
東三河セミナビ
東三河で学んでキャリアアップ！

セミナー探すなら「東三河セミナビ」

経営者・幹部、総務・人事担当部署、管理者、職員の皆さまへ 2022年2月

◆体系的な人材育成プログラムの提供

社会人キャリアアップ連携協議会では、参画する産学官の機関が実施する幅広い分野の実務教育

プログラムを情報共有し、皆さまにお届けしています。

◆2022年度開催見込みプログラムについて

・2022年度の開催については4月より正式に東三河セミナビに掲載予定ですが、2021年度開催

の講座の中で2022年度についても開催が見込まれるプログラムについてご紹介します。

・ご希望の「分野」（各種講座内容）、「対象」とする階層ごとにお勧め講座をご紹介しています。

・2022年度の社内研修メニューとして、社員・職員の皆さまの人材育成にご活用頂きたく

ご紹介致します。

・以下に、お勧め講座をご紹介致します。

①ＰＣ・ＩＴ活用 お薦め講座 １０件

②組織マネージメント分野 お薦め講座 １７件

③製造業向け お薦め講座 １０件

④建設・土木業向け お勧め講座 １５件

⑤若手・新入社員向けのお勧め講座：共通スキル １７件

⑥中堅社員・高度専門職向け お勧め講座 １２件

⑦若手・新入社員向けのお勧め講座：製造業・建築土木など ２５件

⑧若手・新入社員向けのお勧め講座：全分野 ４６件

⑨営業・サービス職向け お勧め講座 １件

⑩2022年度開講見込み講座：全件 ６９件

◆参画機関の実務教育プログラムの概要



2022.1.24

お勧めメニュー名

（ロールモデル名）

検索条件（下記条件で＆検索）

　キーワード 2022年度

　対象

　分野

検索結果（件数） 下記　件

講座名 対象者 分野 開催日程 難易度 受講料 詳細

東三河セミナビ　2022年度開催見込み講座 ※2021年度開催講座の中で2022年度にも開催が見込まれる講座

社会人キャリアアップ連携協議会　事務局

2022年度開催

日程は未定

キーワードを「2022年度」とし、「分野」や「対象」を指定して検索した一覧を下記に貼付ると、ご希望のお薦め講

座表が作成できます



2022.1.24

お勧めメニュー名

（ロールモデル名）

検索条件（下記条件で＆検索）

　キーワード 2022年度

　対象

　分野 PC,IT

検索結果（件数） 下記10件

講座名 対象者 分野 開催日程 難易度 受講料 詳細

詳細
【中小企業人材育成支援研修】Fusion360

一気通貫入門講座【中級】

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員
PC、IT

2021年10月8日

～ 2021年10月

22日

中級
A9,000円

B18,000円

詳細

【中小企業人材育成支援研修】Illustrator

を使用したグラフィックデザイン初心者講

座

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員
PC、IT

2021年10月5日

～ 2021年10月

26日

中級
A6,000円

B12,000円
詳細

【中小企業人材育成支援研修】Photoshop

を使用した写真加工・デザイン初心者講座

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員
PC、IT

2021年11月5日

～ 2021年11月

26日

中級
A6,000円

B12,000円

詳細

【中小企業人材育成支援研修】SNSと

Googleマップを活用したWEB集客講座

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員
PC、IT

2021年10月1日

～ 2021年10月

29日

中級
A7,500円

B15,000円
詳細

【中小企業人材育成支援研修】ドローン操

縦者養成講座

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員
PC、IT

2021年8月30日

～ 2021年9月14

日

中級
A6,000円

B12,000円

A4,500円

B9,000円
詳細

詳細

【中小企業人材育成支援研修】実務に活か

すExcelデータ分析講座

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員
PC、IT

2021年9月21日

～ 2021年10月

12日

中級
A6,000円

B12,000円
詳細

【中小企業人材育成支援研修】社会人プロ

グラミング超入門- Pythonの基本からAIま

で -

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員
PC、IT

2021年9月8日

～ 2021年9月29

日

中級
A6,000円

B12,000円

【中小企業人材育成支援研修】動画製作講

座　入門編

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員
PC、IT

2021年7月7日

～ 2021年7月28

日

中級

東三河セミナビ　2022年度開催見込み講座 ※2021年度開催講座の中で2022年度にも開催が見込まれる講座

社会人キャリアアップ連携協議会　事務局

ＰＣ・ＩＴ活用 お薦め講座

【中小企業人材育成支援研修】無料でHP

が作れるJimdoと画像編集のCanva講座

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員
PC、IT

2021年8月20日

～ 2021年9月17

日

中級
A7,500円

B15,000円

2022年度開催

日程は未定

詳細

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手

【中小企業人材育成支援研修】Fusion360

一気通貫入門講座【初級】
詳細

A7,500円

B15,000円
中級

2021年8月20日

～ 2021年9月17

日

PC、IT

http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html#m1067
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html#m1084
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html#m1070
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html#m1071
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html#m1079
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html#m1068
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html#m1083
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html#m1082
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html#m1081
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html#m1080
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html#m1081
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html#m1083
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html#m1082
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html#m1079
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html#m1068
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html#m1084
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html#m1070
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html#m1071
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html#m1067
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html#m1080
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html


