
2022年度　国際自動車整備科２年シラバス

区分 科目名 コード 開講時期 時限数 実務経験 ページ

学科 エンジンⅠ 1101 １年前期 29 石原 敏男 出田　浩之 小野澤　真史 宮下　晃一 有 2

学科 エンジンⅡ 2120 1年後期 15 石原 敏男 出田　浩之 小野澤　真史 宮下　晃一 有 3

学科 電装装置Ⅰ 1103 １年前期 30 白川　竜也 塩見　祐貴 大川 護 高畑　良太 有 4

学科 電装装置Ⅱ 2121 1年後期 15 白川　竜也 塩見　祐貴 大川 護 高畑　良太 有 5

学科 シャシⅠ 1112 １年前期 31 谷原　和博 道田　恭平 髙田　和紘 貝原　章寛 有 6

学科 シャシⅡ 2122 1年後期 23 谷原　和博 道田　恭平 髙田　和紘 貝原　章寛 有 7

学科 工学Ⅰ 1118 1年前期 27 8

学科 工学Ⅱ 2123 1年後期 21 9

学科 基礎復習Ⅰ 3102 1年通年 6 10

学科 基礎復習Ⅱ 3103 1年通年 48 11

学科 総合復習Ⅰ 3101 1年通年 80 12,13

実習 エンジンⅠ 1101 1年前期 41 石原 敏男 出田　浩之 有 14

実習 エンジンⅡ 1202 1年前期 43 小野澤　真史 宮下　晃一 有 15

実習 エンジンⅢ 2201 1年後期 44 石原 敏男 出田　浩之 有 16

実習 エンジンⅣ 2202 1年後期 39 小野澤　真史 宮下　晃一 有 17

実習 電装装置Ⅰ 1203 1年前期 43 白川　竜也 塩見　祐貴 有 18

実習 電装装置Ⅱ 1204 1年前期 41 大川 護 高畑　良太 有 19

実習 電装装置Ⅲ 2203 1年後期 43 白川　竜也 塩見　祐貴 有 20

実習 電装装置Ⅳ 2204 1年後期 44 大川 護 高畑　良太 有 21

実習 シャシⅠ 1212 1年前期 43 谷原　和博 道田　恭平 有 22

実習 シャシⅡ 1213 1年前期 44 髙田　和紘 貝原　章寛 有 23

実習 シャシⅢ 2212 1年後期 41 谷原　和博 道田　恭平 有 24

実習 シャシⅣ 2213 1年後期 40 髙田　和紘 貝原　章寛 有 25

実習 総合Ⅰ 1216 1年前期 43 太田　賀久 鑛山　尊志 26

実習 総合Ⅱ 2224 1年後期 32 太田　賀久 鑛山　尊志 27

実習 総合復習Ⅰ 3201 1年通年 84 28,29

教養 社会人入門Ⅰ 1301 1年前期 15 杉原 徹 満田　克昭 中村 哲也 １年担当 30

教養 社会人入門Ⅱ 2301 1年後期 25 杉原 徹 満田　克昭 中村 哲也 １年担当 31

教養 選択授業 0315 1年後期 36 32

１年担当教員

１年担当教員

【１時限：50分】

担当教員

１年担当教員

１年担当教員

１年担当教員

１年担当教員

１年担当教員



コード 開講時期 時限数 担当教員 実務経験 担当教員 実務経験
石原　敏男 自動車販売店 小野澤　真史

出田　浩之 自動車販売店 宮下　晃一

【授業の目的】

・ 潤滑装置の全体像、各部の名称・役割を理解する

・ 冷却装置各部の構造・作動を理解する

・ 計測機器（ノギス）の使い方を理解する

【修得目標】

・ エンジンオイルの流れ、潤滑装置各部の名称・役割が説明できる

・ 冷却水の流れ、ＬＬＣの役割、冷却装置各部の名称・役割が説明できる

・ エンジン温度を適温に保つ仕組み、冷却装置各部の構造・作動が説明できる

・ ノギスの読み方を修得する
【授業計画】

回 テーマ 授業内容 回 テーマ 授業内容
エンジン概要 　動力発生のしくみ、４工程 27 エンジン本体 　オーバーホールとは

エンジン概要 　４工程、自動車の諸元 28 学　復習 理解度チェック

潤滑装置 　潤滑装置の概要、オイルの流れ 29 評価 　筆記試験

潤滑装置 　潤滑装置（構成、役割、作動）

潤滑装置 　潤滑装置　潤滑状態・作用

冷却装置 　冷却装置概要・必要性・発生する熱

冷却装置 　冷却装置,種類,構成,流れ

冷却装置 　冷却装置（適温を保つ仕組み）

冷却装置 　冷却装置復習（適温を保つ仕組み）

冷却装置 　冷却装置（構成、役割、構造）ＬＬＣ

燃料装置 　燃料の流れ、ＥＦＩ原理

燃料装置 　各部構造、役割

燃料装置 　吸入空気を測定するセンサー

燃料装置 　制御系統EFI-L EFI-Dの違い

燃料装置 　噴射方式

学　復習 理解度チェック

エンジン概要 　ｴﾝｼﾞﾝが回転する原理、各種ｴﾝｼﾞﾝの種類

エンジン概要 　エンジン　各装置概要

安全 　安全教育，TeamGPについて

エンジン本体 　シリンダ、ブロック

エンジン本体 　ヘッド、ピストン・ピストンリング

エンジン本体 　クランクシャフト、コネクティングロッド、ベアリング

エンジン本体 　点火順序、バランサ機構、リング異常摩耗

エンジン本体 　ガスケット

エンジン本体 　フライホイール、ダンパ

機器取扱い 　計測機器の使い方・読み方

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　17％　授業内で実施する理解度確認テストの評価、レポート課題の評価 など

【教科書・教材】

・

・

・

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

26
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5

授業内で皆さんの考えを聞かせていただくことがあります。積極的に発言してください

修得試験　83％

トヨタ技術テキスト工具・計測器・整備機器編　　　

トヨタサービスＴＥＡＭ-ＧＰ　導入編、１ＳＴＥＰ、２ＳＴＥＰ

日整連　三級自動車シャシ、三級自動車ガソリンエンジン、二級ガソリン自動車エンジン編

毎時間レポートの提出を求めます
全てのレポートの提出が修得試験の受験資格になりますので、欠かさずに提出してください

エンジンⅠ 1101 １年前期 29時限
学科

科目名

 2



コード 開講時期 時限数 担当教員 実務経験 担当教員 実務経験
石原　敏男 自動車販売店 小野澤　真史

出田　浩之 自動車販売店 宮下　晃一

【授業の目的】

・ 点火装置の仕組み、点火時期制御の考え方について理解する

・ 電子制御式燃料噴射装置の各部の名称・役割、基本噴射の制御方法を理解する

・ エンジン本体各部の構造・作動・バルブタイミングを理解する

・ マイクロメータ、シリンダゲージおよびチューンナップテスタの取扱い方法を修得する

【修得目標】

・ イグニッションコイルの高電圧発生原理、スパークプラグに必要な要素（飛火・着火性、熱価）について説明できる

・ 点火時期制御の考え方が説明できる

・ 電子制御式燃料噴射装置の燃料系統各部の役割、基本噴射制御の考え方が説明できる

・ エンジン構成部品各部に求められる要素、各部の工夫について説明できる

・ バルブタイミングが説明できる

回 テーマ 授業内容 回 テーマ 授業内容
点火装置 　良い火花の条件、強い火花工夫

点火装置 　ＩＧコイル回路、自己相互誘導

点火装置 　プラグの性能（飛火性、着火性）

点火装置 　最適な点火時期（燃焼の様子）

点火装置 　最適な点火時期(回転数,負荷による変化)

点火装置 　ﾌﾙﾄﾗ･ｼｸﾞﾅﾙｼﾞｪﾈﾚｰﾀﾉｯｷﾝｸﾞについて

機器取扱い 　チューンナップテスタ取扱い

学　復習 　理解度チェック

エンジン本体 　バルブタイミング

エンジン本体 　バルブタイミング

エンジン本体 　バルブタイミング

エンジン　 シリンダーゲージ

エンジン　 　計測機器の使い方・読み方チェック

学　復習 　理解度チェック

評価 　筆記試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　17％　授業内で実施する理解度確認テストの評価、レポート課題の評価 など

【教科書・教材】

・

・

・

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

15

10

11

12

13

14

日整連　三級自動車シャシ、三級自動車ガソリンエンジン、二級ガソリン自動車エンジン編

毎時間レポートの提出を求めます
全てのレポートの提出が修得試験の受験資格になりますので、欠かさずに提出してください

授業内で皆さんの考えを聞かせていただくことがあります。積極的に発言してください

トヨタ技術テキスト工具・計測器・整備機器編　　　

トヨタサービスＴＥＡＭ-ＧＰ　導入編、１ＳＴＥＰ、２ＳＴＥＰ

修得試験　83％

学科

科目名

エンジンⅡ 2120 １年後期 15時限

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 3



コード 開講時期 時限数 担当教員 実務経験 担当教員 実務経験
白川　竜也 大川　護

塩見　祐貴 トヨタ販売店 高畑　良太 トヨタ販売店

【授業の目的】

・ オームの法則、ヘッドライト回路の電気の流れを理解する

・ スタータの作動、電気の流れを理解する

・ バッテリの構造を理解する

【修得目標】

・ サーキットテスターの必要性、メモリの読み方がわかる

・ ヒューズ、ヒュージブルリンク、リレー回路の必要性、ヘッドライト回路の電位予想ができる

・ モーターの原理、吸引・保持・戻り試験の目的と結線方法がわかる

・ スターターの各状態での電気の流れが説明できる

【授業計画】

回 テーマ 授業内容 回 テーマ 授業内容

電気の基礎 　電圧、電流、抵抗の意味と性質 27 バッテリ 　バッテリの機能、性質（復習）

電気の基礎 　電気用図記号、直列・並列、オームの法則 28 バッテリ 　バッテリの機能、性質（復習）

電気の基礎 　回路図の読み方 29 学　復習 理解度チェック

電気の基礎 　リレー回路電位予想、結線 30 評価 　筆記試験

灯火装置 　ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ回路（コンビＳＷ）

灯火装置 　ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ回路（コンビＳＷ）

電気の基礎 　ﾋｭｰｽﾞ、ﾋｭｰｼﾞﾌﾞﾙﾘﾝｸ、交換時の注意事項

電気の基礎 　電線の許容電流、暗電流、危険予知（プリ）

灯火装置 　ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ回路（コンビＳＷ）

灯火装置 　ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ回路（コンビＳＷ）

ﾄﾞｱﾛｯｸ・ｽﾏｰﾄｷｰ 　概要、種類、機能

ﾄﾞｱﾛｯｸ・ｽﾏｰﾄｷｰ 　概要、種類、機能

学　復習 　理解度チェック

電装　概要 　電気装置概要

バッテリ 　バッテリの構造

バッテリ 　バッテリの構造

バッテリ 　バッテリの機能、性質

バッテリ 　バッテリの機能、性質

バッテリ 　バッテリレスキュー

スタータ 　スタータの種類、構造

スタータ 　スタータの種類、構造

スタータ 　スタータの種類、構造

スタータ 　マグネットスイッチ

スタータ 　モータの特徴

スタータ 　スタータの出力特性

スタータ 　スタータ無負荷特性テスト

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　17％　授業内で実施する理解度確認テストの評価、レポート課題の評価 など

【教科書・教材】

・

・

・

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】
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5

日整連　三級自動車シャシ、三級自動車ガソリンエンジン、二級ガソリン自動車エンジン編

毎時間レポートの提出を求めます
全てのレポートの提出が修得試験の受験資格になりますので、欠かさずに提出してください

授業内で皆さんの考えを聞かせていただくことがあります。積極的に発言してください

修得試験　83％

トヨタ技術テキスト工具・計測器・整備機器編　　　

トヨタサービスＴＥＡＭ-ＧＰ　導入編、１ＳＴＥＰ、２ＳＴＥＰ

30時限
学科

科目名

電気装置Ⅰ 1103 １年前期

 4



コード 開講時期 時限数 担当教員 実務経験 担当教員 実務経験
白川　竜也 大川　護

塩見　祐貴 トヨタ販売店 高畑　良太 トヨタ販売店

【授業の目的】

・ ワイパー回路の電気の流れ（Ｌｏ・Ｈｉ・自動停止）を理解する

・ コンビネーションメータの構成と基本作動の理解

・ 充電装置の作動、電気の流れ、バッテリとの関係を理解する

【修得目標】

・ オームの法則、分圧・分流、直列・並列の合成抵抗の考え方がわかる

・ ワイパー回路の電気の流れ（Ｌｏ・Ｈｉ・自動停止）が説明できる

・ 充電装置の構成原理、構造、制御が説明できる

【授業計画】

回 テーマ 授業内容 回 テーマ 授業内容

メーター 　ﾒｰﾀ分類,種類,役割,条件,色

メーター 　表示部（交差ｺｲﾙ、ｽﾃｯﾌﾟﾓｰﾀ）

ワイパ 　ワイパ役割・機能

ワイパ 　ワイパモータ構造、速度制御

配線図 　配線図の見方Ⅱ

学　復習 　理解度チェック

充電装置 　発電の原理

充電装置 　オルタネータ構成部品、結線方法

充電装置 　レクティファイヤの整流

電気の基礎 　半導体､電子回路､ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ

電気の基礎 　ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀｰ、ﾂｪﾅﾀﾞｲｵｰﾄﾞ

充電装置 　ボルテージレギュレータ作動

充電装置 　ボルテージレギュレータフェイルセーフ

学　復習 　理解度チェック

評価 　筆記試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　17％　授業内で実施する理解度確認テストの評価、レポート課題の評価 など

