
長岡モノづくり
アカデミー
2019年度 受講者の声をまとめました

長岡技術科学大学 長岡工業高等専門学校 新潟県工業技術総合研究所 にいがた産業創造機構

機械設計技術者に必要な知識の習得に向けて

●専門Ⅱ＜開発設計リーダー＞コース
(中堅の開発設計者・マネジメント候補者)

2019年度 「長岡モノづくりアカデミー」 主要研修

●専門Ⅰ＜開発設計＞コース
(開発設計者)

●基礎コース
(設計初心者)

機械設計技術者向けのスキル習得に向けて

●３次元CADコース
(３次元CADの初心者)

●CAEコース
(３次元CADの操作ができ､解析技術を習得したい方)

●初めての電子回路・制御講座
(電子回路の設計を学びたい方)

●CAEフォローアップ講座
(業務でCAEを使用している方)

基礎コース 「実務に役立つ機械設計の基礎」

「初めての電子回路・制御講座」

専門Ⅰ＜開発設計＞コース
「特殊加工
－レーザービーム加工と放電加工－」

３次元CADコース 「CAD実習」

専門Ⅱ＜開発設計リーダー＞コース
「品質管理と品質保証」



基礎コース

満足度

満足
36%概ね満足

64%

活用度

活用できる
46%概ね

活用できる
45%

●設計という分野について、知らないことだらけで

したので少しでも触れられたことが良かったです。

頂いたテキストをしっかり活用していこうと思いまし

た。●中途入社して、前職とは全く異なる業務

を行うことになり機械の事はさっぱりわからなかっ

たのですが、今回の講座でわからなかったことがわ

かるようになりました。●材料の選定や製図に関

する決まり事などを知ることができました。また演

習やグループワークを行うことでより理解が深まり

ました。

17社 22名 受講

【受講者の声】

新入社員や異動により設計部門に配属された担当者向けに､機械設計に必要となる実務に役立つ基礎知識と併せて､良好な
人間関係を築く方法の習得を目指します。

「今、学ぶべき機械設計」

48時間(8日)

専門Ⅰ＜開発設計＞コース

満足度

満足
40%

概ね満足
40%

活用度

活用できる
10%

概ね
活用できる

60%

●普段関係している仕事内容とは違う内容の

話もたくさん聞くことができ、今後も独学では知る

ことのなかったであろう内容もあったので勉強にな

りました。●設計者の考え方などの仕事では学

べない事を学べて良い機会になりました。●大

学で学んできたことの復習やあまり詳しくない分

野を幅広く学ぶことができ、仕事でも活かせそう

なことが多々ありました。 ●中越技術支援セン

ターと下越技術支援センターを見学することがで

き、見たことのない測定器や試験機を見ることが

出来たのでいい経験になりました。10社 11名 受講

【受講者の声】

開発設計において必要となる幅広い専門知識の習得を目指します。

「製品機能と設計･製作､検証
－素材､機構､形状－」

48.5時間(18日)

専門Ⅱ＜開発設計リーダー＞コース

満足度

満足
50%

概ね満足
50%

活用度

活用できる
40%

概ね
活用できる

40%

●幅広い講義内容でした。設計するうえでは幅

広い知識が必要になるので大変満足しています。

●座学と工場見学を合わせて自らの知見を広

げることができました。特に工場見学では普段見

ることができない業種の工場を見ることができ、

大変刺激になりました。●どの講義の内容も少

なからず仕事に関連しており、製品設計業務や

マネジメント業務に活かせるものと思いました。

9社 10名 受講

【受講者の声】

設計部門のリーダーやマネージャー向けに､企画･開発･設計において必要となる総合的な視点を養うことを目指します。
様々な製造現場の見学を通じて､それぞれの特徴や工夫を学びとります。

「製造現場から学ぶ①」

40時間(9日)



2019年度 アンケートより

３次元CADコース
３次元CAD「SOLIDWORKS」について､実務で活用できるレベルを目指します。
部品作成､アセンブリ､図面化までの一連の操作実習を通して､３次元CADの有効性を確認します。

34.5時間(5日)

満足
50%

概ね満足
36%

満足度 活用度

活用できる
61%

概ね
活用できる

29%

●3D-CADへの今後の展望が聞けて、必要性

の再確認にもつながりました。●2D図面のJIS

規格に則った描き方から講義して頂いたので、

3D実習の理解が深まりました。●利用経験が

ほとんどありませんでしたが、モデリング・編集を行

う事が出来るようになり､業務に有効活用出来

ています。

【受講者の声】

20社 28名 受講
「CAD実習」

CAEコース
CAEについて､実務で活用できるスキルの習得を目指します。

48.5時間(7日)