2022.1.24

お勧めメニュー名

（ロールモデル名）

検索条件（下記条件で＆検索）

　キーワード 2022年度

　対象

　分野 組織マネージメント

検索結果（件数） 下記17件

講座名 対象者 分野 開催日程 難易度 受講料 詳細

詳細

【中小企業人材育成支援研修】"売れる仕

組み"からビジネスを動かすマーケティン

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員

組織マネージメ

ント

2021年9月8日

～ 2021年10月
中級

A7,500円

B15,000円
詳細

【中小企業人材育成支援研修】事業継続力

強化計画・事業継続計画（BCP）策定入門

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員

組織マネージメ

ント

2021年7月8日

～ 2021年10月
中級

A6,000円

B12,000円

詳細

【中小企業人材育成支援研修】新規ビジネ

ス（事業再構築）プラン実践講座

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員

組織マネージメ

ント

2021年7月5日

～ 2021年8月2

日

中級
A7,500円

B15,000円
詳細

【中小企業人材育成支援研修】中小企業の

ための戦略ブランディング講座

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員

組織マネージメ

ント

2021年9月14日

～ 2021年11月9

日

中級
A7,500円

B15,000円

詳細

【中小企業人材育成支援研修】理解からア

クションまで！SDGs丸わかり講座

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員

組織マネージメ

ント

2021年11月11

日 ～ 2021年11

月25日

中級
A4,500円

B9,000円
詳細

【東三河高等技術専門校】ものづくり現場

におけるリスクマネジメント

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員,一般市民

組織マネージメ

ント

2021年5月22日

～ 2021年5月29

日

初級 1,820円

詳細

【東三河総局】仕事と介護の両立支援セミ

ナー

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職

組織マネージメ

ント

2021年10月6日

～ 2021年10月6

日

中級 無料 詳細

【東三河総局】職場のメンタルヘルス対策

セミナー

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職

組織マネージメ

ント

2021年11月17

日 ～ 2021年11

月17日

中級 無料

詳細

【東三河総局】人材確保・定着支援セミ

ナー

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職

組織マネージメ

ント

2022年1月19日

～ 2022年1月19

日

中級 無料 詳細

【東三河総局】労働講座（全2回）
企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職

組織マネージメ

ント

2021年7月29日

～ 2021年9月17

日

中級 無料

中堅社員・高度専門職
組織マネージメ

ント
未定 中級 40,000円

詳細

【豊橋商工会議所】現場リーダーＯＪＴ指

導者研修～新人・後輩指導の基本スキル習

得編～

管理者,中堅社員・高度専門職

共通,組織マ

ネージメント,

コミュニケー

2022年2月17日

～ 2022年2月17

日

中級

東三河　各商工

会議所・商工会

会員企業

詳細

【豊橋信用金庫】とよしん次世代経営者の

会「元気塾」
管理者

組織マネージメ

ント
未定 初級 無料

東三河セミナビ　2022年度開催見込み講座 ※2021年度開催講座の中で2022年度にも開催が見込まれる講座

社会人キャリアアップ連携協議会　事務局

組織マネージメント分野 お薦め講座

【豊川市】創業・経営支援イベント 企業経営者,管理者,一般市民

組織マネージメ

ント,一般公開

講座・自己啓発

2021年10月 ～

2021年10月
初級 無料

2022年度開催

日程は未定

詳細20,000円中級

2021年10月5日

～ 2021年11月9

日

組織マネージメ

ント
中堅社員・高度専門職,若手

【社会人向け実践教育プログラム（産業技

術科学分野）】アントレプレナーシップ実

践講座（新規）（遠隔または対面）

詳細

【豊川市】観光まちづくりボランティア講

座
一般市民

組織マネージメ

ント,一般公開

講座・自己啓発

未定 初級 無料 詳細

詳細

【豊橋信用金庫】とよしん女性起業塾 一般市民
組織マネージメ

ント
未定 未定 詳細

【豊橋創造大学】SOZO起業塾

http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html#m1096
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html#m1097
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html#m1119
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html#m1121
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html#m1120
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/index.html#m1175
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html#m1050
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html#m1047
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html#m1048
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html#m1049
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html#m1051
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html#m1076
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html#m1087
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html#m1089
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html#m1075
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html#m1088
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html#m1113
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html#m1075
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html#m1088
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html#m1087
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html#m1089
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html#m1051
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html#m1076
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html#m1048
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html#m1049
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html#m1050
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html#m1047
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html#m1120
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/index.html#m1175
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html#m1113
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html#m1096
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html#m1097
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html#m1119
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html#m1121
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html


2022.1.24

お勧めメニュー名

（ロールモデル名）

検索条件（下記条件で＆検索）

　キーワード 2022年度

　対象

　分野 製造業

検索結果（件数） 下記10件

講座名 対象者 分野 開催日程 難易度 受講料 詳細

詳細

第８期中小企業のための実践ＭＯＴ（技術

経営）講座　～ニューノーマル時代のイノ

ベーションと商品開発!!!～

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職

製造業,専門,研

究開発,建設・

土木業

中級

東三河地域商工

会議所・商工会

会員１０，００

０円（税込）、

非会員１３，０

００円（税込）

詳細

【東三河高等技術専門校】板金工作基礎
企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員,一般市民
製造業

2021年10月23

日 ～ 2021年10

月24日

初級
2,600円（※別

途材料費）

詳細

【社会人向け実践教育プログラム（産業技

術科学分野）】技術者養成研修｢機械加工
中堅社員・高度専門職,若手 製造業

2021年10月14

日 ～ 2022年2
初級 10,500円 詳細

【社会人向け実践教育プログラム（産業技

術科学分野）】技術者養成研修｢機械加工

技術講座｣（対面）

中堅社員・高度専門職,若手 製造業

2021年11月12

日 ～ 2021年11

月12日

中級 5,500円

詳細

【社会人向け実践教育プログラム（産業技

術科学分野）】技術者養成研修｢コン
中堅社員・高度専門職,若手

製造業,研究開

発

2021年9月28日

～ 2021年9月30
中級 15.500円 詳細

【社会人向け実践教育プログラム（産業技

術科学分野）】技術者養成研修｢コン

ピュータ支援解析ものづくり講座｣（対

中堅社員・高度専門職,若手
製造業,研究開

発

2022年1月25日

～ 2022年1月27

日

中級 15.500円

無料 詳細

詳細

【三河繊維技術センター】総合技術支援セ

ミナー

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員

製造業,研究開

発
未定 中級 無料 詳細

【三河繊維技術センター】繊維技術講演会
企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員

製造業,研究開

発

2021年12月 ～

2021年12月
上級 無料

【三河繊維技術センター】新規採用者向け

繊維セミナー
若手,新入社員

製造業,研究開

発

2021年6月10日

～ 2021年6月10

日

初級

東三河セミナビ　2022年度開催見込み講座 ※2021年度開催講座の中で2022年度にも開催が見込まれる講座

社会人キャリアアップ連携協議会　事務局

製造業向け お薦め講座

「経営者・技術者のための最新・実践ＭＯ

Ｔ紹介～新規事業・イノベーションを成功

させる方法論の概要～」

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手

製造業,専門,研

究開発,講演

会・イベント

初級 無料

2022年度開催

日程は未定

詳細

http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/professionalskills/technical_manufacturing/index.html#m1151
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/professionalskills/technical_manufacturing/index.html#m1064
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/professionalskills/technical_manufacturing/index.html#m1065
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/professionalskills/technical_manufacturing/index.html#m1066
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/professionalskills/technical_manufacturing/index.html#m1109
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/professionalskills/technical_manufacturing/index.html#m1108
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/professionalskills/technical_manufacturing/index.html#m1106
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/professionalskills/technical_manufacturing/index.html#m1105
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http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/professionalskills/technical_manufacturing/index.html#m1152
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2022.1.24

お勧めメニュー名

（ロールモデル名）

検索条件（下記条件で＆検索）

　キーワード 2022年度

　対象

　分野 建設・土木業

検索結果（件数） 下記15件

講座名 対象者 分野 開催日程 難易度 受講料 詳細

詳細

【中小企業人材育成支援研修】アイディ

アを事業に変えるクラウドファンディン

グ講座

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手
建設・土木業

2021年10月7日

～ 2021年10月

14日

中級
A3,000円

B6,000円

詳細

【東三河高等技術専門校】２級建築施工

管理技士 学科試験対策 【施工管理・法規

編】

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員,一般市民
建設・土木業

2021年10月31

日 ～ 2021年11

月7日

中級 1,820円 詳細

【東三河高等技術専門校】2級建築施工管

理技士学科試験対策【建築学・施工編】

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員,一般市民
建設・土木業

2021年10月17

日 ～ 2021年10

月24日

中級 1,820円

詳細

【東三河高等技術専門校】ガーデニング

基礎

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員,一般市民
建設・土木業

2021年6月26日

～ 2021年6月27

日

初級
2,600円（※別

途材料費）
詳細

【東三河高等技術専門校】マイホームデ

ザイナー入門

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員,一般市民
建設・土木業

2021年8月21日

～ 2021年8月28

日

初級 2,600円

詳細

【東三河高等技術専門校】リフォーム実

践

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員,一般市民
建設・土木業

2022年2月19日

～ 2022年2月20

日

初級 2,600円 詳細

【東三河高等技術専門校】技能検定対策

（建築配管）

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員,一般市民
建設・土木業

2022年1月8日

～ 2022年1月9

日

中級 2,600円

詳細

【東三河高等技術専門校】技能五輪対策

（建築大工）

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員,一般市民
建設・土木業

2021年8月1日

～ 2021年8月8

日

上級 4,420円 詳細

【東三河高等技術専門校】建築CAD基礎
企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員,一般市民
建設・土木業

2021年11月20

日 ～ 2021年11

月27日

中級 2600円

詳細

【東三河高等技術専門校】建築CAD入門
企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員,一般市民
建設・土木業

2021年7月3日

～ 2021年7月10

日

初級 2,600円 詳細

【東三河高等技術専門校】木工家具実践
企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員,一般市民
建設・土木業

