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受講生募集案内

山形大学 国際事業化研究センター

山形大学シニアインストラクター養成スクール

第8期

あなたの経験を
地域企業の収益改善に
活かしてみませんか？

【募集期間：2019年6月10日(月)～7月12日(金)】
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開校目的
高度な技能や豊富な職務経験を積んだ企業退職者、並びに企業の現場改善リーダー

または幹部候補を対象として、経営視点での「顧客に向けた価値の流れづくり」を身につけて
いただき、経営革新・生産革新を指導できる専門家（シニアインストラクタ―）を養成します。
スクール修了後、企業退職者は、地方自治体・関係機関・金融機関及び地域中小企

業の要請を受けて、シニアインストラクタ―として経営革新・生産革新の指導を行い、企業
現役の方は、自社における収益性改善活動の中心となり、地域全体の競争力を向上させ
るために必要な基礎知識と実践力を習得していただきます。

開催内容
■期 間

オリエンテーション： 2019年８月6日（火）
開校式 ： 2019年８月6日（火）
スクール ： 2019年８月２0日（火）～１１月２０日（水）

※毎週火曜日、5時間程度/回、一部水木曜日もあり
修了式 ： 2019年１2月3日（火）

■会 場 山形大学 工学部（米沢市城南）

■対象者 下記「応募資格」及び「応募要件」を満たす者とします。
・応募資格 以下のいずれかに該当する者
①企業での高度な技術もしくは２０年以上の豊富な職務経験のある企業退職者
②企業での現場改善リーダーまたは幹部候補
③自治体・金融機関で企業支援に係わる方

・応募要件 以下を全て満たす者
①研修の８割以上に出席できる方(修了要件)
②養成スクール修了後、インストラクタ―として地域企業等への指導活動
（企業退職者）あるいは、所属企業内での活動（企業現役）が可能であること

■定 員 １5名程度

■受講料（消費税込） １名につき ２００，０００円
但し、以下の通り受講料が減額となります。
・企業退職者の場合 ：
養成スクール修了後、インストラクターとして地域・産業活性化に貢献いただくことを
前提として： １名につき ５０，０００円

（本前提条件を満たせないときは、定額の受講料となる場合があります。）
・企業現役者の場合 ：

①中小企業に勤務する方が受講する場合は、受講料の補助制度を活用できる
場合があります。（詳細についてはお問い合わせください。）

②補助対象外の企業から複数名受講する場合は、
１人目：２００，０００円 ２人目以降：１名につき１００，０００円

スクール開催概要
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１．山形大学シニアインストラクタ―とは
高度な機能や豊富な職務経験を積んだベテランで、「山形大学シニアインストラクタ―養
成スクール」を修了し、製造現場から企業経営全般にわたり、問題・課題を洗いだして収益
性改善指導ができる人材です。

２．山形大学ならではの実践型カリキュラム
企業の開発設計から製造・物流まで、顧客に向けた流れの重要性を理解し、全体を俯
瞰した上で、経営革新・生産革新に必要な知識を習得し、実際に地域企業で収益性悪
化要因を発見し改善策を提案する現場実習を行います。

３．多彩な講師陣
大手製造企業出身で現場指導経験豊富な山形大学教授陣をはじめとし、東京大学も
のづくり経営研究センターのインストラクタ―や流れ改善の専門家及びコミュニケーションスキ
ルアップの専門家など、多彩な講師陣が担当します。

４．継続的なフォローアップ体制
「山形大学シニアインストラクタ―養成スクール」修了後、インストラクタ―同士の情報交
換・ノウハウの共有・スキルアップを目的とし、定期的にスキルアップセミナーを開催しています。

５．養成スクール修了後の活動の「場」
山形大学国際事業化研究センターでは、地方自治体、行政関係機関、金融機関及び
地域中小企業の要請を受けて、シニアインストラクタ―の方々が地域企業の経営革新・生
産革新の指導を行っていただく場を設けております。