【教科書・教材】

・

・

・

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】
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5

日整連　三級自動車シャシ、三級自動車ガソリンエンジン、二級ガソリン自動車エンジン編

毎時間レポートの提出を求めます
全てのレポートの提出が修得試験の受験資格になりますので、欠かさずに提出してください

授業内で皆さんの考えを聞かせていただくことがあります。積極的に発言してください

修得試験　83％

トヨタ技術テキスト工具・計測器・整備機器編　　　

トヨタサービスＴＥＡＭ-ＧＰ　導入編、１ＳＴＥＰ、２ＳＴＥＰ

電気装置Ⅱ 2121 １年後期 15時限
学科

科目名

 5



コード 開講時期 時限数 担当教員 実務経験 担当教員 実務経験
谷原　和博 髙田　和紘 トヨタ販売店

道田　恭平 トヨタ販売店 貝原　章寛 自動車販売店

【授業の目的】

・ 『走る』『止まる』『曲がる』の各装置の概要を知る

・ 安全作業、正しい工具の使い方について理解する

・ ブレーキの概要と基本構造を知る。制動装置の倍力装置を知る

・ ステアリング装置、クラッチの役割・工夫・構造を理解する

【修得目標】

・ 『走る』『止まる』『曲がる』の各装置の名称、役割が説明できる

・ ブレーキの構造、基本作動を理解し、大きな制動力の必要性とその作動を説明できる

・ サスペンション、アライメントの種類、盗聴が説明できる
・ クラッチの構造・作動・動力伝達経路が説明できる

【授業計画】

回 テーマ 授業内容 回 テーマ 授業内容
自動車概要 　走る,曲がる,止まるについて 27 クラッチ 　クラッチ　構造作動

自動車概要 　駆動ﾚｲｱｳﾄ、言葉の定義 28 クラッチ 　クラッチ　構造作動、不具合

ブレーキ概要 　概要、構成部品 29 クラッチ 　クラッチ　不具合

ブレーキ概要 　概要、構成部品 30 学　復習 理解度チェック

ブレーキの種類 　ドラムブレーキの種類 31 評価 　筆記試験

ブレーキの倍力 　ドラムブレーキ構造作動

ブレーキの種類 　ディスクブレーキの種類

ブレーキ概要 　ﾃﾞｨｽｸﾌﾞﾚｰｷ構造作動（ﾛｰﾀ ﾊﾟｯﾄﾞ）

ブレーキの種類 　パーキングブレーキの種類

マスタシリンダ 　マスタシリンダ概要

マスタシリンダ 　マスタシリンダ　構造作動

マスタシリンダ 　てこの原理、パスカルの原理

油脂 　ｼｬｼ使用油脂

機器取扱い 　リフト取扱い

学　復習 理解度チェック

ジャッキ取扱い 　ガレージジャッキ各部名称・使用前点検

ステアリング装置 　ステアリング装置　概要

ステアリング装置 　ステアリング装置　概要

ステアリング装置 　ステアリング装置　概要

サスペンション 　ｻｽ種類、特徴(ｽﾄﾗｯﾄ Wｳｲｯｼｭﾎﾞｰﾝ)

アライメント 　アライメント概要

サスペンション 　サスペンション復習

サスペンション 　構造作動（ﾋﾟｽﾄﾝﾊﾞﾙﾌﾞ　ﾍﾞｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ）

動力伝達装置 　動力伝達装置の名称・役割

クラッチ 　クラッチ　構造作動

クラッチ 　クラッチ　構造作動

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　17％　授業内で実施する理解度確認テストの評価、レポート課題の評価 など

【教科書・教材】

・

・

・

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

24

25

26

19

20

21

22

23

14

15

16

17

18

9

10

11

12

13

4

5

6

7

8

1112 １年前期 31時限

日整連　三級自動車シャシ、三級自動車ガソリンエンジン、二級ガソリン自動車エンジン編

毎時間レポートの提出を求めます
全てのレポートの提出が修得試験の受験資格になりますので、欠かさずに提出してください

授業内で皆さんの考えを聞かせていただくことがあります。積極的に発言してください

修得試験　83％

トヨタ技術テキスト工具・計測器・整備機器編　　　

トヨタサービスＴＥＡＭ-ＧＰ　導入編、１ＳＴＥＰ、２ＳＴＥＰ

学科

科目名

シャシⅠ

1

2

3

 6



コード 開講時期 時限数 担当教員 実務経験 担当教員 実務経験
谷原　和博 髙田　和紘 トヨタ販売店

道田　恭平 トヨタ販売店 貝原　章寛 自動車販売店

【授業の目的】

・ タイヤの種類、構造、タイヤバランスの必要性、種類、調整方法について理解する

・ エンジンの力を増大させるトランスミッションの構造を理解する

・ ドライブシャフト、プロペラシャフトの種類、構造を理解する

・ ディファレンシャルの構成部品の必要性、ギヤの種類、特徴が説明できる

【修得目標】

・ タイヤの種類、構造を理解しその特徴を説明できる

・ ブレーキの種類や特徴を説明することができる

・ ドライブシャフト、プロペラシャフトの種類、構造を理解しその特徴を説明できる

・ トランスミッションのシンクロ機構の作動説明ができる

【授業計画】

回 テーマ 授業内容 回 テーマ 授業内容
タイヤ 　タイヤ（表示、サイズ、偏平率、外形） 回
タイヤ 　タイヤ（Ｔﾀｲﾔ、ｽﾀｯﾄﾞﾚｽ、ﾗﾝﾌﾗｯﾄ）

タイヤ 　タイヤ（点検方法、不具合）

タイヤ 　バランス（質量・寸法・剛性）

タイヤ 　ﾄﾚｯﾄﾞﾊﾟﾀｰﾝ、ホイール（表示）

タイヤ 　タイヤ（種類、構造、特徴）

タイヤ 　バランス（質量・寸法・剛性）

機器取扱い 　タイヤチェンジャー取扱い

ブレーキコントロールシステム 　ABS、ﾌﾞﾚｰｷｱｼｽﾄ、VSC

機器取扱い 　パンク修理方法、ホイールバランサー取扱い

学　復習 　理解度チェック

Ｔ/Ｍ 　Ｔ/Ｍ　構造作動

Ｔ/Ｍ 　Ｔ/Ｍ　構造作動

Ｔ/Ｍ 　Ｔ/Ｍ　構造作動

Ｄ／Ｆ 　Ｄ/Ｆ　構造作動

Ｄ／Ｆ 　Ｄ/Ｆ　構造作動

ドライブシャフト 　等速性　等速ジョイントの種類　特徴

Ｔ／Ｍ 　シンクロ・安全装置

Ｔ／Ｍ 　シンクロ・安全装置

Ｔ／Ｍ 　Ｔ／Ｍ不具合

Ｔ／Ｍ 　Ｔ／Ｍ不具合・確認試験

学　復習 　理解度チェック

評価 　筆記試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　17％　授業内で実施する理解度確認テストの評価、レポート課題の評価 など

【教科書・教材】

・

・

・

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

19

20

21

22

23

修得試験　83％

トヨタ技術テキスト工具・計測器・整備機器編　　　

トヨタサービスＴＥＡＭ-ＧＰ　導入編、１ＳＴＥＰ、２ＳＴＥＰ

日整連　三級自動車シャシ、三級自動車ガソリンエンジン、二級ガソリン自動車エンジン編

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2122 １年後期 23時限

毎時間レポートの提出を求めます
全てのレポートの提出が修得試験の受験資格になりますので、欠かさずに提出してください

授業内で皆さんの考えを聞かせていただくことがあります。積極的に発言してください

学科

科目名

シャシⅡ

1

2

3

4

5

6

7

8

 7



コード 開講時期 時限数 担当教員 実務経験 担当教員 実務経験
1年担当教員

【授業の目的】

・ 自動車工学に必要な単位・用語を理解するとともに、各種計算技能、性能曲線図などの見方を修得する

【修得目標】

・ 単位換算、排気量、圧縮比、速度、圧力、トルク、オームの法則、レバー比、力のモーメントの計算ができる

・ 潤滑油の働き、状態を理解する

・ 燃料の生成方法を理解する

【授業計画】

回 テーマ 授業内容 回 テーマ 授業内容
基礎計算 　計算力基礎①（4/6） 27 評価 　筆記試験

基礎計算 　計算力基礎②（4/25）

工学 単① 　単位換算①（電Ｂ）

工学 ﾄﾙ① 　トルク①（総合）

工学 油① 　潤滑油の働き、潤滑の状態（エＡ）

工学 油② 　潤滑油性状、オイル消費について（エＡ）

工学 排① 　排気量　圧縮比①（エＢ）

工学 ﾊﾞﾙ① 　バルタイ①（エＢ）

工学 Ω① 　ﾚﾍﾞﾙ①+単位換算（電Ａ）

工学 Ω② 　ﾚﾍﾞﾙ②+単位換算（電Ａ）

工学 圧① 　圧力①　圧力基本（総合）

工学 速① 　速度・加速度①（総合）

工学 単② 　単位換算②（総合）

工学 ﾚﾊﾞ① 　レバー比①（総合）

工学 ｷﾞﾔ 　ギヤ比①（総合）

工学 排② 　スピード,排気量,圧縮比②（エＢ）

工学 燃 　燃料の精製・性質（エＢ）

工学 Ω③ 　ﾚﾍﾞﾙ③(電Ａ)

工学 製① 　図面の見方（断面図、隠れ線）（総合）

工学 製② 　図面の見方（断面図、隠れ線）（総合）

工学 圧② 　圧力②　圧力基本（総合）

工学 単③ 　単位換算③（総合）

工学 ｷﾞﾔ 　ギヤ比②ﾄﾙｸ,回転数（総合）

工学 軸① 　軸重①（総合）

工学 軸② 　軸重②（総合）

工学 仕① 　仕事・仕事率①（総合）

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　17％　授業内で実施する理解度確認テストの評価、レポート課題の評価 など

【教科書・教材】

・

・

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

25

26

20

21

22

23

24

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

5

6

7

8

9

27時限

毎時間レポートの提出を求めます
全てのレポートの提出が修得試験の受験資格になりますので、欠かさずに提出してください

授業内で皆さんの考えを聞かせていただくことがあります。積極的に発言してください

修得試験　83％

トヨタサービスＴＥＡＭ-ＧＰ　導入編、１ＳＴＥＰ、２ＳＴＥＰ

日整連　三級自動車シャシ、三級自動車ガソリンエンジン、二級ガソリン自動車エンジン編

学科

科目名

工学Ⅰ 1118 １年前期

1

2

3

4

 8



コード 開講時期 時限数 担当教員 実務経験 担当教員 実務経験
1年担当教員

【授業の目的】

・ 自動車工学に必要な単位・用語を理解するとともに、各種計算技能、性能曲線図などの見方を修得する

【修得目標】

・ オームの法則、軸重、レバー比、排気量、圧縮比、ピストン平均速度、ギヤ比の計算ができる

・ 理論サイクル・熱効率・エンジン性能曲線が理解できる

・ 非金属材料、金属材料の特徴を理解する

・ 仕事・仕事率、速度・加速度、オームの法則、ギヤ比、軸重の計算ができる

【授業計画】

回 テーマ 授業内容 回 テーマ 授業内容
工学 排③ 　スピード,排気量,圧縮比③（エＢ）

工学 ﾊﾞﾙ② 　バルタイ②（エＢ）

工学 Ω④ 　ﾚﾍﾞﾙ④(電Ａ)

工学 仕② 　仕事・仕事率・速度②（総合）

工学 軸③ 　軸重③（総合）

工学 速② 　速度・加速度②（総合）

工学 燃① 　理論ｻｲｸﾙ,熱効率,ｴﾝｼﾞﾝ性能曲線(総合)

工学 ﾚﾊﾞ② 　レバー比②（総合）

工学 ﾄﾙ② 　トルク②（総合）

工学 燃② 　理論ｻｲｸﾙ,熱効率,ｴﾝｼﾞﾝ性能曲線(総合)

工学 排④ 　スピード,排気量,圧縮比④（エＢ）

工学 ﾊﾞﾙ③ 　バルタイ③（エＢ）

工学 Ω⑤ 　ﾚﾍﾞﾙ⑤(電Ａ)

