
2022年度　自動車整備科１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 36 32１年担当教員

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



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】
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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
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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
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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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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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12

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

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％

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

 32



2022年度　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 エンジン応用ⅠⅡ 121137 ２年前期 9 中道　正博 松本　幸久 有 2

学科 エンジン応用ⅢⅣ 121138 ２年前期 11 中道　正博 松本　幸久 有 3

学科 エンジン応用ⅤⅥ 122136 ２年後期 3 中道　正博 松本　幸久 有 4

学科 電装応用Ⅰ・Ⅱ 121133 ２年前期 13 南　孝夫 式部　健一 上田　幸太 福本　侑大 有 5

学科 電装応用Ⅲ・Ⅳ 121134 ２年前期 18 南　孝夫 式部　健一 上田　幸太 福本　侑大 有 6

学科 電装応用Ⅴ・Ⅵ 122134 ２年後期 5 南　孝夫 式部　健一 上田　幸太 福本　侑大 有 7

学科 シャシ応用Ⅰ・Ⅱ 121135 ２年前期 20 亀之園　良 中尾　淳 上田　昌二 森岡　拓也 有 8

学科 シャシ応用Ⅲ・Ⅳ 121136 ２年前期 20 亀之園　良 中尾　淳 上田　昌二 森岡　拓也 有 9

学科 シャシ応用Ⅴ・Ⅵ 122135 ２年後期 5 亀之園　良 中尾　淳 上田　昌二 森岡　拓也 有 10

学科 自動車法規Ⅰ 121127 ２年前期 10 藤本　哲夫 峰　翔平 有 11

学科 自動車法規Ⅱ 121128 ２年前期 10 藤本　哲夫 峰　翔平 有 12

学科 自動車検査Ⅰ 122127 ２年後期 10 藤本　哲夫 峰　翔平 有 13

学科 自動車工学Ⅰ 121127 ２年前期 21 14

学科 自動車工学Ⅱ 121132 ２年前期 20 15

学科 自動車工学Ⅲ 122127 ２年後期 26 16

学科 トヨタ技術Ⅰ 122133 ２年後期 15 17

学科 総合復習Ⅰ 120101 ２年後期 108 18

実習 エンジン応用Ⅰ 121237 ２年前期 22 中道　正博 松本　幸久 有 19

実習 エンジン応用Ⅲ 121239 ２年前期 21 中道　正博 松本　幸久 有 20

実習 エンジン応用Ⅴ 122234 ２年後期 29 中道　正博 松本　幸久 有 21

実習 電装応用Ⅰ 121229 ２年前期 24 南　孝夫 式部　健一 有 22

実習 電装応用Ⅱ 121230 ２年前期 26 上田　幸太 福本　侑大 有 23

実習 電装応用Ⅲ 121231 ２年前期 22 南　孝夫 式部　健一 有 24

実習 電装応用Ⅳ 121232 ２年前期 23 上田　幸太 福本　侑大 有 25

実習 電装応用Ⅴ 122230 ２年後期 29 南　孝夫 式部　健一 有 26

実習 電装応用Ⅵ 122231 ２年後期 29 上田　幸太 福本　侑大 有 27

実習 シャシ応用Ⅰ 121233 ２年前期 21 亀之園　良 中尾　淳 有 28

実習 シャシ応用Ⅱ 121234 ２年前期 22 上田　昌二 森岡　拓也 有 29

実習 シャシ応用Ⅲ 121235 ２年前期 20 亀之園　良 中尾　淳 有 30

実習 シャシ応用Ⅳ 121236 ２年前期 23 上田　昌二 森岡　拓也 有 31

実習 シャシ応用Ⅴ 122232 ２年後期 26 亀之園　良 中尾　淳 有 32

実習 シャシ応用Ⅵ 122233 ２年後期 29 上田　昌二 森岡　拓也 有 33

実習 総合Ⅴ 121227 ２年前期 31 森　大輔 平田　正太 有 34

実習 総合Ⅵ 121228 ２年前期 31 森　大輔 平田　正太 有 35

実習 総合Ⅶ 122227 ２年後期 31 森　大輔 平田　正太 有 36

実習 トヨタ技術Ⅰ 122229 ２年後期 91 37

教養 社会人入門Ⅲ 121301 ２年前期 13 38

教養 社会人入門Ⅳ 122301 ２年後期 11 39

教養 総合復習Ⅱ 100316 ２年後期 126 40

２年担当教員

２年担当教員

２年担当教員

２年担当教員

２年担当教員

２年担当教員

【１時限：50分】

担当教員

２年担当教員

２年担当教員

２年担当教員



コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

　構成部品、空気過剰率

　構成部品、空気過剰率

　燃焼過程

　ジーゼルノック、燃焼室種類

　燃料装置概要

　燃料圧送の仕組み（プランジャの作動）

　インジェクションノズルの種類、特徴

　ガバナ・タイマの必要性・作動

　フューエルフィードポンプの作動

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

ジーゼルエンジンの燃焼

燃料装置

5

6

3

4

ジーゼルエンジンの燃焼

ジーゼルエンジン構造・性能

ジーゼルエンジンの燃焼

1

2

ジーゼルエンジン構造・性能

担当教員

中道　正博

松本　幸久

科目名

学科
エンジン応用ⅠⅡ 121137 ２年前期 9時限

ガソリンエンジンとの燃焼方法の違い、ジーゼルノックや白煙・黒煙の発生理由が説明できる

インジェクションポンプの噴射量制御の仕組み、ガバナ・タイマの必要性・作動が説明できる

インジェクションノズルの種類とその特徴が説明できる

ジーゼルエンジンの燃焼方法について理解する
ジーゼルエンジンの燃料装置（インジェクションポンプ、インジェクションノズル）の構造、作動について理解する

授業内容回 テーマ

7

8

修得試験

9

10

燃料装置

燃料装置

燃料装置

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

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　83.3％

日整連　：　２級自動車ジーゼル・エンジン　３級自動車ジーゼル・エンジン　２級ガソリン・エンジン

トヨタ技術テキスト　：　第１，２ステップ

 2



コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

　必要性と種類、グロープラグの種類

　必要性と種類、グロープラグの種類

　グロープラグ式の作動

　グロープラグ式の作動

　グロープラグの種類

　グロー、水温センサー回路説明

　高圧燃料噴射装置　コモンレール

　高圧燃料噴射装置　コモンレール

　高圧燃料噴射装置　コモンレール

　高圧燃料噴射装置　コモンレール

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

予熱装置

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　83.3％

日整連　：　２級自動車ジーゼル・エンジン　３級自動車ジーゼル・エンジン　２級ガソリン・エンジン

トヨタ技術テキスト　：　第１，２ステップ

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

ユニットインジェクタ式燃料噴射装置の構造・作動が説明できる

6

7

学科

科目名

3

8

9

10

11

予熱装置の必要性、グロープラグ式予熱装置の作動について理解する
電子制御式ジーゼルエンジン（コモンレール式、ユニットインジェクタ式）の制御・作動について理解する

グロープラグ式予熱装置の電気の流れが説明できる

コモンレール式燃料噴射装置の構造・作動が説明できる

担当教員

エンジン応用ⅢⅣ 121138 ２年前期 11時限
中道　正博

松本　幸久

回 テーマ 授業内容

1

2 予熱装置

予熱装置

4

5

修得試験

予熱装置

予熱装置

予熱装置

予熱装置

燃料装置

燃料装置

燃料装置

 3



コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

　過給機、排出ガス、ＤＰＦ、尿素ＳＣＲシステム、

トラの巻（ＤＰＦ、尿素ＳＣＲシステム）、ジーゼルの燃焼、ＬＰＧ、可変吸気装置

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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

トヨタ技術テキスト　：　第１，２ステップ

修得試験　83.3％

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

2

3 修得試験

特殊エンジン

日整連　：　２級自動車ジーゼル・エンジン　３級自動車ジーゼル・エンジン　２級ガソリン・エンジン

学科

科目名 担当教員

エンジン応用ⅤⅥ 121136 ２年後期 3時限
中道　正博

松本　幸久

ジーゼルエンジンの様々な工夫（ＤＰＦ、尿素ＳＣＲ、可変吸気装置）について理解する
特殊エンジン（過給機、ＬＰＧ、可変バルブタイミング）の構造、作動について理解する

ジーゼルエンジンの排気ガス浄化の工夫（ＤＰＦ、尿素ＳＣＲ）が説明できる

過給機、ＬＰＧ、可変バルブタイミング機構の構造、作動が説明できる

国家２級ジーゼルのエンジン分野の問題が理解できる

1

回 テーマ 授業内容

特殊エンジン

 4



コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

　論理回路

　発振回路

　ＬＣ回路　オームの法則

　ＬＣ回路

　外部診断機概要、GTS（概要、ヘルスチェック）

復習

復習

コンピューター制御の流れ、トヨタのエンジン電子制御、燃料噴射制御

燃料噴射量制御、構成部品と役割、電気の流れ

インジェクタ構造・作動、インジェクタ回路

基本噴射（吸入空気量）

基本噴射（吸入空気量）

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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

