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1 手軽Arduinoマイコンの活用塾 ～IoT応用編～ 8/8 20
日本工学院専門学校｛東京都大田区西蒲田５－２３－
２２｝JR京浜東北線･東急池上線･東急多摩川線｢蒲田｣
駅西口徒歩約2分　「学校法人片柳学園」

¥0
Arduinoは初心者でも手軽に扱える優れた教育用マイコンです。今回は、小型Wi-Fiモジュール(ESP32)を搭載したM5Stackを使用し、IoTや
M2M、画像認識などのクラウド技術を学んでいきます。

1

2 REVITによるBIMの操作体験 8/8 20 〃 ¥0
REVITによるBIMの操作体験を行います。1.BIMの概要説明　2.BIMの操作　3.建築ビジュアライゼーションを行い、BIMの基本操作と可能性を
学びます。

1

3 二級建築士製図試験解法テクニック 8/8 20 オンライン（ZOOM）講習会　「学校法人片柳学園」 ¥0
オンラインにより、二級建築士の早期受験に向けて、製図試験対策を行います。法改正された点を網羅した問題を分析した上でエスキスを実践
してもらい、そのポイントを詳しく解説します。また、スピードアップ製図方法について解説を行います。

1

4 初めての3Dプリンター　 8/8 20
日本工学院専門学校｛東京都大田区西蒲田５－２３－
２２｝JR京浜東北線･東急池上線･東急多摩川線｢蒲田｣
駅西口徒歩約2分　「学校法人片柳学園」

¥0
3Dプリンターを使ったことがない方向けに、CADによるモデリングからSTL形式変換、プリント、サポートの除去、仕上げまでの一通りの工程を体
験していただきます。

1

5
Micro;bitをWeb環境でプログラミングを体
験

8/7 20

日本工学院八王子専門学校(東京工科大学八王子
キャンパス)　｛東京都八王子市片倉町1404-1 }JR中央
線「八王子駅」南口から無料スクールバス10分/JR横浜
線「八王子みなみ野駅」西口から無料スクールバス5分

¥0
BBC Micro:bitは、2015年に英国放送協会（BBC）によって設計された低消費電力、低コストのシングルボードコンピュータを用いてマイコン制御
の仕組みとWebでMicrosoftのMakeCodeエディターでブロックプログラミングとPythonでのプログラミングを体験します。

1

6
お手軽マイコンESP３２によるBluetooth
Audioアンプの製作

8/7 10 〃 ¥0
ESP32について、使用する為のハードウェア、プログラム、開発環境について、IoT機器の実際について説明をいたします。
午後はESP32を使用したBluetooth接続オーディオアンプの製作を行います。

1

7 各種次世代モビリティの整備と試乗体験 8/7 20 〃 ¥0
ハイブリッドシステム（高電圧）の安全な整備と多様な次世代モビリティを広大なキャンパスで体感する。
また、自動車整備士の重要性と企業奨学金について知る。

1

8 クロマトグラフィーによる成分分析を体験 8/7 20 〃 ¥0
食品分野や環境分野だけでなく、様々な分野において、対象となる物の中にどのような成分が含まれているのかを知ることは、非常に重要で
す。その方法としてHPLCを用いた成分分析があります。この講習では、HPLCの基礎として、クロマトグラフィーの原理を学び、授業でも使えるよ
うな簡易なクロマトグラフィーを体験していただいた後に、本格的なHPLCでの分析も体験していただきます。

1

9 建設・まちづくり分野の先端技術 8/7 20 〃 ¥0
建設・まちづくり分野の先端技術（BIM・フォトグラメトリ）体験を行う。BIM（REVITまたはARCHICAD）の操作を体験し、簡単な住宅をモデリングす
る。
写真から３Dモデルをつくるフォトグラメトリを体験する。

1

10
3次元CADとレーザー加工機・３Dプリン
ターを活用した製品設計体験

8/7 20 〃 ¥0
3次元CADを活用した製品開発の流れを説明します。CADのモデリング基礎から、強度解析、実証実験、製品化までのプロセスを簡単な製品を
用いて体験頂きます。また、午後は昨今導入が進むレーザー加工機や3Dプリンターを教材として、樹脂部品の設計ノウハウや注意点を説明し、
その活用手法を理解頂きます。

1

11 品質管理セミナー入門コース（2日間）
8/9～

10
20

オンライン（ZOOM）開催「一般財団法人日本規格協
会」

¥0
初めて品質管理に携わる方に向けて、品質管理の基本的な考え方やＱＣ七つ道具を、演習や改善事例をまじえて開催します。
オンラインでの講習会となります。

5

12
「課題研究対応！マイクロロボットのしくみ
と製作」

8/3
～4

20

日本工業大学先進工学部ロボティクス学科E21棟1階
101教室｛埼玉県南埼玉郡宮代町学園台4-1｝東武ｽｶ
ｲﾂﾘｰﾗｲﾝ（伊勢崎線）東武動物公園駅西口下車徒歩
15分「日本工業大学」

¥0
ロボットの主要部分が体積1立方インチの立方体に納まり、単体でライントレースできる機能を備えた“自律ロボット”の製作講習を実施します。回
路、メカニズム、プログラムの開発までを行います。本ロボットは、マイクロロボット高校生大会（本学で毎年12月に開催）にエントリーが可能です。

3

13
産業用ロボット作業者特別 安全教育（教
示）（関東会場）

8/24
～25

10
全国工業高等学校長協会工業教育会館２Ｆホール{東
京都千代田区飯田橋2-8-1}飯田橋駅徒歩８分 九段下
駅徒歩７分 水道橋駅徒歩8分「(株)バイナス」

¥0
産業用ロボットは、「教示等」及び「検査等」に係る特別教育を行うことが法令で義務づけられており、ロボット作業に従事するほとんどの方々が特
別教育の対象となります。ロボットの歴史や導入事例、事故事例等を交えて、安全教育を実施させて頂きます。※工場設備で使用される産業用
ロボットの操作もご体験頂けます。※安全教育終了後には、受講者の方の氏名を記載した『 修了証 』を発行させて頂きます。

3

14 初めてのプリント基板作成（関東会場）
8/24
～25

8
全国工業高等学校長協会工業教育会館５Ｆ会議室{東
京都千代田区飯田橋2-8-1}飯田橋駅徒歩８分 九段下
駅徒歩７分 水道橋駅徒歩9分「(株)バイナス」

¥0
電子回路作成用ＣＡＤにて回路作成を行い、基板加工機にて基板作成、部品実装、動作確認までを行います。「ものづくり」を念頭に簡単な試
作品を製作します。（製作品はお持ち帰り頂けます）

3

15
国家技能検定3級シーケンス制御作業に
チャレンジ（関東会場）

8/22
～23

15
全国工業高等学校長協会工業教育会館２Ｆホール{東
京都千代田区飯田橋2-8-1}飯田橋駅徒歩８分 九段下
駅徒歩７分 水道橋駅徒歩8分「(株)バイナス」

¥0
三菱電機製(FX3G-40MR/ES)のシーケンサと(株)バイナス製の技能検定対策ユニットBSK-500TRⅡを使用し、プログラミングの基礎レベルから
技能検定（シーケンス制御作業）３級の実技試験対策までの実習を行います。※バイナスオリジナルテキストプレゼント

3
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16
産業用ロボット作業者特別 安全教育（教
示）（九州会場）

7/27
～28

10
九州職業能力開発大学校{福岡県北九州市小倉南区
志井1665-1}北九州モノレール　小倉→（20分）→企救
丘→徒歩15分「(株)バイナス」

¥0
産業用ロボットは、「教示等」及び「検査等」に係る特別教育を行うことが法令で義務づけられており、ロボット作業に従事するほとんどの方々が特
別教育の対象となります。ロボットの歴史や導入事例、事故事例等を交えて、安全教育を実施させて頂きます。※工場設備で使用される産業用
ロボットの操作もご体験頂けます。※安全教育終了後には、受講者の方の氏名を記載した『 修了証 』を発行させて頂きます。

3

17 初めてのプリント基板作成（九州会場）
7/27
～28

8 〃 ¥0
電子回路作成用ＣＡＤにて回路作成を行い、基板加工機にて基板作成、部品実装、動作確認までを行います。「ものづくり」を念頭に簡単な試
作品を製作します。（製作品はお持ち帰り頂けます）

3

18
国家技能検定3級シーケンス制御作業に
チャレンジ（九州会場）

7/25
～26

15 〃 ¥0
三菱電機製(FX3G-40MR/ES)のシーケンサと(株)バイナス製の技能検定対策ユニットBSK-500TRⅡを使用し、プログラミングの基礎レベルから
技能検定（シーケンス制御作業）３級の実技試験対策までの実習を行います。※バイナスオリジナルテキストプレゼント