2021年12月4日

～ 2021年12月5

日

中級
2,600円（※別

途材料費）

詳細

【東三河高等技術専門校】木工基礎
企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員,一般市民
建設・土木業

2021年11月6日

～ 2021年11月7

日

初級
2,600円（※別

途材料費）
詳細

【東三河高等技術専門校】木工入門
企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員,一般市民
建設・土木業

2021年10月2日

～ 2021年10月3

日

初級 1,820円

詳細

【東三河高等技術専門校】剪定と竹垣の

基本

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員,一般市民
建設・土木業

2021年11月20

日 ～ 2021年11

月21日

初級 2,600円 詳細

東三河セミナビ　2022年度開催見込み講座 ※2021年度開催講座の中で2022年度にも開催が見込まれる講座

社会人キャリアアップ連携協議会　事務局

建設・土木業向け お勧め講座

第８期中小企業のための実践ＭＯＴ（技

術経営）講座　～ニューノーマル時代の

イノベーションと商品開発!!!～

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職

製造業,専門,研

究開発,建設・

土木業

中級

東三河地域商工

会議所・商工会

会員１０，００

2022年度開催

日程は未定
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2022.1.24

お勧めメニュー名

（ロールモデル名）

検索条件（下記条件で＆検索）

　キーワード 2022年度

　対象 若手 新入社員

　分野 共通

検索結果（件数） 下記17件

講座名 対象者 分野 開催日程 難易度 受講料 詳細

詳細

【社会人向け実践教育プログラム（産業技

術科学分野）】アントレプレナーシップ実

践講座（新規）（遠隔または対面）

中堅社員・高度専門職,若手
組織マネージメ

ント

2021年10月5日

～ 2021年11月9

日

中級 20,000円

詳細

【中小企業人材育成支援研修】"売れる仕

組み"からビジネスを動かすマーケティン

グ講座

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員

組織マネージメ

ント

2021年9月8日

～ 2021年10月

13日

中級
A7,500円

B15,000円
詳細

【中小企業人材育成支援研修】Fusion360

一気通貫入門講座【初級】

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手
PC、IT

2021年8月20日

～ 2021年9月17

日

中級
A7,500円

B15,000円

詳細

【中小企業人材育成支援研修】Fusion360

一気通貫入門講座【中級】

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員
PC、IT

2021年10月8日

～ 2021年10月

22日

中級
A9,000円

B18,000円
詳細

【中小企業人材育成支援研修】Illustrator

を使用したグラフィックデザイン初心者講

座

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員
PC、IT

2021年10月5日

～ 2021年10月

26日

中級
A6,000円

B12,000円

詳細

【中小企業人材育成支援研修】Photoshop

を使用した写真加工・デザイン初心者講座

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員
PC、IT

2021年11月5日

～ 2021年11月

26日

中級
A6,000円

B12,000円
詳細

【中小企業人材育成支援研修】SNSと

Googleマップを活用したWEB集客講座

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員
PC、IT

2021年10月1日

～ 2021年10月

29日

中級
A7,500円

B15,000円

詳細

【中小企業人材育成支援研修】ドローン操

縦者養成講座

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員
PC、IT

2021年8月30日

～ 2021年9月14

日

中級
A6,000円

B12,000円
詳細

【中小企業人材育成支援研修】事業継続力

強化計画・事業継続計画（BCP）策定入門

講座

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員

組織マネージメ

ント

2021年7月8日

～ 2021年10月

14日

中級
A6,000円

B12,000円

詳細

【中小企業人材育成支援研修】実務に活か

すExcelデータ分析講座

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員
PC、IT

2021年9月21日

～ 2021年10月

12日

中級
A6,000円

B12,000円
詳細

【中小企業人材育成支援研修】社会人プロ

グラミング超入門- Pythonの基本からAIま

で -

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員
PC、IT

2021年9月8日

～ 2021年9月29

日

中級
A6,000円

B12,000円

詳細

【中小企業人材育成支援研修】新規ビジネ

ス（事業再構築）プラン実践講座

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員

組織マネージメ

ント

2021年7月5日

～ 2021年8月2

日

中級
A7,500円

B15,000円
詳細

【中小企業人材育成支援研修】中小企業の

ための戦略ブランディング講座

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員

組織マネージメ

ント

2021年9月14日

～ 2021年11月9

日

中級
A7,500円

B15,000円

詳細

【中小企業人材育成支援研修】動画製作講

座　入門編

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員
PC、IT

2021年7月7日

～ 2021年7月28

日

中級
A4,500円

B9,000円
詳細

【中小企業人材育成支援研修】無料でHP

が作れるJimdoと画像編集のCanva講座

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員
PC、IT

2021年8月20日

～ 2021年9月17

日

中級
A7,500円

B15,000円

詳細

【中小企業人材育成支援研修】理解からア

クションまで！SDGs丸わかり講座

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員

組織マネージメ

ント

2021年11月11

日 ～ 2021年11

月25日

中級
A4,500円

B9,000円
詳細

東三河セミナビ　2022年度開催見込み講座 ※2021年度開催講座の中で2022年度にも開催が見込まれる講座

社会人キャリアアップ連携協議会　事務局

若手・新入社員向けのお勧め講座：共通スキル

【東三河高等技術専門校】ものづくり現場

におけるリスクマネジメント

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員,一般市民

組織マネージメ

ント

2021年5月22日

～ 2021年5月29

日

初級 1,820円

2022年度開催

日程は未定

http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html#m1051
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html#m1076
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html#m1067
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html#m1084
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html#m1087
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html#m1089
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html#m1070
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html#m1071
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html#m1075
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html#m1079
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html#m1068
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html#m1083
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html#m1082
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html#m1081
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html#m1080
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html#m1088
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html#m1113
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html#m1113
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html#m1080
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html#m1088
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html#m1082
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html#m1081
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html#m1068
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html#m1083
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html#m1075
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html#m1079
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html#m1070
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html#m1071
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html#m1087
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html#m1089
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html#m1067
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html#m1084
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html#m1051
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html#m1076
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/pc_it/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/commonskills/management/index.html


