[参考書・辞書の紹介]

定員

20

2日
コース

人

[パラグラフの展開]
・事前課題　検証と解説
・One Paragraph – One Concept
・Topic Sentence
[演習]・「模範例」
[注意点・表現法]
・助動詞
・トーン・丁寧表現
・サイン
・PL関係表示
・実用文書文型の演習

20

1日目（9：30-16：30）

1日目（9：30-16：30）

技術英語　-中級

２日目（9：30-16：30）

海外展開検討中の企業のマネジメン
トおよびそのスタッフ。、将来海外赴任
を予定または検討中の方。

　日本で培われた会社経営や業務遂行ノウハ
ウで海外展開を行うと、通用しない部分が存在
する。取り返しのつかない事態にならないよう、
事前に問題を察知し、それに備えておくことが
肝要である。企業理論と実際を比較して、気を
つけるべきポイントを紹介。演習を通じて、参加
者の意識改革を促し、来たる海外展開に備え
ていただく。

プログラム

午前  9:30 – 10:55　 企業経営の理論と実際 Ｉ（実現性検討とビジネスプラン）（講義）
     　11:00 – 12:00　 事例研究 I（演習）
  　　　　　　　　   昼食休憩
午後 13:00 – 14:25　 企業経営の理論と実際 II (組織とプロセス造り)（講義）
                      Break
　　　 14:30 – 15:30　 事例研究 II (演習)
                      Break
   　  15:35 – 16:30 　企業経営の理論と実際 III (オペレーションの構築)（講義/討議）

技術英語を使用する技術者・英
訳実務担当者・生産部門担当者

  技術領域の英語の仕事、主にライティング領域
について（レター作成・製品マニュアル・文書作成・
ドキュメント英訳など）、正確かつ簡潔な表現、ロジ
カルに説得できる表現を学びます。会社対会社の
公式レターを作成する際の留意点・ステップを学び
ます。英語業務を指示する管理者は、対外的に出
す文書の要件・チェックポイントが理解できる。

・レターとメールの意味
・実用文とは
・読者はだれか
・文書の基本構造
・文書のフォーマット
・目的＆標題
・結論
・本文
・注意すべき英語表現＆日本人の
　冒しやすい誤り
・その他　参考書、辞書

プログラム

B3

B4 中小企業必学！ 海外展開のための実践的アプローチ 1日
コース

人定員 20

1日（9：30-16：30）
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 住田　千鶴子　　

ｽﾐﾀ･ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･ｾﾝﾀｰ&ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

対象：

開催日：◆20１6年11月7日（月）

(申込締切　2016年10月14日（金））

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 川口　恭則　　

ＫＥアシスト

対象：

開催日：◆2016年9月1日（木）

(申込締切　2016年8月8日（月））

◆2017年3月9日（木）

(申込締切　2017年2月16日（木））

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 平見　尚隆　　

広島大学　特任教授　

対象：

開催日：◆2016年10月28日（金）

(申込締切　2016年10月6日（木））

企業ＴＯＰ経営者、品質保証・開
発・設計・生産技術・製造部門
長、上級管理職

　中堅企業の海外事業展開の実態は多様な価
値観が入り混じる異文化で，現地工場への技
術の移転に難渋している。また、現地で生まれ
たノーハウの蓄積および水平展開もままなら
ず、技術の伝承面も危ぶまれる企業も存在す
る。今回、これらの問題に対し品質保証の観点
から実績のある解決方法について習得する。

B5 ものづくり企業の東南アジア展開ワークショップ 1日
コース

プログラム
1日（9：30-16：30）

１．中堅企業が抱える現在の課題
　　1)巨大化するクレーム問題（ＰＬ法、タカタ他）
　　2)市場・生産のグローバル化に伴う現地生産要請
　　3)現地生産を阻む企業の事情
２．海外進出企業の実態
　　1)異質な文化の中での工場経営
　　2)日本人出向者が遭遇する幅広い業務分野
　　3)徒弟制度で学んだ知識・技能を形式知（言葉）で教えることの難しさ
３．キーとなる品質問題
　　1)品質問題は社運を左右する最重要管理事項
　　2)従来の品質管理ではグローバル生産は難しい

人定員 20B6 生産のグローバル化はモノづくりの技術移転ノーハウの習得から 1日
コース

人定員 20

　東南アジアで事業運営を行う以上、現地の人
と社会を理解することは必須です。本研修は，
タイ国を事例として現地の人・日本人相互間の
コミュニケーションのとりかた、しつけ、教育の
あり方を模索・実行し、課題を発見し解決するこ
とを目的とする。

プログラム
1日（9：30-16：30）

１　東南アジア（タイ国を例に）と日本の環境と歴史
　①異文化ギャップ
　②地理的要素
　③類似点と相違点
２　国の違いから来る文化的側面と考え方
　①システム/学び方のスタイル/コミュニケーションの
違い
　②考え方の違い
　③ビジネス・システム、社会構図の違い
３　現地社会と職場での主要な価値観
①一般的な価値観、忠誠心
　②歴史的背景
　③宗教
　④国・人々・民族

４　ビジネスでの現地の人と日本人の相互理解
　① 現地の人が日本人にわかって欲しいポイント/
　　　逆に日本人がわかって欲しいポイント
　② 仕事での主要な価値観
　③ 仕事をする上での必要なこと
　④現地気質
５　現地社会で円滑に生活する知恵（マナー）
　① マナー（挨拶/丁寧語など）とその考え方
　②Ｄｏ'ｓ　＆　Ｄｏｎ'ｔ
６　グループ・ディスカッション（1グループ5～8名）
　①ケース・スタディー<ワークショップ>
　②Ｑ＆Ａ
　③まとめと提案

東南アジアに事業展開を検討中，または
既に現地展開しているが人事労務問題な
どで困っている経営者・幹部・担当者

人

　ビジネスの世界では英語での業務はある程
度こなせるがスペイン語は全く初めて、或いは
少し勉強したがほとんど会話はできないといっ
た方多いのではないでしょいうか。少しでもスペ
イン語が話せるようになると、ビジネスでも生活
の色々な場面でもコミュニケーションに広がりが
でき、もっと会話できるようになりたいと思うもの
です。このコースをそのようなきっかけづくりの
場にしていただければと思います。

プログラム
1日（9：30-16：30）

午前  9:30 – 10:00　 ひと言コミュニケーション
     10:00 – 11:15   スペイン語を話す上で知っておくべきルール
     11:20 - 12:00   生活の中のスペイン語
  　　　 昼食休憩
午後 13:00 – 14:15   英語と比較しながら覚えよう I – 動詞, 名詞, 前置詞, 冠詞
　　 14:15 – 14:45   シーン別会話 I （演習）
     14:50 – 16:00   英語と比較しながら覚えよう II – 形容詞, 副詞
　　 16:00 – 16:30   シーン別会話 II （演習）メキシコや中南米へ出張・海外赴任を

予定されている企業の社員、或いは
その帯同家族。職位は不問。中学～
高校程度の英語力

B7 英語から入るスペイン語 コミュニケーション入門 1日
コース

定員 20
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 平見　尚隆　　

広島大学　特任教授　

対象：

開催日：◆2016年12月16日（金）

(申込締切　2016年11月25日（金））

会場：広島テクノプラザ 受講料：２３，７６０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 中西　邦治　　

コンサルタント

対象：

開催日：◆2017年1月23日（月）～24日（火）

(申込締切　2016年12月22日（木））

人

　多くの海外展開企業が、日本で培われた会社
経営や業務遂行ノウハウをベースにマネジメン
トを実施し、問題を抱えている。企業理論をベー
スに実際の課題やその解決方法をメキシコへ
の展開を例にとり紹介します。演習を通じて、参
加者の意識改革を促し、生産性の高い海外展
開マネジメントの習得を目指します。

プログラム
1日（9：30-16：30）

午前　9:30 – 10:55　 企業経営の理論と実際 Ｉ (経営の不確定要素の排除）（講義）
     　 11:00 – 12:00　 事例研究 I（演習）
  　　　　　　　　  　　　　　昼食休憩
午後 　13:00 – 14:25　 企業経営の理論と実際 II (失敗しない業務プロセスの構築)（講義）
                      Break
　　 　  14:30 – 15:30　 事例研究 II (演習)
                      Break
      　15:35 – 16:30 　企業経営の理論と実際 III (持続可能なオペレーションの構築)
　　　　　　　　　　　　　　（講義/討議）

海外展開を既に実施または検討中の
企業のマネジメント並びにそのスタッ
フ。　また、将来海外赴任を予定また
は検討中の方。

B8 中小企業の海外展開を成功させる実践的マネジメント 1日
コース

定員 20

人

グローバル実用文は特定の読者に読まれ、理
解され、それに基づいたアクションをとってもら
うことが目的であり、そのためには文書の形
式、構成、論理性などグローバルに用いられる
さまざまな決まりを遵守する必要があります。さ
らに、英語という外国語で表現する難しさも加
わります。これらについて体系的に学習し、併
せて演習を行います。

プログラム
1日目（9：30-16：30） ２日目（9：30-16：30）

1. 実用文に関するイントロダクション
2. 読者は誰か
　　　読者三つのﾀｲﾌﾟ
3. 文書の基本構造（解説と実例）
　　　冒頭部分/解説部分/添付書類
4. 文書のフォーマット（解説と実例）
　　　標題見出し/字体やサイズ
5. 目的と表題の書き方（解説、実例、演習）
　　　目的を述べる理由/目的文の書き方/
　　　標題の書き方
6. 結論の書き方（解説、実例、演習）

7.　本文（パラグラフ）の書き方
　　　　（解説、実例、演習）
パラグラフの考え方/注意点
8.　実用文書作成演習
各自文書を作成してみよう。
9.　英文作成、読解にかかわる注意事項
　　　（解説と演習）
　　作成した文書を次の視点で推敲しよう。
　　助動詞の使い方/丁寧表現・依頼文/
　　順序のルール/日常語・和製語/
　　テクニカルターム/差別語/注意したい
　　前置詞/文語調と口語調/日本人の
　　陥りやすい誤り/One word-One meaning/
　　注意すべき記号/文書スタイルと特徴/
　　修飾語（句）の位置

技術部門、営業部門などで英文
作成、技術やビジネス領域の翻
訳をされている方、これらの業務
の指導やチェックを志向される方
（実用英語検定２級以上が目安）

B9
技術英語－上級

読み手のアクションを引き出せる英語実用文ライティング
2日

コース
定員 20

講師がリーダーとなり中小企業診断協会の受託事

業として作成した「海外展開を行う中小企業のた

めの実践的マニュアル」をテキストとして利用し

ます。 
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

入門 初級 上級中級

C. 開発技術 

 C11.EMCの基礎と測定法 

C12.シーケンス制御（基礎） 

C16. 騒音・振動計測技術（基礎） 

機械・構造用材料 

C21. -腐食と環境脆性 

      評価 

C22. -疲労強度と疲労 

       設計 

C2. 製図経験の無い人のための講座  

    機械製図-入門（三角法を学ぶ） 

C3. 機械製図の知識取得講座 

   機械製図-初級（JISを学ぶ） 

 プラスチック 

C14.  -材料の基礎と応用 

C15.  -成形の基礎と応用 

C13..金属材料と加工技術 

C19.幾何公差設計法（GD＆T) 

C20.最新のインタフェースデザイン 

C18. -100円ショップ商品もコスト低減案が 

    サクサク出せる-  VE応用セミナー 

電子回路設計のための基礎力養成講座 

C5.  -(1)トランジスタ回路と等価回路，他 

C6.  -(2)バイアス回路，フィルター回路，他 

C7.  -(3)OPアンプ，積分回路，デジタル回路，他 

C8.  -(4)OR,AND，NOTゲート，他 

C9.  -(5)AD・DA変換，デジタル無線通信，他 

C10.変調の理論と実際 

C4. 図面作成の技能向上講座講座 

   機械製図-中級（図面が描ける） 

C17. 騒音・振動対策の基礎と事例 

C1．新入社員を早く 

   一人前の技術者に 

   するための基礎講座 

   -技術者に必要な 

    ５つのスキル- 

 C23.EMC実務 
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：２３，７６０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 喜多　秀紀　　

喜多設計研究所

対象：

開催日：◆2017年1月18日(水）～20日（金）

(申込締切　2016年12月19日（月））

会場：広島テクノプラザ 受講料：３５，６４０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 中塚　博　　

一級機械製図技能士・機械科職業訓練指導員

対象：

開催日：◆2016年5月25日(水）～27日（金）

(申込締切　2016年4月28日（木））

◆2016年10月3日（月）～5日（水）

(申込締切　2016年9月8日（木））

会場：広島テクノプラザ 受講料：２３，７６０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 中塚　博　　

一級機械製図技能士・機械科職業訓練指導員

対象：

開催日：◆2016年6月29日(水）～30日（木）

(申込締切　2016年6月8日（水））

◆2016年11月10日（木）～11日（金）

(申込締切　2016年10月19日（水））

◆2017年3月6日（月）～7日（火）

(申込締切　2017年2月13日（月））

プログラム

C1

新入社員が出来るだけ早く一人前の実務をこなせる様
になって欲しい。そのためにOJTでの色々な施策が十
分な効果を上げる事が出来るだけの基礎的スキルを
新入社員に身に付けさせる事をねらいとします。①先
輩の教える内容が良く理解できる。②先輩を見よう見
まねで学ぶ際にその内容が良く理解できる。③技術標
準・業務標準を使っての教育が良く理解できる。④技
術標準・業務標準を自学自習する際にその内容が良く
理解できる。

新入社員を早く一人前の技術者にするための基礎講座
　-技術者に必須の５つのスキル-

マツダ株式会社との共同開発カリキュラム
です。機械製図の経験が少ない方や、そ
れに近い方が、部品など形のある物を、
JIS規格に基づいた図面に、どのようにし
て表すか？を理解して頂く為のコースで
す。

２日目（9：30-16：30）

新商品開発あるいは生産技術部門の
図面に関わる技術者

① 図面の役目
② 製図の規格
③ 投影図の描き方
④ 第三角法を理解する
⑤ 理解を深める演習問題

1日目（9：30-16：30）
① 図示の工夫
② 寸法、記号の入れ方
③ 材料記号
④ 公差
⑤ 幾何公差
⑥ 表面性状
⑦ 機械要素の図示法
⑧　理解を深める演習問題