地域企業
地方自治体
関係機関
金融機関
地域中小企業
など

●シニアインストラクター養成
スクール開校

●企業への改善指導者派遣

派遣要請､相談

企業現役の方

企業退職者

の方

自社での

改善活動

地域企業の

改善活動

インストラクター登録
（人材プール）

現場診断
改善提案
改善指導

山形大学
国際事業化研究センター

企業
収益向上

養成スクール修了後の活動の「場」
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カリキュラム

日付 テーマ 内容 時間 会場

12/3

（火）

成果発表会、現場実習結果報告 10:00-13:00
山形大学工学部

修了式、記念講演 14:00-17:00

11/19

（火）
現場実習④ 10:00-16:00 各実習先企業

11/20

（水）
現場実習結果まとめ・発表資料作成（報告書提出） 10:00-15:00

山形大学工学部

11/12

（火）
現場実習③ 10:00-16:00 各実習先企業

11/13

（水）
チームディスカッション③ 10:00-15:00

山形大学工学部

11/5

（火）
現場実習② 10:00-16:00 各実習先企業

11/6

（水）
チームディスカッション② 10:00-12:30

山形大学工学部

10/29

（火）
現場実習① 10:00-16:00 各実習先企業

10/30

（水）
チームディスカッション① 10:00-12:30

山形大学工学部

10/24

（木）
現場改善の進め方②

ポストイットを活用したVSM作成手順

事例研究：現場実習に向けてのグループディスカッション
10:00-13:00

山形大学工学部

百周年記念会館
現場診断・改善の進め方と事例

14:00-16:00

10/15

（火）
ステップ０とスクラム

山形大学メソッドのステップ０（経営者問診）の重要性

ビジネスモデル、費用構造、コミュニケーションの見える化

リーンシンキング、意識改革

10:00-16:00
山形大学工学部

10/23

（水）
現場改善の進め方①

目で見る管理、現場改善の進め方

マンマシンチャート、標準作業組み合わせ票 10:00-16:00
山形大学工学部

百周年記念会館

10/1

（火）

バリュー・ストリーム・マップ

（VSM)

モノと情報の流れ図

演習（工場全体のVSM、製造現場のVSM）
10:00-16:00

山形大学工学部

10/8

（火）
ロボット導入の基礎

ロボット生産システムの基礎

産業用ロボットの特徴
10:00-16:00

山形県

工業技術センター

山形大学工学部

9/24

（火）
リーン生産の実践

トヨタ生産方式の実践、ムダ取り、JIT、自働化

兆候、VSM、動線測定、作業時間分析を使いこなして流れをつくる

ＩｏＴ、ロボット活用、TOC

10:00-16:00
山形大学工学部

経営・マーケティング戦略 持続的成長のための顧客価値創造 13:30-16:00

9/17

（火）
コンサルティングの基礎

インストラクターに求められるコンサルティングの基本と実践

コミュニケーションの基本、コンサルティング演習 10:00-16:00

9/3

（火）
IoT、ビッグデータの基礎

ものづくりにおけるIoT・ビッグデータ活用の基礎

導入事例
10:00-16:00

山形大学工学部

9/10

（火）

品質管理の基本
生産性向上につながる品質管理

ＩｏＴによる品質の見える化
10:00-12:30

山形大学工学部

8/27

（火）

破壊的イノベーション
今世界で何が起きているのか

IoT、ロボット、AI、ビッグデータ
10:00-11:00

山形大学工学部

リーン生産の基礎
よい設計よい流れ、トヨタ生産方式の基本

企業のムダを見える化
11:00-16:00

8/20

（火）
山大メソッドとものづくり概論

山形大学メソッドとは

ステップ０～２：経営者問診・現場診断・改善計画、ステップ３：改善指導
10:00-12:00

山形大学工学部
ものづくり概論

競争力、コスト、生産性、ＩｏＴ・ロボットの活用
13:00-16:00

8/6

（火）

オリエンテーション

開校式

記念講演

開会、自己紹介、事務連絡等 10:30-12:00
山形大学工学部

開校式、記念講演 13:30-17:00

※会場及び時間等、変更する可能性があります。その際は事前にご連絡いたします。
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• 申込用紙を2019年7月12日（金）までに、郵送またはご持参
下さい。

1.お申込

• 申込用紙による書類選考を行います。企業退職者の方は面
談を行います。

• 面談日 ※詳細は追ってご連絡いたします。

2.書類選考･面談

• 選考後、受講通知を郵送にて送ります。

3.受講料決定

• 2019年7月31日までに、指定の口座まで受講料をお支払い
下さい。

4.受講料振込

• 2019年8月6日にオリエンテーション・開校式を行います。

• 詳細はカリキュラムをご参照下さい。

5.受講

• 修了要件を満たした場合、シニアインストラクター養成スクー
ルを修了したことを認定いたします。

6.修了



ＣｏｎｆｉｄｅｎｔｉａｌＣｏｎｆｉｄｅｎｔｉａｌお問い合わせ先

山形大学国際事業化研究センター（ 柏﨑 ）

〒992-8510
山形県米沢市城南4-3-16
TEL：0238-26-3025 / FAX：0238-26-3633
E-MAIL ：si-info@yz.yamagata-u.ac.jp
HP ：http://www.big-i.yamagata-u.ac.jp