2022.1.24

お勧めメニュー名

（ロールモデル名）

検索条件（下記条件で＆検索）

　キーワード 2022年度

　対象 中堅社員・高度専門職

　分野 研究開発

検索結果（件数） 下記12件

講座名 対象者 分野 開催日程 難易度 受講料 詳細

詳細

「経営者・技術者のための最新・実践ＭＯ

Ｔ紹介～新規事業・イノベーションを成功

させる方法論の概要～」

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手

製造業,専門,研

究開発,講演

会・イベント

初級 無料 詳細

【三河繊維技術センター】繊維技術講演会
企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員

製造業,研究開

発

2021年12月 ～

2021年12月
上級 無料

詳細

【三河繊維技術センター】総合技術支援セ

ミナー

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員

製造業,研究開

発
未定 中級 無料 詳細

【社会人向け実践教育プログラム（産業技

術科学分野）】技術者養成研修｢コン
中堅社員・高度専門職,若手

製造業,研究開

発

2022年1月25日

～ 2022年1月27
中級 15.500円

詳細

【社会人向け実践教育プログラム（産業技

術科学分野）】技術者養成研修｢コン

ピュータ支援設計活用講座｣（対面）

中堅社員・高度専門職,若手
製造業,研究開

発

2021年9月28日

～ 2021年9月30

日

中級 15.500円 詳細

【社会人向け実践教育プログラム（産業技

術科学分野）】技術者養成研修｢組織・構

造解析技術講座｣（対面または遠隔）

中堅社員・高度専門職,若手 研究開発

2022年2月18日

～ 2022年2月18

日

中級 5,500円

詳細

【社会人向け実践教育プログラム（産業技

術科学分野）】次世代シークエンサ解析講
中堅社員・高度専門職 研究開発 未定 中級 50,000円 詳細

【社会人向け実践教育プログラム（産業技

術科学分野）】集積回路技術講習会（対

面）新型コロナ感染拡大により中止としま

中堅社員・高度専門職 研究開発

2021年7月12日

～ 2021年7月16

日

上級 250,000円

無料 詳細

詳細

【社会人向け実践教育プログラム（産業技

術科学分野）】先端データサイエンス実践

コース（遠隔または対面）

中堅社員・高度専門職 研究開発
2021年10月 ～

2022年2月
上級 50,000円 詳細

【社会人向け実践教育プログラム（産業技

術科学分野）】哺乳類細胞株による形質導

入とバイオイメージング実習（遠隔または

中堅社員・高度専門職 研究開発
2021年6月 ～

2022年3月
中級

100,000円（3名

まで）

【中小企業人材育成支援研修】技術開発連

携支援セミナー

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員
研究開発

2021年11月17

日 ～ 2021年11

月17日

中級

東三河セミナビ　2022年度開催見込み講座 ※2021年度開催講座の中で2022年度にも開催が見込まれる講座

社会人キャリアアップ連携協議会　事務局

中堅社員・高度専門職向け お勧め講座

第８期中小企業のための実践ＭＯＴ（技術

経営）講座　～ニューノーマル時代のイノ

ベーションと商品開発!!!～

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職

製造業,専門,研

究開発,建設・

土木業

中級

東三河地域商工

会議所・商工会

会員１０，００

０円（税込）、

2022年度開催

日程は未定

詳細

http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/professionalskills/technical_manufacturing/index.html#m1152
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/professionalskills/technical_research/index.html#m1086
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/professionalskills/technical_research/index.html#m1110
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/professionalskills/technical_research/index.html#m1111
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/professionalskills/technical_research/index.html#m1102
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/professionalskills/technical_research/index.html#m1104
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/professionalskills/technical_research/index.html#m1107
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/professionalskills/technical_manufacturing/index.html#m1108
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/professionalskills/technical_manufacturing/index.html#m1109
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/professionalskills/technical_manufacturing/index.html#m1066
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/professionalskills/technical_manufacturing/index.html#m1065
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/professionalskills/technical_manufacturing/index.html#m1151
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/professionalskills/technical_manufacturing/index.html#m1065
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/professionalskills/technical_manufacturing/index.html#m1151
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/professionalskills/technical_manufacturing/index.html#m1109
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/professionalskills/technical_manufacturing/index.html#m1066
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/professionalskills/technical_research/index.html#m1107
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/professionalskills/technical_manufacturing/index.html#m1108
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/professionalskills/technical_research/index.html#m1102
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/professionalskills/technical_research/index.html#m1104
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/professionalskills/technical_research/index.html#m1086
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/professionalskills/technical_research/index.html#m1110
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/professionalskills/technical_research/index.html#m1111
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/professionalskills/technical_manufacturing/index.html#m1152
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/professionalskills/technical_research/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/professionalskills/technical_research/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/professionalskills/technical_manufacturing/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/professionalskills/technical_research/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/professionalskills/technical_research/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/professionalskills/technical_manufacturing/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/professionalskills/technical_manufacturing/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/professionalskills/technical_research/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/professionalskills/technical_manufacturing/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/professionalskills/technical_research/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/professionalskills/technical_manufacturing/index.html
http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/professionalskills/technical_manufacturing/index.html


2022.1.24

お勧めメニュー名

（ロールモデル名）

検索条件（下記条件で＆検索）

　キーワード 2022年度

　対象 若手 新入社員

　分野 製造業 研究開発 建設・土木業

検索結果（件数） 下記25件

講座名 対象者 分野 開催日程 難易度 受講料 詳細

詳細

【社会人向け実践教育プログラム（産業技

術科学分野）】技術者養成研修｢機械加工

技術講座｣（対面）

中堅社員・高度専門職,若手 製造業

2021年11月12

日 ～ 2021年11

月12日

中級 5,500円

詳細

【社会人向け実践教育プログラム（産業技

術科学分野）】技術者養成研修｢機械加工
中堅社員・高度専門職,若手 製造業

2021年10月14

日 ～ 2022年2
初級 10,500円 詳細

【社会人向け実践教育プログラム（産業技

術科学分野）】技術者養成研修｢組織・構

造解析技術講座｣（対面または遠隔）

中堅社員・高度専門職,若手 研究開発

2022年2月18日

～ 2022年2月18

日

中級 5,500円

詳細

【中小企業人材育成支援研修】アイディア

を事業に変えるクラウドファンディング講

座

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手
建設・土木業

2021年10月7日

～ 2021年10月

14日

中級
A3,000円

B6,000円
詳細

【中小企業人材育成支援研修】技術開発連

携支援セミナー

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員
研究開発

2021年11月17

日 ～ 2021年11

月17日

中級 無料

詳細

【東三河高等技術専門校】２級建築施工管

理技士 学科試験対策 【施工管理・法規

編】

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員,一般市民
建設・土木業

2021年10月31

日 ～ 2021年11

月7日

中級 1,820円 詳細

【東三河高等技術専門校】2級建築施工管

理技士学科試験対策【建築学・施工編】

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員,一般市民
建設・土木業

2021年10月17

日 ～ 2021年10

月24日

中級 1,820円

詳細

【東三河高等技術専門校】ガーデニング基

礎

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員,一般市民
建設・土木業

2021年6月26日

～ 2021年6月27

日

初級
2,600円（※別

途材料費）
詳細

【東三河高等技術専門校】マイホームデザ

イナー入門

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員,一般市民
建設・土木業

2021年8月21日

～ 2021年8月28

日

初級 2,600円

詳細

【東三河高等技術専門校】リフォーム実践
企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員,一般市民
建設・土木業

2022年2月19日

～ 2022年2月20

日

初級 2,600円 詳細

【東三河高等技術専門校】技能検定対策

（建築配管）

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員,一般市民
建設・土木業

2022年1月8日

～ 2022年1月9

日

中級 2,600円

詳細

【東三河高等技術専門校】技能五輪対策

（建築大工）

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員,一般市民
建設・土木業

2021年8月1日

～ 2021年8月8

日

上級 4,420円 詳細

【東三河高等技術専門校】建築CAD基礎
企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員,一般市民
建設・土木業

2021年11月20

日 ～ 2021年11

月27日

中級 2600円

詳細

【東三河高等技術専門校】建築CAD入門
企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員,一般市民
建設・土木業

2021年7月3日

～ 2021年7月10

日

初級 2,600円 詳細

【東三河高等技術専門校】板金工作基礎
企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員,一般市民
製造業

2021年10月23

日 ～ 2021年10

月24日

初級
2,600円（※別

途材料費）

詳細

【東三河高等技術専門校】木工家具実践
企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員,一般市民
建設・土木業

2021年12月4日

～ 2021年12月5

日

中級
2,600円（※別

途材料費）
詳細

【東三河高等技術専門校】木工基礎
企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員,一般市民
建設・土木業

2021年11月6日

～ 2021年11月7

日

初級
2,600円（※別

途材料費）

詳細

【東三河高等技術専門校】木工入門
企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員,一般市民
建設・土木業