3

19
産業用ロボット作業者特別　安全教育（教
示）（中部会場）

8/3
～4

10

㈱バイナス　第二工場セミナールーム｛愛知県稲沢市
平和町下三宅菱池917－2｝名鉄勝幡駅　南口（ドンキ
側）集合にて会場まで送迎（集合時間は別途ご連絡）
「（株）バイナス」

¥0
産業用ロボットは、「教示等」及び「検査等」に係る特別教育を行うことが法令で義務づけられており、ロボット作業に従事するほとんどの方々が特
別教育の対象となります。ロボットの歴史や導入事例、事故事例等を交えて、安全教育を実施させて頂きます。※工場設備で使用される産業用
ロボットの操作もご体験頂けます。※安全教育終了後には、受講者の方の氏名を記載した『 修了証 』を発行させて頂きます。

3

20 初めてのプリント基板作成（中部会場）
8/3
～4

10 〃 ¥0
電子回路作成用ＣＡＤにて回路作成を行い、基板加工機にて基板作成、部品実装、動作確認までを行います。「ものづくり」を念頭に簡単な試
作品を製作します。（製作品はお持ち帰り頂けます）

3

21
国家技能検定3級シーケンス制御作業に
チャレンジ（中部会場）

8/1
～2

15 〃 ¥0
三菱電機製(FX3G-40MR/ES)のシーケンサと(株)バイナス製の技能検定対策ユニットBSK-500TRⅡを使用し、プログラミングの基礎レベルから
技能検定（シーケンス制御作業）３級の実技試験対策までの実習を行います。※バイナスオリジナルテキストプレゼント

3

22 姫路城建築学と古民家再生について 8/3 8
日本工科大学校｛兵庫県姫路市兼田383-22｝山陽電
鉄　妻鹿駅から徒歩15分　「学校法人誠和学院日本工
科大学校」

¥1,500
お城の基礎知識と城郭木造建築について、地元国宝姫路城を例に取り上げ、座学講義の後、現地姫路城にてフィールドワークを行う。また当
校の実習授業で取り組んだ古民家再生の実例を紹介する。

3

23 次世代自動車・運転支援技術
8/17
～18

10 〃 ¥0
電気自動車リーフのスケルトン車、アリア、サクラ及び水素燃料電池カートを使用し、内燃機関の構造から、電気・水素等を使用しモータで駆動
する自動車の構造と特徴、運転支援技術等の最先端の技術の講習を座学と実習にて行います。

3

24 高校生に教えたいＤＸ時代の情報教育
8/17
～18

10 〃 ¥0
近年はＤＸ時代と呼ばれており、小・中・高校ではプログラミング教育が必修化されている。この講習では，高校生が興味を持ち、取り組みやす
いプログラミング教育について，Pythonプログラミング，ArduinoとRaspberry Piによるロボット制御とドローンプログラミング体験を通して実習を行
う。

3

25 LEGO SPIKEで学ぶ制御講座 8/18 8
全国工業高等学校長協会工業教育会館５Ｆ会議室{東
京都千代田区飯田橋2-8-1}飯田橋駅徒歩８分 九段下
駅徒歩７分 水道橋駅徒歩9分「株式会社アフレル」

¥2,600
LEGOプログラミング教材でscratchベースでのプログラミングとC言語を使った制御演習を実施します。課題演習で多く利用されているLEGOプ
ログラミング教材。実際の学校での活用事例も交え皆様にご提供いたします。

3

26 【東京・対面式】SOLIDWORKS 超入門 7/25 20

ソリッドワークス・ジャパン（株）東京トレーニングセン
ター｛東京都品川区大崎2-1-1ThinkPark Tower 21F｝
JR大崎駅　新西口より徒歩2分「ソリッドワークス・ジャパ
ン（株）」

¥1,000
【対面式】SOLIDWORKSの概論には注力せず、3次元CAD（SOLIDWORKS）を使用し、操作に慣れることからはじめます。スケッチ → 立体形状
を繰り返しながら作成することによって3次元モデリングの感覚を身に付けることを目指します。対面式の講義が出来ない場合、オンラインによる
開催はありません。

3

27 【沖縄・対面式】SOLIDWORKS 超入門 7/31 15

沖縄産業支援センター｛沖縄県那覇市字小禄1831番地1｝モノ
レール那覇空港駅から小禄駅下車徒歩15分、または、那覇バ
スターミナル向かい国税庁舎前の旭橋バス停から89番糸満
線、若しくは56番浦添線で金城バス停下車徒歩3分 「ソッド
ワークス・ジャパン(株)」

¥1,000
【対面式】SOLIDWORKSの概論には注力せず、3次元CAD（SOLIDWORKS）を使用し、操作に慣れることからはじめます。スケッチ → 立体形状
を繰り返しながら作成することによって4次元モデリングの感覚を身に付けることを目指します。対面式の講義が出来ない場合、オンラインによる
開催はありません。

3

28 【名古屋・対面式】SOLIDWORKS 超入門 8/22 15

愛知県産業労働センター（ウィンクあいち）｛名古屋市
中村区名駅4丁目4-38｝JR名古屋駅桜通口からミッドラ
ンドスクエア方面へ徒歩5分、または、ユニモール地下
街5番出口より徒歩2分 「ソッドワークス・ジャパン(株)」

¥1,000
【対面式】SOLIDWORKSの概論には注力せず、3次元CAD（SOLIDWORKS）を使用し、操作に慣れることからはじめます。スケッチ → 立体形状
を繰り返しながら作成することによって5次元モデリングの感覚を身に付けることを目指します。対面式の講義が出来ない場合、オンラインによる
開催はありません。

3

29 【福岡・対面式】SOLIDWORKS 超入門 8/28 15

アクロス福岡 ｛福岡市中央区天神1-1-1｝地下鉄空港
線天神東口より徒歩3分、西鉄大牟田線西鉄福岡駅よ
り徒歩10分西鉄バス市役所北口バス停から徒歩0分、
天神4丁目バス停から徒歩3分　 「ソッドワークス・ジャ
パン(株)」

¥1,000
【対面式】SOLIDWORKSの概論には注力せず、3次元CAD（SOLIDWORKS）を使用し、操作に慣れることからはじめます。スケッチ → 立体形状
を繰り返しながら作成することによって6次元モデリングの感覚を身に付けることを目指します。対面式の講義が出来ない場合、オンラインによる
開催はありません。

3

30 【東京・対面式】SOLIDWORKS 入門・初級 7/26 20

ソリッドワークス・ジャパン（株）東京トレーニングセン
ター｛東京都品川区大崎2-1-1ThinkPark Tower 21F｝
JR大崎駅　新西口より徒歩2分「ソリッドワークス・ジャパ
ン（株）」

¥2,000

【対面式】3次元CAD（SOLIDWORKS）を用いた基本的なモデリング操作を習得します。授業立ち上げ時の3次元CAD操作に必要な基本的概念
やテクニックもご紹介いたしますので既にSOLIDWORKSのご利用を開始されている方にもおすすめです。　当講習会を受講するには
「SOLIDWORKS 超入門」「SOLIDWORKS 入門・初級」の何れかを今期、または過去に受講済であることが必須です。初めてSOLIDWORKS夏
季講習会を受講する場合、「SOLIDWORKS 入門・初級」から受講することは出来ません。

3
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31 【沖縄・対面式】SOLIDWORKS 入門・初級 8/1 15

沖縄産業支援センター｛沖縄県那覇市字小禄1831番地1｝モノ
レール那覇空港駅から小禄駅下車徒歩15分、または、那覇バ
スターミナル向かい国税庁舎前の旭橋バス停から89番糸満
線、若しくは56番浦添線で金城バス停下車徒歩3分 「ソッド
ワークス・ジャパン(株)」

¥2,000

【対面式】3次元CAD（SOLIDWORKS）を用いた基本的なモデリング操作を習得します。授業立ち上げ時の3次元CAD操作に必要な基本的概念
やテクニックもご紹介いたしますので既にSOLIDWORKSのご利用を開始されている方にもおすすめです。　当講習会を受講するには
「SOLIDWORKS 超入門」「SOLIDWORKS 入門・初級」の何れかを今期、または過去に受講済であることが必須です。初めてSOLIDWORKS夏
季講習会を受講する場合、「SOLIDWORKS 入門・初級」から受講することは出来ません。

3

32
【名古屋・対面式】SOLIDWORKS 入門・初
級

8/23 15

愛知県産業労働センター（ウィンクあいち）｛名古屋市
中村区名駅4丁目4-38｝JR名古屋駅桜通口からミッドラ
ンドスクエア方面へ徒歩5分、または、ユニモール地下
街5番出口より徒歩2分 「ソッドワークス・ジャパン(株)」

¥2,000

【対面式】3次元CAD（SOLIDWORKS）を用いた基本的なモデリング操作を習得します。授業立ち上げ時の3次元CAD操作に必要な基本的概念
やテクニックもご紹介いたしますので既にSOLIDWORKSのご利用を開始されている方にもおすすめです。　当講習会を受講するには
「SOLIDWORKS 超入門」「SOLIDWORKS 入門・初級」の何れかを今期、または過去に受講済であることが必須です。初めてSOLIDWORKS夏
季講習会を受講する場合、「SOLIDWORKS 入門・初級」から受講することは出来ません。

