
企業卒業生の皆様へ

その方法と企業情報を
教えます
OSTEC

就労支援プログラム

やりがいを求め

中小企業で
“力”を

発揮しませんか！

地域の中小企業の期待に応え

12/16まで

2019年度よりスタート、
募集延期し

申込み受付

ものづくり企業数十社との
大面談会！！

最終回は

0期生 就労支援プログラム0期生 就労支援プログラム

インターンシップ研修インターンシップ研修

大阪科学技術センターは、科学技術の振興に関する諸事業及び地域開発の促進に関する事業を推進し、関西産業発展の基盤の強化、
科学技術水準の向上に寄与するため、1960年4月に設立されました。所在地： 大阪市西区靱本町1-8-4 大阪科学技術センタービル3階
電話番号： 06-6443-5320（技術振興部 大原・松本・吉岡）　E-mail： ostec01@ostec.or.jp　HP：  http : //www.ostec.or.jp/

一般財団法人大阪科学技術センター （OSTEC）お問い合わせ

技術系人材キャリアステージ創造事業

この講座は、今すぐ中小企業への就労を希望する方以外にも、将来の進路の指針として受講いただくことも可能です。

●受講料：
内訳（講座、中小企業へのインターンシップ研修、企業情報紹介）
5万円（試行につき、特別料金）

・定員に達し次第、お申込みを締め切らせていただきます。また、期間内にエントリー人数が10名に満たない場合は、開講しません。 ・12/20までに
開講のお知らせ等をメールにてご連絡させていただきます。その際に、必要書類や面談のご案内をお送りします。面談後に、受講料をお支払い
いただきます。受講料には、教材費・消費税が含まれています。 ・お申し込みの際ご記入いただいた個人情報は本事業の目的以外には利用いたしません。

・本講座の受講対象は、大企業を退職、もしくは1年以内に退職予定の技術人材を主な対象としています。　・受講後1年以内に就労に
結びつかなかった場合、全額返金いたします。　・就労形態は、中小企業からの希望としてフルタイムから週２、３まで様々な形態が
あります。

講座参加中小企業へ各1～3日間の
インターンシップ研修を実施します。
講座参加中小企業へ各1～3日間の
インターンシップ研修を実施します。

受講資格について

メール（ostec01@ostec.or.jp）へ、氏名、年齢、所属（出身）企業名、日中連絡が取れる電話番号、添付ファイルを受けとれるメール
アドレスをご記入いただき、ご送付ください。申込み方法

申込みの際の
ご注意

第1回 2020年1月25日（土）
10：00～17：00

第1回 2020年1月25日（土）
10：00～17：00

大阪科学技術センタービル 702号室大阪科学技術センタービル 702号室

第2回 2020年2月8日（土）
10：00～16：00

第2回 2020年2月8日（土）
10：00～16：00

大阪産業創造館 パソコン実習室大阪産業創造館 パソコン実習室

第3回 2020年2月14日（金）
10：00～17：00 

第3回 2020年2月14日（金）
10：00～17：00 

大阪産業技術研究所 森ノ宮センター大阪産業技術研究所 森ノ宮センター

第4回 2020年2月29日（土）
13：00～17：30　大面談会
第4回 2020年2月29日（土）
13：00～17：30　大面談会

大阪科学技術センタービル600号室 他大阪科学技術センタービル600号室 他

朴 景淑 （パク キョンシュク）朴 景淑 （パク キョンシュク）
摂南大学 経済学部 教授 / 米国公認会計士 博士経済学摂南大学 経済学部 教授 / 米国公認会計士 博士経済学