工学　材① 　非金属材料

工学　材② 　金属材料

工学 ｷﾞﾔ 　ギヤ比③車速,駆動力（総合）

工学 仕③ 　仕事・仕事率・速度③（総合）

工学 軸④ 　軸重④（総合）

工学 速③ 　速度・加速度③（総合）

工学 ﾄﾙ② 　トルク②（総合）

評価 　筆記試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　17％　授業内で実施する理解度確認テストの評価、レポート課題の評価 など

【教科書・教材】

・

・

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

20

21

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

5

6

7

8

9

21時限

毎時間レポートの提出を求めます
全てのレポートの提出が修得試験の受験資格になりますので、欠かさずに提出してください

授業内で皆さんの考えを聞かせていただくことがあります。積極的に発言してください

修得試験　83％

トヨタサービスＴＥＡＭ-ＧＰ　導入編、１ＳＴＥＰ、２ＳＴＥＰ

日整連　三級自動車シャシ、三級自動車ガソリンエンジン、二級ガソリン自動車エンジン編

学科

科目名

工学Ⅱ 2123 １年後期

1

2

3

4

 9



コード 開講時期 時限数 担当教員 実務経験 担当教員 実務経験
1年担当教員

【授業の目的】

・ １年次各分野の総合的な復習を行い、理解を深める 

【修得目標】

・ 1年次学習内容の国家二級整備士試験問題を正解できる実力を身につける

【授業計画】

回 テーマ 授業内容 回 テーマ 授業内容
導入復習 　導入授業復習

前期Ⅰ復習 　エンジン復習

前期Ⅰ復習 　電装復習

前期Ⅰ復習 　シャシ復習

評価 　筆記試験

評価 　筆記試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　17％　授業内で実施する理解度確認テストの評価、レポート課題の評価 など

【教科書・教材】

・

・

・

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

6

1

2

3

4

5

修得試験　83％

トヨタ技術テキスト工具・計測器・整備機器編　　　

トヨタサービスＴＥＡＭ-ＧＰ　導入編、１ＳＴＥＰ、２ＳＴＥＰ

日整連　三級自動車シャシ、三級自動車ガソリンエンジン、二級ガソリン自動車エンジン編

毎時間レポートの提出を求めます
全てのレポートの提出が修得試験の受験資格になりますので、欠かさずに提出してください

授業内で皆さんの考えを聞かせていただくことがあります。積極的に発言してください

6時限
学科

科目名

基礎復習Ⅰ 3102 １年通年

 10



コード 開講時期 時限数 担当教員 実務経験 担当教員 実務経験
1年担当教員

【授業の目的】

・ １年次各分野の総合的な復習を行い、理解を深める 

【修得目標】

・ 1年次学習内容の国家二級整備士試験問題を正解できる実力を身につける

【授業計画】

回 テーマ 授業内容 回 テーマ 授業内容
基礎復習Ⅱ 　前期Ⅰ復習 27 基礎復習Ⅱ 　前期復習

基礎復習Ⅱ 　前期Ⅰ復習 28 基礎復習Ⅱ 　前期復習

基礎復習Ⅱ 　前期復習 29 基礎復習Ⅱ 　前期Ⅰ内容

基礎復習Ⅱ 　前期復習 30 基礎復習Ⅱ 　前期Ⅰ内容

基礎復習Ⅱ 　前期Ⅰ復習 31 基礎復習Ⅱ 　前期Ⅰ内容

基礎復習Ⅱ 　前期Ⅰ復習 32 基礎復習Ⅱ 　前期Ⅰ内容

基礎復習Ⅱ 　前期復習 33 基礎復習Ⅱ 　前期Ⅰ内容

基礎復習Ⅱ 　前期復習 34 基礎復習Ⅱ 　前期Ⅰ内容

基礎復習Ⅱ 　前期Ⅰ復習 35 基礎復習Ⅱ 　前期Ⅰ内容

基礎復習Ⅱ 　前期Ⅰ復習 36 基礎復習Ⅱ 　前期Ⅰ内容

基礎復習Ⅱ 　前期復習 37 基礎復習Ⅱ 　前期内容

基礎復習Ⅱ 　前期復習 38 基礎復習Ⅱ 　前期内容

基礎復習Ⅱ 　前期Ⅰ復習 39 基礎復習Ⅱ 　前期内容

基礎復習Ⅱ 　前期Ⅰ復習 40 基礎復習Ⅱ 　前期内容

基礎復習Ⅱ 　前期復習 41 基礎復習Ⅱ 　前期内容

基礎復習Ⅱ 　前期復習 42 基礎復習Ⅱ 　前期内容

基礎復習Ⅱ 　前期Ⅰ復習 43 基礎復習Ⅱ 　前期内容

基礎復習Ⅱ 　前期Ⅰ復習 44 基礎復習Ⅱ 　前期内容

基礎復習Ⅱ 　前期復習 45 評価 　筆記試験

基礎復習Ⅱ 　前期復習 46 評価 　筆記試験

基礎復習Ⅱ 　前期Ⅰ復習 47 評価 　筆記試験

基礎復習Ⅱ 　前期Ⅰ復習 48 評価 　筆記試験

基礎復習Ⅱ 　前期復習

基礎復習Ⅱ 　前期復習

基礎復習Ⅱ 　前期Ⅰ復習

基礎復習Ⅱ 　前期Ⅰ復習

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　17％　授業内で実施する理解度確認テストの評価、レポート課題の評価 など

【教科書・教材】

・

・

・

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

26

21

22

23

24

25

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

修得試験　83％

トヨタ技術テキスト工具・計測器・整備機器編　　　

トヨタサービスＴＥＡＭ-ＧＰ　導入編、１ＳＴＥＰ、２ＳＴＥＰ

日整連　三級自動車シャシ、三級自動車ガソリンエンジン、二級ガソリン自動車エンジン編

毎時間レポートの提出を求めます
全てのレポートの提出が修得試験の受験資格になりますので、欠かさずに提出してください

授業内で皆さんの考えを聞かせていただくことがあります。積極的に発言してください

48時限
学科

科目名

基礎復習Ⅱ 3103 １年通年

 11



コード 開講時期 時限数 担当教員 実務経験 担当教員 実務経験
1年担当教員

【授業の目的】

・ １年次各分野の総合的な復習を行い、理解を深める 

【修得目標】

・ 1年次学習内容の国家二級整備士試験問題を正解できる実力を身につける

【授業計画】

回 テーマ 授業内容 回 テーマ 授業内容
総合復習Ⅰ 　前期・後期Ⅰ復習 27 総合復習Ⅰ 　前期・後期復習

総合復習Ⅰ 　前期・後期Ⅰ復習 28 総合復習Ⅰ 　前期・後期復習

総合復習Ⅰ 　前期・後期復習 29 総合復習Ⅰ層別 　後期Ⅰ内容

総合復習Ⅰ 　前期・後期復習 30 総合復習Ⅰ層別 　後期Ⅰ内容

総合復習Ⅰ 　前期・後期Ⅰ復習 31 総合復習Ⅰ層別 　後期Ⅰ内容

総合復習Ⅰ 　前期・後期Ⅰ復習 32 総合復習Ⅰ層別 　後期Ⅰ内容

総合復習Ⅰ 　前期・後期復習 33 総合復習Ⅰ層別 　後期Ⅰ内容

総合復習Ⅰ 　前期・後期復習 34 総合復習Ⅰ層別 　後期Ⅰ内容

総合復習Ⅰ 　前期・後期Ⅰ復習 35 総合復習Ⅰ層別 　後期Ⅰ内容

総合復習Ⅰ 　前期・後期Ⅰ復習 36 総合復習Ⅰ層別 　後期Ⅰ内容

総合復習Ⅰ 　前期・後期復習 37 総合復習Ⅰ層別 　後期Ⅰ内容

総合復習Ⅰ 　前期・後期復習 38 総合復習Ⅰ 　前期Ⅰ内容

総合復習Ⅰ 　前期・後期Ⅰ復習 39 総合復習Ⅰ 　前期Ⅰ内容

総合復習Ⅰ 　前期・後期Ⅰ復習 40 総合復習Ⅰ 　前期Ⅰ内容

総合復習Ⅰ 　前期・後期復習 41 総合復習Ⅰ 　前期Ⅰ内容

総合復習Ⅰ 　前期・後期復習 42 総合復習Ⅰ 　就職対策　国試内容

総合復習Ⅰ 　前期・後期Ⅰ復習 43 総合復習Ⅰ 　就職対策　国試内容

総合復習Ⅰ 　前期・後期Ⅰ復習 44 総合復習Ⅰ 　就職対策　国試内容

総合復習Ⅰ 　前期・後期復習 45 総合復習Ⅰ 　就職対策　国試内容

総合復習Ⅰ 　前期・後期復習 46 総合復習Ⅰ 　就職対策　国試内容

総合復習Ⅰ 　前期・後期Ⅰ復習 47 総合復習Ⅰ 　就職対策　国試内容

総合復習Ⅰ 　前期・後期Ⅰ復習 48 総合復習Ⅰ 　就職対策　国試内容

総合復習Ⅰ 　前期・後期復習 49 総合復習Ⅰ 　後期Ⅰ･Ⅱ内容

総合復習Ⅰ 　前期・後期復習 50 総合復習Ⅰ 　後期Ⅰ･Ⅱ内容

総合復習Ⅰ 　前期・後期Ⅰ復習 51 総合復習Ⅰ層別 　後期Ⅰ･Ⅱ内容

総合復習Ⅰ 　前期・後期Ⅰ復習 52 総合復習Ⅰ層別 　後期Ⅰ･Ⅱ内容

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　17％　授業内で実施する理解度確認テストの評価、レポート課題の評価 など

【教科書・教材】

・

・

・

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

26

21

22

23

24

25

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

80時限
学科

科目名

総合復習Ⅰ 3101 １年通年

日整連　三級自動車シャシ、三級自動車ガソリンエンジン、二級ガソリン自動車エンジン編

毎時間レポートの提出を求めます
全てのレポートの提出が修得試験の受験資格になりますので、欠かさずに提出してください

授業内で皆さんの考えを聞かせていただくことがあります。積極的に発言してください

修得試験　83％

トヨタ技術テキスト工具・計測器・整備機器編　　　

トヨタサービスＴＥＡＭ-ＧＰ　導入編、１ＳＴＥＰ、２ＳＴＥＰ
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コード 開講時期 時限数 担当教員 実務経験 担当教員 実務経験
1年担当教員

【授業の目的】

・ １年次各分野の総合的な復習を行い、理解を深める 

・ ＨＶ車を安全に取り扱う知識と技能の習得、コンビネーションメータの構成と基本作動の理解

【修得目標】

・ 1年次学習内容の国家二級整備士試験問題を正解できる実力を身につける

・ ハイブリッド車の構造作動の概要、高電圧の感電のメカニズム、感電防止措置を知る

【授業計画】

回 テーマ 授業内容 回 テーマ 授業内容
総合復習Ⅰ層別 　後期Ⅰ･Ⅱ内容 79 評価 　筆記試験

総合復習Ⅰ層別 　後期Ⅰ･Ⅱ内容 80 評価 　筆記試験

実力試験 　エンジン復習

実力試験 　シャシ復習

実力試験 　電装復習

実力試験 　工学復習

実力試験 　エンジン復習

実力試験 　シャシ復習

実力試験 　電装復習

実力試験 　工学復習

機器取扱い 　オシロスコープの必要性

電装総復習 　環境問題について、HV車の現状

電装総復習 　ＨＶ車の構造作動概要

電装総復習 　前期・後期復習

電装総復習 　ﾊﾞｯﾃﾘ・ﾊﾞﾙﾌﾞ直列並列、確認試験

電装総復習 　オームの法則、電力計算復習

電装総復習 　ＦＣＶ概要

電装総復習 理解度チェック

低電圧講習 　低圧電気とは、電気災害について

低電圧講習 　感電のメカニズム、感電防止措置

低電圧講習 　電気災害時の応急処置

低電圧講習 　終了試験

工学　復習 　バルタイ④（エＢ）

工学　復習 　バルタイ⑤（エＢ）

評価 　筆記試験

評価 　筆記試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　17％　授業内で実施する理解度確認テストの評価、レポート課題の評価 など

【教科書・教材】

・

・

・

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

80時限
学科

科目名

総合復習Ⅰ 3101 １年通年

64

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

76

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

毎時間レポートの提出を求めます
全てのレポートの提出が修得試験の受験資格になりますので、欠かさずに提出してください

授業内で皆さんの考えを聞かせていただくことがあります。積極的に発言してください

77

78

修得試験　83％

トヨタ技術テキスト工具・計測器・整備機器編　　　

トヨタサービスＴＥＡＭ-ＧＰ　導入編、１ＳＴＥＰ、２ＳＴＥＰ

日整連　三級自動車シャシ、三級自動車ガソリンエンジン、二級ガソリン自動車エンジン編
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コード 開講時期 時限数 担当教員 実務経験 担当教員 実務経験
石原　敏男 自動車販売店 小野澤　真史