3

33 【福岡・対面式】SOLIDWORKS 入門・初級 8/29 15

アクロス福岡 ｛福岡市中央区天神1-1-1｝地下鉄空港
線天神東口より徒歩3分、西鉄大牟田線西鉄福岡駅よ
り徒歩10分西鉄バス市役所北口バス停から徒歩0分、
天神4丁目バス停から徒歩3分　 「ソッドワークス・ジャ
パン(株)」

¥2,000

【対面式】3次元CAD（SOLIDWORKS）を用いた基本的なモデリング操作を習得します。授業立ち上げ時の3次元CAD操作に必要な基本的概念
やテクニックもご紹介いたしますので既にSOLIDWORKSのご利用を開始されている方にもおすすめです。　当講習会を受講するには
「SOLIDWORKS 超入門」「SOLIDWORKS 入門・初級」の何れかを今期、または過去に受講済であることが必須です。初めてSOLIDWORKS夏
季講習会を受講する場合、「SOLIDWORKS 入門・初級」から受講することは出来ません。

3

34 【東京・対面式】SOLIDWORKS 中級・実践 7/27 20

ソリッドワークス・ジャパン（株）東京トレーニングセン
ター｛東京都品川区大崎2-1-1ThinkPark Tower 21F｝
JR大崎駅　新西口より徒歩2分「ソリッドワークス・ジャパ
ン（株）」

¥2,000

【対面式】3次元CADを授業で使用する際に必要な基本～応用的な概念とテクニックを実習します。3次元CADを用いた実践的なカリキュラムを
体感いただき、操作習得だけでなく、SOLIDWORKS 認定試験（CSWA、初級試験）に繋がる知識も習得します。実践編では講習で学んだテク
ニックを使用しながら部品をモデリングし、アセンブリします。当講習会を受講するには「SOLIDWORKS 入門・初級」を今期、または過去に受講
済であることが必須です。初めてSOLIDWORKS夏季講習会を受講する場合、「SOLIDWORKS 中級・実践」から受講することは出来ません。

3

35 【沖縄・対面式】SOLIDWORKS 中級・実践 8/2 15

沖縄産業支援センター｛沖縄県那覇市字小禄1831番地1｝モノ
レール那覇空港駅から小禄駅下車徒歩15分、または、那覇バ
スターミナル向かい国税庁舎前の旭橋バス停から89番糸満
線、若しくは56番浦添線で金城バス停下車徒歩3分 「ソッド
ワークス・ジャパン(株)」

¥2,000

【対面式】3次元CADを授業で使用する際に必要な基本～応用的な概念とテクニックを実習します。3次元CADを用いた実践的なカリキュラムを
体感いただき、操作習得だけでなく、SOLIDWORKS 認定試験（CSWA、初級試験）に繋がる知識も習得します。実践編では講習で学んだテク
ニックを使用しながら部品をモデリングし、アセンブリします。当講習会を受講するには「SOLIDWORKS 入門・初級」を今期、または過去に受講
済であることが必須です。初めてSOLIDWORKS夏季講習会を受講する場合、「SOLIDWORKS 中級・実践」から受講することは出来ません。

3

36
【東京・対面式】SOLIDWORKS 構造解析
（パスタブリッジ）

7/28 20

ソリッドワークス・ジャパン（株）東京トレーニングセン
ター｛東京都品川区大崎2-1-1ThinkPark Tower 21F｝
JR大崎駅　新西口より徒歩2分「ソリッドワークス・ジャパ
ン（株）」

¥0
【対面式】材料力学・有限要素法の知識を基にSOLIDWORKS Simulation で強度などを計算しながら実践的な強度設計、及び 構造解析を学び
ます。チームに分かれて橋の模型をパスタで製作し、強度計算をしながらより強い「パスタブリッジ」の製造にチャレンジします。当講習会を受講
するには「SOLIDWORKS 超入門」「SOLIDWORKS 入門・初級」の何れかを今期、または過去に受講済であることが必要です。

3

37
【沖縄・対面式】SOLIDWORKS Simulation
解析講座

8/3～
4

15

沖縄産業支援センター｛沖縄県那覇市字小禄1831番地1｝モノ
レール那覇空港駅から小禄駅下車徒歩15分、または、那覇バ
スターミナル向かい国税庁舎前の旭橋バス停から89番糸満
線、若しくは56番浦添線で金城バス停下車徒歩3分 「ソッド
ワークス・ジャパン(株)」

¥0
【対面式】1日目は SOLIDWORKS Motion を用いたモーション解析ワークショップ、2日目はCAE のためのモデリングやトポロジー最適化の実習
を通しながらSOLIDWORKS Simulationで正しい解析を実行するための手法を学びます。当講習会は 2日間コースです。当講習会を受講するに
は「SOLIDWORKS 中級・実践」を今期、または過去に受講済であることが必要です。

3

38
【大阪・対面式】SOLIDWORKS クラウド
活用術

8/9 10

ソリッドワークス・ジャパン株式会社　大阪トレーニング
センター（12F）｛大阪市北区梅田3-3-20　明治安田生
命大阪梅田ビル｝JR東海道本線・大阪環状線「大阪」
駅、桜橋口より徒歩5分 「ソッドワークス・ジャパン(株)」

¥0

【対面式】DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進で社会が変わりつつある中、3DCAD そのものも使い方や利用価値に変化が求められて
います。当講習会では SOLIDWORKSソフトウェアをクラウドにつなげ、授業をデジタル化するための活用方法を学習をします。3Dファイルだけ
でなく、授業に関わるあらゆるファイルをクラウド上で保存・共有し、課題の提出管理や3D 形状にコメントを記入、アイディアをコミュニティ上で共
有するなど、授業や実習の効率化を図ると共に、見える化を推進します。当講習会を受講するには「SOLIDWORKS 超入門」または
「SOLIDWORKS 入門・初級」を今期、または過去に受講済であることが必須です。

3

39 普通旋盤の入門コース
8/7～

9
16

株式会社小松製作所小山工場　技能トレーニングセン
タ{栃木県小山市横倉新田400｝JR小山駅よりタクシー
で約15分（\1,500円程度） 「 株式会社小松製作所」

¥0
実習：測定具の使用方法、普通旋盤の操作要領説明　実習：ものづくり、切削条件選定、回転、送り、切り込み、外径加工―①
実習：ものづくり、外径加工―②　実習：テーパ加工、ﾈｼﾞ切り加工（レベルに合わせ中級、上級指導者の方にも対応可）
実習：連続加工（レベルに合わせ中級、上級指導者の方にも対応可）　実習：連続加工

3

40 空気圧講習 知って得する空気圧 8/18 8
ＳＭＣ（株）東京営業所セミナールーム{東京都千代田
区外神田4-14-1秋葉原ＵＤＸ　15階｝}ＪＲ秋葉原駅／
電気街口徒歩2分「ＳＭＣ（株）」

¥0
「油圧機器を上回る出荷額の空気圧機器について、空気圧アクチュエータ、空気圧制御、空気圧回路等、トレーニングキットを使用し、動作シュ
ミレーションを行う。」

3

41 オシロスコープを用いた測定と実験 8/4 6
岩崎通信機株式会社 本社 第二本館内　第三研修室
｛東京都杉並区久我山1-7-41 ｝京王井の頭線 久我山
駅下車 徒歩8分  「岩崎通信機株式会社」

¥0
オシロスコープの原理と重要機能を教材と実機の操作で確認します。オシロスコープと組み合わせて使用するプローブの使用法から測定の注
意点をご紹介します。様々な物理現象を電気信号に変換し、波形としてオシロスコープにて観測する実験を通して、オシロスコープの活用のテ
クニックをおさらいします。

3

42 「工事担任者」指導者研修セミナー 8/23 30

全国工業高等学校長協会工業教育会館５Ｆ会議室{東
京都千代田区飯田橋2-8-1}飯田橋駅徒歩８分 九段下
駅徒歩７分 水道橋駅徒歩8分「日本データ通信協会」
「リックテレコム」

¥3,000
高等学校の教職員を対象に以下の研修を実施し、電気通信の「工事担任者」資格取得指導に携わる人材の育成を支援する。
第１部：（仮）資格取得に積極的に取り組んでいる高等学校の教職員による取組実例の発表（日本データ通信協会）
第２部：第二級デジタル通信の試験科目のうち「技術」についての指導方法の解説（リックテレコム）