満足
83%

概ね満足
17%

満足度 活用度

活用できる
33%

概ね
活用できる

50%

●実際に解析を行う際に活かすことができる内

容が多くあり、今後の解析業務に役立つと思い

ました。●強度解析の基礎が学べました。●静

解析についての各設定条件の内容、設定方法、

結果の確認方法を学べました。●実習、グルー

プワークを通して、モデルへの設定が把握できま

した。

【受講者の声】

6社 6名 受講
「CAE(応用)実習」

CAEフォローアップ講座 20時間(4日)

満足
62%

概ね満足
25%

満足度 活用度

活用できる
37%

概ね
活用できる

38%

●ソフトの使い方だけでなく、役に立つコマンドや

機能を教えて頂けたのがすごく勉強になったと感

じています。●詳細まで説明していただき、今後

の解析業務の精度向上に役立つと感じました。

●使用したことがないソフトについても情報を得

ることができて良かったです。

【受講者の声】

7社 8名 受講
「実際の製品に対する
計算事例の紹介」

CAEにおける計算設定や結果分析手法について､理論と実践的なテクニックの習得を目指します。
実際の強度試験等を通じて､CAEへの理解を深めます。

初めての電子回路･制御講座 18時間(3日)

満足
56%

概ね満足
33%

満足度 活用度

概ね
活用できる

67%

●知っている知識の再確認や、業務に通じる

内容の話なども聞けたのでよかったです。●苦

手意識が少し克服できたと思います。●IoTに

ついて、全体像を把握することが出来、どんな所

に使えそうか、こんなことが出来るのでは無かろう

か、想像を巡らせる事が出来る様になりました。

【受講者の声】

10社 10名 受講
「電子部品･電気回路の

基礎知識」

機械技術者に必要となる電子回路の主要な要素技術及びIoT実装に向けたマイコンによる計測･制御の仕組などを学びます。
実際に電子回路を設計し､回路の組立やプログラミングを通じて理解を深めます。



2020年度 長岡モノづくりアカデミー のご案内

【お問い合わせ先】

〒940-2127 長岡市新産4丁目1番地9 
TEL: 0258-46-9711
FAX: 0258-46-4106
E-mail: monoaca@nico.or.jp

2019年度 受講状況

2019年度 基礎コース・専門Ⅰ＜開発設計＞コース・専門Ⅱ＜開発設計リーダー＞コース・３次元CADコース・CAEコース 受講者の集計値です。

地区別 年齢別
製造
業種別

職種別

中越地区
62％

下越地区
34％

上越地区
4％ 18～24歳

20％

25～29歳
23％

30～34歳
19％

35～39歳
21％

40歳以上
17％

はん用機械器具
26％

生産用機械器具
22％金属製品

18％

業務用
機械器具
12％

電気
機械器具
4％

その他
18％

設計(開発設計含む)
77％

加工・組立
10％

生産技術
5％

品質保証
1％

その他
7％

(注)内容は変更になる場合があります。

基礎コース

2020年7月 開講予定
2020年4月1日 申込受付開始予定

コミュニケーション､材料選択､加工方法､製図､
技術者倫理と安全､材料力学､機械設計の基礎

48時間(8日)

専門Ⅰ＜開発設計＞コース

2020年6月 開講予定
2020年4月1日 申込受付開始予定

もの造りフロー､公差設計､鉄鋼材料､非鉄金属材料､
熱処理､材料トラブル､計測制御､転がり軸受､
トライボロジー､レーザービーム加工､放電加工､
切削加工､塑性加工､接合､電子回路､アクチュエータ､
振動､デジタルデータの活用､設計者は何が必要か

48.5時間(18日)

専門Ⅱ＜開発設計リーダー＞コース

2020年9月 開講予定
2020年6月1日 申込受付開始予定

発想法､品質工学､プロダクトデザイン､安全工学､
品質管理､品質保証､加工とコスト､工場見学､
オープン・イノベーション

40時間(9日)

３次元CADコース

2020年8月 開講予定
2020年6月1日 申込受付開始予定

製図､精度設計､３次元設計概論､CAD実習

34.5時間(5日)

CAEコース

2020年10月 開講予定
2020年6月1日 申込受付開始予定

デジタルものづくり概論､力学､CAEのためのCAD実習､
CAE(基礎)実習､CAE(応用)実習

48.5時間(7日)

CAEフォローアップ講座

2020年6月 開講予定
2020年4月1日 申込受付開始予定

モジュール選択､応力の評価方法､CAE運用方法､
計算事例

20時間(4日)

初めての電子回路・制御講座

2020年10月 開講予定
2020年8月3日 申込受付開始予定

電子部品､電気回路､アナログ回路､デジタル回路､
計測･制御､IoT､ネットワーク接続

18時間(3日)

詳しくはこちら ➡ https://www.n-phoenix.jp/