中小企業における財務分析の見方中小企業における財務分析の見方

中小企業の財務諸表を用いたパソコン演習中小企業の財務諸表を用いたパソコン演習

特許検索特許検索

特許検索パソコン実習特許検索パソコン実習

川原 英昭川原 英昭
大阪工業大学 知的財産学部 客員教授／弁理士大阪工業大学 知的財産学部 客員教授／弁理士

企業経営者等の講話、外部から中小企業へ勤められた方の
実体験等を聞き、中小企業で求められる人物像、
心構えを知り、成功していくコツを理解する

企業経営者等の講話、外部から中小企業へ勤められた方の
実体験等を聞き、中小企業で求められる人物像、
心構えを知り、成功していくコツを理解する

中小企業ならではの財務諸表の読み方、
特許情報の重要性及び活用方法について

実習を通じて理解を高める

中小企業ならではの財務諸表の読み方、
特許情報の重要性及び活用方法について

実習を通じて理解を高める

関西の優れたものづくり企業群のプレゼンを聞き、
インターン研修や人材を希望する中小企業をより詳しく知る

関西の優れたものづくり企業群のプレゼンを聞き、
インターン研修や人材を希望する中小企業をより詳しく知る

人的資源が少ない中小企業では多能工が求められる。
公的サービスの筆頭である公設試の活用、

アジア貿易に関わる最新動向、中小企業で留意すべき知財活用等、
実務的な知識を習得する

人的資源が少ない中小企業では多能工が求められる。
公的サービスの筆頭である公設試の活用、

アジア貿易に関わる最新動向、中小企業で留意すべき知財活用等、
実務的な知識を習得する

日程、場所、講師等は都合により変更になる場合がございます。予めご了承ください。

中小企業経営者・幹部中小企業経営者・幹部
企業講話 2企業講話 2

中小企業経営者・幹部中小企業経営者・幹部
企業講話 1企業講話 1

長谷川 新長谷川 新
『中小企業で、活躍している方々は、何がちがうのか』『中小企業で、活躍している方々は、何がちがうのか』

西井 光治  大阪工業大学 知識財産学部 教授／弁理士西井 光治  大阪工業大学 知識財産学部 教授／弁理士
『中小企業が競合他社に勝つための知識戦略』『中小企業が競合他社に勝つための知識戦略』 ものづくり中小企業による

大プレゼン会
ものづくり中小企業による

大プレゼン会

個別相談個別相談

ガイダンスガイダンス

植村 浩康  （一社）貿易アドバイザー協会　関西支部植村 浩康  （一社）貿易アドバイザー協会　関西支部

アジア情報 1
（香港、ベトナム、シンガポール、カンボジア、ミャンマー）

アジア情報 1
（香港、ベトナム、シンガポール、カンボジア、ミャンマー）

持田 修二  （一社）貿易アドバイザー協会　関西支部持田 修二  （一社）貿易アドバイザー協会　関西支部
アジア情報 2（中国）アジア情報 2（中国）

（地独）大阪産業技術研究所　森之宮センター（地独）大阪産業技術研究所　森之宮センター

施設説明／見学施設説明／見学

中小企業経営者・幹部中小企業経営者・幹部
企業講話 3企業講話 3

川崎 由紀子  ロザイ工業(株) 企画室主任川崎 由紀子  ロザイ工業(株) 企画室主任
公的サービス活用公的サービス活用

鈴木 弘成  （一社）貿易アドバイザー協会 関西支部鈴木 弘成  （一社）貿易アドバイザー協会 関西支部
アジアを中心とした貿易／貿易作業基本 1アジアを中心とした貿易／貿易作業基本 1

ガイダンスガイダンス

●締切：2019年12月16日



中小企業には中小企業ならではの働くメリットや仕事の
やりがいがあります。OSTECでは、大企業の退職後（再雇用後）
技術人材で次のキャリアステージに進もうとされる方を、
希望に沿った中小企業に橋渡しするチャンネルを新たに構築します。

主な講師紹介

　昨今、中小企業ではスキルや経験のある人材が不足しており、大企業のシニア人材が中小
企業で活躍することへの期待は高まるばかりです。
しかしながら、大手企業と中小企業とで仕事範囲や企業風土が異なる等により、大企業シニア人材が中小企業
ではうまく活躍できないミスマッチの実態もみられます。
　そこで、当事業では、大企業と中小企業のネットワークを活かし、大企業出身の技術系シニア人材が
中小企業に就労する機会を、ミスマッチを減らす工夫（中小企業社長講話、大面談会、インターンシップ等）を
加え提供することで、シニア人材の技術・経験を活かすとともに、中小企業の技術高度化や、
ひいては関西産業の継続的成長に資する仕組みを創っていきます。