人

20
3日

コース

C3

人

プログラム

2日
コース機械製図の知識習得講座　　機械製図-初級（JISを学ぶ） 人20定員

定員

C2 製図経験の無い人のための講座　　機械製図-入門（三角法を学ぶ） 3日
コース

定員 20

①2016年度の技術系新入社員
②2015年度以前の入社でも、研修プログ
ラムに示した基礎的なスキルを身に付け
ているとはいえないので、受講させた方が
良いと思われる技術系社員

  マツダ株式会社との共同開発カリキュラ
ムです。機械製図の経験が全く無い方
や、それに近い方が、部品など形のある
物を立体図や図面にどのようにして表す
か？第三角法とはどんなものか？を理解
して頂く為のコースです。

プログラム
1日目（9：30-16：30） ２日目（9：30-16：30） 3日目（9：30-16：30）

① スケッチの説明と演習
② 等角投影法の説明と
    演習
③ 第三角法を理解する
④ 2次元図を見て、
    立体図を選ぶ
⑤ 平面図を見て、
    正面図と立体図を選ぶ

① 立体図を見て、2次元図
    を完成させる

① 2次元図を見て、
    立体図を描く
② 正確な等角投影図
     を描く

新商品開発あるいは生産技術部門の
図面に関わる技術者

１　学校で学んだ基礎知識の復習
　（１）物理（力学）の基礎知識
　（２）材料力学の基礎知識
　（３）演習
２　ロジカルでシスティマティックな
　　考え方
　　実務においてロジカルでシスティマ
　　ティックに考えるとは具体的にどう
　　する事なのか
（１）仕事をシステムとして捉えた時の
　　　仕事の構造
（２）課題（目的）を達成する為の
　　　対策立案の手段としての
　　　機能展開
（３）演習

（４）問題（不具合現象）を解決する
　　為の原因追及の為の手段として
　　のＦＴ(Fault) Tree）展開
(５)演習
３　実務的文書の書き方
　　実務においては「目的」と
　　「結論」を冒頭に書くのが
　　必須である等の知識
(１)文章の書き方の基本
(２)メール・報告書の書き方
(３)技術標準の作成方法
(４)演習

４　統計的なものの観方の基礎

４　統計的なものの観方の基礎
　　バラツキという概念の理解と
　　それへの対処方法
(１)度数分布表・度数分布曲線
(２) ヒストグラム・標準偏差
(４)偏差値・工程能力指数・相関係数
(５)演習
５　製造会社における実務とは
　　企業の目的とその達成手段の理解
(１)企画から製造までの全プロセス
(２)開発活動・量産＆量産準備
(３)市場不具合改善・業務プロセス
　　の進化

1日目（9：30-16：30） ２日目（9：30-16：30） 3日目（9：30-16：30）

受講者の声 

・製図の基礎を教えてもらえ，業務に応用できる。 

・全体的に図面を作成するために役立つものだった。 

・臨機応変に対応して頂いて助かりました。 

受講者の声 

・２Dの図を３Dでとらえる事が役立ちました。 

・全体的に応用できます。大変良い研修でした。 
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：２３，７６０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 中塚　博　　

一級機械製図技能士・機械科職業訓練指導員

対象：

開催日：◆2016年7月28日(木）～29日（金）

(申込締切　2016年7月6日（水））

◆2016年12月5日（月）～6日（火）

(申込締切　2016年11月11日（金））

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 菅崎　英雄　　 技術研究所

(株)広島テクノプラザ　ＥＭＣセンター

対象：

開催日：◆2016年4月19日（火）

(申込締切　2016年3月29日（火））

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 菅崎　英雄　　

(株)広島テクノプラザ　ＥＭＣセンター

対象：

開催日：◆2016年6月8日（水）

(申込締切　2016年5月18日（水））

電気・電子回路の設計・開発，EMC対
策，検査等に携わる方。電子回路を
学びたい方，興味のある方。

定員
1日

コース

1日（9：30-16：30）
1.　正弦波の周波数，位相，回路特性評価
2.　半導体素子の基本
3.　ダイオードの種類と使用方法
4.　電圧・電流・電力の増幅作用
5.　トランジスタの概要と種類

人20図面作成の技能向上講座　機械製図-中級（図面が描ける） 定員
2日

コース

1.　エミッタ―接地，コレクタ接地，
　　ベース接地回路でのバイアス回路
2.　トランジスタ接合型FET基本原理
3.　接合型FETの等価回路と特性
4.　接合型FETの増幅回路

電気・電子回路の設計・開発，EMC対
策，検査等に携わる方。電子回路を
学びたい方，興味のある方。

　電子回路技術は広範囲な分野や業種で必
要とされています。本講座の狙いは，短期間
で電子回路の理論と実務を理解し，基礎力
を養うことです。そのために現代の実用電子
回路設計で必要な項目や事象を，洗練され
た知識から現場ですぐに応用・活用できるよ
うに解説します。

C5

1日（9：30-16：30）

プログラム

人定員電子回路設計のための基礎力養成講座-(1)トランジスタ回路と等価回路，他

　電子回路技術は広範囲な分野や業種で必
要とされています。本講座の狙いは，短期間
で電子回路の理論と実務を理解し，基礎力
を養うことです。そのために現代の実用電子
回路設計で必要な項目や事象を，洗練され
た知識から現場ですぐに応用・活用できるよ
うに解説します。

6.　トランジスタ回路と等価回路
7.　エミッタ―接地，コレクタ接地，
　　ベース接地回路
8.　トランジスタとスイッチング
9.　トランジスタのバイアス回路

5.　MOS型FETの基本原理とスイッチング
6.　フィルター回路の基礎
7.　負帰還回路の基礎
8.　発振回路

プログラム

電子回路設計のための基礎力養成講座-(2)バイアス回路，フィルター回路，他 20C6 人

プログラム

① 立体図を見てJIS規格に基づいた
　　正確な2次元図面を描く
② 簡単な組み立て図を見て、その中の
　　１部品の2次元図をJIS規格に
　　基づいて正確に描く
③ JIS規格の復習を兼ねる
④ 三角法の理解を深める図学
　　演習を行う

　より複雑な組み立て図を見て、その中の
　１部品の2次元図をJIS規格に基づいて
　正確に描く

マツダ株式会社との共同開発カリキュラム
です。機械製図の経験のある方が、立体
図や組み立て図を見て、部品図を描く技
術を理解して頂く為のコースです。

20
1日

コース

新商品開発あるいは生産技術部門の
図面に関わる技術者

２日目（9：30-16：30）1日目（9：30-16：30）

C4

受講者の声 

・寸法の入れ方や，設計者としての考え方は役立ちました。 

・問題に取り組む時間もあり妥当です。 
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 城迫　勝則　　

(株)広島テクノプラザ　ＥＭＣセンター

対象：

開催日：◆2016年7月21日（木）

(申込締切　2016年6月29日（水））

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 城迫　勝則　　

(株)広島テクノプラザ　ＥＭＣセンター

対象：

開催日：◆2016年9月15日（木）

(申込締切　2016年8月25日（木））

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 城迫　勝則　　

(株)広島テクノプラザ　ＥＭＣセンター

対象：

開催日：◆2016年10月13日（木）

(申込締切　2016年9月20日（火））

C8 20

定員

定員

電子回路設計のための基礎力養成講座-(5)AD・DA変換，デジタル無線通信，他

1日（9：30-16：30）
プログラム

20C9

　電子回路技術は広範囲な分野や業種で必
要とされています。本講座の狙いは，短期間
で電子回路の理論と実務を理解し，基礎力
を養うことです。そのために現代の実用電子
回路設計で必要な項目や事象を，洗練され
た知識から現場ですぐに応用・活用できるよ
うに解説します。

電気・電子回路の設計・開発，EMC対
策，検査等に携わる方。電子回路を
学びたい方，興味のある方。

1.　デジタル信号処理の基本と考え方
2.　AD変換の原理と考え方
3.　DA変換の原理と考え方
4.　タイレクト・ディジタル・シンセサイザ
　　による信号発生
5.　フェーズ・ロックド・ループ（PLL)による信号
発生

　電子回路技術は広範囲な分野や業種で必
要とされています。本講座の狙いは，短期間
で電子回路の理論と実務を理解し，基礎力
を養うことです。そのために現代の実用電子
回路設計で必要な項目や事象を，洗練され
た知識から現場ですぐに応用・活用できるよ
うに解説します。

人

1.　OR,　AND，NOTゲート
2.　NOR,　NAND，EXORゲート
3.　正論理/負論理と論理変換
4.　論理圧縮とカルノー・マップ
5.　2進数，10進数，16進数と相互変換

電気・電子回路の設計・開発，EMC
対策，検査等に携わる方。電子回
路を学びたい方，興味のある方。

1日
コース

6.　デジタル無線通信での
　　振幅変調（ASK変調）の動作原理
7.　デジタル無線通信での
　　周波数変調（FSK変調）の動作原理
8.　デジタル無線通信での
　　位相変調（PSK変調）の動作原理

人
1日

コース
定員

プログラム

6.　ワードとビットの相互変換エンコーダと
　　デコーダ
7.　マルチプレクサ，デマルチプレクサ
8.　フリップ・フロップの基本原理
9.　一番多く使われているDフリップ・フロップ

電子回路設計のための基礎力養成講座-(4)OR，AND，NOTゲート，他

1日（9：30-16：30）

1日
コース

プログラム

電子回路設計のための基礎力養成講座-(3)OPアンプ，積分回路，デジタル回路，他 20

1日（9：30-16：30）
1.　OPアンプの基本と実際
2.　OPアンプを使った非反転増幅回路，
　　反転増幅回路
3.　OPアンプ増幅回路の利得と周波数特性
4.　ボルテージ・フォロア回路

電気・電子回路の設計・開発，EMC
対策，検査等に携わる方。電子回
路を学びたい方，興味のある方。

　電子回路技術は広範囲な分野や業種で必
要とされています。本講座の狙いは，短期間
で電子回路の理論と実務を理解し，基礎力
を養うことです。そのために現代の実用電子
回路設計で必要な項目や事象を，洗練され
た知識から現場ですぐに応用・活用できるよ
うに解説します。

人

5.　電流電圧変換回路
6.　積分回路
7.　論理決定動作をするデジタル回路
8.　デジタルICとデジタル回路
9.　論理和（OR)，論理積（AND），
　　論理否定（NOT)

C7
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 菅崎　英雄　　

(株)広島テクノプラザ　ＥＭＣセンター

対象：

開催日：◆2016年11月29日（火）

(申込締切　2016年11月7日（月））

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 菅崎　英雄　　

(株)広島テクノプラザ　ＥＭＣセンター

対象：

開催日：◆2016年12月20日（火）

(申込締切　2016年11月29日（火））

会場：広島テクノプラザ 受講料：４１，０４０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 宇山　晃生　　

ライト電業(株)

対象：

開催日：◆2016年9月14日（水）～16日（金）

(申込締切　2016年8月24日（水））

1日（9：30-16：30）

　通信や放送の分野，電子回路，EMCの試験等の分
野において変調が行われます。変調は，情報（音声，
映像，データ等）を送る手段でありアナログ変調とデジ
タル変調があります。現在は多くの変調方式があり複
雑で分かり難くなってきています。本コースは，それら
多種多様な変調と復調の動作原理を分かり易く解説し
ます。受講により必須と言われる変調・復調について
理解でき基礎力のスキルアップができます。

C10 人20定員
1日

コース

人8

プログラム

4. スペクトラム拡散
　　FHSS, DSSS
5. 無線LAN
　　802.11シリーズ
6. 復調

アナログ変調とデジタル変調の動作原理

電気・電子回路の設計・開発，EMC対
策，検査等に携わる方。電子回路を
学びたい方，興味のある方。

1. アナログ変調
　　AM, FM, PM,他
2. デジタル変調
　　ASK, FSK, PKS, QAM, OFDM,他
3. パルス変調
　　PCM，他

　車載関連のEMC規格のうち国際規格で
あるCISPR25（Ver.2）と（Ver.3）についてわ
かりやすく解説いたします。

プログラム
1日（9：30-16：30）

① 放射エミッション
② 伝導エミッション
　　　測定方法，規格の内容（条件，限度値など）を解説

ＥＭＣ関係者（設計、開発、対策、
検査等）

C11 ＥＭＣの基礎と測定法 1日
コース

定員 20 人

1日目（9：30-16：30）

3日
コースC12 シーケンス制御（基礎）

ＰＬＣを初めて扱う方。又は、今後ＰＬＣを活用
するために、プログラムを作成・修正などの
業務を通じてシーケンス制御をマスターした
い方。

定員

２日目（9：30-16：30）

　ＰＬＣ（プログラマブル・ロジック・コントローラ）
のハード構成、入出力割付、基本回路の作成、
各種リレーとその他一部応用命令の使い方ま
でを、実習機器で習得します。
　研修終了時にはON/OFF信号レベルのプログ
ラミングができるようになります。

3日目（9：30-16：30）

プログラム

④プログラミング実習
（基本命令）
⑤プログラミング実習
（各種リレー）

①ＰＬＣのハード構成、
　　Ｉ/Ｏ割付
②ＰＬＣの初期操作
③ラダー図

⑥コードの種類とＢＩＴ、
　　ＣＨの考え方
⑦応用命令実習
　まとめ、アンケート

受講者の声 

・シーケンスプログラムのリレーについて理解できた。 

・メーカーさんが作った回路の意味を理解でき業務に応用できる。 
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：２３，７６０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 日野　実　　

広島工業大学　教授　博士（工学）　

対象：

開催日：◆2016年4月21日（木）～22日(金）

(申込締切　2016年3月31日（木））

会場：広島テクノプラザ 受講料：２３，７６０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 草川　紀久　　

高分子環境情報研究所　所長

対象：

開催日：◆2016年6月27日（月）～28日(火）

(申込締切　2016年6月6日（月））

会場：広島テクノプラザ 受講料：２３，７６０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 草川　紀久　　

