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半導体専門実践講座の説明会・模擬授業の開催について

NEWS RELEASE

広島大学学長室広報グループ 

〒739-8511 東広島市鏡山 1-3-2 

TEL：082-424-6017 FAX：082-424-6040 

E-mail：koho＠office.hiroshima-u.ac.jp 

(※＠は半角に置き換え送信してください。)

　

平成２０年３月５日

４月から社会人等のための「半導体専門実践講座」がスタート 

３月１３日に説明会と模擬授業を開催

 

　広島大学などでつくる半導体関連産業製造中核人材育成コンソーシアム（プロジェク

トコーディネーター：広島大学大学院先端物質科学研究科 教授 岩田　穆）は、本年４

月から開設する「半導体専門実践講座」の説明会と模擬授業を、下記のとおり開催し

ます。 

　この半導体専門実践講座は、同コンソーシアムが、平成１７年度から１９年度の３年

間、経済産業省の委託を受けて開発した講座です。 

　コンソーシアムでは、実習を主体にしたカリキュラムや教材の開発に取り組み、実証

講義も昨年８月から１２月にかけて実施しました。この成果をもとに、本年４月からは、

広島大学大学院先端物質科学研究科の半導体集積科学専攻内に「半導体専門実践

教育プログラム」を、また、社会人対象に「半導体専門実践講座」を開設する予定で

す。

記

日　 時： 平成２０年３月１３日（木）　１３時〜１７時３０分

会　 場： 広島大学東千田キャンパス　東千田総合校舎２０６講義室(２階)

対　 象： 半導体関連企業の経営者、人材教育担当者の方、教育関係者、

学生等

定　 員： ８０名（参加無料）

  ※模擬授業の内容、半導体専門実践講座の開設科目は別紙のとおりです。

 

【お問い合わせ先】 

広島大学学術部　中核人材育成事業担当　遠部（おんべ） 

ＴＥＬ：０８２−４２４−５１７２
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ご案内　

半導体専門 実践講座 説明会

　　　

ご案内　

半導体専門 実践講座 説明会

　　　

　

13:15-13:55 『集積システム開発（メカトロ）』三枝 省三

13:55-14:25 『プリント基板の低電磁雑音設計』 古賀 隆治　

14:25-14:45 『デジタル上位設計・設計検証手法』 弘中 哲夫

（休　憩）

15:00-15:30 『高速デジタルインタフェース及びアナログ・ＲＦ回路の設計と測定』 岩田 穆

15:30-16:10 『ＩＣ設計作成評価基礎及び集積システム序論 』 田中 武

16:10-16:30『半導体製造プロセスにおける分析・評価技術』宮崎 誠一 

16:30-17:00 『ＬＳＩ製造要素プロセス基礎編及びＬＳＩ製造プロセス応用編』 横山 新

プログラム

模擬授業

      お問い合わせ・お申し込み先は裏面をご参照ください。

       

      

教育関係者 ,学生 ,興味のある方

13:00　挨拶・概要説明 岩田 穆

定員：８０名　　　　

１３時～１７時３０分

会場：

LSI・ﾏｲｺﾝからﾛﾎﾞｯﾄまで

半導体関連産業の技術者養成のための半導体専門実証講座を開講

　　　　　　　　　　　　　　

日時：平成２０年３月１３日（木）

趣旨：   

のため受講方法の説明を行います。多数のご参加をお願いします。

（参加無料）

主催：半導体関連産業製造中核人材育成コンソーシアム
　　　　　　　　　　　　　　　（管理法人 広島大学）
後援 : 中国地域産学官コラボレーションセンター

広島大学東千田総合校舎　 Ａ棟２階２０６講義室
（広島市中区東千田町1-1-89）

会場案内図

アクセス

ＪＲ広島駅　又は
広島バスセンター（紙屋町）から
市内電車　紙屋町経由
　　　　広島港（宇品）行（１番）　
　

　
　広島駅から約30分
　バスセンターから約15分

日赤病院前下車

対象：半導体関連企業の経営者 ,人材教育担当者の方

広島大学東千田キャンパス

17:00-17:30　 開講スケジュール ,受講方法 ,費用等

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ・質問・要望



 

 

開設科目のご案内

　　　　   管理法人：国立大学法人 広島大学 学術部内　
　　　　　 中核人材育成事業担当 遠部(おんべ)
　　　　   電話　082-424-5172,5726　FAX:082-424-6990
　　　 　  住所　東広島市鏡山１－１－１　〒739-8524
　　　　　　　　　　　   

ＦＡＸ：０８２－４２４－６９９０

氏名

所属

ふりがな

 連絡先　 

e-mail：

住所・Tel：

当日でも結構ですが、準備の都合上 締め切り：平成２０年３月１０日(月）までにお願いします。
　　　　　　　　

お問合せ先・参加申込書

＊ 個人情報の取り扱いについて、広島大学の規則に基づき十分注意を払い取り扱います。

E-mail:gakujutu-project@office.hiroshima-u.ac.jp

　　広島大学,岡山大学,広島市立大学,広島工業大学　　　
　　エルピーダメモリ㈱,シャープ㈱LSI事業本部,
　　㈱トッパン・テクニカル・デザインセンター,
　　ローツェ㈱,㈱エイアールテック

　

全１３科目開講。各科目は半分以上が実習であり

座学と実習の組み合せにより、学習の意欲が向上

します。

【参画団体】

詳細掲示 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：
http://www.vbl.hiroshima-u.ac.jp/vbl_hp/

　歩行支援

　ロボット

会場案内図

アクセス ＪＲ広島駅　又は
広島バスセンター（紙屋町）から

市内電車　紙屋町経由
　広島港（宇品）行（１番）　
　

　
　広島駅から約30分
　バスセンターから約15分

日赤病院前下車

   半導体専門実践講座には　　　　　　　　　　　　　
養成する人材のタイプ、LSI製造技術者、
LSI設計技術者、LSI応用システム開発技
術者に対応して、科目Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを組み
合わせて３つのコースを用意しており、
修了者には認定証を授与します。

【 科目Ⅲ 】ＬＳＩ応用システム

【 科目Ⅱ 】ＬＳＩ設計

  ・デジタル上位設計・設計検証手法
　・高速デジタルインタフェース設計
　・アナログ回路の設計               
　・アナログ回路の測定               
　・ＲＦ回路の設計と測定            

 <実習のみ：

　　広島市立大学で開講>

・集積システム序論 <広島工業大学で開講>
・集積システム開発（メカトロシステム）
・先端複合実装技術
・プリント基板の低電磁雑音設計 

・ ＬＳＩ製造要素プロセス基礎編

・ ＬＳＩ製造プロセス応用編

・ 半導体製造プロセスにおける分析・ 評価技術
・ ＩＣ設計作成評価基礎 <広島工業大学で開講>　

【 科目Ⅰ 】ＬＳＩプロセス・デバイス

広島大学 東千田キャンパス

至紙屋町

至広島港

 日赤病院前

広島大学
東千田校舎

旧広大正門

日本赤十字
　　　　病院

吉島 ←

↑