出田　浩之 自動車販売店 宮下　晃一

【授業の目的】

・ エンジンオイルの流れ、潤滑装置の工夫を理解する

・ 冷却水の流れが説明できる。ラジエータキャップテスタの取扱いを修得する

・ エンジン点検に使用する機器（ラジエータキャップテスタ、チューンナップテスタ）の取扱いを修得する

【修得目標】

・ オイルの流れ、リリーフバルブ、チェックバルブ、バイパスバルブの役割が説明できる

・ 冷却水の流れ、サーモスタット、ラジエーターキャップの作動が説明できる

・ ラジエータキャップテスターでキャップの良否判定、ＬＬＣの濃度測定ができる

【授業計画】

回 テーマ 授業内容 回 テーマ 授業内容
エンジン概要 燃焼実験、本体確認 27 燃料装置 燃料装置構造研究（ＦＰ作動条件）

エンジン概要 ベンチＥＧ取扱 28 燃料装置 燃料装置構造研究（ＦＰ作動条件）

エンジン概要 ベンチＥＧ取扱 29 燃料装置 燃料装置構造研究（燃圧とインマニ負圧）

エンジン概要 エンジン回転数について 30 燃料装置 各部構造、役割（インジェクターと燃圧）

理解度確認 正常と異常体感、単気筒不具合（３要素） 31 燃料装置 燃料装置概要（プレッシャーレギュレータ）

潤滑装置 オイルパン、ポンプ、フィルタ構造研究 32 燃料装置 燃料装置（プレシャーレギュレータ調整圧）

潤滑装置 オイルパン、ポンプ、フィルタ構造研究 33 実　復習 理解度チェック

潤滑装置 ポンプ構造研究、オイルポンプ点検 34 実　復習 理解度チェック

潤滑装置 オイルポンプ点検、組み付け 35 実習開放 授業内開放

潤滑装置 オイルポンプ点検、組み付け 36 実習開放 授業内開放

潤滑装置 オイルの点検 37 実習開放 授業内開放

潤滑装置 オイル交換 38 実習開放 授業内開放

潤滑装置 油圧点検・オイルレベルセンサ 39 評価 実習試験

冷却装置 冷却装置確認,種類,ｽｰﾊﾟLLC(50ﾌﾞﾙｰ) 40 評価 実習試験

冷却装置 冷却装置確認（流れ、圧力体感） 41 評価 実習試験

冷却装置 ラジエータキャップテスタ・キャップ不具合

冷却装置 ラジエータキャップテスタ・キャップ不具合

冷却装置 ＬＬＣ点検（必要性・点検内容、光学濃度計）

冷却装置 冷却構造研究（シュラウド、カップリングファン、サーモ）

冷却装置 冷却構造研究（シュラウド、カップリングファン、サーモ）

冷却装置 冷却水の流れまとめ

冷却装置 冷却水の流れまとめ

冷却装置 ＬＬＣ交換点検

冷却装置 ＬＬＣ交換点検

冷却装置 冷却装置構造研究解説

燃料装置 燃料装置構造研究（つながり確認）

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　17％　授業内で実施する理解度確認テストの評価、レポート課題の評価 など

【教科書・教材】

・

・

・

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

26

21

22

23

24

25

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

トヨタ技術テキスト工具・計測器・整備機器編　　　

トヨタサービスＴＥＡＭ-ＧＰ　導入編、１ＳＴＥＰ、２ＳＴＥＰ

日整連　三級自動車シャシ、三級自動車ガソリンエンジン、二級ガソリン自動車エンジン編

修得試験　83％

毎時間レポートの提出を求めます
全てのレポートの提出が修得試験の受験資格になりますので、欠かさずに提出してください

授業内で皆さんの考えを聞かせていただくことがあります。積極的に発言してください

エンジンⅠ 1201 １年前期 41時限
実習

科目名
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コード 開講時期 時限数 担当教員 実務経験 担当教員 実務経験
石原　敏男 自動車販売店 小野澤　真史

出田　浩之 自動車販売店 宮下　晃一

【授業の目的】

・ ノギスの読み方を修得する

・ エンジンの分解、組み付け、再始動までの一連の作業を体験し、エンジン本体各部の構造・作動を理解する

【修得目標】

・ 測機器の正しい取り扱いができる、正しく測定することができる

・ 修理書を見ながら、正しい方法でエンジンオーバーホール作業ができる

【授業計画】

回 テーマ 授業内容 回 テーマ 授業内容
エンジン概要 エンジン構成部品現物確認 27 エンジン　組付 タイミングベルト　取付

エンジン概要 吸入体験、クランクとピストンの動き 28 エンジン　組付 ＩＮ・ＥＸマニホールド　取付

エンジン概要 ヘッドカバー脱着 29 エンジン　組付 オルタネータ　取付

理解度確認 まとめ・理解度チェック 30 エンジン　組付 ピストン取付け

エンジン総復習 ノギス取扱い、読み方 31 エンジン　組付 ｵｲﾙﾊﾟﾝ取付(ｼｰﾙﾊﾟｯｷﾝ,ｱﾄﾞﾍｼﾌ)

エンジン総復習 ノギス取扱い、読み方 32 エンジン　組付 タイミングプーリー取付

エンジン総復習 ノギス取扱い、読み方 33 エンジン　組付 ベルトカバー、ヘッドカバー取付

エンジン総復習 ｴﾝｼﾞﾝ復習（導入内容） 34 エンジン　組付 枠、配線取付、完成チェック

エンジン　分解 作業説明・修理書の見方 35 実　復習 理解度チェック

エンジン　分解 オーバーホール準備　取外 36 実　復習 理解度チェック

エンジン　分解 オルタネータ　取外 37 実習開放 授業内開放

エンジン　分解 ＩＮ・ＥＸマニホールド　取外 38 実習開放 授業内開放

エンジン　分解 タイミングベルト　取外 39 実習開放 授業内開放

エンジン　分解 カムシャフト　取外 40 実習開放 授業内開放

エンジン　分解 シリンダヘッド　取外 41 評価 実習試験

エンジン　分解 エンジン始動確認、枠取外 42 評価 実習試験

エンジン　分解 ヘッドカバー取外 43 評価 実習試験

エンジン　分解 クランクシャフトプーリー取外

エンジン　分解 タイミングベルト　取外

エンジン　分解 カムシャフト　取外

エンジン　分解 シリンダヘッド　取外

エンジン　分解 ピストン取外

エンジン本体 エンジン本体構造研究

エンジン　組付 ピストン構造研究

エンジン　組付 カムシャフト取外

エンジン　組付 タイミングベルト　組付

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　17％　授業内で実施する理解度確認テストの評価、レポート課題の評価 など

【教科書・教材】

・

・

・

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

26

21

22

23

24

25

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

修得試験　83％

トヨタ技術テキスト工具・計測器・整備機器編　　　

トヨタサービスＴＥＡＭ-ＧＰ　導入編、１ＳＴＥＰ、２ＳＴＥＰ

日整連　三級自動車シャシ、三級自動車ガソリンエンジン、二級ガソリン自動車エンジン編

毎時間レポートの提出を求めます
全てのレポートの提出が修得試験の受験資格になりますので、欠かさずに提出してください

授業内で皆さんの考えを聞かせていただくことがあります。積極的に発言してください

43時限
実習

科目名

エンジンⅡ 1202 １年前期
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コード 開講時期 時限数 担当教員 実務経験 担当教員 実務経験
石原　敏男 自動車販売店 小野澤　真史

出田　浩之 自動車販売店 宮下　晃一

【授業の目的】

・ 強い火花をつくるための点火装置、良い混合気のための燃料装置の仕組みを理解する

・ 電子制御式燃料噴射装置の各部の名称・役割、基本噴射の制御方法を理解する

【修得目標】

・ スパークプラグの点検・交換、火花点検、点火時期点検ができる

・ 燃料の流が実物で説明できる。燃圧の簡易点検が出来る。燃料噴射量の制御方法が説明できる。

【授業計画】

回 テーマ 授業内容 回 テーマ 授業内容
点火装置 点火時期確認 27 燃料装置 センサー構造研究（メジャリングプレート）

点火装置 チューンナップテスタ 28 燃料装置 センサー構造研究（バキュームセンサー）

点火装置 点火時期点検 29 故障探求 トラブルシュートの考え方

点火装置 点火時期点検 30 故障探求 トラブルシュート

点火装置 点火時期点検 31 故障探求 トラブルシュート

点火装置 点火時期点検 32 故障探求 トラブルシュート

点火装置 点火時期（エンジン回転数と点火時期） 33 故障探求 トラブルシュート

点火装置 自己誘導相互誘導確認 34 故障探求 トラブルシュート

点火装置 プラグ脱着、点検 35 故障探求 トラブルシュート

点火装置 プラグ点検、構造研究 36 エンジン復習 理解度チェック

点火装置 プラグ点検、構造研究 37 エンジン復習 理解度チェック

点火装置 プラグ　型式・焼け具合 38 実習開放 授業内開放

点火装置 プラグ脱着 39 実習開放 授業内開放

点火装置 プラグ脱着 40 実習開放 授業内開放

エンジン復習 反復作業 41 実習開放 授業内開放

エンジン復習 反復作業 42 評価 実習試験

エンジン復習 反復作業 43 評価 実習試験

排ガス装置 CO,HCメーター取扱い 44 評価 実習試験

排ガス装置 CO,HCメーター取扱い

排ガス装置 エンジン状態と排気ガスの関係

エンジン復習 デストリビュータ脱着作業

エンジン復習 デストリビュータ構造研究（点火時期が変化する理由）

エンジン復習 排出ガスを抑える装置

燃料装置 燃料装置復習

燃料装置 燃料装置復習

燃料装置 燃料装置（燃圧簡易点検）

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　17％　授業内で実施する理解度確認テストの評価、レポート課題の評価 など

【教科書・教材】

・

・

・

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

26

21

22

23

24

25

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

修得試験　83％

授業内で皆さんの考えを聞かせていただくことがあります。積極的に発言してください

トヨタ技術テキスト工具・計測器・整備機器編　　　

トヨタサービスＴＥＡＭ-ＧＰ　導入編、１ＳＴＥＰ、２ＳＴＥＰ

日整連　三級自動車シャシ、三級自動車ガソリンエンジン、二級ガソリン自動車エンジン編

毎時間レポートの提出を求めます
全てのレポートの提出が修得試験の受験資格になりますので、欠かさずに提出してください

実習

科目名

１年後期 44時限エンジンⅢ 2201
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コード 開講時期 時限数 担当教員 実務経験 担当教員 実務経験
石原　敏男 自動車販売店 小野澤　真史

出田　浩之 自動車販売店 宮下　晃一

【授業の目的】

・ シリンダゲージ取扱い方法の理解

・ エンジン本体各部（シリンダ内径、ピストン外径、バルブクリアランス）の計測方法を修得する

・ 計測器が正しく使える。計測器が正しく読める

【修得目標】

・ 計測器で正しく正確に測定することができる。

・ シリンダ内径、ピストン外径、バルブクリアランスを正確に測定することができる

・ タイミングベルトの脱着が確実にできる

【授業計画】

回 テーマ 授業内容 回 テーマ 授業内容
エンジン本体 バルブクリアランス、５A計測 27 多頻度作業 ﾀｲﾐﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ交換(5AF,6AG)

エンジン本体 バルブクリアランス、５A計測 28 多頻度作業 ﾀｲﾐﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ交換(5AF,7AG)

エンジン　組付 カムシャフト取外 29 エンジン総復習 ノギス、合口すき間調整

エンジン本体 動弁機構　構造研究 30 エンジン総復習 ノギス、合口すき間調整

エンジン本体 動弁機構　構造研究 31 エンジン総復習 ノギス、合口すき間調整

エンジン本体 シザースギヤ構造研究 32 エンジン総復習 反復練習

エンジン本体 レッドチェック、ヘッド分解 33 エンジン総復習 反復練習

圧縮圧力点検 コンプレッション測定 34 エンジン総復習 反復練習

エンジン本体 シリンダーゲージ測定（０点調整まで） 35 エンジン総復習 反復練習

エンジン本体 シリンダーゲージ測定（０点調整まで） 36 実　復習 理解度チェック

エンジン本体 シリンダーゲージ測定（０点調整まで） 37 実　復習 理解度チェック

エンジン本体 シリンダーゲージ測定（０点調整まで） 38 実習開放 授業内開放

エンジン本体 シリンダーゲージ測定（０点調整まで） 39 実習開放 授業内開放

エンジン本体 シリンダーゲージ測定（０点調整まで） 39 実習開放 授業内開放

エンジン本体 シリンダーゲージ測定（０点調整まで） 39 実習開放 授業内開放

エンジン本体 シリンダーゲージ測定 39 評価 実習試験

エンジン本体 シリンダーゲージ測定 39 評価 実習試験

エンジン本体 シリンダーゲージ測定 39 評価 実習試験

エンジン本体 ピストン外径測定

エンジン本体 ピストン外径測定

エンジン本体 クリアランス算出

エンジン本体 シリンダーゲージ測定

エンジン本体 シリンダーゲージ測定

多頻度作業 ﾀｲﾐﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ交換(5AF,5AG)