高分子環境情報研究所　所長

対象：

開催日：◆2016年7月25日（月）～26日(火）

(申込締切　2016年7月1日（金））

C14 20
2日

コース

２日目（9：30-16：30）

人定員

　プラスチック材料の物性等の概要と、その用
途等の応用分野について概観する。また、これ
らのプラスチック材料を構成する高分子物質と
高分子化学の基礎についても解説し、プラス
チック材料に関する理解を深めるることを目的
としている。

プログラム

プラスチック―材料の基礎と応用

製造部門、生産技術部門、研究
開発部門の技術者、研究者、管
理者等。

20

２日目（9：30-16：30）

プラスチック―成形の基礎と応用

① プラスチック材料の概要
　－１．プラスチックの構造・種類とその特長
　－２．汎用プラスチック
　－３．高機能性樹脂（エンプラ）
　－４．熱硬化性樹脂
　－５．ポリマーアロイ等
② プラスチックの整形化孔の基礎
　－１．成形加工の原理
　－２．成形加工方法と成形機・金型製造部門、生産技術部門、研究

開発部門の技術者、研究者、管
理者等。

　先ずプラスチック材料の構造、種類、物性等、
その全容にについて概観した後、プラスチック
の加工方法の原理、射出成形・押出成形・ブ
ロー成形等の主要な成形加工方法について解
説する。また、成形不良の発生原因とその対
策、金型の構造と設計、プラスチックの二次加
工についても解説する。

プログラム
1日目（9：30-16：30）

2日
コース

⑦ エンジニアリングプラスチック
　　汎用エンジニアリングプラスチックと
　　特殊エンジニアリングプラスチック
⑧ 汎用エンジニアリングプラスチック
　－１　ポリカーボネート
　－２　ポリアミド
　－３　ポリアセタール
　－４　変性ポリフェニレンエーテル
　－５　ポリブチレンテレフタレート
⑨ スーパーエンジニアリングプラスチック
　その他のプラスチックと熱可塑性エラストマー

① プラスチックとは何か。高分子とは何か。
② 高分子・プラスチックの歴史、種類、
　　合成方法、反応、化学機能。
③ 高分子の形態、固体構造、物性。
④ プラスチックの種類と特徴。
⑤ 汎用プラスチック
　－1　ポリエチレン、
　－2　ポリプロピレン、
　－3　ポリスチレン、
　－4　アクリル樹脂
　－5　ＡＳ樹脂、ＡＢＳ樹脂
⑥ ポリマーアロイ

③ スクリューを使用しない成形方法
④ スクリューを使用する成形方法
　－１　射出成形方法
　－２　押出成形方法
　－３　ブロー成形方法
　－４　変性ポリフェニレンエーテル
　－５　ポリブチレンテレフタレート
⑤ プラスチックの二次加工
　　成形不良とその対策

定員 人C15

C13

1日目（9：30-16：30）

2日
コース

５　金属材料の最新加工技術
　⑤-1　レーザ応用技術と異材接合
　⑤-2　金属材料への表面改質と応用事例
　⑤-3　塑性加工と熱処理技術
６　金属材料の破壊とフラクトグラフィー
　⑥-1　破壊の形態
　⑥-2　破面観察の手順
　⑥-3　破壊事例とトラブルシューティング

１　材料の歴史的変遷と金属材料の歴史
２　金属材料の組織と機械特性
　　(転位､変形機構､強化法等)
３　鉄鋼材料の種類とその特徴
４　非鉄金属材料の種類とその特徴
　④-1　アルミニウムおよびその合金
　④-2　銅およびその合金
　④-3　マグネシウムとその合金
　④-4　チタンとその合金
　④-5　その他の金属

20

1日目（9：30-16：30）

定員

２日目（9：30-16：30）

金属材料と加工技術

プログラム

人

新商品開発あるいは生産技術部
門の技術者、管理者

　信頼性の高い機械設計や材料開発の基礎と
なる金属材料の組織と機械特性や金属材料の
強化法並びにレーザ応用などの最新の加工技
術について解説するともに、有益なノウハウを
提供します。また、金属材料の破壊の種類とフ
ラクトグラフィーについても実際の破壊事例を
示しながら解説します。

受講者の声 

・汎用樹脂，エンプラの材料特性が役に立った。 

・PPやPETは業務で使うので全体的に役に立った 

受講者の声 

・射出成形の不良と成形条件対策が業務に応用できる。 
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：２３，７６０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 石川　正臣　　

スペクトリス(株)　工学博士

対象：

開催日：◆2016年8月30日（火）～31日(水）

(申込締切　2016年8月4日（木））

会場：広島テクノプラザ 受講料：２３，７６０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 佐野　潔　　

大阪電気通信大学客員研究員　工学博士

対象：

開催日：◆2016年11月14日（月）～15日(火）

(申込締切　2016年10月21日（金））

会場：広島テクノプラザ 受講料：２３，７６０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 村上　哲朗　　

村上設計研究所

対象：

開催日：◆2016年12月12日（月）～13日(火）

(申込締切　2016年11月18日（金））

1日目（9：30-16：30）

定員

７　ケーススタディ：エアコンの騒音・振動
　⑦-１　圧縮機の騒音
　⑦-２　配管の振動
　⑦-３　送風機の騒音
　⑦-４　モータの騒音
８　質疑、アドバイス

プログラム

2日
コース

20-100円ショップ商品もコスト低減案がサクサク出せる-　VE応用セミナー

設計・開発技術者および騒音振
動業務従事者

２日目（9：30-16：30）
１　音と振動の基礎
２　騒音・振動の測定
３　騒音・振動防止技術の概要
４　騒音シミュレーション技術
５　騒音・振動対応の事例紹介
６　質疑、アドバイス

20 人

⑥　前日の要約と補足解説
⑦　技術標準へ優性遺伝させる方法
⑧　日常品（ﾊｻﾐ）を使った最高品造り
　　　の演習
　　　・個人演習（VE案の発掘）
　　　・ｸﾞﾙｰﾌﾟ演習による成果拡大
　　　・勝つ戦略造り
⑨　受講者に合った使えそうなVE事例
　　　や考え方を20件以上解説
　　　　・工場現場の事例、開発段階の事例、
　　　　　良いﾓﾉ造りの考え方
⑩　VE活動に留まらず、ﾓﾉ造り全ての
　　　領域に広げた技術の在り方
　　　　　・波及効果、応用技術、
　　　　　　世界Top技術の事例解説
⑪　まとめ

①　初めに（ｺｽﾄの機能、役割、活用法、
　　　収益等の解説）
②　VE概論（重要性、実施手順、管理）と
　　　効率的な取組
③　比較の考え方、実例の解説、
　　　業界最高品の造り方
④　ﾊﾞｯﾃﾘｰBRKTによる良い点（VE案）
　　　の発掘演習
　　　　・個人演習（VE案の発掘）
　　　　・ｸﾞﾙｰﾌﾟ演習による成果拡大
⑤上記の演習を踏まえてモノ造り
　　の考え方解説

2日
コース

20定員 人C17

　製品の品質向上・安全確保・環境保全上、騒
音・振動の計測・制御・防止は益々重要性を増
してきています。騒音・振動の基礎、正確な測
定データを得るための計測方法・テクニック、解
析手法など、実演を交えながら、わかりやすく
解説します。

プログラム
1日目（9：30-16：30） ２日目（9：30-16：30）

①音の性質(音圧、ｄＢ、自由／拡散音場，波長)
②騒音計
　　　騒音レベル、周波数重み付け特性(A,C)、
　　　時間重み付け特性(F,S)、等価騒音レベル、
　　　実効値
③周波数分析
　　　定比・定幅フィルタ、1・1/3オクターブ分析
④コンデンサマイクロホン
　　構造、特性、種類、校正
⑤計測器を使用して解説
　　校正、A・C特性、１・1/3オクターブ分析
⑥騒音測定の注意点
⑦騒音関連規格の解説

⑧振動の性質
　　共振、強制振動、加速度、速度、変位
⑨加速度ピックアップ
　　原理，感度、特性、取付け時の注意
⑩前置増幅器
　　チャージ／電圧感度、機能
⑪FFT分析
　　分析原理、平均、窓関数、分析時の注意
⑫振動測定機器
　　力変換子、インピーダンスヘッド、
　　インパクトハンマー等
⑬計測器を使用して解説
　　校正、加速度・速度・変位の変換、
　　FFT分析器の機能など

騒音・振動計測を始めようとする技術者
騒音・振動に携わっている中堅技術者の
方で正式に計測技術を学びたい方

騒音・振動対策の基礎と事例

C18

　本研修では、前半に騒音・振動に関する基礎的な知
識や技術を紹介し、騒音・振動の解析や対策をする場
合の方法を分かりやすく解説します。後半は、ルーム
エアコンの事例を主に取り上げ、エアコンの騒音源で
ある圧縮機、送風機、モータについて発生要因別に解
析した結果を紹介し、その騒音低減方法について効果
が大きかった方法や勘所を解説し、騒音振動問題の奥
深さを理解して頂きます。

開発、生産技術、製造、VE/CR推
進部門の実務者、管理者

２日目（9：30-16：30）

C16 騒音・振動計測技術（基礎） 2日
コース

定員

　VE理論を踏まえた上で、具体的事例中心に、
即、成果の出る手法を解説。100社以上の事例
から，受講者が活用できそうなVE案や考え方を
20件以上解説。自動車、船、飛行機、列車、家
電、建築、から、ﾓﾉ造りに役立つ技術や考え方
を解説、体験学習もあり誰でもVE推進ﾘｰﾀﾞｰに
なれます。

1日目（9：30-16：30）
プログラム

人

受講者の声 

・加振，実走振動・音計測が実務に応用できる。 
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：３５，６４０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 喜多　秀紀　　

喜多設計研究所

対象：

開催日：◆2016年9月5日（月）～7日(水）

(申込締切　2016年8月10日（水））

◆2017年2月6日（月）～8日(水）

(申込締切　2017年1月16日（月））

会場：広島テクノプラザ 受講料：２８，０８０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 井上　勝雄　　

広島国際大学 教授 博士（工学）

対象：

開催日：◆2017年3月16日（木）～17日(金）

(申込締切　2017年2月23日（木））

会場：広島テクノプラザ 受講料：２３，７６０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 江原　隆一郎　　

福岡大学客員教授　工学博士

対象：

開催日：◆2016年7月12日（火）～13日(水）

(申込締切　2016年6月21日（火））

プログラム
1日目（9：30-16：30） ２日目（9：30-16：30）

1. 腐食,環境脆性の評価および損傷解析
2. 腐食のメカニズムと影響因子
3. 静腐食の評価と対策
4. 応力腐食割れのメカニズム、評価及び対策
5. 水素脆化のメカニズム、評価及び対策

6. 腐食疲労のメカニズムと特徴
7. 腐食疲労強度腐食疲労き裂進展速度への
　　影響因子と腐食疲労防止対策
8. エロージョン・コロージョンのメカニズム、
　　評価及び対策
9. 耐食材料開発事例

設計、製造、現場、研究などに従事す
るエンジニア

プログラム

幾何公差設計法（ＧＤ＆Ｔ） 3日
コース

10

定員

2日
コース

20

(1)幾何公差の必要性
(2)幾何公差の基本概念
(3)幾何公差に用いられる用
語と記号
(4)演習Ⅰ
(5)製図の基本原則
(6)ゲージ
(7)演習Ⅱ
(8)データムシステム
(9)演習Ⅲ
(10)基本寸法表示
(11)真直度・平面度・真円度・
円筒度
(12)平行度
(13)演習Ⅳ

(14)直角度・傾斜度・接平面
(15)演習Ⅴ
(16)位置度
(17)位置度の応用（バウンダリー）
(18)演習Ⅵ
(19)位置度の応用（浮動式ファス
ナー）
(20)位置度の応用（固定式ファス
ナー
(21)位置度の応用（突出公差）
(22)演習Ⅶ
(23)位置度の応用（同軸度・対称
度）
(24)位置度の応用（複合公差）
(25)円周振れ・全振れ
(26)演習Ⅷ

(27)輪郭度
(28)輪郭度の応用（バウンダ
リー）
(29)輪郭度の応用（複合公
差）
(30)同軸度の総まとめ
(31)組み合わせ部品の公差
解析
(32)マルＭとＲＦＳの見極め
(33)演習Ⅸ
(34)幾何公差の適用全プロセ
スの事例
(35)演習Ⅹ
(36)幾何公差野より高度な適
用事例
(37)演習ⅩⅠ

人

　ＩＳＯ製図規格に従った幾何公差を学ぶことによって、
世界に通用する図面とする事が出来ると共に、設計・
製造の期間短縮と工数削減が可能になります。なお
ISO製図規格と
ＡＳＭＥ（米国機械学会）製図規格（フォード・ＧＭ・クラ
イスラーのＢＩＧ３が中心となり設定) ・ＪＩＳ製図規格と
は幾何公差の部分は共通ですから、ＡＳＭＥ・ＪＩＳを採
用されている企業の皆さんにとっても勉強される価値
は同じです。

C19

商品企画，商品デザイナー，開発設計に携
わる方，商品評価に携わる方，最新のイン
タフェースデザインの方法が知りたい方

最新のインタフェースデザイン

C21 機械・構造物用材料－疲労強度と疲労設計 2日
コース

定員 20 人

　機械・構造物の破損原因の約90%は疲
労によると言われています。構造材料の
疲労の本質を、演習を多用し理解すること
により設計、製造、研究、メンテナンスおよ
び寿命予測など確実にできるようになりま
す。

C20

　製品やシステム、サービスの多機能化に伴い、操作
も複雑になりましたが、直感的に使えて、わくわく楽し
いインタフェースが求められています。開発設計者や
デザイナーが学ぶべきポイント、つまり人の認知と記憶
の理論を理解、顧客の視点を加味した設計、評価によ
り優れたインタフェースを創造する方法を、ラピッドプロ
トタイピング（講師監修）の演習も交えて習得できます。

定員

人

1日目（9：30-16：30） ２日目（9：30-16：30） 3日目（9：30-16：30）

プログラム

新商品開発あるいは生産技術・
製造部門の技術者、管理者

８.　パワーポイントによる
　　ソフトウェアのラピッドプロトタイピング手法
　　の演習
９.　ホットモックによる
　　ハードウェアのラピッドプロトタイピング手法
　　の演習