2021年10月2日

～ 2021年10月3

日

初級 1,820円 詳細

東三河セミナビ　2022年度開催見込み講座 ※2021年度開催講座の中で2022年度にも開催が見込まれる講座

社会人キャリアアップ連携協議会　事務局

若手・新入社員向けのお勧め講座

：製造業・建築土木など

【東三河高等技術専門校】剪定と竹垣の基

本

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員,一般市民
建設・土木業

2021年11月20

日 ～ 2021年11

月21日

初級 2,600円

2022年度開催

日程は未定
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詳細

「経営者・技術者のための最新・実践ＭＯ

Ｔ紹介～新規事業・イノベーションを成功

させる方法論の概要～」

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手

製造業,専門,研

究開発,講演

会・イベント

初級 無料

詳細

【三河繊維技術センター】新規採用者向け

繊維セミナー
若手,新入社員

製造業,研究開

発

2021年6月10日

～ 2021年6月10
初級 無料 詳細

【三河繊維技術センター】繊維技術講演会
企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員

製造業,研究開

発

2021年12月 ～

2021年12月
上級 無料

詳細

【三河繊維技術センター】総合技術支援セ

ミナー

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員

製造業,研究開

発
未定 中級 無料 詳細

【社会人向け実践教育プログラム（産業技

術科学分野）】技術者養成研修｢コン

ピュータ支援解析ものづくり講座｣（対

面）

中堅社員・高度専門職,若手
製造業,研究開

発

2022年1月25日

～ 2022年1月27

日

中級 15.500円

【社会人向け実践教育プログラム（産業技

術科学分野）】技術者養成研修｢コン

ピュータ支援設計活用講座｣（対面）

中堅社員・高度専門職,若手
製造業,研究開

発

2021年9月28日

～ 2021年9月30

日

中級 15.500円 詳細
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2022.1.24

お勧めメニュー名

（ロールモデル名）

検索条件（下記条件で＆検索）

　キーワード 2022年度

　対象 若手 新入社員

　分野

検索結果（件数） 下記46件

講座名 対象者 分野 開催日程 難易度 受講料 詳細

詳細

【中小企業人材育成支援研修】無料でHP

が作れるJimdoと画像編集のCanva講座

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員
PC、IT

2021年8月20日

～ 2021年9月

17日

中級
A7,500円

B15,000円
詳細

【中小企業人材育成支援研修】理解から

アクションまで！SDGs丸わかり講座

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員

詳細

【田原市観光人材育成】田原市観光まち

づくり実践塾

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員

事務／サービス

職

2021年10月 ～

2022年1月
初級 無料 詳細

詳細

【東三河高等技術専門校】2級建築施工管

理技士学科試験対策【建築学・施工編】

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員,一般市

民

建設・土木業

2021年10月17

日 ～ 2021年10

月24日

中級 1,820円 詳細

【東三河高等技術専門校】ガーデニング

基礎

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員,一般市

民

建設・土木業

2021年6月26日

～ 2021年6月

27日

初級
2,600円（※別

途材料費）

詳細

【東三河高等技術専門校】マイホームデ

ザイナー入門

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員,一般市

民

建設・土木業

2021年8月21日

～ 2021年8月

28日

初級 2,600円 詳細

詳細

【東三河高等技術専門校】リフォーム実

践

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員,一般市

民

建設・土木業

2022年2月19日

～ 2022年2月

20日

初級 2,600円 詳細

【東三河高等技術専門校】ものづくり現

場におけるリスクマネジメント

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員,一般市

民

組織マネージメ

ント

2021年5月22日

～ 2021年5月

29日

初級 1,820円

【東三河高等技術専門校】技能検定対策

（建築配管）

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員,一般市

民

詳細

【東三河高等技術専門校】技能五輪対策

（建築大工）

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員,一般市

民

建設・土木業

2021年8月1日

～ 2021年8月8

日

上級 4,420円 詳細

詳細

【東三河高等技術専門校】建築CAD入門

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員,一般市

民

建設・土木業

2021年7月3日

～ 2021年7月

10日

初級 2,600円 詳細

【東三河高等技術専門校】板金工作基礎

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員,一般市

民

製造業

2021年10月23

日 ～ 2021年10

月24日

初級
2,600円（※別

途材料費）

詳細

【東三河高等技術専門校】木工家具実践

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員,一般市

民

建設・土木業

2021年12月4日

～ 2021年12月

5日

中級
2,600円（※別

途材料費）
詳細

初級 2,600円 詳細

【東三河高等技術専門校】木工入門

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員,一般市

民

建設・土木業

2021年10月2日

～ 2021年10月

3日

初級 1,820円 詳細

【東三河高等技術専門校】木工基礎

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員,一般市

民

建設・土木業

2021年11月6日

～ 2021年11月

7日

初級
2,600円（※別

途材料費）

三遠南信（8信金）しんきんサミット

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員,一般市

民

講演会・イベン

ト

2022年2月11日

～ 2022年2月

11日

初級 無料 詳細

【東三河高等技術専門校】剪定と竹垣の

基本

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員,一般市

民

建設・土木業

2021年11月20

日 ～ 2021年11

月21日

中級
A4,500円

B9,000円

【東三河高等技術専門校】２級建築施工

管理技士 学科試験対策 【施工管理・法規

編】

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員,一般市

民

建設・土木業

2021年10月31

日 ～ 2021年11

月7日

中級 1,820円

東三河セミナビ　2022年度開催見込み講座 ※2021年度開催講座の中で2022年度にも開催が見込まれる講座

社会人キャリアアップ連携協議会　事務局

若手・新入社員向けのお勧め講座：全分野

2022年度開催

日程は未定

建設・土木業

2022年1月8日

～ 2022年1月9

日

中級 2,600円

【東三河高等技術専門校】建築CAD基礎

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員,一般市

民

建設・土木業

2021年11月20

日 ～ 2021年11

月27日

中級 2600円

組織マネージメ

ント

2021年11月11

日 ～ 2021年11

月25日
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詳細
【社会人キャリアアップ支援事業】ジェ

ネカフェ（Gene Cafe）
中堅社員・高度専門職,若手

詳細

【社会人向け実践教育プログラム（産業

技術科学分野）】アントレプレナーシッ

プ実践講座（新規）（遠隔または対面）

中堅社員・高度専門職,若手
組織マネージメ