10

43 機械設計3D CADマスター講習　初級 8/7 15 Zoomでのオンライン講習「オートデスク株式会社」 ¥0

【オンライン】機械工業系の「ものづくり」を生徒に指導するにあたり、デジタルを活用した設計を一通り先生方に体験いただくための講習会を実施します。データの作
成を最新の3D CAD であるFusion 360を用いて、実際に操作をしながら紹介します。オートデスク社の最新3D CAD - Fusion 360は、モデリングからアセンブリ、構造
解析、図面および3Dプリンターへの出力までの一連の機能を実装しています。モデリングとものづくりを組み合わせた新しい授業が実現できます。学校での集合演
習が難しい場合でも、無料で利用できるクラウド機能を活用し、図面の課題提出や進捗の確認ができる機能を備えており、万一の遠隔授業との併用も実現できます。
オートデスクが教育機関に無償で提供するソフトを用いて授業で実践的にご利用いただけます。クラウドベースのAutodesk Fusion360を活用したものづくりの可能性
と面白さを体感できる講習会です。中級と合わせて参加していただくことにより、（初級）Fusion360のパーツ作成、アセンブリ（部品組立）、2次元図面作成、（中級）レ
ンダリング、アニメーション、３Dプリンター用データ保存までをマスターできます。

3



NO 講　　習　　会　　名 期間
定員
(人)

講　習　会　場 　・　「実　施　団　体　名」 資料代 講　　　　　習　　　　　の　　　　　概　　　　　略
最低
人数

 2023年度夏季講習会実施予定一覧表 （暫定版５月１８日　一部訂正あり）

44 機械設計3D CADマスター講習　中級 8/8 15 Zoomでのオンライン講習「オートデスク株式会社」 ¥0

【オンライン】機械工業系の「ものづくり」を生徒に指導するにあたり、デジタルを活用した設計を一通り先生方に体験いただくための講習会を実施します。データの作
成を最新の3D CAD であるFusion 360を用いて、実際に操作をしながら紹介します。オートデスク社の最新3D CAD - Fusion 360は、モデリングからアセンブリ、構造
解析、図面および3Dプリンターへの出力までの一連の機能を実装しています。モデリングとものづくりを組み合わせた新しい授業が実現できます。学校での集合演
習が難しい場合でも、無料で利用できるクラウド機能を活用し、図面の課題提出や進捗の確認ができる機能を備えており、万一の遠隔授業との併用も実現できます。
オートデスクが教育機関に無償で提供するソフトを用いて授業で実践的にご利用いただけます。クラウドベースのAutodesk Fusion360を活用したものづくりの可能性
と面白さを体感できる講習会です。初級と合わせて参加していただくことにより、（初級）Fusion360のパーツ作成、アセンブリ（部品組立）、2次元図面作成、（中級）レ
ンダリング、アニメーション、３Dプリンター用データ保存までをマスターできます。

3

45 アーク溶接技術講習会
8/7～

9
15

コベルコ溶接テクノ（株）溶接研修センター｛神奈川県
藤沢市宮前100-1㈱神戸製鋼所内｝JR藤沢駅またはJR
大船駅よりバス10～15分　「コベルコ溶接テクノ（株）」

初受講者
22,000円
ﾘﾋﾟｰﾀｰ
33,000円

【初受講者向け】被覆アーク溶接、ＭＡＧ溶接、ＴＩＧ溶接についての講義と実習。高校生コンクール課題の実習など受講者のご要望にできる限
りご対応します。初受講者向け：22,000円（税込）※鋼材・溶材代含む  【ﾘﾋﾟｰﾀｰ向け】実技に特化したコースで、高校生コンクールやものづくり
コンテスト課題N-2Fの実演指導により溶接技能の向上を図ります。ﾘﾋﾟｰﾀｰ向け：33,000円（税込）※鋼材・溶材代含む【宿泊施設斡旋有】「ホテ
ル法華クラブ湘南藤沢　税込６，３００円／泊　朝食（無）申込可能\1,000　夕食（無）」

3

46
第二級陸上特殊無線技士養成課程講習
会

8/8～
9

20

日本無線協会 ３階 講義室｛東京都中央区晴海 3-3-3
江間忠ビル3F｝都営地下鉄大江戸線｢勝どき｣駅 A3出
口徒歩７分,都営バス05-1系統「晴海三丁目」下車2分
「公益財団法人 日本無線協会」

¥23,000
「第二級陸上特殊無線技士」免許取得のための養成課程
全課程を受講し、修了試験に合格した後、当協会で総務省に対して「第二級陸上特殊無線技士」の無線従事者免許の申請を行います。

5

47 第一種電気工事士講習会 8/25 10
東京工学院専門学校｛東京都小金井市前原町５－１
－２９｝ＪＲ中央線　武蔵小金井駅南口　京王バス府中
駅行「東京自治会館」下車「東京工学院専門学校」

¥0 第一種電気工事士の技能試験受験に向けたノウハウをお伝えする講座です。 3

48 CADで製図を学ぶ　２次元そして３次元 7/28 10
香川県立多度津高等学校｛香川県仲多度郡多度津町
栄町一丁目１番８２号｝ＪＲ多度津駅より徒歩５分 「武藤
工業株式会社」

¥0

2次元CAD、SOLIDWORKS、そして3Dプリンタを使用した講習会です。「いきなり3Dモデリング」ではなく、ドラフター感覚のCADで製図手法に基
づいた作図を行い、その図面から3次元モデルを作成することで、無理なく製図の知識を身に付けて頂くことができるといった授業例をご紹介さ
せて頂きます。
またSOLIDWORKSの基本操作や3Dプリンタ出力についてもご説明させて頂きます。

4

49  SOLIDWORKS、３Dプリンタ実践講習 8/4 10
佐賀県立鳥栖工業高等学校｛佐賀県鳥栖市元町１９１
８｝ＪＲ鳥栖駅より徒歩２０分「武藤工業株式会社」

¥0
SOLIDWORKSと3Dプリンタを学べる実技講習会です。SOLIDWORKSでは、図面の重要性を再認識しながら無理のない流れでモデリングを習
得できます。3Dプリンタでは、武藤工業製3Dプリンタを使用しながら造形ノウハウや活用例をご紹介します。

4

50 企業で学ぶドラフター製図 8/2 10

パナソニック株式会社くらしアプライアンス社　草津拠
点｛滋賀県草津市野路東3丁目4-74受付N地区　N6棟
1階｝JRびわこ線南草津下車し　近江鉄道バス、帝産湖
南交通バス約10分　パナソニック東口下車「武藤工業
株式会社」

¥0
商品開発の中でドラフターを使っての手描き製図などすることはありませんが、ＣＡＤを使って製図する基になるのが手描き製図です。新入社員
の基礎教育としてドラフターを活用しています。是非ともこの機会にドラフターを使っての手描き製図を体験してください。

4

51 企業で学ぶドラフター製図 8/4 10

大阪府立堺工科高等学校｛大阪府堺市堺区大仙中町
１２番１号｝南海高野線「堺東」下車バス 大仙中町すぐ
徒歩１．６Km ＪＲ阪和線「百舌鳥」下車バス 大仙中町
すぐ徒歩１．２Km「武藤工業株式会社」

¥0
３ＤＣＡＤが主流となる今、徐々にドラフターを使用する機会が減少しつつあります。そんな中、クボタグループでは新入社員にドラフターを用い
た基礎教育を行っています。なぜ、ドラフターで教育する価値があるのか？実際にクボタで実施している製図教育を体験していただきます。

4

52 CADで製図を学ぶ　２次元そして３次元 8/8 10
大阪府立淀川工科高等学校｛大阪府大阪市旭区太子
橋３丁目１−３２｝京阪「守口駅」より徒歩５分、地下鉄
「守口駅」駅より徒歩３分「武藤工業株式会社」

¥0

2次元CAD、SOLIDWORKS、そして3Dプリンタを使用した講習会です。「いきなり3Dモデリング」ではなく、ドラフター感覚のCADで製図手法に基
づいた作図を行い、その図面から3次元モデルを作成することで、無理なく製図の知識を身に付けて頂くことができるといった授業例をご紹介さ
せて頂きます。
またSOLIDWORKSの基本操作や3Dプリンタ出力についてもご説明させて頂きます。

4

53 3Dモデリングと金属3Dプリンタ体験 7/25 10

ジェービーエムエンジニアリング株式会社大阪支店
｛東大阪市本庄西2-6-23｝地下鉄中央線長田駅から
徒歩15分（タクシーで1メーター程度）「ジェービーエム
エンジニアリング株式会社」

¥0
CAD/CAMシステムを使ってモデリング、3Dプリンタ用Gコード作成し、金属3Dプリンタで造形した形状をマシニングセンターで仕上げ加工しま
す。

2

54 3Dモデリングと金属3Dプリンタ体験 7/27 6

株式会社3D Printing Corporation｛横浜市鶴見区小野
町75-1　LVP1-101（横浜新技術創造館1号館）｝ JR鶴
見線　鶴見小野駅徒歩6分 「ジェービーエムエンジニ
アリング株式会社」