２日目（9：30-16：30）
１.　開発のプロセス
２.　人間の認知と記憶
３.　人間の認知モデル
４.　操作用語による分類
５.　インタフェースデザイン設計手法
６.　ユーザビリティ評価手法
７.　次世代へのインタフェース技術

1日目（9：30-16：30）
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：２３，７６０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 江原　隆一郎　　

福岡大学客員教授　工学博士

対象：

開催日：◆2016年9月13日（火）～14日(水）

(申込締切　2016年8月23日（火））

会場：広島テクノプラザ 受講料：15，120円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 網本　徳茂

マツダ(株)　電子開発部

対象：

開催日：◆2016年12月12日（月）

(申込締切　2016年11月18日（金））

人

設計、製造、現場、研究などに従事す
るエンジニア

1. 腐食,環境脆性の評価および損傷解析
2. 腐食のメカニズムと影響因子
3. 静腐食の評価と対策
4. 応力腐食割れのメカニズム、評価及び対策
5. 水素脆化のメカニズム、評価及び対策

　腐食損失は、国家GNPの数パーセントを占め
ると言われています。構造材料の腐食および応
力腐食割れ、水素脆性、腐食疲労、エロージョ
ン・コロージョンなどの環境脆性についてメカニ
ズム、特徴、評価法および対策について平易に
解説します。

1日目（9：30-16：30）
6. 腐食疲労のメカニズムと特徴
7. 腐食疲労強度腐食疲労き裂進展速度への
　　影響因子と腐食疲労防止対策
8. エロージョン・コロージョンのメカニズム、
　　評価及び対策
9. 耐食材料開発事例

プログラム
２日目（9：30-16：30）

20
2日

コース機械・構造物用材料―腐食と環境脆性評価

自動車電装品はの高機能化・集積化・統合化
が進む中で、EMCは重要な性能でありながらフ
ロントローディングが実現できず，最終性能確
認で手戻りが起きていることも否めません。
そこで、部品規格の背景や自動車メーカの考え
方を提供し、この手戻りをなくすヒントを得る。

プログラム

自動車の電装品開発の実務者

1日（9：30-16：30）
１． 自動車の電装品EMC性能への要求
２． 各種規格項目の背景
３． 規格項目毎にセットアップと測定上の注意点
４． 演習/グループワーク

※講座の中で、「dB」とか「コモンモードノイズ」といった話をしますので、漠然とでも理
解できていることが
受講の前提条件となります（受講前にEMCについて予習することでも構いません）。
講座で使用する資料を事前にダウンロードしていただくこととなります。
詳細は、申込後に連絡します。

C22 定員

C23 EMC実務 1日
コース

定員 20 人
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：２３，７６０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 岡田　嘉久　　・新宅　武昭　　

(有)Ｐ．Ｍ．Ｃ．経営研究所　

対象：

開催日：◆2016年11月16日(水)～17日(木)

（申込締切　2016年10月25日(火)）

会場：広島テクノプラザ 受講料：２３，７６０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 新宅　武昭　　

(有)Ｐ．Ｍ．Ｃ．経営研究所　

対象：

開催日：◆2017年3月1日(水)～2日(木)

（申込締切　2017年2月8日(水)）

【携行品】国語辞書，　電卓

2日目（9：30-16：30）

新任の職長、職長就任前の方、職長
を経験して改めて学びたい方、(各職
種の監督者)

職長経験2～7年程度の方

1日目（9：30-16：30）

2日
コース

12

⑤上級職長の監督技術、Ｂ･組織の心理
   演習：ケース・・△―△△実験･暗黙の
   □□心理
⑥ステップアップ職長の監督技術
  演習：ケース　事例研究
  深層心理から見抜く組織の問題
⑦監督技術アップで職場業績ﾀﾞﾝﾄﾂ向上、
  改善活動と生産性向上への活用事例
⑧学んだこと、実践することのまとめ

2日目（9：30-16：30）
①研修導入（中堅職長の監督技術）
②人間理解・・職長(監督者)の悩み
人、設備、コスト、管理、
③問題をひも解く課題とは?
全てに関わる職場人の心理
④上級職長の監督技術、Ａ･人の心理
演習：ケース・・三人の○○、他
　　　　　　　　マズローの□□□□□

職長のステップアップD2

「職長さんの悩み」をキーワードに､人､設
備､コスト､管理､改善など多面から課題解
決の視点を豊富な事例やケースで解説し
ます。

プログラム

定員 人

入門 初級 中級 上級

12職長の役割と業務の基本 定員

職長（係長・組長・班長・リーダー）の基本
的な役割を学び、部下や上司とのコミュニ
ケーションのあり方や指導育成、問題解
決など自薦実例を踏まえ体得する手法を
解説します。

プログラム

2日
コース

人D1

1日目（9：30-16：30）
①研修導入（大切な職長監督技術の基本）
     志し高き「おやじ」　五つの心
②職場を活性化させる職長の役割と業務
    人､設備､お金､管理･･業績向上
③組織の理解と職長の職務
   心､技､体　コミュニケーション力　日々､
   週､月､年
④職場を活性化させる部下の扱い方
   演習：ケース・・・厳しい時代の対応

⑤部下の育成で職場の体質強化OJT･offJT
  方針､目標･･技能､知識･チームワーク
⑥職長(おやじ)の出番、問題解決
  演習：ケース　事例研究
⑦改善活動の展開と生産性向上
  ＱＣ安全活動･改善提案制度は
  職長の武器
  職長の「役割と業務」を確認･･発表
⑧学んだこと、実践することのまとめ

D. 生産技術・管理 

D1. 職長の役割と業務の基本 

D2. 職長のステップアップ 

D3. 生産現場のムダ取り  

        －実践IE（ Industrial Engineering)－ 

受講者の声 

・職場を活性化させる部下の扱い方，誉め方が業務に応用できる。 

・職長の出番，問題解決が理解できた。 

D4. 企業経営と生産現場を直結－ 

                ①原価管理と利益向上 

D4. 企業経営と生産現場を直結－ 

                ②生産現場の改善指導 
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：３５，６４０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　泉　 旦 茂　　

FOUNTAIN 代表

対象：

開催日：◆2016年9月7日（水）～9日(金）

(申込締切　2016年8月17日（水））

会場：広島テクノプラザ 受講料：２３，７６０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 新宅　武昭　　

(有)Ｐ．Ｍ．Ｃ．経営研究所　

対象：

開催日：◆2016年12月8日(水)～9日(金)

（申込締切　2016年11月16日(水)）

会場：広島テクノプラザ 受講料：２３，７６０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 新宅　武昭　　

(有)Ｐ．Ｍ．Ｃ．経営研究所　

対象：

開催日：◆2017年1月17日(火)～18日(水)

（申込締切　2016年12月16日(金)）

3日
コース

人

6  標準作業の設計（応用編）
7  標準作業による改善事例
8  ムダ取りの実践例
9  問題解決への取組み
10  まとめ 「標準作業概論」
11  標準作業の教え方

5  改善実習
（競技形式による懐中電灯
　の組立作業）
・改善実習(ラウンド１)
・改善実習(ラウンド２)
・成績発表／表彰式

プログラム
3日目（9：30-16：30）

20生産現場のムダ取り　-実践IE（Industrial Engineering）- 定員

　生産ラインは「人（作業者）」「もの（材料や製
品）」「設備」で構成されます。目標とする生産
数量を、「人」「もの」「設備」を最も効率の良い
組み合わせで生産する方法を見つけ出す「標
準作業の設計」を学び、生産現場に適用する
能力を養う研修です。

D3

２日目（9：30-16：30）1日目（9：30-16：30）

1  製造業を取り巻く環境とＩＥ
2  製造現場の改善とIE手法
  　（トヨタ生産方式における
　　　標準作業と作業改善）
3  標準作業の設計(基礎編)
設計演習(1)　ツールの作り方
設計演習(2)
4  要素作業分析
　　(タイムスタディ)
　　（作業観測のやり方／
　　　ストップウオッチの使い方）

生産技術･生産担当の技術者及
び管理監督者、生産管理･原価管
理の担当者の皆さん

人

経営と原価管理の視点、企業会計と原価
の理解、損益分岐点分析、生産性と付加
価値、原価改善の着眼点(ＩＥとＶＥ)職場で
の原価管理の進め方などについて、図
解､事例解説､練習問題､演習など交えて､
これらの基礎を習得します。

プログラム
1日目（9：30-16：30） 2日目（9：30-16：30）

[1]研修導入･概要
①すすめ方と心構え･経営への参画総論
[2]経営の指標(木を見て森を診る・
　　　　　　　　　　森を見て木を診る)
②企業会計基本財務諸表と概説
③損益計算書から製造原価を見る
④経営指標の見方と見える化
　　　　　　　　　（利益と原価の関係）
[3]経営と原価の関係「見える化」の薦め
⑤経営参画のための部門別･製品別・
　　原価把握のやり方
⑥利益と原価、原価管理･･‥演習-1
[4]仕組みが解れば見えてくる
　　　　　　　　　　　　　　‥原価の定義､構成
⑦経営参画のための原価構造と
　　分析､整理と復習　　　･‥演習-2
⑧理解を深める･生産性と付加価値
　　の見方考え方解説

[5]儲ける仕組みと仕掛け(名医を紹介出来る医者も､
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　これ又名医なり)
⑨実力と問題を診る､損益分岐点と評価･･‥演習-3
⑩経営との連鎖､職場での活用､原単位が解れば
　　原価は診えてくる
⑪経営と原価の関係を、方針管理でつなぎ
　　改善効果を高める
[6]ハーフコストダウン企画･･ＩＥ･ＶＥ
　　　　　　　　　　　　　　　　　･･‥演習(実習)-4
⑫原価を狂わす固定費(固定費と変動費から､､)
⑬原価改善の事例（原価の三要素から､､）
⑭事例に基づく原価改善､ＧＷ演習-5・発表
[7]まとめ
⑮研修で学んだこと､実践することのまとめ

ものづくり企業の管理監督者、
リーダー、及び候補、（生産､開
発､設計､生技、購買外注部門の
担当者の方も）志し高い方、コスト
改善に情熱をかけている方、経験
は問いません。

D4 企業経営と生産現場を直結－①原価管理と利益向上 2日
コース

定員 12

人

「原価管理と利益向上」研修で学んだ改
善実践するにあたって、最も重要なことは
人と組織を動かすことです。「生産性の向
上」と「固定費の改善」などを振り返りなが
ら、高い成果をあげた実践事例で、人と
組織を動かす事の重要性とその効果を関
連づけて解説指導します。

プログラム
1日目（9：30-16：30） 2日目（9：30-16：30）

[1]研修導入
　すすめ方と心構え/原価の三要素・改善手法
　のおさらい
[2] 人・組織の行動心理学応用の大切さ
　①人・組織の行動心理の理解
　　人の欲求を「聴き､診る、」，欲求の五段階
　②組織力の測定 [3] 組織を動かす「方針展開」
方針とは、概説
[4]　ＩＥ領域
　　①労働分配率改善：編成､稼働率、
　　　　ｻｲｸﾙﾀｲﾑ、ﾁｬｰｼﾞの改善目標と指標にする。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　演習-1
②ケース･･･事例　　品質不良激減･‥演習-2

[5]　ＶＥ領域　：損益分岐点引き下げの事例研究
　①設計開発の工程設定と改善
　②原単位の改善で40%以上設備購買費削減
[6]　上級リーダーの改善指導（事例研究/演習）
　①生産性の視点・消火栓ﾎﾞｯｸｽのなかに
　②量産吊りかけ塗装・「優しい心で」生産性向上
　③電力費など・データーは連続で診ると、
　　　問題が診えてくる
　④原単位が解ると・現場でも掴める(エァー電灯・
　　　物流費
[7]　意識を変え抜群に成長する人財指導の仕掛け
　大卒社員のミリング作業(大卒社員の皿洗い)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・事例研究
[8]まとめと発表
　研修で学んだこと､実践することのまとめ

ものづくり企業の管理監督者、
リーダー、及び候補、（生産､開
発､設計､生技、購買外注部門の
担当者の方も）志し高い方、コスト
改善に情熱をかけている方、経験
は問いません。

D5 企業経営と生産現場を直結－②生産現場の改善指導 2日
コース

定員 12

携行品：電卓 

携行品：電卓 
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：４１，０４０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 石井　明弘　　

ＱＣ上級指導士

対象：

開催日：◆2016年7月27日（水）～29日（金）

(申込締切　2016年7月5日（火））

◆2017年1月11日（水）～13日（金）

(申込締切　2016年12月12日（月））

会場：広島テクノプラザ 受講料：４１，０４０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 石井　明弘　　

ＱＣ上級指導士

対象：

開催日：◆2016年6月1日（水）～3日（金）

(申込締切　2016年5月11日（水））

◆2016年10月19日（水）～21日（金）

(申込締切　2016年9月27日（火））

◆2017年2月8日（水）～10日（金）

(申込締切　2017年1月18日（水））

 QCに関する教育をあまり受けたこと
がない方。今の仕事のやり方を改善
したいと思っている方。

①管理技術と問題解決
②ＱＣ七つ道具
　　（以下、各手法名の右肩
　　　に★を付記している
　　　ものは演習有）
　・グラフ ・パレート図 ★
　・チェックシート
　・特性要因図
　・散布図 ★
　・ヒストグラム ★
  ・管理図 ★

E2 ＱＣ七つ道具・新ＱＣ七つ道具

　活用次第で問題の90%は解けるとも言われる「QC
七つ道具」、「新QC七つ道具」についての知識と活
用法を習得します。研修の進め方は，① パソコンを
適宜使用し、データ解析方法を身につけ，② ケース
スタディによる演習で理解を深めます。

プログラム

人
3日

コース

　・層別
③新ＱＣ七つ道具
　・親和図法★
　・連関図法★
　・系統図法★

3日目（9：30-16：30）

定員 10

２日目（9：30-16：30）

・マトリックス図法★
・アロー・ダイアグラム法★
・ＰＤＰＣ法★
・マトリックス・データ解析法

―前日の続き―
⑥２変数間の関係
　　・相関分析
　　　　　《例題演習》
　　・回帰分析
　　　　　《例題演習》
⑦計数値に関する推測
　　　　　《例題演習》

3日
コース

プログラム
3日目（9：30-16：30）

1日目（9：30-16：30）

　具体的なデータに基づいて仕事を計画
し、管理・改善を進めるための統計的方
法・統計解析手法の基礎（統計的な考え
方・必要性・種類・推定と検定・問題解析
法など）をパソコンも活用しながらの演習
を通じて習得できます。