多頻度作業 ﾀｲﾐﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ交換(5AF,6AG)

多頻度作業 ﾀｲﾐﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ交換(5AF,5AG)

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　17％　授業内で実施する理解度確認テストの評価、レポート課題の評価 など

【教科書・教材】

・

・

・

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

26

21

22

23

24

25

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

修得試験　83％

授業内で皆さんの考えを聞かせていただくことがあります。積極的に発言してください

トヨタ技術テキスト工具・計測器・整備機器編　　　

トヨタサービスＴＥＡＭ-ＧＰ　導入編、１ＳＴＥＰ、２ＳＴＥＰ

日整連　三級自動車シャシ、三級自動車ガソリンエンジン、二級ガソリン自動車エンジン編

毎時間レポートの提出を求めます
全てのレポートの提出が修得試験の受験資格になりますので、欠かさずに提出してください

39時限
実習

科目名

エンジンⅣ 2202 １年後期
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コード 開講時期 時限数 担当教員 実務経験 担当教員 実務経験
白川　竜也 大川　護

塩見　祐貴 トヨタ販売店 高畑　良太 トヨタ販売店

【授業の目的】

・ サーキットテスタの必要性が分かり、正しく測定することができる

・ ヘッドランプ回路の電気の流れを理解する

・ ドアロック・スマートエントリーの各機能の作動を理解する

【修得目標】

・ サーキットテスターで電圧、抵抗、電流を正しく測定できる

・ ヘッドランプ回路の電位測定（不具合箇所の特定）ができる

・ ヘッドランプのバルブ交換ができる。ヘッドランプ回路の電位測定ができる

・ ドアロック・スマートエントリーの操作方法、各機能の説明、トランスミッタの電池交換ができる

【授業計画】

回 テーマ 授業内容 回 テーマ 授業内容
電気の基礎 オームの法則・ボデーアース 27 灯火装置 バルブ交換作業（ﾍｯﾄﾞ）説明、ｸﾘｯﾌﾟ

電気の基礎 電装作動確認(HL,室内灯,ｱｳﾀｰﾐﾗｰ,ｼｶﾞｰﾗｲﾀｿｹｯﾄ) 28 灯火装置 バルブ交換作業（ﾍｯﾄﾞ）説明、ｸﾘｯﾌﾟ

電気の基礎 電装作動確認(HL,室内灯,ｱｳﾀｰﾐﾗｰ,ｼｶﾞｰﾗｲﾀｿｹｯﾄ) 29 灯火装置 バルブ交換作業（ﾍｯﾄﾞ）説明、ｸﾘｯﾌﾟ

電気の基礎 ボデーアース確認 30 ﾄﾞｱﾛｯｸ・ｽﾏｰﾄｷｰ 概要,種類,ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ/電子ｷｰ取扱い注意

理解度確認 ショート実験、確認試験 31 ﾄﾞｱﾛｯｸ・ｽﾏｰﾄｷｰ ﾛｯｸｱﾝﾛｯｸ,ｷｰ閉込防止

灯火装置 灯火、種類、分類確認 32 ﾄﾞｱﾛｯｸ・ｽﾏｰﾄｷｰ 30秒ｵｰﾄﾛｯｸ,半ﾄﾞｱｳｫｰﾆﾝｸﾞ

灯火装置 灯火、種類、分類確認 33 ﾄﾞｱﾛｯｸ・ｽﾏｰﾄｷｰ トランスミッタバッテリ交換（ﾁｪｯｸｼｰﾄ）

灯火装置 灯火、種類、分類確認 34 ﾄﾞｱﾛｯｸ・ｽﾏｰﾄｷｰ トランスミッタバッテリ交換（ﾁｪｯｸｼｰﾄ）

灯火装置 灯火、種類、分類確認 35 実　復習 理解度チェック

電気の基礎 配線図の読み方 36 実　復習 理解度チェック

電気の基礎 配線図の読み方 37 実習開放 授業内開放

電気の基礎 配線図の読み方 38 実習開放 授業内開放

電気の基礎 ﾋｭｰｽﾞ構造研究 39 実習開放 授業内開放

電気の基礎 暗電流測定 40 実習開放 授業内開放

電気の基礎 リレーパネル結線、測定 41 評価 実習試験

灯火装置 リレーパネル不具合予想、解説 42 評価 実習試験

灯火装置 リレーパネル不具合予想、解説 43 評価 実習試験

灯火装置 リレーパネル不具合予想、解説

灯火装置 リレーパネル不具合時の電位解説

灯火装置 リレーパネル不具合時の電位解説

灯火装置 ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝSW単体点検

灯火装置 ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝSW単体点検

灯火装置 ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝSW単体点検

灯火装置 理解度チェック・電力、電力量計算

灯火装置 バルブ交換、ｸﾘｯﾌﾟ,ﾋﾟﾝ,ﾂﾒ外し方

灯火装置 バルブ交換、ｸﾘｯﾌﾟ,ﾋﾟﾝ,ﾂﾒ外し方

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　17％　授業内で実施する理解度確認テストの評価、レポート課題の評価 など

【教科書・教材】

・

・

・

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

26

21

22

23

24

25

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

日整連　三級自動車シャシ、三級自動車ガソリンエンジン、二級ガソリン自動車エンジン編

毎時間レポートの提出を求めます
全てのレポートの提出が修得試験の受験資格になりますので、欠かさずに提出してください

授業内で皆さんの考えを聞かせていただくことがあります。積極的に発言してください

修得試験　83％

トヨタ技術テキスト工具・計測器・整備機器編　　　

トヨタサービスＴＥＡＭ-ＧＰ　導入編、１ＳＴＥＰ、２ＳＴＥＰ

43時限
実習

科目名

電気装置Ⅰ 1203 １年前期
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コード 開講時期 時限数 担当教員 実務経験 担当教員 実務経験
白川　竜也 大川　護

塩見　祐貴 トヨタ販売店 高畑　良太 トヨタ販売店

【授業の目的】

・ スタータの作動、電気の流れを理解する

・ バッテリの構造を理解する

【修得目標】

・ スタータの脱着作業が安全にできる

・ 吸引・保持・戻り試験、無負荷試験が電気の流れを意識してできる

・ バッテリの点検、交換作業が安全にできる

・ バッテリ液量、比重測定、交換ができる

【授業計画】

回 テーマ 授業内容 回 テーマ 授業内容
電装　概要 電気装置概要 27 スタータ 吸引保持点検、戻り点検

電装　概要 電気装置概要 28 バッテリ 作業チェック（バッテリ交換）

電装　概要 電気装置、単体部品確認 29 バッテリ 作業チェック（バッテリ交換）

電装　概要 電気装置、配線太さの確認 30 スタータ 作業チェック（スタータ脱着）

バッテリ 　バッテリレスキュー 31 スタータ 作業チェック（スタータ脱着）

バッテリ 　バッテリレスキュー 32 スタータ 作業チェック、理解度確認

バッテリ バッテリ交換 33 実　復習 理解度チェック

バッテリ バッテリ交換 34 実　復習 理解度チェック

バッテリ ﾊﾞｯﾃﾘ構造研究.規格(JIS規格,EN規格) 35 実習開放 授業内開放

バッテリ ﾊﾞｯﾃﾘ構造研究.規格(JIS規格,EN規格) 36 実習開放 授業内開放

バッテリ バッテリ液量、比重点検 37 実習開放 授業内開放

バッテリ バッテリ液量、比重点検 38 実習開放 授業内開放

スタータ 　クリップモータ作成 39 評価 実習試験

スタータ G・R型　構造研究（物⇔教科書） 40 評価 実習試験

スタータ Ｐ型　構造研究（物⇔教科書） 41 評価 実習試験

スタータ スタータ単体点検

スタータ スタータ脱着

スタータ スタータ脱着

スタータ スタータ脱着

スタータ スタータ無負荷特性テスト

スタータ スタータ無負荷特性テスト

スタータ スタータ無負荷特性テスト

スタータ スタータ脱着（車両）

スタータ スタータ脱着（車両）

スタータ 吸引保持点検、戻り点検

スタータ 吸引保持点検、戻り点検

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　17％　授業内で実施する理解度確認テストの評価、レポート課題の評価 など

【教科書・教材】

・

・

・

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

26

21

22

23

24

25

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

修得試験　83％

トヨタ技術テキスト工具・計測器・整備機器編　　　

授業内で皆さんの考えを聞かせていただくことがあります。積極的に発言してください

トヨタサービスＴＥＡＭ-ＧＰ　導入編、１ＳＴＥＰ、２ＳＴＥＰ

日整連　三級自動車シャシ、三級自動車ガソリンエンジン、二級ガソリン自動車エンジン編

毎時間レポートの提出を求めます
全てのレポートの提出が修得試験の受験資格になりますので、欠かさずに提出してください

41時限
実習

科目名

電気装置Ⅱ 1204 １年前期
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コード 開講時期 時限数 担当教員 実務経験 担当教員 実務経験
白川　竜也 大川　護

塩見　祐貴 トヨタ販売店 高畑　良太 トヨタ販売店

【授業の目的】

・ ワイパー回路の電気の流れ（Ｌｏ・Ｈｉ・自動停止）の理解し、各部の正常電位がわかる

・ ヘッドライト回路の電気の流れを理解し、各部の正常電位がわかる

・ メータの構造、作動がわかる

【修得目標】

・ ワイパ、ヘッドライト回路の故障探求、ワイパーラバーの交換作業ができる

・ 配線図集を使用して車両の指定された箇所の電圧を測定することができる

・ メータの単体点検ができる

【授業計画】

回 テーマ 授業内容 回 テーマ 授業内容

メーター ﾒｰﾀ（名称、役割、機能） 27 配線図 配線図の見方Ⅱ

メーター 警告灯（図、色、名称、役割） 28 故障探求 灯火パネル(ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ)故障探求

メーター 構造研究、単体点検 29 故障探求 灯火パネル(ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ)故障探求

メーター 検出部（ｾﾝｻ、ｾﾝﾀﾞｹﾞｰｼﾞ） 30 故障探求 灯火パネル(ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ)故障探求

メーター メータセンダゲージ単体点検 31 故障探求 灯火パネル(ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ)故障探求

メーター メータセンダゲージ単体点検 32 故障探求 灯火パネル(ﾀｰﾝﾊｻﾞｰﾄﾞ)故障探求

灯火装置 ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝSW単体点検 33 故障探求 灯火パネル(ﾀｰﾝﾊｻﾞｰﾄﾞ)故障探求

故障探求 灯火パネル(ﾀｰﾝﾊｻﾞｰﾄﾞ)故障探求 34 故障探求 灯火パネル(ﾀｰﾝﾊｻﾞｰﾄﾞ)故障探求

故障探求 灯火パネル(ﾀｰﾝﾊｻﾞｰﾄﾞ)故障探求 35 実　復習 理解度チェック

ワイパ 寒冷地、ウォッシャノズル 36 実　復習 理解度チェック

ワイパ 雨滴感応式、ｳｫｯｼｬﾓｰﾀ&ﾎﾟﾝﾌﾟ構成作動 37 実習開放 授業内開放

ワイパ ワイパ車両作動点検 38 実習開放 授業内開放

ワイパ ワイパ車両取り外し作業説明 39 実習開放 授業内開放

ワイパ ワイパ車両取り外し作業説明 40 実習開放 授業内開放

ワイパ ワイパ車両作動点検 41 評価 実習試験

ワイパ ワイパ車両作動点検 42 評価 実習試験

ワイパ ワイパ車両作動点検 43 評価 実習試験

ワイパ ワイパ回路電気の流れ説明

ワイパ ワイパパネル正常電圧測定

ワイパ ワイパパネル正常電圧測定

ワイパ ワイパパネル故障探求

ワイパ ワイパパネル故障探求

ワイパ ワイパパネル故障探求、解説

配線図 配線図の見方Ⅱ

配線図 配線図の見方Ⅱ

配線図 配線図の見方Ⅱ

【成績評価方法・基準】

・ 修得試験　83％

・ 平常評価　17％　授業内で実施する理解度確認テストの評価、レポート課題の評価 など

【教科書・教材】

・ トヨタ技術テキスト工具・計測器・整備機器編　　　

・ トヨタサービスＴＥＡＭ-ＧＰ　導入編、１ＳＴＥＰ、２ＳＴＥＰ

・ 日整連　三級自動車シャシ、三級自動車ガソリンエンジン、二級ガソリン自動車エンジン編

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

授業内で皆さんの考えを聞かせていただくことがあります。積極的に発言してください
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13

毎時間レポートの提出を求めます
全てのレポートの提出が修得試験の受験資格になりますので、欠かさずに提出してください

43時限
実習

科目名

電気装置Ⅲ 2203 １年後期

1

2

3

4

5

6

7

8
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コード 開講時期 時限数 担当教員 実務経験 担当教員 実務経験
白川　竜也 大川　護