¥0 CAD/CAMシステムを使った3Dデータ製作、3Dプリンタ用スライサーソフトでGコード作成し実際に金属3Dプリンタで造形します。 2

55 SOLIDWORKS入門編
7/24
～25

10 オンライン開催（Zoom使用）　「（株）KreeD」 ¥0
SOLIDWORKSを利用した講習をオンラインで実施します。内容としましては、3DCADとは何なのか？どういった用途があるのか？といった講義
から、簡単なモデル作成といった基本操作までを行います。生徒に3DCADを学ぶ価値・必要性を伝えたい方にもお勧めの講習です。

3

56 SOLIDWORKS入門編
7/31
～8/1

10 オンライン開催（Zoom使用）　「（株）KreeD」 ¥0
SOLIDWORKSを利用した講習をオンラインで実施します。内容としましては、3DCADとは何なのか？どういった用途があるのか？といった講義
から、簡単なモデル作成といった基本操作までを行います。生徒に3DCADを学ぶ価値・必要性を伝えたい方にもお勧めの講習です。

3

57 SOLIDWORKS　CSWA編 8/22 10 オンライン開催（Zoom使用）　「（株）KreeD」 ¥0
SOLIDWORKSを利用したCSWAの講習をオンラインで実施します。CSWAとはSOLIDWORKSの資格試験のことを指します。サブスクリプション
契約を結ばれている方は無償で実施することができ、ジュニアマイスター顕彰制度の対象となっています。3DCADの資格が欲しい方におすす
めの講習です。

3
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58 SOLIDWORKS　CAM編 8/23 10 オンライン開催（Zoom使用）　「（株）KreeD」 ¥0
SOLIDWORKSにアドインされたCAMの講習をオンラインで実施します。2.5軸加工を中心とした本システムは2018年より導入され、
SOLIDWORKSユーザーなら基本的にどなたでもお使いいただける機能です。設計から製造への流れを体験してみたい方へおすすめの講習で
す。

3

59 3DExperience編 8/24 10 オンライン開催（Zoom使用）　「（株）KreeD」 ¥0
クラウド型授業支援システム「3DExperience」の講習をオンラインで実施します。3次元CADが内臓されているだけでなく、SOLIDWORKSにも連
携が可能となっているシステムです。クラウド型での授業を検討されている方へおすすめの講習です。

3

60
明日を担う次世代のための非破壊検査セ
ミナー

8/9 40

一般財団法人 日本溶接技術センター ｛神奈川県川崎
市川崎区本町2-11-19｝ＪＲ線/川崎駅下車、京急線/
京急川崎駅下車～徒歩１０分「明日を担う次世代のた
めの非破壊検査セミナー委員会」

¥0
非破壊検査技術は多くの産業分野において、安全を維持するための技術として広く適用されている。
学校教育の指導的立場にある教職員を対象に、座学と実技で構成するセミナーを開講し、構造物や社会インフラの安全・安心を支える非破壊
検査技術の重要性を知って頂く機会として、座学講演と受講者の実演体験をしていただきます。

3

61 回路作図と基板設計を「CADLUS」で実習 8/8 15
オンライン開催（Microsoft Teams を使用）「株式会社ニ
ソール」

¥0
回路図作成CAD「ＣADLUSサーキット」とプリント基板設計CAD「CADLUS PCB」を使用し、プリント基板製作の工程、CADオペレーションについ
て実習を通して習得できます。

3

62 Revitによるモデリング基礎講習 8/21 8
浅野工学専門学校｛横浜市神奈川区子安台1-3-1｝
JR京浜東北線「新子安駅」徒歩８分、京浜急行線「京
急新子安駅」徒歩８分「浅野工学専門学校」

¥0 3Dモデリングを通じて、BIMの概要から操作方法を学びます。（3時間程度の作業を目安とします） 3

63 「ドローンプログラミング体験講座」 8/7 30
株式会社大塚商会九州支店大会議室｛福岡市博多
区博多駅前2-19-24大博センタービル8階｝博多駅
徒歩8分「㈱大塚商会」

¥0
①ドローンを用いたPython／Scratch学習カリキュラムの効果をご紹介。②PythonやScratchによるドローンコントロールや、ドローンカメラの画像
解析も含めて実際の教材を使ってのデモ授業を体験いただきます。また、新たに仮想空間上のドローンを同じPythonプログラムでコントロール
し、実機が人数分なくても全員が　プログラミング体験ができる環境もご紹介します。

3

64 「ドローンプログラミング体験講座」 8/8 30
株式会社大塚商会大阪営業部5階会議室5-5｛大阪府
大阪市福島区福島6-14-1梅田ビル｝大阪駅徒歩10分
「㈱大塚商会」

¥0
①ドローンを用いたPython／Scratch学習カリキュラムの効果をご紹介。②PythonやScratchによるドローンコントロールや、ドローンカメラの画像
解析も含めて実際の教材を使ってのデモ授業を体験いただきます。また、新たに仮想空間上のドローンを同じPythonプログラムでコントロール
し、実機が人数分なくても全員が　プログラミング体験ができる環境もご紹介します。

3

65 「ドローンプログラミング体験講座」 8/9 30
株式会社大塚商会 中部支店 13階プレゼンルーム
｛愛知県名古屋市中区丸の内3-23-20 HF桜通ビ
ル｝丸の内駅徒歩5分「㈱大塚商会」

¥0
①ドローンを用いたPython／Scratch学習カリキュラムの効果をご紹介。②PythonやScratchによるドローンコントロールや、ドローンカメラの画像
解析も含めて実際の教材を使ってのデモ授業を体験いただきます。また、新たに仮想空間上のドローンを同じPythonプログラムでコントロール
し、実機が人数分なくても全員が　プログラミング体験ができる環境もご紹介します。

3

66 「ドローンプログラミング体験講座」 8/10 30

全国工業高等学校長協会工業教育会館２階ホール
{東京都千代田区飯田橋2-8-1}飯田橋駅徒歩８分
九段下駅徒歩７分 水道橋駅徒歩8分「㈱大塚商
会」

¥0
①ドローンを用いたPython／Scratch学習カリキュラムの効果をご紹介。②PythonやScratchによるドローンコントロールや、ドローンカメラの画像
解析も含めて実際の教材を使ってのデモ授業を体験いただきます。また、新たに仮想空間上のドローンを同じPythonプログラムでコントロール
し、実機が人数分なくても全員が　プログラミング体験ができる環境もご紹介します。

3

67 ＪＭＣＲ２０２４講習会（Ａｒｄｕｉｎｏ編）　
8/7～

8
20

長野県飯田ＯＩＤＥ長姫高等学校｛長野県飯田市鼎名
古熊２５３５−２｝ＪＲ飯田線　鼎駅下車　徒歩９００m（約１
０分）「(株)日立ドキュメントソリューションズ」

¥6,600

ジャパンマイコンカーラリー２０２４講習会のArduino編です。初めてArduinoに取り組まれる方、または、RMC-RA4M1ボード（Arduino UNO互換）
を使った実習（Ｉ／Ｏ、割り込み、ＰＷＭ、Ａ／Ｄ変換など）について知りたい方を対象としています。
※JMCR2024講習会（Arduino編、Basic編、Advanced編）のいずれか1講座以上受講された方に「RMC-RA4M1ボード（Arduino UNO互換）」をプ
レゼントいたします。

3

68 ＪＭＣＲ２０２４講習会（Ｂａｓｉｃ編） 8/9 20 〃 ¥3,300

ジャパンマイコンカーラリー２０２４講習会のBasic編です。初めてBasic Classのマイコンカーに取り組まれる方、マイコンカーキットのサンプルプロ
グラム（RMC-RA4M1ボード対応版）について知りたい方を対象としています。
※JMCR2024講習会（Arduino編、Basic編、Advanced編）のいずれか1講座以上受講された方に「RMC-RA4M1ボード（Arduino UNO互換）」をプ
レゼントいたします。

3

69 ＪＭＣＲ２０２４講習会（Ａｄｖａｎｃｅｄ編） 8/10 20 〃 ¥3,300

ジャパンマイコンカーラリー２０２４講習会のAdvanced編です。初めてAdvanced Classのマイコンカーに取り組まれる方、アナログセンサ、自作
サーボ機構を搭載したマイコンカーの制御方法について知りたい方を対象としています。
※JMCR2024講習会（Arduino編、Basic編、Advanced編）のいずれか1講座以上受講された方に「RMC-RA4M1ボード（Arduino UNO互換）」をプ
レゼントいたします。

3

70 ＪＭＣＲ２０２４講習会（Ｃａｍｅｒａ編） 8/11 20 〃 ¥3,300
ジャパンマイコンカーラリー２０２４講習会のCamera編です。初めてCamera Classのマイコンカーに取り組まれる方、または、画像処理マイコン
カーキットのサンプルプログラム（最新版）について知りたい方を対象としています。