①統計的考え方
②データの数値化
　　《例題演習》
③データの図式化
　　《例題演習》
④確率と分布
　　《例題演習》

研究開発・品質管理・生産技術・製造
検査等の担当で、統計的方法を日常
の仕事で使おうと考えている方。

⑤サンプルで全体を推測する
　　－推定と検定のはなし－
　　・母平均に関する推測
　　　（σ既知）
　　　　　《例題演習》
　　・母分散に関する推測
　　　　　《例題演習》
　　・母平均に関する推測
　　　（σ未知）
　　　　　《例題演習》

２日目（9：30-16：30）1日目（9：30-16：30）

E1

入門 中級 上級

定員統計解析手法

初級

人10

E. 品質管理 

E2. QC七つ道具・新QC七つ道具 

E1. 統計解析手法 

E4. 実験計画法 

E5. 品質工学（タグチメソッド） 

E3. FMEA/FTA 

E6. 経営者・管理者のための  

    FMEA・品質工学概論  

受講者の声 

・問題が起きたときにQCを使って分析ができる。 

・アローダイヤグラム，なぜなぜ分析，管理図が応用できる。 

受講者の声 

・製品開発および改良等の推測に応用できる。 

・現状はデータ取りをしていないが，これからデータを取って不良を分析したい。 

E7. 品質管理に役立つ材料分析 
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場： 広島オフィスセンター（6月） 受講料：３５，６４０円

広島テクノプラザ（12月） (税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 喜多　秀紀　　

喜多設計研究所

対象：

開催日：◆2016年6月1日（水）～3日(金）

(申込締切　2016年5月11日（水））

◆2016年12月5日（月）～7日(水）

(申込締切　2015年11月11日（金））

会場：広島テクノプラザ 受講料：２３，７６０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 喜多　秀紀　　

喜多設計研究所

対象：

開催日：◆2016年9月1日（木）～2日(金）

(申込締切　2016年8月8日（月））

会場：広島テクノプラザ 受講料：３５，６４０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 喜多　秀紀　　

喜多設計研究所

対象：

開催日：◆2016年11月7日（月）～9日(水）

(申込締切　2016年10月14日（金））

定員E5

２日目（9：30-16：30）

20

1日目（9：30-16：30）

⑧パラメーター設計の具体的
　　プロセスⅡ
⑦-1　標準SN比方式
⑦-2　SN比の計算方法
⑨品質工学を使った問題解決の
　　事例紹介Ⅱ
　　テーラードブランク工法・
　　エンジンマウント系に
　　おける２つの適用事例を
　　紹介する。
⑩品質工学による技術革新
　　の進め方
⑪品質工学的アプローチ事例
　　演習Ⅱ
　　印刷機能付きのホワイト
　　ボードを題材に基本機能
　　と誤差因子を明らかにする。
⑫まとめ

①タグチ式実験計画法の復習
　　品質工学への橋渡しとして
　　タグチ式実験計画法を復習
　　する。
②品質工学の位置付け開発
　　開始から量産までの全社
　　活動において品質工学が
　　どのような役割を果たすの
　　かを明らかにする。
③従来のアプローチとの違い
　　アーク溶接を例に従来の
　　アプローチと品質工学的
　　アプローチとの違いを明ら
　　かにする。
④品質工学の基本的考え方

⑤パラメーター設計の具体的
　　プロセスⅠ
　　⑤-1　バラツキの評価尺度
　　　　　　　（ＳＮ比）
　　⑤-2　バラツキの評価方法
　　⑤-3　バラツキに影響されない
　　　　　　設計or製造パラメーター
　　　　　　の決定方法
⑥品質工学を使った問題解決の
　　事例紹介Ⅰ
　　　空冷式インタークーラーの
　　　気流音（市場クレーム）の
　　　解決事例を紹介する。
⑦品質工学的アプローチ事例演習Ⅰ
　　コピー機の原稿自動送り装置を
　　題材に品質工学的アプローチの
　　要である基本機能と誤差因子を
　　明らかにする。

プログラム
２日目（9：30-16：30）

　量産の不良や市場クレームを10～20％削減
でなく、一気に1/10にするため，バラツキに影
響されない最適な設計諸元や製造条件を求め
る必要があります。そのために仕事のやり方を
品質工学的アプローチで革新する方法を体験
学習します。

新商品開発あるいは生産技術・製造
部門の技術者、管理者

3日目（9：30-16：30）

プログラム

人20

品質工学（タグチメソッド）

新商品開発あるいは生産技術・製造
部門の技術者、管理者

① 量産企業における実験のあり方
② 直交表の役割
③ 伝統的実験計画法とタグチ式実験計画法
　　の違い
④ タグチ式実験計画法の詳細手順
　　　（データ変換・ＳＮ比・要因効果図）
⑤ 事例演習Ⅰ
　　　（扇風機タイマーの組立実験）
　　　タグチ式実験計画法を使った実験結果
　　　をもとに、扇風機タイマーの各構成部品
　　　が、タイマーの精度にどの程度影響する
　　　のか、その度合いを明らかにする。

２日目（9：30-16：30）

実験計画法 2日
コース

定員

⑥ 事例演習Ⅱ
　　（穴あけ加工精度）
　　　工作機械用精密部品に対する穴あけ加工
　　　精度を改善する方法をタグチ式実験計画法
　　　で見出し、その改善度合いを予測する。
⑦ 事例演習Ⅲ
　　　（よく回るコマ）
　　　厚紙・おでん用の串・硬貨を材料にして、
　　　出来るだけ良く回るコマを、タグチ式実験
　　　計画法を使って実際に作り、チーム毎に
　　　コマの回転維持時間を競い合う。

　製造段階や市場において予期しない不具合が発生し
ないよう量産バラツキに対する基本的考え方を身につ
けると共に、対象とする現象に対して、「どのような要
因のバラツキがどの程度影響を与えているのか」を、
開発プロセス･量産準備段階で、実行可能な実験で効
率的に見つける方法論を学びます。

1日目（9：30-16：30）

E4

人
3日

コース

人E3

⑥懐中電灯を題材とした設計ＦＴ
　　展開演習
　⑥-１　電気回路のＦＴ展開
　⑥-２　押しボタンのＦＴ展開その１
　⑥-３　押しボタンのＦＴ展開その２
　⑥-４　押しボタンのＦＴ展開その３
　⑥-５　整光性のＦＴ展開

3日目（9：30-16：30）
⑦工程ＦＭＥＡの手順
⑧工程ＦＭＥＡの事例
⑨懐中電灯を題材とした
　　工程ＦＴ展開演習
　⑨-１　電気回路の
　　　　　　　　ＦＴ展開その１
　⑨-２　電気回路の
　　　　　　　　ＦＴ展開その２
　⑨-３　スイッチのＦＴ展開
⑩まとめ

プログラム
1日目（9：30-16：30）

　「潜在的な不具合現象発生の未然防
止｣・「日常業務への適用（実務者レベ
ル）」・「実施結果の適切な評価（管理者レ
ベル）」を可能にします。

　新商品開発あるいは生産技術・製
造部門の技術者、管理者

①ＦＭＥＡの必要性・位置付け
②設計ＦＭＥＡの手順
③機能展開の詳細手順
④設計ＦＴ展開の詳細手順
⑤懐中電灯を題材とした
　　機能展開演習
　⑤-１　基本機能の定義と
　　　　　下方展開
　⑤-２　一次機能の下方展開
　⑤-３　二次機能の下方展開

20ＦＭＥＡ／ＦＴＡ 定員
3日

コース

受講者の声 

・実験を効率よくするために応用できそう。 

・要因の追及の方法が業務に使える。。 
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 喜多　秀紀　　

喜多設計研究所

対象：

開催日：◆2016年7月1日（金）

(申込締切　2016年6月10日（金））

◆2017年2月27日（月）

(申込締切　2017年2月6日（月））

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 山田 洋史，　　三根生　晋

マツダ株式会社　品質保証部，

技術研究所

対象：

開催日：◆2016年10月12日（水）

(申込締切　2016年9月16日（金））

人

　ものづくりに取り組み、製品の品質確保、品質向上を
目指した活動を進めるためには、取り扱う素材・材料の
情報を得て、正しく理解しておくことが求められます。
　製品開発の課題や品質問題の解決に取り組む上で
基礎となる「品質管理」の全般的な考え方と、取り組み
に新たな視点を与えてくれる分析方法、結果の解釈方
法について、分析事例を交えてご紹介します。

プログラム
1日（9：30-16：30）

9:30～10:20 　品質管理について（管理ポイント、課題・問題解決の進め方）

10:30～11:20 　品質管理と材料分析（問題点をつかむ、素材の特徴を調べる）

11:30～12:00 　分析技術説明（走査電子顕微鏡、赤外分光装置を中心に分析手法を知る）

13:00～13:40 　適用事例紹介（どんなことに使えるのか）

13:50～16:00 　実習・設備見学（装置を操作・材料分析してみる）
  　その場で分析結果についてワイガヤする

16:00～16:30 　質疑応答

・品質向上や品質管理のための材料分析に
ついて具体的な内容や適用事例を知りたい
方
・材料分析装置を使って実際にサンプルを
分析してみたい方

E7 品質管理に役立つ材料分析 1日
コース

定員 20

管理者の皆様に、「ＦＭＥＡ/ＦＴＡ」「実験計画
法」「品質工学（タグチメソッド）」の技術の合せ
技で市場クレームの発生を完璧に回避できる
事を理解して頂いた上で、これらの適切な適用
のアドバイスや、部下が適用した結果の、適切
な評価が出来きます。

プログラム

①はじめに（ＦＭＥＡ・タグチ式実験計画法・品質工学による
　　リスクマネジメント）
②ＦＭＥＡ概論
③ＦＭＥＡ事例
④タグチ式実験計画法概論
⑤タグチ式実験計画法事例
⑥品質工学（タグチメソッド）概論
⑦品質工学（タグチメソッド事例）
⑧おわりに（技術者の役割）

新商品開発あるいは生産技術・製造
部門のトップマネイジメントを含む管
理者

1日（9：30-16：30）

E6 1日
コース

人定員 20経営者・管理者のためのFMEA・品質工学概論

受講者の声 

・FMEA，品質工学活用の概要が理解できた。 
 

当日はサンプルをご持参下さい。

講師と分析結果について個別に

打合せる場を設けます。 
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：２３，７６０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 新宅　武昭　　, 栗山　琢次　　　

(有)Ｐ.Ｍ.Ｃ.経営研究所

対象：

開催日：◆2016年5月11日（水）～12日(木）

(申込締切　2016年4月14日（木））

会場：広島テクノプラザ 受講料：２３，７６０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 栗山　琢次　　，　新宅　武昭　　

(有)Ｐ.Ｍ.Ｃ.経営研究所

対象：

開催日：◆2016年7月4日（月）～5日(火）

(申込締切　2016年6月13日（月））

【携行品】　電卓

入門 初級 中級 上級

　原価のしくみを知り，原価を下げる改善
と管理のコツを習得できる研修です。①原
価の基礎知識　②職場でもできる原価の
把握と評価方法　③原価改善のやり方等
を指導します。

２日目（9：30-16：30）1日目（9：30-16：30）
①研修導入‥一歩前に進む勉強とは?
　　　　　　      （考え方・進め方）
②やさしく導入‥原価とは？
 　　パン屋さんを始めよう･･練習問題
③いろいろある職場で使っているお金
　　　‥原価の目線
④もっと儲けるようにするやさしい基本
　　　演習‥付加価値をつけて利益を上げる？
                                               ‥発表会
⑤ステップアップ、原価のしくみ‥種類、構成、
                                                    費目

前日のおさらい‥基本に戻り､儲ける改善の見方
⑥原価を掴めば改善のポイントが解る
　　　職場でもやれる方法
　　　やさしいお金と原価のつかみ方（買い物帖）
⑦演習‥中堅社員山口君の挑戦（利益に貢献）
　　　仲間と一緒に、目標をきめて改善に挑戦
                                               ‥発表会
⑧仕事に役立つ‥改善アイデア実践事例紹介
⑨まとめ‥学びとったこと、実行してみる事

製造部門、生産管理、技術部門の中
堅社員､リーダー  (技能系、開発設計
系､事務系､営業系､志高き方であれ
ば可）

F1 人定員 12やさしく学べる原価のしくみと収益改善 2日
コース

【携行品】　電卓，国語辞書

　経営と原価管理の視点、企業会計と原
価の理解、生産性と付加価値、損益分岐
点分析、職場での原価管理の進め方など
について、練習問題、演習など交えて原
価管理・改善の基礎を習得できます。

1日目（9：30-16：30）

定員

プログラム

12

プログラム

F2 原価管理と改善（低減）の進め方

[5]儲ける仕組みと仕掛け
　　⑨損益分岐点と評価･･‥演習-3
　　⑩職場での原価管理と原単位管理
　　⑪経営と原価管理の視点方針から
　　　　　　　　　改善指標への落とし込み方
[5ハーフコストダウン企画･･ＩＥ･ＶＥ･･‥演習-4
　　⑫原価を狂わす固定費
　　⑬原価改善の事例
　　⑭事例に基づく原価改善､ＧＷ演習-5・発表
　　⑮研修で学んだこと､実践することのまとめ

　製造部門の管理監督者、リーダー、
及び候補、生技、購買部門の管理
者、及び候補

２日目（9：30-16：30）
[1]研修概要
　　①経営への参画と考え方
[2]経営への参画
　　②管理監督者の理解･変革職場経営
　　③管理視点の切り替え
[3]会計基本
　　④経営参画のため会計と財務諸表
　　⑤科目と費目(損益計算書、製造原価)
　　⑥利益と原価、原価管理･･‥演習-1
[4]仕組みが解れば見えてくる‥原価の定義､構成
　　⑦経営参画のための構造分析･･‥演習-2
　　⑧理解を深める･生産性と付加価値