ント

2021年10月5日

～ 2021年11月

9日

中級 20,000円 詳細

詳細

【社会人向け実践教育プログラム（産業

技術科学分野）】技術者養成研修｢コン

ピュータ支援設計活用講座｣（対面）

中堅社員・高度専門職,若手
製造業,研究開

発

2021年9月28日

～ 2021年9月

30日

中級 15.500円 詳細

【社会人向け実践教育プログラム（産業

技術科学分野）】技術者養成研修｢機械加

工技術講座｣（対面）

中堅社員・高度専門職,若手 製造業

2021年11月12

日 ～ 2021年11

月12日

中級 5,500円

詳細

【社会人向け実践教育プログラム（産業

技術科学分野）】技術者養成研修｢機械加
中堅社員・高度専門職,若手 製造業

2021年10月14

日 ～ 2022年2
初級 10,500円 詳細

詳細

【社会人向け実践教育プログラム（地域

社会基盤分野）】東三河防災カレッジ

（遠隔または対面）

中堅社員・高度専門職,若手 農業・6次産業
2021年10月 ～

2023年3月
中級

①各1,000～

1,500円 ②

74,000円

詳細

【社会人向け実践教育プログラム（産業

技術科学分野）】技術者養成研修｢組織・

構造解析技術講座｣（対面または遠隔）

中堅社員・高度専門職,若手 研究開発

2022年2月18日

～ 2022年2月

18日

中級 5,500円

【中小企業人材育成支援研修】"売れる仕

組み"からビジネスを動かすマーケティン

グ講座

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員

詳細

【中小企業人材育成支援研修】

Fusion360一気通貫入門講座【初級】

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手
PC、IT

2021年8月20日

～ 2021年9月

17日

中級
A7,500円

B15,000円
詳細

詳細

【中小企業人材育成支援研修】Illustrator

を使用したグラフィックデザイン初心者

講座

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員
PC、IT

2021年10月5日

～ 2021年10月

26日

中級
A6,000円

B12,000円
詳細

【中小企業人材育成支援研修】

Photoshopを使用した写真加工・デザイ

ン初心者講座

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員
PC、IT

2021年11月5日

～ 2021年11月

26日

中級
A6,000円

B12,000円

詳細

【中小企業人材育成支援研修】SNSと

Googleマップを活用したWEB集客講座

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員
PC、IT

2021年10月1日

～ 2021年10月

29日

中級
A7,500円

B15,000円
詳細

詳細

【中小企業人材育成支援研修】ドローン

操縦者養成講座

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員
PC、IT

2021年8月30日

～ 2021年9月
中級

A6,000円

B12,000円
詳細

【中小企業人材育成支援研修】アイディ

アを事業に変えるクラウドファンディン

グ講座

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手
建設・土木業

2021年10月7日

～ 2021年10月

14日

中級
A3,000円

B6,000円

【中小企業人材育成支援研修】技術開発

連携支援セミナー

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員

詳細

【中小企業人材育成支援研修】事業継続

力強化計画・事業継続計画（BCP）策定

入門講座

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員

組織マネージメ

ント

2021年7月8日

～ 2021年10月

14日

中級
A6,000円

B12,000円
詳細

詳細

【中小企業人材育成支援研修】社会人プ

ログラミング超入門- Pythonの基本から

AIまで -

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員
PC、IT

2021年9月8日

～ 2021年9月

29日

中級
A6,000円

B12,000円
詳細

【中小企業人材育成支援研修】新規ビジ

ネス（事業再構築）プラン実践講座

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員

組織マネージメ

ント

2021年7月5日

～ 2021年8月2

日

中級
A7,500円

B15,000円

詳細

【中小企業人材育成支援研修】中小企業

のための戦略ブランディング講座

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員

組織マネージメ

ント

2021年9月14日

～ 2021年11月

9日

中級
A7,500円

B15,000円
詳細

【中小企業人材育成支援研修】無料でHP

が作れるJimdoと画像編集のCanva講座

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員
PC、IT

2021年8月20日

～ 2021年9月

17日

中級
A7,500円

B15,000円
詳細

【中小企業人材育成支援研修】動画製作

講座　入門編

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員
PC、IT

2021年7月7日

～ 2021年7月

28日

中級
A4,500円

B9,000円

講演会・イベン

ト
未定 初級 無料

【社会人向け実践教育プログラム（産業

技術科学分野）】技術者養成研修｢コン

ピュータ支援解析ものづくり講座｣（対

面）

中堅社員・高度専門職,若手
製造業,研究開

発

2022年1月25日

～ 2022年1月

27日

中級 15.500円

組織マネージメ

ント

2021年9月8日

～ 2021年10月

13日

中級
A7,500円

B15,000円

【中小企業人材育成支援研修】

Fusion360一気通貫入門講座【中級】

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員
PC、IT

2021年10月8日

～ 2021年10月

22日

中級
A9,000円

B18,000円

研究開発

2021年11月17

日 ～ 2021年11

月17日

中級 無料

【中小企業人材育成支援研修】実務に活

かすExcelデータ分析講座

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員
PC、IT

2021年9月21日

～ 2021年10月

12日

中級
A6,000円

B12,000円
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詳細

【三河繊維技術センター】新規採用者向

け繊維セミナー
若手,新入社員

製造業,研究開

発

2021年6月10日

～ 2021年6月
初級 無料 詳細

【三河繊維技術センター】総合技術支援

セミナー

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員

製造業,研究開

発
未定 中級 無料 詳細

【三河繊維技術センター】繊維技術講演

会

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手,新入社員

製造業,研究開

発

2021年12月 ～

2021年12月
上級 無料

詳細無料初級

製造業,専門,研

究開発,講演

会・イベント

企業経営者,管理者,中堅社員・高

度専門職,若手

「経営者・技術者のための最新・実践Ｍ

ＯＴ紹介～新規事業・イノベーションを

成功させる方法論の概要～」
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2022.1.24

お勧めメニュー名

（ロールモデル名）

検索条件（下記条件で＆検索）

　キーワード 2022年度

　対象

　分野 営業／流通職
事務・サービス

職

検索結果（件数） 下記1件

講座名 対象者 分野 開催日程 難易度 受講料 詳細

【田原市観光人材育成】田原市観光まちづ

くり実践塾

企業経営者,管理者,中堅社員・高度

専門職,若手,新入社員

事務／サービス

職

2021年10月 ～

2022年1月
初級 無料 詳細

東三河セミナビ　2022年度開催見込み講座 ※2021年度開催講座の中で2022年度にも開催が見込まれる講座

社会人キャリアアップ連携協議会　事務局

営業・サービス職向け お勧め講座

2022年度開催

日程は未定

http://www.careerup.sharen.tut.ac.jp/courses/professionalskills/office_work/index.html#m1098