わが社のこれからを担う幹部候補生の補佐役と
して期待しています。現場で一緒に汗をかきながら、
これまでに培われた経験知識を教わることで、社員
には広い視野を獲得させたいとおもっています。

経験をもった新戦力を希望します。新入社員のよう
な心持ちで、受け身にならずに積極的にやって
いただける方、わが社の企業風土に馴染もうとし
ていただける方をお待ちしています。

ミスマッチを減らす
プログラム体制

講座終了後も講師との連携を取れるようにしています。

長谷川 新
大阪工業大学 知的財産学部 客員教授 
弁理士

川原 英昭
摂南大学 経済学部 教授
米国公認会計士 博士経済学

朴 景淑

中小企業が競合他社に勝つためには、
知財による商品・技術の保護や事業
での知財活用が不可欠です。 本講義
では特許、意匠、商標を中心に、基本
的な制度概要、ダイキン工業の知財
マネジメント事例（有効特許の取得、
外国特許出願、他社特許リスク対策、
中国での模倣対策等）及び中小企業
が留意すべき点などを、分かり易く
説明します。

中小企業で、活躍している方々は、
何がちがうのか?!  「中小企業で
働く上での気持ちの持ち方」、「中小
企業で働く良い点」、「つい頭に浮かぶ
出来ない理由」と「その解決策」、
「外部リソースの活用や活躍事例」
など参加者と一緒に考えます。
講師は、(株)リクルートにて通信事業
を担当。大阪産業創造館立上げ
に関与、中小企業役員に転職。その
後、独立し、けいはんな、産創館、阪
大等においてベンチャー、中小企業
支援に従事しています。

特許・意匠・商標の情報は企業
活動で必須です。使用料無料の
J - P l a t Pa tによるこれらの入手
方法を説明します。
マニュアル記載の単純な検索方法
のほか、私が開発した高度な利用
法も紹介します。

企業分析の中で、「財務分析」は簡単
でありながら最も重要な分析ツール
です。本講義では、財務諸表の読み方
から基本的な財務分析指標について、
さらに、中小企業における財務データ
を用いた事例分析の演習（PC利用
した実習）を行います。財務分析の
基礎を習得することで企業または業界
内における企業の位置づけなどの現状
把握ができます。

大阪工業大学 知的財産学部 教授 
弁理士

西井 光治

あなたの次のキャリアステージのお手伝い

中小企業経営者からの期待の声中小企業経営者からの期待の声

事
業
の
特
徴

中小企業について知ることのできる社長講話

中小企業で必要となるであろう知識を習得する講座

中小企業へのインターン研修

技術系人材キャリアステージ創造事業

講座プログラム等を通じて、企業風土の違いの深掘り、仕事内容に対して能力不足の補完、
中小企業が何を求めているかをクリアにすることで、不安や心配を解消し、中小企業への
就労につながるお手伝いをします。

事業の流れ

申込み
メールにてお申込み
下さい（締切 12/16）

申込み締切

面談
中小企業側のニーズに
合致するかを確認

・開講のお知らせ
・必要書類、面談のご案内

説明会・相談会

ご要望に応じて開催

講座

10月 11月 12月 1月 2月 3月

受講料振込み
指定期間までに費用を
お振込み下さい

社長講話 ▶ 大面談会 
▶ インターンシップ

就業

1～3日間（企業によって
異なる）の研修を設定。
どのような社風や企業感を
持つ企業か、直接肌で感じ
ることができます

インターン研修

中小企業の実態、業務内容や
経営トップ（または技術責任者）
の考え方や求められるスキル
を直接知ることができます

中小企業では、幅広い仕事を
求められます。そこで広く
最新の実践的な知見を得る
機会を提供します

社長講話専門講座

関西の優れたものづくり企業を
ご紹介します、いずれもシニア
人材を求める中小企業です

企業プレゼン

一度の講座で習得できる
ことは限られています。
就労後も講師からの助言
等を得られるほか、
OSTECのネットワークも
活用できます

人脈
ネットワーク

技術系人材キャリアステージ
創造事業

充実の
プログラム