2日
コース

人

F. 原価管理 

F1. やさしく学べる原価のしくみと収益改善 

F2. 原価管理と原価低減の進め方 

受講者の声 

・原価の三要素，原単位が役に立った。 

・全て良かった。 
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 稲葉　敦

　　　　　

対象：

開催日：◆2016年11月21日(月)

(申込締切　2016年10月28日（金））

環境を考慮した製品開発、環境マネジメン
ト（ISO14001）、CSR担当者など

1日（9：30-16：30）
1.LCAとは？
2. LCAの国際標準規格と実施方法
3. LCAの応用
4. 最近の動向
5.1. 製品から組織へ
5.2 GHGから様々な環境影響へ

入門 初級 中級 上級

　LCAの基本的な応用方法として、エコデザ
イン、環境効率、製品のカーボンフットプリン
ト（CFP）などを紹介します。さらに、最近話題
になっているSCOPE3、組織のLCA、環境
フットプリント、ホットスポット分析、削減貢献
量評価などについて解説します。

プログラム

20

工学院大学　教授　工学博士

人G1 最先端のLCA　-基礎と最先端の応用を学ぶ- 1日
コース

定員

G１. 最先端のLCA  

    - LCAの基礎と最先端の応用を学ぶ 

G. 環境評価技術 
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：２３，７６０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 吉田 利兵衛　　

YMR吉田経営研究所　所長

対象：

開催日：◆2016年8月22日（月）～23日（火）

(申込締切　2016年7月27日（水））
◆2017年3月8日（水）～9日（木）
(申込締切　2017年2月15日（水））

会場：広島テクノプラザ 受講料：２３，７６０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 吉田 利兵衛　　

YMR吉田経営研究所　所長

対象：

開催日：◆2016年6月20日（月）～21日（火）

(申込締切　2016年5月30日（月））
◆2017年2月13日（月）～14日（火）
(申込締切　2017年2月20日（月））

はじめに
・会社の実務を動かす中堅・幹部社員の役割
１． 中堅・幹部技術者の仕事
　① 重要な4つの仕事
　② 各部門/現場リーダーは現場の経営者の任務を負う
　③ 情報収集・分析と情報配りが人を動かす

　④ 環境変化への適応／不適応と組織の硬直化

２． 問題のタイプと積極的情報収集・分析
　① 問題の３タイプと問題発見力（気づき）
　② 環境分析（SWOT分析）による問題点の検討
　③ 事例研究：産業機器メーカーの海外品との競合対応

　　　革新課題を設定し、解決に向けた全社的取組み

３． 問題発見・解決の基本
　① 問題発見、問題解決の手順
　② 真の問題の追究
　　ロジックツリー、フレームワークの活用

４．フレームワーを活用した事例研究
　①工程管理・・不良率低減の根本解決
　②新商品開発・・顧客に価値を届ける新ビジネスモデの創出
　③競合との優位性評価・・P/L票（損益計算書）から定量評価

　④機能分析・・VE手法を発展させた新たな商品/コスト開発

５．効率的課題解決に向けた考え方
　①基本思考
　　ポジティブ思考、顧客価値に立ち戻る、早期アクション
　②データ採取による定量評価を基本とした革新課題への取
組
　　事例研究：車両架装メーカーの収益改善
　③課題解決の効率化

　　事例研究：自動車メーカーの品質イメージ改善

まとめ

人

「環境変化の中で、変革の芽発見力の強
化」、「情報収集・分析をもとに革新課題を
導く手法の修得」、「効率的に問題解決を
図る手法の修得」を可能にすることを狙と
する。

プログラム
1日目（9：30-16：30） ２日目（9：30-16：30）

20H2

商品企画・開発、技術開発、設
計、生産技術、品質保証、製造技
術、営業部門の中堅社員、若手
マネージャー／リーダー及びその
候補

1日目（9：30-16：30）

若手技術者飛躍のための問題発見・解決の勘どころ 人

③ 収益構造改善検討のフレームワーク　Ｐ／Ｌ表型
分析：
自動車部品製造業の「生産性改善」
④ 商品開発・コスト開発のフレームワーク：「機能分
析」
６． 問題解決の基本思考
① 3つの勘どころ：必ず解決策はある
② 事例研究「トラックボデーメーカーの生産性改善」
７． 問題発見・問題解決活動の効率化
① 検討手順
② ツールを活用した解決策立案
③ 事例研究「自動車メーカーの品質イメージ改善」
８． 自社・自業務のあるべき姿を描こう
① 自社・自業務の見える化：SWOT分析し強味と機会
を明確化
② あるべき姿を描く：目標を設定し問題・課題を明確
化
③ 問題解決に向けた自業務の取り組み方針を決定
する
まとめ

20定員

　「環境変化の中での積極的問題発見力
の強化」・「自ら目標を設定し解決策へ導く
考え方の修得」・「自業務への適用」を可
能にすることを狙いとする。

２日目（9：30-16：30）
はじめに
・ポジティブ思考で取り組む
・キャリアと3つの専門能力・・・自分の立ち位置を確認
する
１． 問題とは何か・・・あるべき姿の描き方
① 問題発見力とあるべき姿を描く訓練
② 変化する環境と従来法（PDCAなど）の活用と課題
２． 問題のタイプと分析
① 問題の３つのタイプ
② 環境分析の武器：「SWOT分析」：送風機メーカーの
事例
３． 問題発見・問題解決の手順
４． 真の問題・原因の追究・・・もれなく、重なりなく考
える
「ロジックツリー」と「フレームワーク」の徹底活用
５． 活用頻度の高い「フレームワーク」と事例研究
① 工程管理のフレームワーク：機械加工業の「不良
率低減」
② 商品開発のフレームワーク：「ビジネスモデル」の
検討

プログラム

商品企画・開発、技術開発、設
計、生産技術、品質保証、製造技
術、営業部門の若手技術者

中級入門 上級初級

2日
コースH1

中堅・幹部技術者のための革新課題の設定と解決の勘どころ 2日
コース

定員

H. ビジネススキル 

H1. 若手技術者飛躍のための問題発見・解決 

   の勘どころ 

H3. 相手の心に届くプレゼンテーション 

H2. 中堅・幹部技術者のための革新課題の設定 

   と解決の勘どころ 

H5. プレゼンテーションのための視覚表現 

H4. 不確実な環境，危機における意思決定に効果的な 

      クリティカル・シンキング 

H6. 人材育成のためのコーチング技法 
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場： 広島オフィスセンター(9月） 受講料：１５，１２０円

広島テクノプラザ（3月） (税込） テキスト代が含まれています。

講師： 常松　玲子　　

目白大学　教授

対象：

開催日：◆2016年9月5日（月）

(申込締切　2016年8月10日（水））

◆2017年3月13日（月）

(申込締切　2017年2月20日（月））

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　　新田　茂樹
(株)広島テクノプラザ

対象：

開催日：◆2016年12月19日(月)

（申込締切　2016年11月28日(月)）

会場：広島テクノプラザ 受講料：２８，０８０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 濱野　勝　　

レドリーパソコン教室

対象：

開催日：◆2016年6月23日(木)～24日(金)

(申込締切　2016年6月6日(月））

1日（9：30-16：30）

・情報を的確に取捨選択し，正しい判断をし
たい方
・複雑な問題・課題を前に悩むばかりで解決
に向けた取り組みが難しいと感じている方
・意思決定に自信が持てず実行に移れない
方

　本研修の目的は，人が陥りやすい思考の偏り
や先入観を自覚した上で，それを脱却して論理
的な思考方法を身に付けることにより生産的な
意思決定と解決行動ができるようになることで
す。
　正しい判断を行うために自分自身を知ること
から始め，「因果関係の推定」，「問題解決」，
「意思決定」，そのための「議論」を題材にして
います。

１　なぜクリティカル・シンキングが必要か？
　①不確実な環境，危機時に陥りやすい認知の
偏り
　②クリティカル・シンキングとロジカル・
　　シンキング
２　自己認識の難しさと他者認識の偏りについ
て
　①自分自身を合理的に認識する
　②他者行動の説明
　③演習
３　因果関係の推定
　①原因の種類
　②因果関係を決定する規準
　③陥りやすい誤った推論
　④演習

プログラム

４　問題を解決する
　①問題とは何か
　②効果的な問題解決法
　③陥りやすい誤り　　　④演習
５　意思決定をする
　①意思決定モデル
　②陥りやすい誤り
　③意思決定が誤りだと分かったとき
　④演習
６　良い議論・悪い議論
　①議論とは何か　②演繹的議論と帰納的議
論
　③議論の誤り　④演習
７．まとめ

H5 プレゼンテーションのための視覚表現 2日
コース

定員

H3

　相手（聴き手）の立場になって一方通行に
ならない、相手を納得させるプレゼンテーショ
ンスキルが身につきます。
　心理学理論に基づき、当研修は自己分析
からスタートし、論理構成、具体的な資料準
備や発表スキルへと進めていきます。

プログラム

定員 人

プレゼンテーションスキルをより一
層向上させたい方

1日
コース

20

１. 自分自身の行動パターン分析
２. プレゼンテーションの基本構成
３. 論理＆内容組立のポイント
４. 資料準備のポイント
５. 視覚情報の印象効果と活用
６. 聴覚情報の印象効果と活用
７. プレゼンテーションでの基本的なビジネスマナー

1日（9：30-16：30）

H4 １日
コース

不確実な環境，危機時の意思決定に効果的な

クリティカル・シンキング
20

相手の心に届くプレゼンテーション

人定員

10 人

プレゼンテーションで最も重要な要素のひ
とつ「視覚的表現方法」を「デザイン＆レイ
アウト」と「構成」の角度からとらえます。
「名画で学ぶ構図論」や「レイアウト構
造」，「色使い」，「グラフ」などの実習を通
じて習得できます。

プログラム
1日目（9：30-16：30） ２日目（9：30-16：30）

＜プレゼンテーション概念とレイアウト＞
　　プレゼンテーション概念／名画で学ぶ構図論(黄金
分割と黄金点、中心線の法則、視線誘導等)／構成要
素の割付／三分の二法／ベーシックパターン(モンドリ
アンのレイアウトパターン)
＜レイアウト実習＞
　　レイアウト構造／色使い／相関配色
＜グラフ実習＞
　　効果的表現法／ダイナミック(動的)グラフ
＜フォント実習＞
　　フォント使い／メリハリ／フォントカラー
＜プレゼンテーション構成＞
　　ストーリーとコマ割／ベーシックパターン

＜プレゼンテーション制作＞
　　前日の復習と理解度確認/
　　重要点の質疑応答
＜課題制作＞
　　配布課題・資料等で
　　各自、プレゼンテーション制作
＜発表/意見交換/質疑応答等＞

投資家，顧客，上司への説明，説得
のためプレゼンテーションする機会の
ある方

受講者の声 

・黄金比率，モンドリアンパターンなど写真のレイアウトの考え方が役立つ。 
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 山本　紀道　　

(株)ルネサンス 代表取締役

対象：

開催日：◆2016年10月24日（月）

(申込締切　2016年9月30日(金)）

　講師が模範演技をし、これを参考にし
て、受講生はロールプレイングを実践し、
部下育成のやり方の実体験を通じて習得
いただく内容の研修です。

プログラム
1日（9：30-16：30）

１　優れたコーチング能力について学ぶ
２　動機付けについて学ぶ
３　コーチングスキルについて（ロールプレイング）
　①　傾聴のスキル
　②　フィードバック
　③　質問のスキル
　④　承認
　⑤　ペーシング
４　コーチング実習
　①　コーチング基本実習
　②　目標面談コーチング応用実習

製造現場の管理・監督者、間接部
門のリーダー～幹部社員

H6 人材育成のためのコーチング技法 1日
コース

定員 20 人
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：４１，０４０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 土山　ゆかり　　

マンパワーグループ(株)

対象：

開催日：◆2016年5月18日(水)～20日(金)

（申込締切　2016年4月21日(木)）

◆2016年11月16日(水)～18日(金)

（申込締切　2016年10月25日(火)）

会場：広島テクノプラザ 受講料：４１，０４０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 土山　ゆかり　　

マンパワーグループ(株)

対象：

開催日：◆2016年9月28日（水）～30日（金）

(申込締切　2016年9月5日（月））

◆2017年1月25日(水)～27日(金)

(申込締切　2016年12月27日(火))

I 1

定員Ａｃｃｅｓｓ-応用（2010） 10

データベース技術を学んで、様々な管理
業務のデータを効率よく正確に管理、活用
しましょう！本研修では、マイクロソフト社
のデータベースソフト「Ａｃｃｅｓｓ２０１０」を
用いて、データベースの概念、作成方法、
操作・活用技術を習得していただきます。

プログラム

人I 2 3日
コース

※全日程、パソコン演習となります。データの持ち帰りがご希望の方は、ウイルスチェック
済のＵＳＢメモリやメモリカードをご持参ください。

入門 初級 中級 上級

パソコンの基本操作（文字入力・
マウス操作）が可能な方で、デー
タベースを活用し管理資料の作
成，報告書の作成をしたい方

1日目（9：30-16：30）
１．データベース概要
２．Ａｃｃｅｓｓの基礎知識
３．データベースの設計と作成
４．テーブルによるデータの格
　　納
５．リレーションシップの作成
６．クエリによるデータの加工
問題演習

７．クエリの活用１
８．フォームによるデータの
　　入力
９．クエリによるデータの抽
　　出と集計
問題演習

１０．クエリの活用２
１１．レポートによるデータ
　　の印刷
１２．便利な機能
問題演習

人

2日目（9：30～16：30） 3日目（9：30～16：30）

定員
3日

コースＡｃｃｅｓｓ-入門（2010） 10

１０．メイン・サブレポートの
　　　作成
１１．レポートの活用
１２．便利な機能
１３．マクロ概要
１４．マクロの作成と実行
      問題演習

１．データベース概要
２．会員管理データベースの
    概要
３．テーブルの活用
４．リレーションシップと参照整
　　合性
５．クエリの活用
     問題演習