2022.1.24

お勧めメニュー名

（ロールモデル名）

検索条件（下記条件で＆検索）

　キーワード 2022年度

　対象

　分野

検索結果（件数） 下記69件

講座名 対象者 分野 開催日程 難易度 受講料 詳細

東三河セミナビ　2022年度開催見込み講座 ※2021年度開催講座の中で2022年度にも開催が見込まれる講座

2022年度開講見込み講座：全件

社会人キャリアアップ連携協議会　事務局

詳細

【東三河高等技術専門校】板金工作基礎

企業経営者,管理者,中堅社

員・高度専門職,若手,新入社

員,一般市民

製造業

2021年10月23日

～ 2021年10月24

日

初級
2,600円（※別途

材料費）
詳細

【東三河高等技術専門校】木工家具実践

企業経営者,管理者,中堅社

員・高度専門職,若手,新入社

員,一般市民

建設・土木業
2021年12月4日 ～

2021年12月5日
中級

2,600円（※別途

材料費）

詳細

【東三河高等技術専門校】木工基礎

企業経営者,管理者,中堅社

員・高度専門職,若手,新入社

員,一般市民

建設・土木業
2021年11月6日 ～

2021年11月7日
初級

2,600円（※別途

材料費）
詳細

【東三河高等技術専門校】木工入門

企業経営者,管理者,中堅社

員・高度専門職,若手,新入社

員,一般市民

建設・土木業
2021年10月2日 ～

2021年10月3日
初級 1,820円

詳細

【東三河高等技術専門校】剪定と竹垣の基

本

企業経営者,管理者,中堅社

員・高度専門職,若手,新入社

員,一般市民

建設・土木業

2021年11月20日

～ 2021年11月21

日

初級 2,600円 詳細

【東三河総局】仕事と介護の両立支援セミ

ナー

企業経営者,管理者,中堅社

員・高度専門職

組織マネージメン

ト

2021年10月6日 ～

2021年10月6日
中級 無料

詳細

【東三河総局】職場のメンタルヘルス対策

セミナー

企業経営者,管理者,中堅社

員・高度専門職

組織マネージメン

ト

2021年11月17日

～ 2021年11月17
中級 無料 詳細

【東三河総局】人材確保・定着支援セミ

ナー

企業経営者,管理者,中堅社

員・高度専門職

組織マネージメン

ト

2022年1月19日 ～

2022年1月19日
中級 無料

詳細

【東三河総局】労働講座（全2回）
企業経営者,管理者,中堅社

員・高度専門職

組織マネージメン

ト

2021年7月29日 ～

2021年9月17日
中級 無料 詳細

【豊橋イノベーションガーデン運営事業

（スタートアップガレージ）】各種起業関
一般市民

一般公開講座・自

己啓発
未定 初級 無料

詳細

【豊橋イノベーションガーデン運営事業

（メイカーズラボ）】3Dプリンターで創る

オリジナルジュエリー講座

一般市民
一般公開講座・自

己啓発
未定 初級 4,000円 詳細

【豊橋イノベーションガーデン運営事業

（メイカーズラボ）】メイカーズ・ラボも

のづくり講座

一般市民
一般公開講座・自

己啓発
未定 初級 1,000円

詳細

【豊橋商工会議所】現場リーダーＯＪＴ指

導者研修～新人・後輩指導の基本スキル習

得編～

管理者,中堅社員・高度専門

職

共通,組織マネージ

メント,コミュニ

ケーション,講演

2022年2月17日 ～

2022年2月17日
中級

東三河　各商工会

議所・商工会　会

員企業　9,000円/

詳細

【豊橋信用金庫】とよしん次世代経営者の

会「元気塾」
管理者

組織マネージメン

ト
未定 初級 無料

詳細

【豊橋信用金庫】とよしん女性起業塾 一般市民
組織マネージメン

ト
未定 未定 詳細

【豊橋創造大学】SOZO起業塾 中堅社員・高度専門職
組織マネージメン

ト
未定 中級 40,000円

詳細

【豊川市】観光まちづくりボランティア講

座
一般市民

組織マネージメン

ト,一般公開講座・

自己啓発

未定 初級 無料 詳細

【豊川市】創業・経営支援イベント 企業経営者,管理者,一般市民
組織マネージメン

ト,一般公開講座・

2021年10月 ～

2021年10月
初級 無料

2022年度開催日

程は未定

詳細

三遠南信（8信金）しんきんサミット

企業経営者,管理者,中堅社

員・高度専門職,若手,新入社

員,一般市民

講演会・イベント
2022年2月11日 ～

2022年2月11日
初級 無料 詳細

第８期中小企業のための実践ＭＯＴ（技術

経営）講座　～ニューノーマル時代のイノ

ベーションと商品開発!!!～

企業経営者,管理者,中堅社

員・高度専門職

製造業,専門,研究

開発,建設・土木業
中級

東三河地域商工会

議所・商工会会員

１０，０００円
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詳細
【中小企業人材育成支援研修】Illustratorを