塩見　祐貴 トヨタ販売店 高畑　良太 トヨタ販売店

【授業の目的】

・ オルタネータの発電の原理、電気の流れを理解し単体点検と、車両での充電系統の点検を知る

・ 内装部品の脱着方法、作業注意点を理解する 

【修得目標】

・ オルタネータ単体点検、オルタネータ負荷・無負荷試験・暗電流測定、ファンベルト交換作業ができる

・ 内装の脱着が確実にできる

【授業計画】

回 テーマ 授業内容 回 テーマ 授業内容
充電装置 オルタネータ構造研究 27 スタータ スタータ復習

充電装置 オルタネータ構造研究 28 スタータ スタータ復習

充電装置 オルタネータ構造研究 29 ドア、ﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳ ﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳの役割、構成、機能

充電装置 オルタネータ構造研究 30 ドア、ﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳ スライドドア・パワーウインドウの特徴・各機能確認

電気の基礎 ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ､ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀｰ作動確認 31 ドア、ﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳ ウインドウレギュレータ交換（ﾁｪｯｸｼｰﾄ）

充電装置 オルタネータ単体点検（導通・絶縁） 32 ドア、ﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳ ウインドウレギュレータ交換（ﾁｪｯｸｼｰﾄ）

充電装置 オルタネータ単体点検（導通・絶縁） 33 ドア、ﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳ ウインドウレギュレータ交換（ﾁｪｯｸｼｰﾄ）

充電装置 オルタネータ単体点検（導通・絶縁） 34 ドア、ﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳ ウインドウレギュレータ交換（ﾁｪｯｸｼｰﾄ）

充電装置 充電装置　制御 35 ドア、ﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳ ウインドウレギュレータ交換（ﾁｪｯｸｼｰﾄ）

充電装置 充電装置　制御 36 実　復習 理解度チェック

充電装置 充電装置　制御 37 実　復習 理解度チェック

充電装置 充電装置　制御 38 実習開放 授業内開放

充電装置 ボルテージレギュレータ作動 39 実習開放 授業内開放

充電装置 ボルテージレギュレータ作動 40 実習開放 授業内開放

充電装置 ボルテージレギュレータ制御確認 41 実習開放 授業内開放

充電装置 オルタネータ負荷・無負荷試験 42 評価 実習試験

充電装置 オルタネータ負荷・無負荷試験 43 評価 実習試験

充電装置 Ｖベルト脱着 44 評価 実習試験

充電装置 Ｖベルト脱着

充電装置 Ｖベルト脱着

充電装置 Ｖベルト脱着

充電装置 作業チェック

充電装置 作業チェック

スタータ スタータ復習

スタータ スタータ復習

スタータ スタータ復習

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　17％　授業内で実施する理解度確認テストの評価、レポート課題の評価 など

【教科書・教材】

・

・

・

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

26
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修得試験　83％

毎時間レポートの提出を求めます
全てのレポートの提出が修得試験の受験資格になりますので、欠かさずに提出してください

授業内で皆さんの考えを聞かせていただくことがあります。積極的に発言してください

トヨタ技術テキスト工具・計測器・整備機器編　　　

トヨタサービスＴＥＡＭ-ＧＰ　導入編、１ＳＴＥＰ、２ＳＴＥＰ

日整連　三級自動車シャシ、三級自動車ガソリンエンジン、二級ガソリン自動車エンジン編

44時限
実習

科目名

電気装置Ⅳ 2204 １年後期
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コード 開講時期 時限数 担当教員 実務経験 担当教員 実務経験
谷原　和博 髙田　和紘 トヨタ販売店

道田　恭平 トヨタ販売店 貝原　章寛 自動車販売店

【授業の目的】

・ 工具・整備機器について知る

・ 制動装置の種類・構造・構成を理解する

【修得目標】

・ 制動装置の基本構造を理解し正確な分解組み付け作業を身に付ける

・ ドラムブレーキの分解、組み付け作業が正確にできる

【授業計画】

回 テーマ 授業内容 回 テーマ 授業内容
実車確認 シャシ装置現物確認 27 制動装置 実車のディスク・ドラムブレーキ脱着

実車確認 シャシ装置　車両確認 28 制動装置 実車のディスク・ドラムブレーキ脱着

車両の取扱い シャシ装置　車両確認 29 制動装置 フルード交換作業

車両の取扱い シャシ装置　車両確認 30 制動装置 フルード交換作業

理解度確認 まとめ・理解度チェック 31 制動装置 フルード交換作業

ブレーキの種類 ブレーキ構造研究 32 ブレーキ分組 ドラム・ディスク分組（単体）

ブレーキの種類 ブレーキ構造研究 33 ブレーキ分組 ドラム・ディスク分組（単体）

ブレーキの種類 ブレーキ構造研究 34 ブレーキ分組 ドラム・ディスク分組（単体）

ブレーキの種類 ブレーキ構造研究 35 実　復習 理解度チェック

ブレーキの種類 ブレーキ構造研究 36 実　復習 理解度チェック

マスタシリンダ マスタシリンダ分組・構造研究（単体） 37 実習開放 授業内開放

マスタシリンダ マスタシリンダ分組・構造研究（単体） 38 実習開放 授業内開放

マスタシリンダ マスタシリンダ分組・構造研究（単体） 39 実習開放 授業内開放

キャリパー キャリパー分解・構造研究（単体） 40 実習開放 授業内開放

キャリパー キャリパー分解・構造研究（単体） 41 評価 実習試験

キャリパー キャリパー分解・構造研究（単体） 42 評価 実習試験

キャリパー キャリパー分解・構造研究（単体） 43 評価 実習試験

ブレーキ分組 ドラム・ディスク分組（単体）

ブレーキ分組 ドラム・ディスク分組（単体）

ブレーキ分組 ドラム・ディスク分組（単体）

ブレーキ分組 ドラム・ディスク分組（単体）

ブレーキ分組 ドラム・ディスク分組（単体）

ブレーキ分組 ドラム・ディスク分組（単体）

制動装置 実車のディスク・ドラムブレーキ脱着

制動装置 実車のディスク・ドラムブレーキ脱着

制動装置 実車のディスク・ドラムブレーキ脱着

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　17％　授業内で実施する理解度確認テストの評価、レポート課題の評価 など

【教科書・教材】

・

・

・

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】
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1212 １年前期 43時限

日整連　三級自動車シャシ、三級自動車ガソリンエンジン、二級ガソリン自動車エンジン編

毎時間レポートの提出を求めます
全てのレポートの提出が修得試験の受験資格になりますので、欠かさずに提出してください

授業内で皆さんの考えを聞かせていただくことがあります。積極的に発言してください

修得試験　83％

トヨタ技術テキスト工具・計測器・整備機器編　　　

トヨタサービスＴＥＡＭ-ＧＰ　導入編、１ＳＴＥＰ、２ＳＴＥＰ

実習

科目名

シャシⅠ

1

2

3
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コード 開講時期 時限数 担当教員 実務経験 担当教員 実務経験
谷原　和博 髙田　和紘 トヨタ販売店

道田　恭平 トヨタ販売店 貝原　章寛 自動車販売店

【授業の目的】

・ ガレージジャッキの正しい取り扱いを習得する
・ クラッチの作動について分解、組み付け作業を行いながら理解を深める
・ ステアリング装置の構造を理解する

【修得目標】

・ ガレージジャッキが安全に使用できる
・ トランスミッションのシンクロ機構の分解組み付けができる
・ クラッチの交換作業が確実にできる
・ ステアリング装置の点検ができる

【授業計画】

回 テーマ 授業内容 回 テーマ 授業内容
ジャッキ取扱い ｶﾞﾚｰｼﾞｼﾞｬｯｷ、ﾘｼﾞｯﾄﾞﾗｯｸ作業注意点 27 クラッチ クラッチ分組（単体）

ジャッキ作業 ｶﾞﾚｰｼﾞｼﾞｬｯｷ作業要領、安全な取扱い 28 クラッチ クラッチ分組（単体）

ジャッキ作業 ｶﾞﾚｰｼﾞｼﾞｬｯｷ取扱い、安全作業の理解 29 クラッチ クラッチ分組（単体）

ジャッキ作業 車載ジャッキ取扱い、安全作業の理解 30 クラッチ クラッチ分組（単体）

安全作業 車両取扱い 31 クラッチ クラッチ構造研究、点検、分組（単体）

基本作業 チャレンジボード 32 クラッチ クラッチ構造研究、点検、分組（単体）

ステアリング装置 ステアリング装置　構造作動 33 クラッチ クラッチ構造研究、点検、分組（単体）

ステアリング装置 ステアリング装置の構造研究 34 クラッチ クラッチ構造研究、点検、分組（単体）

ステアリング装置 ステアリング装置の構造研究 35 クラッチ クラッチ構造研究、点検、分組（単体）

ステアリング装置 ステアリング装置の構造研究 36 実　復習 理解度チェック

ステアリング装置 ステアリング装置点検 37 実　復習 理解度チェック

ステアリング装置 ステアリング装置点検 38 実習開放 授業内開放

ステアリング装置 ステアリング装置点検 39 実習開放 授業内開放

ステアリング装置 ステアリング装置点検 40 実習開放 授業内開放

サスペンション ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ取外し 41 実習開放 授業内開放

サスペンション ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ取外し 42 評価 実習試験

サスペンション ｼｮｯｸｱﾌﾞｿｰﾊﾞｰ構造研究（単体） 43 評価 実習試験

サスペンション ｼｮｯｸｱﾌﾞｿｰﾊﾞｰ構造研究（単体） 44 評価 実習試験

ステアリング装置 ステアリング装置点検

ステアリング装置 ステアリング装置点検

ステアリング装置 ステアリング装置点検

ステアリング装置 ステアリング装置点検

ステアリング装置 ステアリング装置点検

クラッチ クラッチ構造研究、点検、分組（単体）

クラッチ クラッチ構造研究、点検、分組（単体）

クラッチ クラッチ分組（単体）

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　17％　授業内で実施する理解度確認テストの評価、レポート課題の評価 など

【教科書・教材】

・

・

・

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】
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44時限

修得試験　83％

トヨタ技術テキスト工具・計測器・整備機器編　　　

トヨタサービスＴＥＡＭ-ＧＰ　導入編、１ＳＴＥＰ、２ＳＴＥＰ

日整連　三級自動車シャシ、三級自動車ガソリンエンジン、二級ガソリン自動車エンジン編

毎時間レポートの提出を求めます
全てのレポートの提出が修得試験の受験資格になりますので、欠かさずに提出してください

授業内で皆さんの考えを聞かせていただくことがあります。積極的に発言してください

実習

科目名

シャシⅡ 1213 １年前期

1

2

3
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コード 開講時期 時限数 担当教員 実務経験 担当教員 実務経験
谷原　和博 髙田　和紘 トヨタ販売店

道田　恭平 トヨタ販売店 貝原　章寛 自動車販売店

【授業の目的】

・ タイヤのについての知識、タイヤの点検整備方法を理解する

・ タイヤバランスのについて理解する

・ ブレーキブースタの構造を理解し簡易点検ができる

【修得目標】

・ タイヤの表示からサイズを読み取ることができる。

・ タイヤの基本点検や車両からの取り外し作業ができる

・ タイヤの点検・整備、交換、バランス調整ができる
・ ブレーキブースターの基本点検を行い不具合を見つけることができる

【授業計画】

回 テーマ 授業内容 回 テーマ 授業内容
タイヤ タイヤ（種類、構造、特徴） 27 タイヤ整備 パンク修理、ホイールバランサー

タイヤ タイヤ（種類、構造、特徴） 28 タイヤ整備 パンク修理、ホイールバランサー

タイヤ タイヤの点検（空気圧、溝深さ、偏摩耗） 29 タイヤ整備 パンク修理、ホイールバランサー

タイヤ タイヤの点検（空気圧、溝深さ、偏摩耗） 30 タイヤ整備 タイヤ交換、バランサー、パンク修理

タイヤ タイヤの点検（空気圧、溝深さ、偏摩耗） 31 タイヤ整備 タイヤ交換、バランサー、パンク修理

タイヤ タイヤ脱着（リフト使用） 32 タイヤ整備 タイヤ交換、バランサー、パンク修理

タイヤ タイヤ脱着（リフト使用） 33 実　復習 理解度チェック

タイヤ タイヤ脱着（リフト使用） 34 実　復習 理解度チェック

タイヤ タイヤ脱着（リフト使用） 35 実習開放 授業内開放

タイヤ タイヤ脱着（リフト使用） 36 実習開放 授業内開放

タイヤ タイヤ脱着（リフト使用） 37 実習開放 授業内開放

タイヤ タイヤ（種類、構造、特徴） 38 実習開放 授業内開放

タイヤ タイヤ（種類、構造、特徴） 39 評価 実習試験

タイヤ タイヤの点検（空気圧、溝深さ、偏摩耗） 40 評価 実習試験

タイヤ タイヤの点検（空気圧、溝深さ、偏摩耗） 41 評価 実習試験

タイヤ タイヤの点検（空気圧、溝深さ、偏摩耗）

ブレーキブースタ ブレーキーブースター構造研究

ブレーキブースタ ブレーキーブースター構造研究

ブレーキブースタ ブレーキーブースター構造研究

ブレーキブースタ ﾌﾞﾚｰｷﾌﾞｰｽﾀｰﾄﾗﾌﾞﾙｼｭｰﾄ

ブレーキブースタ ﾌﾞﾚｰｷﾌﾞｰｽﾀｰﾄﾗﾌﾞﾙｼｭｰﾄ

ブレーキ分組 ドラム分組（単体）

ブレーキ分組 ドラム分組（単体）

ブレーキ分組 ドラム・ディスク分組（単体）

多頻度作業 ブレーキホース交換（チェックシート）

多頻度作業 ブレーキホース交換（チェックシート）

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　17％　授業内で実施する理解度確認テストの評価、レポート課題の評価 など