本研修は、マイクロソフト社のデータベー
スソフト「Ａｃｃｅｓｓ２０１０」を用いて、データ
ベースの効果的な活用技術を学ぶ応用編
です。「Ａｃｃｅｓｓ」のウィザード（設計支
援）、アクションクエリ、マクロ（プログラミン
グレスで行う定型業務の自動化）等の機
能を習得していただきます。

2日目（9：30～16：30） 3日目（9：30～16：30）

プログラム
1日目（9：30-16：30）

「Ａｃｃｅｓｓ-入門（２０１０）」を受講
された方。又は、同等のレベルの
方で、データの効率的な入力・加
工技術を学びたい方

６．アクションクエリと
    不一致
　　クエリの作成
７．販売管理データベース
　　の概要
８．フォームの活用
９．メイン・サブフォームの
　　作成
    問題演習

※全日程、パソコン演習となります。データの持ち帰りがご希望の方は、ウイルスチェック
済のＵＳＢメモリやメモリカードをご持参ください。

I. PCソフト活用 

I4. Excelの実務活用  - 一般応用編(2010) 

I5. Excelの実務活用  - マクロVBA編(2010) 

I1. Access-入門（2010） 

I2. Access-応用（2010） 

I3. Access-応用ⅡVBA（2010） 

受講者の声 

・クエリ更新，売上げ明細，伝票の作成が役に立った。 
 

受講者の声 

・クエリで条件を絞ってのアウトプットが業務に応用できる。 

・自社のプログラムの修正に使える。 
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：２８，０８０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 土山　ゆかり　　

マンパワーグループ(株)

対象：

開催日 ◆2017年2月15日（水）～16日（木）

（申込締切　2017年1月25日（水）　）

会場：広島テクノプラザ 受講料：２８，０８０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 土山　ゆかり　　

マンパワーグループ(株)

対象：

開催日 ◆2016年4月20日(水)～21日(木)

（申込締切　2016年3月30日(木)）

◆2016年10月26日(水)～27日(木)

（申込締切　2016年10月4日(火)）

会場：広島テクノプラザ 受講料：２８，０８０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 土山　ゆかり　　

マンパワーグループ(株)

対象：

開催日 ◆2016年6月15日(水)～16日(木)

（申込締切　2016年5月25日(水)）

◆2016年12月7日(水)～8日(木)

（申込締切　2016年11月15日(火)）

６．プロシージャの制御構造
　・条件判定／繰り返し
７．データアクセスオブジェクト（ＤＡＯ）概要
８．ＳＱＬ概要
９．レポートの活用
　・罫線／オブジェクトの制御
　・集計処理

人10定員
2日

コースＡｃｃｅｓｓ-応用ⅡＶＢＡ（2010）

1日目（9：30-16：30）

　Ａｃｃｅｓｓのマクロは、様々なアクションを
登録して操作を自動化する仕組みです。
人為的なミスを防ぎ、誰にでも使い易いシ
ステムを効率よく構築できます。さらにＶＢ
Ａを使って、マクロだけでは制御できない
複雑な処理を自動化し、日常業務のシス
テム化・効率化を進めましょう。

２日目（9：30-16：30）
プログラム

１．データベース概要
２．マクロの作成
３．ＶＢＡ（イベントプロシージャ）の作成
４．フォームの活用
　・入力支援機能
　・絞り込み（フィルター）
５．変数の活用
　メインメニュー（フォーム）の作成／
　コマンドボタンの作成／
　マクロ（登録・検索・編集・印刷）の作成／
　イベントへの割当／動作確認

「Ａｃｃｅｓｓ（応用）２０１０」を受講された
方。又は、同等のレベルの方。データ
の管理・分析業務に携わる方、業務
の定型化・効率化に役立つ技術を学
びたい方。

I 3

全日程、パソコン演習となります。
データの持ち帰りがご希望の方は、ウイルスチェック済のＵＳＢメモリやメモリカードを
ご持参ください。
質疑応答は随時行います。
業務上の課題をお持ちの方は、受講申込書にご記入いただくか、休憩時間にご相談く
ださい。

人定員
2日

コースＥｘｃｅｌの実務活用-一般応用編（2010）

プログラム
２日目（9：30-16：30）

１．関数の利用
（ROUND、RANK、IF、IFのネスト、VLOOKUP
他）
２．表作成の応用
(条件付き書式、ユーザー定義、入力規則他）
３．グラフの活用
（複合グラフ、補助縦棒グラフ付き円グラフ他）

４．グラフィックの利用
（SmartArtグラフィック、図形他）
５．複数ブックの操作（集計、統合他）
６．データベースの活用（集計、テーブル変換
他）
７．ピボットテーブル／グラフの作成
８．マクロの作成（マクロ作成、実行、削除）
９．便利な機能
（検索・置換、諸設定、ファイル形式他）

表計算ソフト「Ｅｘｃｅｌ」を十分使いこなすた
めの応用研修 です。高度で効率的な機
能を使いこなせるように，応用的な実作業
例を用いて、表・ グラフ作成，関数，効率
的な集計処理・自動化などのマクロ機能を
習得していただきます。

「Ｅｘｃｅｌ」の基本操作（ΣオートＳ
ＵＭ機能の利用程度）が可能な方

I 4

1日目（9：30-16：30）

10

人

「Ｅｘｃｅｌ」の基礎レベルが習得済
みの方で、管理資料・報告書の業
務にかかわる方

全日程、パソコン演習となります。
データの持ち帰りがご希望の方は、ウイルスチェック済のＵＳＢメモリやメモリカードを
ご持参ください。
質疑応答は随時行います。
業務上の課題をお持ちの方は、受講申込書にご記入ください。可能な範囲でサンプル
プログラムを作成、演習課題の題材にすることで、実務でご利用いただけます。

Eｘｃｅｌの基本機能をマスターされた方を対象
に、マクロやプログラミング言語「ＶＢＡ」を習得
します。繰り返し行う処理や、チェック作業、
データの振り分けなどをマクロで自動化するこ
とで、日常業務をさらに効率よく行う技術が身
に付きます。

プログラム
1日目（9：30-16：30）

１．マクロ／ＶＢＡの基礎知識
２．マクロの作成
３．マクロの編集
４．便利な機能
５．モジュールとプロシージャ

６．ワークシートとセルの操作
７．変数と制御構造
８．サンプルプログラムの作成
９．デバック

２日目（9：30-16：30）

I 5 Ｅｘｃｅｌの実務活用-マクロＶＢＡ編（2010） 10定員
2日

コース
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

● 受講申し込みプロセス

（1） 受講申込
受講申込書に所定事項を記入して，EメールまたはFAXでお申込みください。
Eメールでお申込みの場合はEメール件名に研修コースを記載してください。

（2） 研修受講受付確認票の送信
広島テクノプラザから申込責任者に《研修受講受付確認票》を、申込締切日までに送付します。　

（3） 受講料の支払
研修初日に請求書をお渡ししますので、当社指定口座にお振込ください。

（4） キャンセルの場合：申込締切日までにご連絡ください。
申込締切日の翌日以降のキャンセルの場合にはタイミングに応じて規定のキャンセル料を頂きます。
ただし、代理受講の場合は不要です。

キャンセル料（受講料に対する％で表します）

　▲20％【申込締切日翌日～8日前】　　　▲100％【7日前～開始日、あるいは連絡が無かった場合】

日数は，研修開始日を基点とした営業日（土日・祝祭日・休業日（8月13日～16日，12月29日～1月4日）

を除いた日数）です。

（5） 　開催中止の場合があります。
　開催最小人数を下回るなど止むを得ず中止する場合開催中止連絡を申込責任者に送付します。

受講申込から受講までの流れ

広島テクノプラザ営業日にて

-16日 -15日 -14日 ～ -8日 -7日 -3日 -2日 -1日 X

申込締切 研修日

☆受講

広島テクノプラザ

受講者

20％ 100％キャンセル料
(受講料に対する％）

（土日・祝祭日・休業日（8月13日～16日，12月29日～翌年1月4日）を除いた日数）

～

①受講申込書を
送信下さい

③研修受講受付確認票を
送信します

④応募者数が開催最少人数を下回るなど、
止むを得ず中止する場合には、

開催中止連絡を送信します

②キャンセルは申込締切日
までに送信ください
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

● 広島テクノプラザ研修施設

● 研修助成金制度の紹介

当社の研修を受講すると、次の補助金の助成を受けることもできます。

◆ 「キャリア形成促進助成金」（厚生労働省）

◆ 「東広島市ものづくり技術高度化研修事業」（東広島市）

◆ 「福山市経営力強化人材育成事業補助金」（福山市）

● 宿泊ガイド

宿泊室がありますのでご利用ください。

◆ 宿 泊 施 設 ： シングルルーム（バス・シャワートイレ、詳しくはホームページをご参照ください）

◆ 宿 泊 料 金 ： Ｓ1（13.1㎡） 23室 ：通常料金 1泊 4,320円→【割引料金 1泊 3,240円】

Ｓ2（19.7㎡）  3室 ：通常料金 1泊 5,400円→【割引料金 1泊 4,320円】

◆ 手　　　続 ： 「受講申込書」の 欄へご記入ください。

注意 ： 電話，インターネット宿泊サイトからの申込みは割引対象外とします。

割引料金の適用は，研修当日及びその前日です。

※1  宿泊希望日・部屋タイプ

パソコン：10台＋講師用1台 

 レストラン ニューテクノ    営業時間・・・・11：00～15：00（ランチ） 

  ℡：082-424-2400         定休日・・・・土曜・日曜・祝祭日・8月13日～16日・12月29日～１月4日 
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

[MEMO]
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

36



広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

E-mail：　kensyu-m(at)h-techno.co.jp  (at)を＠に変換し、添付ファイルにてお送りください。
FAX　：　082-420-0501

き
り
と
り

 

申込書 裏面 
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

● 受託研修のお奨め

・個別企業独自のニーズに対応した研修にできる

・社内の人材育成プロセスに直接リンクできる

・他社社員を気にすることなく深い議論ができる

・管理職層のOJT負担を軽減できる

　　　多忙化するプレーイングマネジャーに対応

・講師をお客様企業に出張させることで受講者の利便性が上がる

・機械製図コース

　　　入門（三角法を学ぶ），初級（JISを学ぶ），中級（図面が描ける）

・機械工学概論　

　　　金属＆非金属材料学，材料力学，機械要素学，機械加工学

・電子回路基礎講座

　　　電子回路素子，増幅回路，発振回路，変調・復調回路， パルス回路， 電源回路

・技術者のためのマーケティング技法

　　　商品・新機能の開発において数値化しにくい顧客の感性の見える化の理論と

　　　応用を習得。

・技術者のためのプレゼンテーション構成力

　　　開発投資の意思決定，お客様への技術訴求に応用

・企業からのご要望を基に新設を検討

日立オートモーティブシステムズ阪神(株)様　：　ロジカル・シンキング

マツダ(株)様　：　 新入社員指定研修 機械製図，　機械製図技能検定訓練，　工業英語-中級　
問題発見・問題解決の勘どころ，　プレゼンテーションのための視覚表現

商品企画・開発のための多変量解析，　相手の心に届くプレゼンテーション　

(株)東洋シート様　：　電子回路基礎講座（全10回）

西川ゴム工業(株)様　：　品質工学

受託研修のねらい 

受託研修の講座例(ご検討用) 

受託研修実績 
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

● 広島テクノプラザ研修講師一覧 50音順/敬称略

網本　徳茂　 江原　隆一郎　

石井　明弘　 大庭　敏之

石川　正臣　 岡田　嘉久

泉　 旦 茂 川口　恭則

稲葉　敦 喜多　秀紀

井上　勝雄 草川　紀久

宇山　晃生 栗山　琢次

工場経営ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞFOUNTAIN 代表
自動車メーカーで、鋳造工程から総組立工程
までの全ての生産現場、さらに外注会社の生
産現場の改善指導あたった経歴を持つ。現在
は海外企業の技術指導を行うとともに、独立行
政法人から中小企業の経営支援を委嘱され、
１０年近く指導支援を行っている。

広島国際大学 教授 博士（工学）
（心理科学部　大学院感性デザイン学専攻/コ
ミュニケーション心理学科）・三菱電機(株)デザ
イン研究所インタフェースデザイン部長を経て
現職。・著書：インタフェースデザインの教科書
（丸善出版）ほか多数。・セミナー/講演会/研
修：わくわく感のための商品企画とインタフェー
スデザイン（東京）ほか多数。

工学院大学　教授　工学博士
 1981年東京大学化学工学博士課程修了。同
年、公害資源研究所（現・産業技術総合研究
所）入所。1984年より米国商務省標準局火災
研究所、1989年よりオーストリア国際応用シス
テム研究所、客員研究員。2001年より産業技
術総合研究所ライフサイクルアセスメント研究
センター長。また、2005年より東京大学人工物
工学研究センター教授。2009年４月より現職。

ＫＥアシスト
　トヨタ自動車(株)生産技術、生産調査室、元
町工場、トヨタ海外出向者育成部門ＧＰＣ主査
としてグローバル人材育成制度構築、出向者・
現地人管理監督者指導，国内中堅精密機械
メーカー転籍　品質管理部長・工場長歴任。
中部産業連盟上席主任コンサルタントとして国
内企業,メキシコ自動車部品メーカー等多数指
導。

喜多設計研究所　代表
自動車メーカーで設計・開発管理・技術者教育
を歴任。機械・電機・化学など多種・多数の
製造企業から委託を受け、技術研修講師・実
務課題のコンサルティングなどの豊富な経験を
積んでいます。広島テクノプラザの研修では、
全国から受講の申込みがあります。

高分子環境情報研究所　所長
三菱レイヨン（株）に約20年、デュポン・ジャパン
（株）に約10年勤務し、プラスチック材料の開発
研究・市場開発に従事したあと、高分子環境情
報研究所を主宰し現在に至る。著書：「よくわか
るプラスチックリサイクル」草川紀久著（工業調
査会、㈱ジービー）、「自動車と高分子材料」草
川紀久監修（シーエムシー出版） その他プラス
チックに関する著書多数。

(有)ＰＭＣ経営研究所　専任講師　中小企業診
断士
自動車メーカーで、購買取引先工程改善、人
材育成支援に取り組む。その後、地域中小企
業に対して経営診断、ものづくり改善、ISO認
証、人材育成（原価改善、生産管理、IE）支援
に携わる｡　中小企業診断士として「IEマン養成
講座」、「生産管理セミナー」講師もするなど活
躍中。