使用したグラフィックデザイン初心者講座

企業経営者,管理者,中堅社

員・高度専門職,若手,新入社

員

PC、IT
2021年10月5日 ～

2021年10月26日
中級

A6,000円 B12,000

円

詳細

【中小企業人材育成支援研修】Photoshop

を使用した写真加工・デザイン初心者講座

企業経営者,管理者,中堅社

員・高度専門職,若手,新入社

員

PC、IT
2021年11月5日 ～

2021年11月26日
中級

A6,000円 B12,000

円
詳細

【中小企業人材育成支援研修】SNSと

Googleマップを活用したWEB集客講座

企業経営者,管理者,中堅社

員・高度専門職,若手,新入社

員

PC、IT
2021年10月1日 ～

2021年10月29日
中級

A7,500円 B15,000

円

詳細

【中小企業人材育成支援研修】アイディア

を事業に変えるクラウドファンディング講

座

企業経営者,管理者,中堅社

員・高度専門職,若手
建設・土木業

2021年10月7日 ～

2021年10月14日
中級

A3,000円 B6,000

円
詳細

【中小企業人材育成支援研修】ドローン操

縦者養成講座

企業経営者,管理者,中堅社

員・高度専門職,若手,新入社

員

PC、IT
2021年8月30日 ～

2021年9月14日
中級

A6,000円 B12,000

円

詳細

【中小企業人材育成支援研修】技術開発連

携支援セミナー

企業経営者,管理者,中堅社

員・高度専門職,若手,新入社

員

研究開発

2021年11月17日

～ 2021年11月17

日

中級 無料 詳細

【中小企業人材育成支援研修】事業継続力

強化計画・事業継続計画（BCP）策定入門

講座

企業経営者,管理者,中堅社

員・高度専門職,若手,新入社

員

組織マネージメン

ト

2021年7月8日 ～

2021年10月14日
中級

A6,000円 B12,000

円

詳細

【中小企業人材育成支援研修】実務に活か

すExcelデータ分析講座

企業経営者,管理者,中堅社

員・高度専門職,若手,新入社

員

PC、IT
2021年9月21日 ～

2021年10月12日
中級

A6,000円 B12,000

円
詳細

【中小企業人材育成支援研修】社会人プロ

グラミング超入門- Pythonの基本からAIま

で -

企業経営者,管理者,中堅社

員・高度専門職,若手,新入社

員

PC、IT
2021年9月8日 ～

2021年9月29日
中級

A6,000円 B12,000

円

詳細

【中小企業人材育成支援研修】新規ビジネ

ス（事業再構築）プラン実践講座

企業経営者,管理者,中堅社

員・高度専門職,若手,新入社

員

組織マネージメン

ト

2021年7月5日 ～

2021年8月2日
中級

A7,500円 B15,000

円
詳細

【中小企業人材育成支援研修】中小企業の

ための戦略ブランディング講座

企業経営者,管理者,中堅社

員・高度専門職,若手,新入社

員

組織マネージメン

ト

2021年9月14日 ～

2021年11月9日
中級

A7,500円 B15,000

円

詳細

【中小企業人材育成支援研修】動画製作講

座　入門編

企業経営者,管理者,中堅社

員・高度専門職,若手,新入社

員

PC、IT
2021年7月7日 ～

2021年7月28日
中級

A4,500円 B9,000

円
詳細

【中小企業人材育成支援研修】無料でHPが

作れるJimdoと画像編集のCanva講座

企業経営者,管理者,中堅社

員・高度専門職,若手,新入社

員

PC、IT
2021年8月20日 ～

2021年9月17日
中級

A7,500円 B15,000

円

詳細

【中小企業人材育成支援研修】理解からア

クションまで！SDGs丸わかり講座

企業経営者,管理者,中堅社

員・高度専門職,若手,新入社

員

組織マネージメン

ト

2021年11月11日

～ 2021年11月25

日

中級
A4,500円 B9,000

円
詳細

【田原市観光人材育成】田原市観光まちづ

くり実践塾

企業経営者,管理者,中堅社

員・高度専門職,若手,新入社

員

事務／サービス職
2021年10月 ～

2022年1月
初級 無料

詳細

【東三河高等技術専門校】２級建築施工管

理技士 学科試験対策 【施工管理・法規

企業経営者,管理者,中堅社

員・高度専門職,若手,新入社
建設・土木業

2021年10月31日

～ 2021年11月7日
中級 1,820円 詳細

【東三河高等技術専門校】2級建築施工管

理技士学科試験対策【建築学・施工編】

企業経営者,管理者,中堅社

員・高度専門職,若手,新入社

員,一般市民

建設・土木業

2021年10月17日

～ 2021年10月24

日

中級 1,820円

詳細

【東三河高等技術専門校】ガーデニング基

礎

企業経営者,管理者,中堅社

員・高度専門職,若手,新入社

員,一般市民

建設・土木業
2021年6月26日 ～

2021年6月27日
初級

2,600円（※別途

材料費）
詳細

【東三河高等技術専門校】マイホームデザ

イナー入門

企業経営者,管理者,中堅社

員・高度専門職,若手,新入社

員,一般市民

建設・土木業
2021年8月21日 ～

2021年8月28日
初級 2,600円

詳細

【東三河高等技術専門校】ものづくり現場

におけるリスクマネジメント

企業経営者,管理者,中堅社

員・高度専門職,若手,新入社

員,一般市民

組織マネージメン

ト

2021年5月22日 ～

2021年5月29日
初級 1,820円 詳細

【東三河高等技術専門校】リフォーム実践

企業経営者,管理者,中堅社

員・高度専門職,若手,新入社

員,一般市民

建設・土木業
2022年2月19日 ～

2022年2月20日
初級 2,600円

詳細

【東三河高等技術専門校】技能検定対策

（建築配管）

企業経営者,管理者,中堅社

員・高度専門職,若手,新入社

員,一般市民

建設・土木業
2022年1月8日 ～

2022年1月9日
中級 2,600円 詳細

【東三河高等技術専門校】技能五輪対策

（建築大工）

企業経営者,管理者,中堅社

員・高度専門職,若手,新入社

員,一般市民

建設・土木業
2021年8月1日 ～

2021年8月8日
上級 4,420円

詳細

【東三河高等技術専門校】建築CAD基礎

企業経営者,管理者,中堅社

員・高度専門職,若手,新入社

員,一般市民

建設・土木業

2021年11月20日

～ 2021年11月27

日

中級 2600円 詳細

【東三河高等技術専門校】建築CAD入門

企業経営者,管理者,中堅社

員・高度専門職,若手,新入社

員,一般市民

建設・土木業
2021年7月3日 ～

2021年7月10日
初級 2,600円
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【社会人向け実践教育プログラム（地域社

会基盤分野）】実践的キク栽培論 ／実践的

トマト栽培論（新規）（遠隔または対面）

中堅社員・高度専門職 農業・6次産業
2021年12月 ～

2022年3月
中級 20,000~40,000円 詳細

詳細
【三河繊維技術センター】新規採用者向け

繊維セミナー
若手,新入社員 製造業,研究開発

2021年6月10日 ～

2021年6月10日
初級 無料

詳細

【三河繊維技術センター】繊維技術講演会
企業経営者,管理者,中堅社

員・高度専門職,若手,新入社
製造業,研究開発

2021年12月 ～

2021年12月
上級 無料 詳細

【三河繊維技術センター】総合技術支援セ

ミナー

企業経営者,管理者,中堅社

員・高度専門職,若手,新入社
製造業,研究開発 未定 中級 無料

詳細

【次世代｢農力UPアカデミー事業先端農業

人材育成事業】市民講座｢実はすごい！！
一般市民 農業・6次産業

2021年7月14日 ～

2022年3月9日
初級 無料 詳細

【社会人キャリアアップ支援事業】ジェネ

カフェ（Gene Cafe）
中堅社員・高度専門職,若手 講演会・イベント 未定 初級 無料

詳細

【社会人向け実践教育プログラム（産業技

術科学分野）】アントレプレナーシップ実

践講座（新規）（遠隔または対面）

中堅社員・高度専門職,若手
組織マネージメン

ト

2021年10月5日 ～

2021年11月9日
中級 20,000円 詳細

【社会人向け実践教育プログラム（産業技

術科学分野）】技術者養成研修｢コン
中堅社員・高度専門職,若手 製造業,研究開発

2022年1月25日 ～

2022年1月27日
中級 15.500円

詳細

【社会人向け実践教育プログラム（産業技

術科学分野）】技術者養成研修｢コン

ピュータ支援設計活用講座｣（対面）

中堅社員・高度専門職,若手 製造業,研究開発
2021年9月28日 ～

2021年9月30日
中級 15.500円 詳細

【社会人向け実践教育プログラム（産業技

術科学分野）】技術者養成研修｢機械加工

技術講座｣（対面）

中堅社員・高度専門職,若手 製造業

2021年11月12日

～ 2021年11月12

日

中級 5,500円

詳細

【社会人向け実践教育プログラム（産業技

術科学分野）】技術者養成研修｢機械加工

実習講座｣（対面）

中堅社員・高度専門職,若手 製造業
2021年10月14日

～ 2022年2月18日
初級 10,500円 詳細

【社会人向け実践教育プログラム（産業技

術科学分野）】技術者養成研修｢組織・構

造解析技術講座｣（対面または遠隔）

中堅社員・高度専門職,若手 研究開発
2022年2月18日 ～

2022年2月18日
中級 5,500円

詳細

【社会人向け実践教育プログラム（産業技

術科学分野）】次世代シークエンサ解析講

習会（対面）　新型コロナ感染拡大により

中堅社員・高度専門職 研究開発 未定 中級 50,000円 詳細

【社会人向け実践教育プログラム（産業技

術科学分野）】集積回路技術講習会（対

面）新型コロナ感染拡大により中止としま

中堅社員・高度専門職 研究開発
2021年7月12日 ～

2021年7月16日
上級 250,000円

詳細

【社会人向け実践教育プログラム（産業技

術科学分野）】先端データサイエンス実践

コース（遠隔または対面）

中堅社員・高度専門職 研究開発
2021年10月 ～

2022年2月
上級 50,000円 詳細

【社会人向け実践教育プログラム（産業技

術科学分野）】哺乳類細胞株による形質導

入とバイオイメージング実習（遠隔または

中堅社員・高度専門職 研究開発
2021年6月 ～

2022年3月
中級

100,000円（3名ま

で）

詳細

【社会人向け実践教育プログラム（地域社

会基盤分野）】IT食農先導士養成プログラ

ム（最先端土地利用型IT農業コース）（遠

隔または対面）

中堅社員・高度専門職 農業・6次産業
2021年12月 ～

2023年3月
上級

50,000～150,000

円
詳細

【社会人向け実践教育プログラム（地域社

会基盤分野）】最先端植物工場マネー
中堅社員・高度専門職 農業・6次産業

2021年12月 ～

2023年3月
上級

50,000～150,000

円

詳細

【社会人向け実践教育プログラム（地域社

会基盤分野）】東海地域6次産業化推進人

材育成プログラム（遠隔または対面）

中堅社員・高度専門職 農業・6次産業
2021年9月 ～

2021年12月
中級 30,000～80,000円 詳細

【社会人向け実践教育プログラム（地域社

会基盤分野）】東三河防災カレッジ（遠隔

または対面）

中堅社員・高度専門職,若手 農業・6次産業
2021年10月 ～

2023年3月
中級

①各1,000～1,500

円 ②74,000円

詳細

【中小企業人材育成支援研修】"売れる仕組

み"からビジネスを動かすマーケティング講

座

企業経営者,管理者,中堅社

員・高度専門職,若手,新入社

員

組織マネージメン

ト

2021年9月8日 ～

2021年10月13日
中級

A7,500円 B15,000

円
詳細

【中小企業人材育成支援研修】Fusion360

一気通貫入門講座【初級】

企業経営者,管理者,中堅社

員・高度専門職,若手
PC、IT

2021年8月20日 ～

2021年9月17日
中級

A7,500円

B15,000円

詳細

【中小企業人材育成支援研修】Fusion360

一気通貫入門講座【中級】

企業経営者,管理者,中堅社

員・高度専門職,若手,新入社

員

PC、IT
2021年10月8日 ～

2021年10月22日
中級

A9,000円 B18,000

円
詳細

【中小企業人材育成支援研修】Illustratorを

使用したグラフィックデザイン初心者講座

企業経営者,管理者,中堅社

員・高度専門職,若手,新入社

員

PC、IT
2021年10月5日 ～

2021年10月26日
中級

A6,000円 B12,000

円
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「経営者・技術者のための最新・実践ＭＯ

Ｔ紹介～新規事業・イノベーションを成功

させる方法論の概要～」

企業経営者,管理者,中堅社

員・高度専門職,若手

製造業,専門,研究

開発,講演会・イベ

ント

初級 無料 詳細
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