【教科書・教材】

・

・

・

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

24

25

26

19

20

21

22

23

14

15

16

17

18

9

10

11

12

13

4

5

6

7

8

2212 １年後期 41時限

授業内で皆さんの考えを聞かせていただくことがあります。積極的に発言してください

トヨタ技術テキスト工具・計測器・整備機器編　　　

トヨタサービスＴＥＡＭ-ＧＰ　導入編、１ＳＴＥＰ、２ＳＴＥＰ

日整連　三級自動車シャシ、三級自動車ガソリンエンジン、二級ガソリン自動車エンジン編

毎時間レポートの提出を求めます
全てのレポートの提出が修得試験の受験資格になりますので、欠かさずに提出してください

修得試験　83％

実習

科目名

シャシⅢ

1

2

3
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コード 開講時期 時限数 担当教員 実務経験 担当教員 実務経験
谷原　和博 髙田　和紘 トヨタ販売店

道田　恭平 トヨタ販売店 貝原　章寛 自動車販売店

【授業の目的】

・ ドライブシャフト、プロペラシャフトの構造を理解する
・ ディファレンシャルの構造、プレロード、バックラッシュの必要性を理解し、調整作業ができる

・ トランスミッションをスムーズ作動させる仕組みについて分解、組み付け作業を行いながら理解を深める
・ トランスミッションを正確に分解組み付けし内部構造を研究する。

【修得目標】

・ ドライブシャフト、プロペラシャフトの構造を理解できている
・ ディファレンシャルのバックラッシュ、プレロードの点検が正確にできる

・ トランスミッションのシンクロ機構の分解組み付けができる

【授業計画】

回 テーマ 授業内容 回 テーマ 授業内容
Ｔ/Ｍ分組 Ｔ/Ｍ分解・構造研究（Ｔ５０） 27 プロペラシャフト プロペラシャフト構造研究

Ｔ/Ｍ分組 Ｔ/Ｍ分解・構造研究（Ｔ５０） 28 プロペラシャフト プロペラシャフト構造研究

Ｔ/Ｍ分組 Ｔ/Ｍ分解・構造研究（Ｔ５０） 29 Ｄ／Ｆ Ｄ／Ｆ計測　反復練習

Ｔ/Ｍ分組 Ｔ/Ｍ分解・構造研究（Ｔ５０） 30 Ｄ／Ｆ Ｄ／Ｆ計測　反復練習

ドライブシャフト ドライブシャフト構造研究 31 Ｄ／Ｆ Ｄ／Ｆ計測　反復練習

プロペラシャフト プロペラシャフト構造研究 32 実　復習 理解度チェック

Ｔ/Ｍ分組 Ｔ/Ｍ分解シンクロ（Ｗ５５） 33 実　復習 理解度チェック

Ｔ/Ｍ分組 Ｔ/Ｍ分解シンクロ（Ｗ５５） 34 実習開放 授業内開放

Ｔ/Ｍ Ｔ/Ｍ分解・構造研究　(Ｗ５５) 35 実習開放 授業内開放

Ｔ/Ｍ Ｔ/Ｍ分解・構造研究　(Ｗ５５) 36 実習開放 授業内開放

Ｔ/Ｍ分組 Ｔ/Ｍ分解シンクロ（Ｗ５５） 37 実習開放 授業内開放

Ｔ/Ｍ分組 Ｔ/Ｍシンクロ点検 38 評価 実習試験

Ｔ/Ｍ分組 Ｔ/Ｍシンクロ点検 39 評価 実習試験

Ｄ／Ｆ Ｄ／Ｆ構造研究、計測 40 評価 実習試験

Ｄ／Ｆ Ｄ／Ｆ構造研究、計測

Ｄ／Ｆ Ｄ／Ｆ構造研究、計測

Ｄ／Ｆ Ｄ／Ｆ計測

Ｄ／Ｆ Ｄ／Ｆ計測

Ｄ／Ｆ Ｄ／Ｆ計測

Ｄ／Ｆ Ｄ／Ｆ計測

Ｄ／Ｆ Ｄ／Ｆ計測

Ｄ／Ｆ Ｄ／Ｆ計測

Ｄ／Ｆ Ｄ／Ｆ計測・歯当たり点検実演

Ｄ／Ｆ Ｄ／Ｆ調整・バックラッシュ・プレロード

ドライブシャフト ドライブシャフト構造研究

ドライブシャフト ドライブシャフト構造研究

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　17％　授業内で実施する理解度確認テストの評価、レポート課題の評価 など

【教科書・教材】

・

・

・

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

24

25

26

19

20

21

22

23

14

15

16

17

18

9

10

11

12

13

4

5

6

7

8

2213 １年後期 40時限

日整連　三級自動車シャシ、三級自動車ガソリンエンジン、二級ガソリン自動車エンジン編

毎時間レポートの提出を求めます
全てのレポートの提出が修得試験の受験資格になりますので、欠かさずに提出してください

授業内で皆さんの考えを聞かせていただくことがあります。積極的に発言してください

修得試験　83％

トヨタ技術テキスト工具・計測器・整備機器編　　　

トヨタサービスＴＥＡＭ-ＧＰ　導入編、１ＳＴＥＰ、２ＳＴＥＰ

実習

科目名

シャシⅣ

1

2

3
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コード 開講時期 時限数 担当教員 実務経験 担当教員 実務経験
太田　賀久

鑛山　尊志

【授業の目的】

・ サーキットテスタの必要性を理解し、正しく測定方法を習得する

・ 安全に工具・整備機器を取扱うことができる

・ 工作作業を通して、工作機器の安全な取り扱いを習得する

【修得目標】

・ サーキットテスタので正しく測定ができる

・ 工作機器の安全な取り扱いができる

【授業計画】

回 テーマ 授業内容 回 テーマ 授業内容
工具 一般工具について 27 サーキットテスタ パネル測定（電圧・電流・抵抗）

工具 工具の取り扱い 28 サーキットテスタ パネル測定（電圧・電流・抵抗）

工具 工具の取り扱い 29 機器取扱い 配線加工・他

安全作業 ネジ切り、トルクレンチ 30 機器取扱い 配線加工・他

安全作業 安全(身嗜み,工具使い方,危険予知) 31 機器取扱い 配線加工・他

理解度確認 まとめ・理解度チェック 32 機器取扱い 配線加工・他

サーキットテスタ テスタ必要性,直流/交流,目盛読み方 33 機器取扱い 配線加工・他

サーキットテスタ テスタ必要性,直流/交流,目盛読み方 34 実　復習 理解度チェック

サーキットテスタ サーキットテスタ取扱い 35 実　復習 理解度チェック

サーキットテスタ サーキットテスタ取扱い 36 実　復習 理解度チェック

サーキットテスタ サーキットテスタ取扱い 37 実習開放 授業内開放

サーキットテスタ サーキットテスタ取扱い 38 実習開放 授業内開放

工作作業 基本姿勢、工作機器の説明 39 実習開放 授業内開放

工作作業 Ｖﾌﾞﾛｯｸ、ﾄｰｽｶﾝ・弓ﾉｺ使用方・ｹｶﾞｷ方法 40 実習開放 授業内開放

工作作業 弓ﾉｺ・ﾔｽﾘ使い方、作業姿勢の修得 41 評価 実習試験

工作作業 文鎮作り・ヤスリの種類と使い方の修得 42 評価 実習試験

工作作業 ボルトについて（ねじ切り、よみ） 43 評価 実習試験

工作作業 文鎮作り・卓上ボール盤の使い方の修得

工作作業 文鎮作り・タップ、ダイスの使い方の修得

工作作業 文鎮づくり

サーキットテスタ 電圧測定（乾電池、コンセントなど）

サーキットテスタ 電圧測定（乾電池、コンセントなど）

サーキットテスタ 電圧測定（乾電池、コンセントなど）

サーキットテスタ 電圧測定（乾電池、コンセントなど）、確認試験

サーキットテスタ パネル測定（電圧・電流・抵抗）

サーキットテスタ パネル測定（電圧・電流・抵抗）

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　17％　授業内で実施する理解度確認テストの評価、レポート課題の評価 など

【教科書・教材】

・

・

・

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

24

25

26

19

20

21

22

23

14

15

16

17

18

9

10

11

12

13

トヨタ技術テキスト工具・計測器・整備機器編　　　

実習

科目名

総合Ⅰ 1216 １年前期 43時限

修得試験　83％

1

2

3

4

5

6

7

8

トヨタサービスＴＥＡＭ-ＧＰ　導入編、１ＳＴＥＰ、２ＳＴＥＰ

日整連　三級自動車シャシ、三級自動車ガソリンエンジン、二級ガソリン自動車エンジン編

毎時間レポートの提出を求めます
全てのレポートの提出が修得試験の受験資格になりますので、欠かさずに提出してください

授業内で皆さんの考えを聞かせていただくことがあります。積極的に発言してください
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コード 開講時期 時限数 担当教員 実務経験 担当教員 実務経験
太田　賀久

鑛山　尊志

【授業の目的】

・ 動弁機構をの名称、役割、工夫が説明できる

・ エンジンのオーバーホール作業、バルブ脱着作業を習得する
・ 計測器が正しく使える。計測器が正しく読める
・ ＦＣＶの概要について理解する

【修得目標】

・ 計測器で正しく正確に測定することができる。

・ シリンダ内径、ピストン外径、バルブクリアランスを正確に測定することができる

・ ＦＣＶ車の構成部品構造を知る。

【授業計画】

回 テーマ 授業内容 回 テーマ 授業内容
電装総復習 ＨＶ 27 実習開放 授業内開放 授業内開放

電装総復習 ＨＶ 28 実習開放 授業内開放 授業内開放

エンジン総復習 ４Ｓ、バルブ脱着作業 29 実習開放 授業内開放 授業内開放

エンジン総復習 バルブ取り外し 30 評価 実習試験

エンジン総復習 ひずみ、ヘッド部品計測 31 評価 実習試験

エンジン総復習 ﾊﾞﾙﾌﾞｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｼｭ測定、オイルクリアランス計算 32 評価 実習試験

エンジン総復習 ヘッド組付

エンジン総復習 バルブクリアランス、５A計測

エンジン総復習 バルブクリアランス、５A計測

エンジン総復習 バルブクリアランス、５A計測

エンジン総復習 バルブクリアランス、５A計測

シャシ復習 ドラム分組（単体）

シャシ復習 ドラム分組（単体）

シャシ復習 ドラム分組（単体）

シャシ復習 ドラム分組（単体）

シャシ復習 ドラム分組（単体）

計測機器復習 計測機器復習

計測機器復習 計測機器復習

計測機器復習 計測機器復習

計測機器復習 計測機器復習

電装復習 ＦＣＶ概要

電装復習 ＦＣＶ概要

電装復習 ＦＣＶ・ＨＶ走行体験

実　復習 理解度チェック

実　復習 理解度チェック

実習開放 授業内開放

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　17％　授業内で実施する理解度確認テストの評価、レポート課題の評価 など

【教科書・教材】

・

・

・

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

26

21

22

23

24

25

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

32時限
実習

科目名

総合Ⅱ 2224 １年後期

日整連　三級自動車シャシ、三級自動車ガソリンエンジン、二級ガソリン自動車エンジン編

毎時間レポートの提出を求めます
全てのレポートの提出が修得試験の受験資格になりますので、欠かさずに提出してください

授業内で皆さんの考えを聞かせていただくことがあります。積極的に発言してください

修得試験　83％

トヨタ技術テキスト工具・計測器・整備機器編　　　

トヨタサービスＴＥＡＭ-ＧＰ　導入編、１ＳＴＥＰ、２ＳＴＥＰ
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コード 開講時期 時限数 担当教員 実務経験 担当教員 実務経験
1年担当教員