3

71
作業現場から学ぶ『危険体験教育（電
気）』

8/7 16

全国工業高等学校長協会工業教育会館５階会議室
{東京都千代田区飯田橋2-8-1}飯田橋駅徒歩８分 九
段下駅徒歩７分 水道橋駅徒歩8分「株式会社　昭和電
業社」

¥0

労働現場（学校の実習環境も同様）における災害は、作業方法の改善や機械の安全対策が進み、労働災害は減少傾向にあります。そうした反
面、近年では「何が危険なのか、どのような行動をすると危険なのか」等の“危険に対する知識／経験不足からくる危険予知能力の低下”が問題
になってきています。そこで本講習では、「見て・聞いて・考えて・感じる」という基本的な働きを通じて直感的な理解を促し、危険感受性を高める
ことが目的です。

3

72
作業現場から学ぶ『危険体験教育（電
気）』

8/18 16

エル・おおさか（大阪府立労働センター）　10F
研修室5｛大阪府大阪市中央区北浜東3-14｝地下
鉄谷町線　京阪電鉄「天満橋」駅から西へ300ｍ
「株式会社　昭和電業社」

¥0

労働現場（学校の実習環境も同様）における災害は、作業方法の改善や機械の安全対策が進み、労働災害は減少傾向にあります。そうした反
面、近年では「何が危険なのか、どのような行動をすると危険なのか」等の“危険に対する知識／経験不足からくる危険予知能力の低下”が問題
になってきています。そこで本講習では、「見て・聞いて・考えて・感じる」という基本的な働きを通じて直感的な理解を促し、危険感受性を高める
ことが目的です。

5
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73
すべてがわかる「建築CAD検定２級」対策
セミナー

8/7 20

全国工業高等学校長協会工業教育会館５階会議室
{東京都千代田区飯田橋2-8-1}飯田橋駅徒歩８分 九
段下駅徒歩７分 水道橋駅徒歩8分「一般社団法人全
国建築CAD連盟」

¥0

建築CAD検定試験2級合格のための対策セミナーです。ここ数年、高校生による受験が急増している2級試験に焦点を絞り、指導者としてどうし
ても知っておきたい大切なポイントを解説いたします。見た目だけでは分からない図面の減点箇所や間違った描き方事例も豊富に用意しご紹介
いたします。また、配点が高く重要な「屋根」の描き方手順をJw_cadを使用して解説したり、具体的な採点方法や採点項目ごとの配点・ボーダー
のご紹介、疑問点のご質問などで2級試験への理解をより深めていただきます。建築CAD検定試験を導入されていない高校の先生方も歓迎い
たします。

3

74 3次元CAD デザインスパークメカニカル① 7/27 50
オンライン開催（Microsoft Teamsを使用）
「アールエスコンポーネンツ(株)」

¥0

無料の3次元CAD「デザインスパークメカニカル」の使い方を、実際にパソコンを操作しながら学ぶハンズオン形式のオンライン講習会です。デザ
インスパークは ①無料、②軽い（一世代前のPCでも動作）、③簡単（入門者にもやさしい操作性）、④３次元CAD利用技術者試験対応 といった
特徴で、３Dプリンタ教育に適しています。本セミナーでデザインスパークの操作を学ぶと共に、授業で導入する際の注意点を知ることができま
す。

5

75
プリント基板CAD デザインスパークPCB
①

8/1 50
オンライン開催（Microsoft Teamsを使用）
「アールエスコンポーネンツ(株)」

¥0
無料の電子設計CAD「デザインスパークPCB」の使い方を、実際にパソコンを操作しながら学ぶハンズオン形式のオンライン講習会です。「美し
い電子回路図面の作図」から「プリント基板設計」の入門まで、実際のCADの操作を習得頂けます。昨今プリント基板製造コストが劇的に下がり、
基板の自作ニーズが企業の大小を問わず増加傾向にあります。

5

76 3次元CAD デザインスパークメカニカル② 8/17 50
オンライン開催（Microsoft Teamsを使用）
「アールエスコンポーネンツ(株)」

¥0

無料の3次元CAD「デザインスパークメカニカル」の使い方を、実際にパソコンを操作しながら学ぶハンズオン形式のオンライン講習会です。デザ
インスパークは ①無料、②軽い（一世代前のPCでも動作）、③簡単（入門者にもやさしい操作性）、④３次元CAD利用技術者試験対応 といった
特徴で、３Dプリンタ教育に適しています。本セミナーでデザインスパークの操作を学ぶと共に、授業で導入する際の注意点を知ることができま
す。

5

77
プリント基板CAD デザインスパークPCB
②

8/22 50
オンライン開催（Microsoft Teamsを使用）
「アールエスコンポーネンツ(株)」

¥0
無料の電子設計CAD「デザインスパークPCB」の使い方を、実際にパソコンを操作しながら学ぶハンズオン形式のオンライン講習会です。「美し
い電子回路図面の作図」から「プリント基板設計」の入門まで、実際のCADの操作を習得頂けます。昨今プリント基板製造コストが劇的に下がり、
基板の自作ニーズが企業の大小を問わず増加傾向にあります。

5

78
産業界のロボットの歴史及び最新技術動
向紹介（北陸地区）

8/1～
2

12
（株）不二越富山事業所{富山市不二越本町1丁目
1番1号}富山駅より車で約15分、富山地方鉄道：
不二越駅から徒歩３分「(株)不二越富山事業所」

¥0
昨今の少子高齢化、人手不足、生産性向上等の社会課題、コロナ禍による三密回避のため産業界における自動化、ロボットの導入は重要であ
る。そこで、日本を代表するロボットメーカーにおける開発の歴史、最新技術動向やロボット導入事例を紹介する。特に、産業界で急速に実用化
されているAIやIoTのロボットシステムへの導入事例や人協働ロボットのアプリケーション例を含め紹介予定。

3

79
産業用ロボット基礎知識とロボット操作体
験（関西地区）

8/3～
4

10

川崎重工業(株)ロボットディビジョン西神戸ショールーム
｛兵庫県神戸市西区櫨谷町松本234(西神戸工場内)｝【バ
ス】JR明石駅から西神方面行(13系統)バス20分 松本南口
下車。もしくは地下鉄西神中央駅からJR明石駅方面行(13
系統)バス15分 松本南口下車。【タクシー】JR明石駅から
15分。もしくは地下鉄西神中央駅から10分「川崎重工業
(株)」

¥0

昨今の少子高齢化・人手不足・生産性向上等の社会課題に対し、その解決のため、産業界における自動化・ロボットの導入は重要である。そこ
で、日本を代表するロボットメーカーのショウルーム見学を通して、最新技術動向やロボット導入事例を紹介する。特に、産業界で急速に実用化
されているAIやIoTのロボットシステムへの導入事例や人協働ロボットのアプリケーション例を含め紹介する。さらに、実際のティーチングやプログ
ラミングなどを通して、ロボットの操作体験を行う。

4

80
産業用ロボットの歴史及び最新技術動向
紹介（九州地区）

8/4 16
（株）安川電機　ロボット第２工場｛北九州市八
幡西区黒崎城石2-1｝＜電車＞　JR鹿児島本線
黒崎駅下車後、徒歩約5分 「(株)安川電機」

¥0
昨今の少子高齢化、人手不足、生産性向上等の社会課題、コロナ禍による三密回避のため産業界における自動化、ロボットの導入は重要であ
る。そこで、日本を代表するロボットメーカーにおける開発の歴史、最新技術動向やロボット導入事例を紹介する。特に、産業界で急速に実用化
されているAIやIoTのロボットシステムへの導入事例や人協働ロボットのアプリケーション例を含め紹介予定。

4

81
わかる！航空業界入門講座～整備を中心
に

8/1 15

日本航空技術協会教室｛東京都大田区羽田空港1-
6-6 第１総合ビル４Ｆ ｝東京モノレール「整備
場」徒歩３分 ＊「新整備場」ではありません
「公益社団法人 日本航空技術協会」

¥0
【対面、オンライン同時講習】
「航空機の用途からみた航空業界の概要」「航空機の飛行と安全」「航空に関わるルール」「航空機の整備」など、航空機の整備を中心とした基
本情報を紹介。

3

82 探求授業に役立つ！航空機を支える仕事 7/24 20
福岡空港{福岡市博多区大字下臼井}地下鉄空港線
福岡空港駅 「日本航空大学校北海道」

¥0
ANA・JALのグランドハンドリングスタッフとして一日体験。飛行機の到着から出発までの地上作業を体現し空の旅の裏側に潜入。（空港内駐機
場付近見学：空港制限区域内に立ち入る）

3

83 探求授業に役立つ！航空機整備の仕事 7/25 20
福岡空港{福岡市博多区大字下臼井}地下鉄空港線
福岡空港駅 「日本航空大学校北海道」

¥0
ANA・JALの航空整備士として一日体験（見学と講義）を通じ、航空機の信頼性管理について学び、公共交通機関として徹底した安全管理を理
解していただきます。

3

84 キャリア探求に活用！航空機産業の世界 7/26 12

IHI瑞穂工場（会議室）{東京都西多摩郡瑞穂町殿
ケ谷229} JR青梅線昭島駅より路線バスで35分
（昭島駅北口1番バス停より立川バスIHI行）「日
本航空大学校北海道」