ライト電業(株)広島支店
システムエンジニア

マツダ(株)　電子開発部　電子実研グループ。
自動車メーカーにて約30年EMC業務に従事し，
ほぼ総ての車種の開発を経験してきました。
ここで得られた知見を、電装部品メーカーでの
開発に役立て頂き，電装品メーカーと自動車
メーカーのWin-Winの関係強化を図りたいと考
えています。

大庭塾　代表
自動車メーカー（日産自動車材料技術部）で、
樹脂部品の開発、リサイクル等環境問題、品
質問題を担当。退職後は，2014年に高分子学
会などで基調講演、IPFなど展示会で企画、講
演等多数。執筆もプラスチックエージ、Polyfile、
化学経済、工業材料など。

ＱＣ上級指導士。
自動車メーカーで、生産技術、生産企画、品質
保証などに関わり、全社の品質管理教育を多
数実践。社外では、（一財）日本規格協会広島
支部の講師会メンバーとして多数のセミナー講
師を担当。また、（一財）日本科学技術連盟の
QCサークル本部では長年にわたり、本部認定
指導員及び「QCサークル」誌の編集委員を歴
任。

(有)ＰＭＣ経営研究所　専任講師
自動車メーカーの製造現場で、新入社員教
育、品質管理、工程管理、原価管理、職場改
善、中堅社員教育、技能教育など幅広く歴任。
また、海外工場立ち上げ、品質管理システム
の導入などにも携わってきた。これらの経験か
ら中小企業への「４Ｓ活動の推進」「社員教育」
への支援を行っている(広島テクノプラザ講
師)。

ﾌﾞﾘｭｴﾙ・ｹｱｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ　工学博士
振動・騒音計測関連の測定技術の研究、並び
に測定に関する教育に従事。現在、関西大学
非常勤講師。主な著書（共著）：「モーダル解析
入門」(オーム社1987.10) 「機械騒音ハンドブッ
ク」(産業図書1991.10)「騒音レベル測定マニュ
アル」((社)日本環境測定分析協会1998.12)他

福岡大学材料技術研究所客員教授　工学博士
九州工業大学、コネテイカツト州立大学、香川大
学、広島工業大学、三菱重工業(株)において約50
年にわたり構造材料の疲労、環境脆性および耐
食材料の開発に関する研究に従事。基礎のみな
らず現場での問題に詳しい。論文、解説記事、著
書(分担執筆)など多数。日本機会学会フェロー、
腐食防食学会名誉会員。
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佐々木　圭太 土山　ゆかり

佐野　潔　 常松　玲子

中西　邦治

新宅　武昭　

菅崎　英雄 濱野　勝

住田　千鶴子 日野　実

(株)広島テクノプラザ　常務取締役
　自動車メーカーで材料技術開発の実務・マ
ネージメント、技術研究所の研究企画、車両安
全技術の戦略策定に従事。また、国の産業ク
ラスター計画推進に参画。東京工業大学およ
び広島大学非常勤講師の経験あり。現在、広
島テクノプラザで技術領域の事業統括。大阪
大学理学部化学科卒、山口大学大学院技術
経営修士（専門職）。自動車技術会フェロー。

マンパワーグループ株式会社
コンピュータメーカーのシステムエンジニアとし
て、顧客・販売会社を対象とした技術支援・技
術教育業務、基幹業務パッケージソフトの拡販
業務に従事。現在は、企業・官公庁向けパソコ
ン研修・コンプライアンス研修、各種教育機関
における情報処理技術講座、職業訓練校での
キャリア育成教育を行っている。

一級機械製図技能士・機械科職業訓練指導員
自動車メーカーで、設計業務を長年担当。ま
た、機械製図について、技術者教育を担当。
マツダ株式会社　社員研修「機械製図」講師。

大阪電気通信大学客員研究員　工学博士
家電メーカー（パナソニック㈱）でエアコン関連
の低騒音化および高効率化のための要素技
術開発に従事。
ブリュエル・ケアー・ジャパン講師、東京都立産
業技術センター講師、パナソニック（株）
技術研修講師、騒音・振動コンサルタント業務
等の豊富な経験を持つ。

目白大学 　教授
専門：キャリア教育。著書：「キャリアデザインへ
の挑戦」（共著）経営書院他。資格：経団連キャ
リア・アドバイザー、パフォーマンスカウンセ
ラー、他。セミナー／講演会／研修プレゼン
テーション、コミュニケーション、キャリアデザイ
ン、就職支援関連、新入社員、女性再就職、ビ
ジネス・医療マナー、資格取得関連　他

(株)広島テクノプラザ
　造船会社で船体設計，自動車メーカで基本設計
/商品の安全技術・環境技術のコーポレート戦略
策定に従事。日本中型造船工業会委員，日本自
動車工業会委員，自動車技術会関西支部委員を
歴任。R&DManagement学会,SAE,日本行動計量
学会に所属し，技術経営，環境管理の講演・論文
多数。著書（翻訳）「人生の行き先を知らなければ
行くべきところには行けない(D. P. Campbell)」

コンサルタント
自動車ﾒｰｶｰ、部品ﾒｰｶｰ、総合商社にて生産
技術、海外進出計画、現地会社運営、営業支
援に従事した。その後、中小企業基盤整備機
構アドバイザ、技術翻訳業務を経験。
語学スキル領域では、TEP（科学・工業英語検
定試験）１級、通訳案内士試験（英語）、実用英
語検定試験１級のほか、独語技能検定試験２
級など。

(株)広島テクノプラザ　ＥＭＣセンター
芝浦工業大学工学部通信工学科卒業後，大手家
電メーカーにてアナログ回路設計、デジタル回路
設計，ソフトウエア開発に携わり、様々な電化製品
の商品開発を経験する。また，海外設計会社に
て，現地技術者への技術指導を行う。定年退職後
には，設計会社にて回路設計，ソフトウエア開発
に携わる。現在は、広島テクノプラザのＥＭＣセン
ターで、多くの企業へ技術指導を行っている。

(有)品質経営 代表取締役　シニアコンサルタン
ト
自動車メーカーの関連会社において“ＫＫＤ”の
製品つくりを、トップダウンで革新的な“しくみ”
再構築・運用し、その後中小企業向けに”トップ
ダウンの新製品開発のしくみ”としてコンサル
ティングを通じて中小企業に展開している。

中塚　博

下脇 一晴　

城迫　勝則

新田　茂樹

ｽﾐﾀ･ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･ｾﾝﾀｰ&ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
 ｼﾞｪﾈﾗﾙ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ
元労働省管轄海外職業訓練協（OVTA）国際ア
ドバイサー
グローバル人材育成センターアドバイザー
日･タイ･英 　国際会議通訳/翻訳家
クロス･カルチャー･マネージメント社講師
在タイ日系企業コンサルタント

広島工業大学　教授　博士（工学）
川崎重工業にて航空機関連の材料研究に従
事し、その後岡山県工業技術センターに24年
間勤務。金属材料に関する地域企業の技術的
な支援やものづくりに直結した研究を行い、現
在、広島工業大学にて材料力学講座を担当。
金属材料の高機能化に関する研究論文、解説
論文、著書　など約250編。金属関連の多数の
学協会の役員を歴任。

(株)広島テクノプラザ　ＥＭＣセンター
京都大学電気工学科卒業後，大手家電メー
カーにて低周波、高周波、電力増幅、電源、送
受信機など全般にわたりアナログ回路、デジタ
ル回路の設計に携わる。さらに、ＥＭＣ対策、
デジタル放送など最先端技術の導入、技術者
教育に従事。現在は、広島テクノプラザのＥＭ
Ｃセンターで、多くの企業へ技術指導を行って
いる。

(有)ＰＭＣ経営研究所　代表取締役
人事院式監督者研修指導者登録№c-5382
号。大手企業の製造部門で、現場職長や自動
化省力化装置開発設計、関係会社の再建・管
理監督者教育に取り組む。品質管理日本代表
FＱＣＴ海外派遣団員，全銀協会の財務検定指
導委員､広島産業振興機構の企業アドバイ
ザーを歴任。科学技術庁長官表彰受賞（創意
工夫改善）。

レドリーパソコン教室
広告代理店で長くアートディレクターを務めた
あと、フリーランスとして首都圏で活動。その
後、外資系ソフトウェアメーカーで営業戦略(セ
ミナー開発、テキスト開発)を担当。広島帰郷
後、デジタルイメージングに特化した講座を中
心に展開。広島経済大学メディア情報学科非
常勤講師(DTP/デザインレイアウト)、NHK文化
センター広島教室講師を歴任。

40



広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

平見　尚隆 山下　肇

三根生　晋 山田　洋史

村上　哲朗

山口　統平 吉田　利兵衛

YMR吉田経営研究所　所長
自動車メーカーの設計開発部門で約30年間、
商品力・性能改善研究、コスト開発、品質改善
等の開発課題解決に取り組む。1999年、経営
コンサル業を起業し、製造業を主に、新商品開
発・新規事業展開、収益改善（問題発見・問題
解決、生産性改善）等を支援。100社余の改善
支援実績を有す。

山本　紀道

コンサルタント
日・米の自動車会社・コンポーネント製造会社
勤務中に設計・企画・製造・品質・営業支援と
広範な実務経験を持つ、駐米歴１３年。技術領
域（機械工学）を背景として、英語力を武器に
欧・米・アジアの各社と多彩な実務を経験。工
業英語については早稲田大学の特別セミ
ナー、科学工業英語（篠田義明氏）を受講して
TEP2級を取得。実用英語TOEIC:925

㈱ルネサンス　代表取締役　 社会保険労務士,
中小企業大学校講師，中小企業基盤整備機
構/東京商工会議所/広島商工会議所/広島県
/広島市等の経営支援アドバイザー。200社を
超える大手・中堅・中小企業の人事コンサル
ティング実績。シンプルでわかりやすく、その実
効性は定評があり、また、コーチングを使った
経営教育は、即現場で実践できるので、講師と
して高い評価を得ている。

村上設計研究所
自動車メーカーで、設計、開発、VE推進を歴
任。自動車情報事典（大車林、三栄書房）共同
執筆。中国一円および東京の企業にﾓﾉ造り＆
VE指導、大学で技術系講師

アドバン・コンサルティング合同会社 代表
自動車メーカーで技術開発に携わり、いくつか
の世界初技術の開発。新商品開発や世界の
環境安全法規対応などの分野で部長職を担
う。さらに全社の商品開発プロセス革新に取り
組む。退職後は３年間米国の大手自動車メー
カーで、テクニカルアドバイザーとして業務革新
を指導。現在は(独)中小機構 中国本部で、中
小企業の新事業を支援中。

マツダ(株)　品質保証部　主幹,　Ph.D.
シックスシグマ・マスターブラックベルトとして全社
品質革新活動を推進、ブラックベルトやグリーンベ
ルトを多数養成。QFD、TRIZ、品質工学を活用し
たプロジェクトを指導。現在は材料分析の視点か
ら品質開発活動に従事。東京工業大学大学院修
士、米イリノイ大学大学院博士。PMP(Project
Management Professional) (2005～2008年)。
JQA(日本経営品質賞)認定セルフアセッサー
(2006～2008年)。品質工学会会員。

マツダ(株)　技術研究所　アシスタント・マネジャー
長崎大学大学院 （博士前期課程）修了後、セラ
ミックメーカでシックスシグマを活用した製品開発
業務を経て現在に至る。金属および無機材料の
分析業務に従事。現在は、材料の微細構造を分
析するために大型放射光施設での分析実験、後
進の育成に取り組んでいる。

広島大学　特任教授　（ケンブリッジ大学　Ph.D）
　早稲田大学大学院（理工学部）修了後，日米自
動車メーカーにて研究開発・企画業務に従事。海
外での業務歴10年超（アメリカ/イギリス/ドイツ）。
メキシコにおいては，現地法人のマネジメントも経
験。ケンブリッジ英語検定プロフィシエンシーレベ
ル（CPE），スペイン語検定試験（DELE）B1，CFP,
中小企業診断士。著書「企業で必要な英語コミュ
ニケーション力を身につける」（ベレ出版）。
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● 研修会場のご案内

〒739-0046
広島県東広島市鏡山三丁目13番26号
電話　082（420）0500　 【 電車でお越しのお客様へ 】

・JR西条駅で下車 ⇒ バス 7番のりば

 ⇒ JRバス 西条線 

「水源地前」バス停で下車

（広島国際大学、広・呉駅方面行き）

【 新幹線でお越しのお客様へ 】
・JR東広島駅で下車

 ⇒ タクシーで約10分

※JR東広島駅から広島テクノプラザ方面

への公共交通機関はございません

【 飛行機でお越しのお客様へ 】
・広島空港 ⇒ 芸陽バス 広島空港連絡バス

「JR白市駅」で下車 ⇒ 山陽本線（在来線）

「JR西条駅」で下車 ⇒バス 7番のりば 

 ⇒ JRバス 西条線 

「水源地前」バス停で下車

（広島国際大学、広・呉駅方面行き）

【 車でお越しのお客様へ 】
・無料駐車場有り　120台収容可

〒732-0805　
広島県広島市南区東荒神町3-35 
電話　082（263）8600 【 電車・新幹線でお越しのお客様へ 】

・広島駅で下車　徒歩7分

 ⇒ 広島駅南口を出て、左手側に進む

線路を左手に、「カープロード」と

呼ばれるマツダスタジアムに向かう

地面が赤い道を進む。

荒神陸橋をぐり広島インテリジェント

ホテル本館の右手。

【 飛行機でお越しのお客様へ 】
・広島空港 ⇒ 広島空港リムジンバス

「広島駅新幹線口」で下車

・広島空港 ⇒ 芸陽バス 広島空港連絡バス

「JR白市駅」で下車 ⇒ 山陽本線（在来線）

「JR広島駅」で下車 

【 車でお越しのお客様へ 】
・広島オフィスセンターと広島インテリジェント

　ホテル本館の間に駐車場入り口。

駐車料金は、20分80円。

・周辺にその他の有料駐車場有り。

広島会場 広島オフィスセンター

交通案内

東広島会場 広島テクノプラザ

交通案内
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