【授業の目的】

・ 定期点検作業、多頻度作業の方法を修得する

・ 各計測機器の取り扱い、計測制度を深める

・ HV車の整備とFCV車の概要を知る

・

【修得目標】

・ 定期点検の各点検項目の必要性、点検方法を理解する。安全に多頻度作業ができる

・ HV車のサービスプラグの正しい脱着ができる。FCVの概要を理解する

・ 正しく正確に計測機器を取り扱うことができる

・

【授業計画】

回 テーマ 授業内容 回 テーマ 授業内容
カート体験 カート走行 27 電装復習 配線図の読み方

カート体験 カート走行 28 電装復習 配線図の読み方

カート体験 カート走行 29 電装復習 配線図の読み方

エンジン復習 オシロスコープ取扱い 30 電装復習 配線図の読み方

エンジン復習 オシロスコープ取扱い 31 電装復習 配線図の読み方、ﾒｰﾀｾﾝﾀﾞｹﾞｰｼﾞ単体点検

エンジン復習 トラブルシュートの考え方 32 電装復習 配線図読み方、ｺﾝﾋﾞSW単体点検

故障探求 トラブルシュート 33 電装復習 配線図読み方、ｺﾝﾋﾞSW単体点検

故障探求 トラブルシュート 34 電装復習 ﾊﾟﾈﾙ(ﾍｯﾄﾞ・ﾀｰﾝ）故障診断

故障探求 トラブルシュート 35 電装復習 故障探求の絞り込み練習（ﾌﾟﾘ）

エンジン復習 エンジン復習 36 電装復習 車両　故障探求、解説

エンジン復習 エンジン復習 37 電装復習 スタータ回路電位予想、測定

エンジン復習 エンジン復習 38 電装復習 スタータ回路電位予想、測定

エンジン復習 エンジン復習 39 電装復習 スタータ回路電位予想、測定

エンジン復習 エンジン復習 40 電装復習 スタータ故障探求

エンジン復習 エンジン復習 41 電装復習 スタータ故障探求

エンジン復習 　前期・後期復習 42 電装復習 スタータ故障探求

エンジン復習 　前期・後期復習 43 電装復習 スタータ故障探求

エンジン復習 　前期・後期復習 44 電装復習 バッテリの充電方法、充電時間

エンジン復習 　前期・後期復習 45 電装復習 バッテリの充電方法、充電時間

エンジン復習 合い口、溝すき間 46 電装復習 バッテリの充電

エンジン復習 プレスゲージ 47 電装復習 バッテリの充電

エンジン復習 シリンダーゲージ測定 48 電装復習 ボルテージレギュレータフェイルセーフ復習

エンジン復習 シリンダーゲージ測定 49 電装復習 ボルテージレギュレータフェイルセーフ復習

エンジン復習 シリンダーゲージ測定 50 タイヤ整備 タイヤチェンジャー

エンジン復習 シリンダーゲージ測定 51 タイヤ整備 タイヤチェンジャー

電装復習 配線図の読み方 52 タイヤ整備 タイヤチェンジャー

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　17％　授業内で実施する理解度確認テストの評価、レポート課題の評価 など

【教科書・教材】

・

・

・

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

22

23

24

25

26

21

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

修得試験　83％

トヨタ技術テキスト工具・計測器・整備機器編　　　

トヨタサービスＴＥＡＭ-ＧＰ　導入編、１ＳＴＥＰ、２ＳＴＥＰ

日整連　三級自動車シャシ、三級自動車ガソリンエンジン、二級ガソリン自動車エンジン編

毎時間レポートの提出を求めます
全てのレポートの提出が修得試験の受験資格になりますので、欠かさずに提出してください

授業内で皆さんの考えを聞かせていただくことがあります。積極的に発言してください

84時限
実習

科目名

総合復習Ⅰ 3201 通年
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コード 開講時期 時限数 担当教員 実務経験 担当教員 実務経験
1年担当教員

【授業の目的】

・ 定期点検作業、多頻度作業の方法を修得する

・ 各計測機器の取り扱い、計測制度を深める

・ HV車の整備とFCV車の概要を知る

・

【修得目標】

・ 定期点検の各点検項目の必要性、点検方法を理解する。安全に多頻度作業ができる

・ HV車のサービスプラグの正しい脱着ができる。FCVの概要を理解する

・ 正しく正確に計測機器を取り扱うことができる

・

【授業計画】

回 テーマ 授業内容 回 テーマ 授業内容
タイヤ整備 タイヤチェンジャー 79 低電圧講習 HV車構成部品構造研究

タイヤ整備 タイヤチェンジャー 80 低電圧講習 整備モード

タイヤ整備 タイヤチェンジャー 81 低電圧講習 ﾊﾞｯﾃﾘﾚｽｷｭｰ(救援端子あり・なし)

タイヤ整備 タイヤチェンジャー 82 低電圧講習 感電防止措置、サービスプラグ脱着

点検作業 オイルフィルター交換 83 低電圧講習 室内搭載バッテリの特徴と注意点

点検作業 日常点検 84 低電圧講習 室内搭載バッテリの特徴と注意点

点検作業 ＬＬＣ交換

点検作業 1無6無点検

点検作業 プロケア１０

点検作業 プロケア１０

シャシ復習 ステアリング装置点検

シャシ復習 ステアリング装置点検

シャシ復習 ステアリング装置点検

シャシ復習 ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ取外し

シャシ復習 ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ取外し

シャシ復習 プロペラシャフト計測

シャシ復習 プロペラシャフト計測

シャシ復習 クラッチ分組（単体）

シャシ復習 クラッチ分組（単体）

シャシ復習 クラッチ分組（単体）

シャシ復習 Ｄ／Ｆ計測

シャシ復習 Ｄ／Ｆ計測

シャシ復習 Ｄ／Ｆ計測

低電圧講習 HV車構成部品構造研究

低電圧講習 HV車構成部品構造研究

低電圧講習 HV車構成部品構造研究

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　17％　授業内で実施する理解度確認テストの評価、レポート課題の評価 など

【教科書・教材】

・

・

・

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

84時限
実習

科目名

総合復習Ⅰ 3201 通年

64

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

76

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

毎時間レポートの提出を求めます
全てのレポートの提出が修得試験の受験資格になりますので、欠かさずに提出してください

授業内で皆さんの考えを聞かせていただくことがあります。積極的に発言してください

77

78

修得試験　83％

トヨタ技術テキスト工具・計測器・整備機器編　　　

トヨタサービスＴＥＡＭ-ＧＰ　導入編、１ＳＴＥＰ、２ＳＴＥＰ

日整連　三級自動車シャシ、三級自動車ガソリンエンジン、二級ガソリン自動車エンジン編
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コード 開講時期 時限数 担当教員 実務経験 担当教員 実務経験
杉原　徹 トヨタ系開発会社 中村　哲也

満田　克昭 1年授業担当

【授業の目的】

・ 販売店の基本理念、体制を理解し、就職活動に繋げてる

・ 就職活動を行なううえで必要となる、将来設計、キャリアプランについて考える

【修得目標】

・ トヨタサービスの考え方を知る
・ 販売店の体制と現状を知る
・ 社会人にとって必要なものは何かを知る
・ トヨタの歴史を知る

【授業計画】

回 テーマ 授業内容 回 テーマ 授業内容

社会人Ⅰ 　整備士の仕事とやりがい

社会人入門Ⅰ 　トヨタ販売会社の概要

社会人入門Ⅰ 　就ｶﾞｲ 全体ｽｹｼﾞｭｰﾙ 誓約書

社会人入門Ⅰ 　就ｶﾞｲ out look

社会人入門Ⅰ  　トヨタの歴史(ﾘｰﾀﾞｰｽ)

社会人入門Ⅰ  　トヨタの歴史(ﾘｰﾀﾞｰｽ)

社会人入門Ⅰ  　トヨタの歴史(ﾘｰﾀﾞｰｽ)

社会人入門Ⅰ 　トヨタ自動車の歴史

社会人入門Ⅰ 　トヨタサービス

会社訪問演習 　会社訪問演習

会社訪問演習 　会社訪問演習

会社訪問演習 　会社訪問演習

就職ｶﾞｲﾀﾞﾝｽⅠ 　就ｶﾞｲ 販売店の見方 選ぶ視点

就職ｶﾞｲﾀﾞﾝｽⅠ 　就ｶﾞｲ 販売店の見方 選ぶ視点

評価 　筆記試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　17％　授業内で実施する理解度確認テストの評価、レポート課題の評価 など

【教科書・教材】

・

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

毎時間レポートの提出を求めます
全てのレポートの提出が修得試験の受験資格になりますので、欠かさずに提出してください

授業内で皆さんの考えを聞かせていただくことがあります。積極的に発言してください

修得試験　83％

配布プリント

15時限１年前期1301社会人入門Ⅰ
教養

科目名

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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コード 開講時期 時限数 担当教員 実務経験 担当教員 実務経験
杉原　徹 トヨタ系開発会社 中村　哲也

満田　克昭 1年授業担当

【授業の目的】

・ 自動車産業をグローバルな視点で捉え、これからの業界を知るとともに、業界人として必要となる知識を身につける 

【修得目標】

・ トヨタの歴史を知る

・ 自動車産業の概要を知る

・ 魅力的な履歴書の書き方がわかる

【授業計画】

回 テーマ 授業内容 回 テーマ 授業内容

1 社会人入門Ⅰ 　トヨタ販売会社の概要

2 社会人入門Ⅱ 　履歴書①　自己分析

3 社会人入門Ⅱ 　ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾗﾝｷﾝｸﾞ会社選びのﾎﾟｲﾝﾄ

4 社会人入門Ⅱ 　自動車産業概要と関連指標

5 社会人入門Ⅱ 　就職の基礎知識

6 研修旅行 　研修旅行

7 研修旅行 　研修旅行

8 研修旅行 　研修旅行

9 研修旅行 　研修旅行

10 研修旅行 　研修旅行

11 研修旅行 　研修旅行

12 研修旅行 　研修旅行

13 研修旅行 　研修旅行

14 研修旅行 　研修旅行

15 研修旅行 　研修旅行

16 研修旅行 　研修旅行

17 研修旅行 　研修旅行

18 研修旅行 　研修旅行

19 研修旅行 　研修旅行

20 就職ｶﾞｲﾀﾞﾝｽⅡ 　就ｶﾞｲ 企業が求める人材

21 就職ｶﾞｲﾀﾞﾝｽⅡ 　履歴書②(担任) 

22 面接演習 　面接演習

23 面接演習 　面接演習

24 面接演習 　面接演習 

25 評価 　筆記試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　17％　授業内で実施する理解度確認テストの評価、レポート課題の評価 など

【教科書・教材】

・

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

授業内で皆さんの考えを聞かせていただくことがあります。積極的に発言してください

修得試験　83％

配布プリント

毎時間レポートの提出を求めます
全てのレポートの提出が修得試験の受験資格になりますので、欠かさずに提出してください

25時限１年後期2301社会人入門Ⅱ
教養

科目名
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コード 開講時期 時限数 担当教員 実務経験 担当教員 実務経験
1年授業担当

【授業の目的】

・ 自動車産業をグローバルな視点で捉え、これから働く業界を知る 

・ これから働く業界を知るとともに、業界人として必要となる知識を身につける 

【修得目標】

・ 幅広い技術、技能を身に付ける

・ 自動車関連以外の教養を修得する

【授業計画】

回 テーマ 授業内容 回 テーマ 授業内容

1 総合復習Ⅰ  選択授業 27 総合復習Ⅰ  選択授業

2 総合復習Ⅰ  選択授業 28 総合復習Ⅰ  選択授業

3 総合復習Ⅰ  選択授業 29 総合復習Ⅰ  選択授業

4 総合復習Ⅰ  選択授業 30 総合復習Ⅰ  選択授業

5 総合復習Ⅰ  選択授業 31 総合復習Ⅰ  選択授業

6 総合復習Ⅰ  選択授業 32 総合復習Ⅰ  選択授業

7 総合復習Ⅰ  選択授業 33 総合復習Ⅰ  選択授業

8 総合復習Ⅰ  選択授業 34 総合復習Ⅰ  選択授業

9 総合復習Ⅰ  選択授業 35 総合復習Ⅰ  選択授業

10 総合復習Ⅰ  選択授業 36 総合復習Ⅰ  選択授業

11 総合復習Ⅰ  選択授業

12 総合復習Ⅰ  選択授業

13 総合復習Ⅰ  選択授業

14 総合復習Ⅰ  選択授業

15 総合復習Ⅰ  選択授業

16 総合復習Ⅰ  選択授業

17 総合復習Ⅰ  選択授業

18 総合復習Ⅰ  選択授業

19 総合復習Ⅰ  選択授業

20 総合復習Ⅰ  選択授業

21 総合復習Ⅰ  選択授業

22 総合復習Ⅰ  選択授業

23 総合復習Ⅰ  選択授業

24 総合復習Ⅰ  選択授業

25 総合復習Ⅰ  選択授業

26 総合復習Ⅰ  選択授業

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　17％　授業内で実施する理解度確認テストの評価、レポート課題の評価 など

【教科書・教材】

・

・

・

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

日整連　三級自動車シャシ、三級自動車ガソリンエンジン、二級ガソリン自動車エンジン編

毎時間レポートの提出を求めます
全てのレポートの提出が修得試験の受験資格になりますので、欠かさずに提出してください

授業内で皆さんの考えを聞かせていただくことがあります。積極的に発言してください

修得試験　83％

１年後期 36時限
教養

トヨタ技術テキスト工具・計測器・整備機器編　　　

トヨタサービスＴＥＡＭ-ＧＰ　導入編、１ＳＴＥＰ、２ＳＴＥＰ

科目名

選択授業 0315
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