¥0
日本を代表する重工業メーカーである IHI は、日本のジェットエンジン生産の8割を担っている先駆者です。 瑞穂工場は航空エンジ・宇宙機器
の製造、整備拠点としての中核的存在です。このIHI瑞穂工場にて、民間航空エンジンの設計・製造・開発・ 整備等を学び、航空機産業の「モノ
づくり」に触れていただきます。新教育指導要領『社会に開かれた工業教育』につながります。

3

85 探求授業に役立つ！航空機整備の仕事 7/27 20
東京国際空港（羽田空港　新整備場）｛東京都大
田区羽田空港｝東京モノレール線新整備場駅
「日本航空大学校北海道」

¥0
ANA・JALの航空整備士として一日体験（見学と講義）を通じ、航空機の信頼性管理について学び、公共交通機関として徹底した安全管理を理
解していただきます。

3

86
航空機産業におけるモノづくりの現場を知
る

8/4 20
川崎重工業明石工場（会議室）｛兵庫県明石市川
崎町1番1号｝ JR西明石駅より徒歩10分「日本航
空大学校北海道」

¥0

日本を代表する重工業メーカーである 川崎重工業　は、航空機及び航空機エンジン製造の先駆者的存在です。 なかでも明石工場は航空機
用ジェットエンジン及び周辺機器の生産拠点として数々の部品を製造しています。航空エンジンに関わる生産技術（部品加工技術・要求精度）
等を学び、航空機産業の「モノづくり」に触れていただきます。
新教育指導要領『社会に開かれた工業教育』につながります。

3
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87 JALの機体整備・地上支援・旅客業務見学 8/8 15

新千歳空港⇒日本航空大学校 北海道｛北海道千
歳市美々｝JR新千歳空港駅（集合場所：国内線
ターミナル1階、レンタカーカウンター前）「日
本航空大学校北海道」

¥0
日本の主要空港のひとつとして多くの利用客を抱えながら、冬季は雪に立ち向かう北海道最大の空港、新千歳空港。午前中は新千歳空港にて
JAL協力のもと、航空整備士とグランドハンドリング（航空機地上支援業務）、グランドスタッフの業務見学会を開催します。午後からは日本航空
大学校北海道に移動し、校内で航空整備士の業務体験や、グランドハンドリングが使用する空港特殊車両の運転体験を行います。

3

88 探求授業に役立つ！航空機整備の世界 8/22 20
八尾空港（大阪府八尾市）｛大阪府八尾市空港｝
大阪メトロ谷町線 八尾南駅「日本航空大学校北
海道」

¥0
小型航空機の整備士として一日体験（見学と講義）を通じ、人知れず社会を支える小型航空機の活躍の実態を間近でご覧いただきながら、メカ
ニズムや安全対策を理解していただきます。 3

89 探求授業に役立つ！小型航空機の世界 8/30 20
調布飛行場 {東京都調布市西町290－3}京王線調
布駅北口「日本航空大学校北海道」

¥0
小型航空機の整備士として一日体験（見学と講義）を通じ、人知れず社会を支える小型航空機（ヘリコプター含む）の活躍の実態を間近でご覧
いただきながら、メカニズムや安全対策を理解していただきます。

3

90 整備・地上支援の仕事見学と体験で学ぶ 8/3 20
東日本航空専門学校｛宮城県岩沼市下野郷字菱沼
８４｝JR東北本線館腰駅（駅と学校間はスクール
バス運行）「東日本航空専門学校」

¥0
航空業務の仕事紹介、ドクターヘリ・報道ヘリ・物資輸送ヘリ等の整備作業見学、仙台国際空港のランプ内に潜入し、離発着作業を間近で見
学、グランドハンドリングの特殊車両操作体験、タービン・エンジンの整備作業体験を致します。

3

91
航空整備士の裏側に迫る 成田国際空港
編

8/4 10

成田国際空港内㈱JALエンジニアリングNRT整備セ
ンター｛千葉県成田市三里塚御料牧場1－1｝芝山
鉄道　芝山千代田駅「千葉職業能力開発短期大学
校成田校」

¥0

「魅力ある航空産業」の構築と裾野拡大を目指し、全国工業高等学校の教諭向けに計画した講習会となります。普段、目にすることがない航空機整備の現場を知っ
ていただき、生徒さんの進路指導に役立てていただけるよう、㈱ＪＡＬエンジニアリング（以下、JALEC）の協力のもと、成田空港内で働く航空整備士の方々の一日を体
験するものです。JALECの概要説明の後、装備品整備、ハンガー（ドック）整備、エンジン整備の各作業を見学していただきます。その後、エンジンに燃料ノズルを取
り付ける作業などを実際に体験していただきます。最後に、航空整備士の養成施設について概要説明を行い、意見交換の後研修終了となります。一日を通して、航
空専門学校等教官も作業安全面を中心にサポートしますのでご安心ください。

3

92 グランドハンドリングスタッフの仕事 8/23 20

株式会社JALグランドサービス　成田オペレー
ションセンター｛千葉県成田市古込１－１｝JR,
京成電鉄空港第２ビル駅「成田国際航空専門学
校」

¥0 成田空港にて、グランドハンドリングスタッフの仕事（荷物の搭降載・誘導またはプッシュバック） 3

93 エアラインの訓練の現場を学ぶ 7/25 10
ANA Blue Base（ANA教育訓練施設）｛大田区羽田
旭町10－8 ANA Blue Base｝京浜急行線穴守稲荷
駅「国際航空専門学校」

¥0 ANAの航空整備士、パイロット、CA等の教育訓練施設をご覧いただきながら最新の教育訓練手法について学んでいただきます。 3

94 〈潜入 空港の一日〉羽田空港編 7/26 15

ＡＮＡエアポートサービス株式会社｛東京都大田区羽田空
港3－4－2 ｝京浜急行羽田空港駅 東京モノレール線羽田
空港第２ターミナル駅
株式会社ＪＡＬグランドサービス｛東京都大田区羽田空港
3－3－2 ｝京浜急行羽田空港駅 東京モノレール線羽田空
港第１ターミナル駅  「国際航空専門学校」

¥0
ＡＮＡ・ＪＡＬのグランドハンドリングスタッフとしてブリーフィングから参加。飛行機の到着から出発までの地上作業を通じ、安全で快適な空の旅の
裏側を体験していただきます。

3

95 航空業界から学ぶ安全管理 7/27 10
県営名古屋空港｛愛知県西春日井郡豊山町 ｝名
古屋鉄道「西春駅」名古屋鉄道「西春駅」からバ
ス（名鉄バス）約20分 「中日本航空専門学校」

¥0
県営名古屋空港にて、株式会社フジドリームエアラインズ、中日本航空株式会社等の空港協力企業の機体整備現場を見学していただきます。
また、航空業界ならではの「安全作業」「安全運航」に対する取組についても間近で見学いただき、工業の実習授業の参考になるプログラムと
なっております。

3

96
四国を支えるドクターヘリ！ 高松空港見
学

8/2 10

四国航空株式会社（高松空港内）｛香川県高松市
香南町岡1705－8 ｝JＲ高松駅から空港リムジン
バス（ことでんバス）で約40分「中日本航空専門
学校」

¥0
高松空港に所在する四国航空株式会社にて、ドクターヘリをはじめとしたヘリコプター及び中小型機の航空事業について、航空整備士が説明
いたします。また、格納庫見学や高松空港内での業務見学（グランドハンドリング業務・グランドスタッフ業務）を行った後、航空機で使用されてい
るFRP（複合材）でキーホルダー作成の体験をしていただきます。

3

97 鹿児島の安全を守る空の仕事！ 8/2 10

株式会社Japan General Aviation Service（鹿児
島空港内）{鹿児島県霧島市溝辺町麓270-1｝JＲ
鹿児島中央駅から空港バス(鹿児島交通)で約40分
空港より無料送迎バスで約5分「中日本航空専門
学校」

¥0
鹿児島空港にてJapan General Aviation Serviceが所有する、中小型機の整備から、空港ランプエリア内での大型機整備まで、様々な業務を見
学いただきます。また、格納庫内では、航空整備現場ならではの「工具部品の管理方法」や「安全作業に対する取組」をご覧いただきます。

3

98 ドローン＆旅客機の操縦及びVR教育体験 8/8 20
中日本航空専門学校｛岐阜県関市迫間1577｝名古
屋鉄道「新鵜沼駅」より車で約20分「中日本航空
専門学校」

¥0
ドローンから旅客機（B737）までの操縦体験や最新技術を活用した「VR教育」を体験いただきます。
また、近年注目が集まっている「エアモビリティ」開発やドローンの制御、実用性についても説明させていただきます。VR教育体験では大型機の
けん引を体験していただきます。

3

99
探求授業に役立つ!ヘリコプター整備の仕
事

7/25 20

東京ヘリポート(新木場)｛東京都江東区新木場4
丁目7-28 ｝JR 京葉線 東京メトロ有楽町線・り
んかい線 新木場駅よりバス約 5分「日本航空大
学校 石川」

¥0
ヘリコプター整備士としてブリーフィングから参加。人知れず社会を支えるヘリコプターの活躍の実 態を間近でご覧いただきながら、ヘリコプ
ターのメカニズムや安全対策を理解していただきます。

3

100 JAL航空機の安全を支える整備士の魅力 7/28 15
大阪（伊丹）空港｛大阪府豊中市蛍池西町3丁目
371番地｝空港リムジンバス「大阪航空専門学
校」

¥0
伊丹空港展望デッキで離発着する航空機及びエプロン業務を見聞した後、航空機整備会社・JALエンジニアリングにて、旅客機の整備作業を
研修し空の安全を守る航空機整備士の業務及び仕事の魅力とやりがいについての説明を行います。

3
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101 航空業界の魅力とドクターヘリを知ろう 8/2 15

神戸空港　スカイマーク株式会社、学校法人ヒラ
タ学園 航空事業本部｛兵庫県神戸市中央区神戸
空港８｝JA・阪急・阪神 三宮駅　　ポートライ
ナー　神戸空港駅「大阪航空専門学校」

¥0
神戸空港に所在するスカイマークにて、１機の飛行機が飛び立つまでの多くの仕事を見聞し、空の安全を守っている航空業界の仕事の魅力と
やりがいを知っていただきます。併せてヒラタ学園航空事業本部にて、ドクターヘリの運航を支える航空機整備業務を視察して、運航の安全を支
える航空機整備士の魅力とやりがいについての説明を行います。

3

102 グランドハンドリングという仕事の魅力 8/24 15
関西空港{大阪府泉南郡田尻町泉州空港中１}JR線：関
西空港駅　南海線：関西空港駅　「大阪航空専門学
校」

¥0
関西空港に所在するグランドハンドリング会社・Kグランドサービスにて、旅客機が到着して出発までのグランドハンドリング業務を研修して、グラ
ンドハンドリングとは何かを知っていただくとともに、仕事の魅力及びやりがいについての説明を行います。

3

103 高校生ロボットSIリーグの紹介・実習
7/31
～8/4

10

①株式会社バイナス：名鉄津島線 勝幡駅よりタクシーで
１０分 ②株式会社デンソーウェーブ：名鉄河和線　阿久
比駅よりマイクロバスで１０分 ③株式会社FUJI：名鉄名
古屋本線　知立駅よりタクシーで１０分 ④三菱電機株式
会社名古屋製作所　FAコミュニケーションセンター：大曽
根駅（JR中央線、地下鉄名城線、名鉄瀬戸線）より徒歩１
０分「愛知県経済産業局産業振興課」

¥0
愛知県では2022年度から、全国の高校生を対象に課題研究等で取り組むことができるモノづくり現場を自動化するロボットシステムインテグレー
ションの競技会を開催しています。本競技会の紹介や３社（株式会社デンソーウェーブ、株式会社FUJI、三菱電機株式会社）の産業用ロボットを
用いたロボットの操作実習、さらには産業用ロボット安全衛生特別教育に基づく講習を行います。

3

104 アーク溶接特別教育講習
8/16
～18

30

名古屋市工業研究所電子技術総合ｾﾝﾀｰ1階 視聴覚
教室 及び中間実習工場{名古屋市熱田区六番三丁目
4-41}名古屋市営地下鉄 名港線六番町駅3番出口か
ら徒歩1分「一般社団法人　愛知県溶接協会」

¥1,210
高校教職員による生徒へのアーク溶接教育・指導を安全・適正に実施するため、労働安全衛生法に定められた教育（アーク溶接等に関する知
識、アーク溶接装置に関する基礎知識、アーク溶接等の作業の方法に関する知識、関係法令、アーク溶接装置の取扱い及びアーク溶接等の
作業の方法、実技教育）を実施し、修了試験の合格者には「修了証」を交付する。

5

105 富士教育訓練センター夏季研修会
8/9～

10
20

富士教育訓練センター{静岡県富士宮市根原字宝山４
９２－８}JR新富士駅より送迎あり、自家用車での来校も
可。「全国建設産業教育訓練協会富士教育訓練セン
ター」

¥10,500
建設業で働く若者たちの教育のあり方について、学校関係者・企業関係者と協議し、より良い教育のあり方について理解を深める。
資料代10,500：当日現金にて精算（領収証等が必要な場合は、事前にお知らせください。）【宿泊施設斡旋有】「会社指定施設　１泊７,５００ 円
（食事代は全て宿泊料金に含む。）昼食は別途負担。」

10

106 印刷技術を応用した簡単基板作製体験 8/4 10
名古屋市工業研究所第三会議室{名古屋市熱田区六
番三丁目4-41}名古屋市営地下鉄 名港線六番町駅下
車出口（３番出口）すぐ「イープロニクス株式会社」

¥0
大変扱いやすく優れた性能を有する最新の導電材料と、特殊な機材や知識を要しない手刷りスクリーン印刷を用いたはんだ付け可能な配線板
の作製を通し、プリンテッドエレクトロニクス技術を手軽に体験頂けます。

3

107 印刷技術を応用した簡単基板作製体験 8/18 10

大阪産業技術研究所森之宮センター小講堂{大阪市
城東区森之宮1-6-50 }森之宮駅より中央大通りを東に
直進し森之宮公団住宅前を左折、徒歩10分「イープロ
ニクス株式会社」

¥0
大変扱いやすく優れた性能を有する最新の導電材料と、特殊な機材や知識を要しない手刷りスクリーン印刷を用いたはんだ付け可能な配線板
の作製を通し、プリンテッドエレクトロニクス技術を手軽に体験頂けます。

3

108 印刷技術を応用した簡単基板作製体験 8/22 10

全国工業高等学校長協会工業教育会館５階会議室
{東京都千代田区飯田橋2-8-1}飯田橋駅徒歩８分 九
段下駅徒歩７分 水道橋駅徒歩8分「イープロニクス株
式会社」

¥0
大変扱いやすく優れた性能を有する最新の導電材料と、特殊な機材や知識を要しない手刷りスクリーン印刷を用いたはんだ付け可能な配線板
の作製を通し、プリンテッドエレクトロニクス技術を手軽に体験頂けます。

3

109 印刷技術を応用した簡単基板作製体験 8/24 10 オンライン講習会「イープロニクス株式会社」 ¥0
大変扱いやすく優れた性能を有する最新の導電材料と、特殊な機材や知識を要しない手刷りスクリーン印刷を用いたはんだ付け可能な配線板
の作製を通し、プリンテッドエレクトロニクス技術を手軽に体験頂けます。

3

110
電気工事における技能とＲＸ・ＤＸについ
て

8/24
～25

20

株式会社関電工人材育成センターおよび技術研究所
{茨城県牛久市南3-2-1} JR常磐線　牛久駅より徒歩約
15分（技術研究所へは弊社にてバスを手配）「株式会
社関電工」

¥0
電気工事会社に求められる「技能」を、実際の体験を通じて学ぶとともに、電気工事業界での「RX・DX（ロボット化・デジタル化）」の取り組みにつ
いて、ロボット技術・デジタル技術の紹介を通じて学びます。【宿泊施設斡旋有】「会社指定施設　宿泊２,０００円　朝食３３０円　夕食４４０円　2日
間昼食４４０円×２ 」

3

111 移動式ロボットプログラミング基礎
8/22
～23

6

「オンライン講習会」を「対面講習会」に変更。フエスト
（株）｛横浜市都筑区早渕1-26-10｝横浜市営地下鉄ブ
ルーライン仲町台駅下車　徒歩20分 「フエスト株式会
社」

¥0
工場の自動化を想定した自律移動ロボットの国際大会であるRoboCup Logistics Leagueにおいて必要となる技能・技術を中心に、移動式ロボッ
ト（Robotino）の動画とシミュレータ（RobotinoSIM）を用いて基礎実習を行います。将来的にRoboCup 世界大会に参加いただけるまでを目指しま
す。

3

112 抵抗スポット溶接講習会 8/23 15

日本スポット溶接協会愛知支所研修所（ARMS刈谷研
修センター横）{愛知県知立市西町妻向14番地1}名鉄
知立駅　北口から北へ徒歩17分「一般財団法人　日本
スポット溶接協会 」

¥0

レーザー加工機が工業高校へ配備されはじめ、薄板（３㎜以内）を切断する実習が始まっている。薄板の加工は抵抗スポット溶接機の十八番
で、切断した薄板を組付ける実習教材の一例として、抵抗スポット溶接機を使い「形にする」ことを今回の講習で高等学校の教員に考え・学んで
ほしい。抵抗スポット溶接機の正しい取扱法、品質維持・向上法、安全衛生教育、条件設定や電極の管理業務を学ぶ。この講習会修了者には
「修了証」を交付する。

3

　 合計 1874