日整連　：　２級自動車ガソリン・エンジン　３級自動車ガソリン・エンジン

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

ＪＡＭＣＡテキスト　：　低圧電気取扱い知識

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　83.3％

B-1 ＥＦＩ

ＥＦＩ

ＥＦＩ

修得試験

B-2

B-3

ＥＦＩ

ＥＦＩ

B-4

B-5

13

回 テーマ 授業内容

A-1

A-5 外部診断機

A-6 電装復習

A-7 電装復習

半導体

A-2 半導体

A-3 半導体

A-4 半導体

自動車に使用されている電子回路（発振回路、論理回路）の作動を理解する
電子制御式燃料噴射装置（EFI）の燃料系統および基本噴射の考え方について理解する

論理回路、発振回路の作動が説明できる

インジェクタの構造、制御回路の電気の流れが説明できる

基本噴射時間の決定方法、それに関するセンサーの作動が説明できる

学科

科目名 担当教員

電装応用Ⅰ・Ⅱ 121133 ２年前期 13時限
南　孝夫、式部　健一

上田　幸太、福本　侑大
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

　冷暖房の原理、冷凍サイクル、冷媒の種類

　冷凍サイクルの構成部品、冷媒の流れ

　内外気切り替え、温度調整

　吹き出し口切り替え、風量調整

　オームの法則

　エアコン　構成部品の役割と作動

　エアコン　構成部品の役割と作動

　オートエアコンの構成部品と役割

　オートエアコンの構成部品と役割

　補正噴射（基本噴射復習）

　補正噴射（始動時～走行時）

　補正に用いられるセンサ）

　補正に用いられるセンサ

　点火装置復習（構成部品、ＩＧコイル原理）

　点火時期復習、点火時期制御

　ノックコントロール、ＴＤＩシステム

　ＩＳＣ制御

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

B-1 EFI

B-4

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　83.3％

ESA

カーエアコンの原理、冷凍サイクルの構成部品、冷媒の流れについて理解する
電子制御式燃料噴射装置の補正噴射制御、電子進角（ESA）およびアイドル回転数制御（ISC）について理解する

カーエアコンの原理、冷凍サイクルの構成部品や冷媒の状態について説明できる

各走行状態で必要な空燃比とそのための燃料噴射時間の決定方法について説明できる

ESAによる点火時期制御の考え方、ISCの回転数制御の考え方について説明できる

回 テーマ 授業内容

空調装置

空調装置

A-2 空調装置

A-3

A-9

A-8 空調装置

A-1

A-5 空調装置

A-6

A-7 空調装置

空調装置

A-4 空調装置

B-2 EFI

B-3 EFI

EFI

B-8

18

ISC

修得試験

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

日整連　：　２級自動車ガソリン・エンジン　３級自動車ガソリン・エンジン

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

ＪＡＭＣＡテキスト　：　低圧電気取扱い知識

B-7

ESA

ESA

学科

科目名 担当教員

電装応用Ⅲ・Ⅳ 121134 ２年前期 18時限
南　孝夫、式部　健一

上田　幸太、福本　侑大

B-5

B-6

空調装置

 6



コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

　オルタネータ（虎の巻）

　オルタネータ（虎の巻）

TCCS復習・まとめ

　ダイアグノーシス機能確認、不具合時の電位（学）

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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

日整連　：　２級自動車ガソリン・エンジン　３級自動車ガソリン・エンジン

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

ＪＡＭＣＡテキスト　：　低圧電気取扱い知識

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　83.3％

学科

科目名

安全や快適性に関する自動車の電気装置（ナビゲーション、エアバッグ、ＴＳＳ）の機能について理解する
電子制御式燃料噴射装置の異常時の制御（ダイアグノーシス制御やフェイルセーフ制御）について理解する

ナビゲーションやエアバッグ、ＴＳＳの機能、作動について説明できる

電子制御式噴射量装置のダイアグノーシスの原理、異常検出方法について説明できる

センサーやアクチュエータ回路不具合時の電位の変化について説明できる

回 テーマ 授業内容

担当教員

電装応用Ⅴ・Ⅵ 122134 ２年後期 5時限
南　孝夫、式部　健一

上田　幸太、福本　侑大

A-1

5 修得試験

充電装置

B-1 復習

B-2 ＥＦＩの異常時制御

充電装置

A-2
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

　Ａ/Ｔ概要、トルクコンバーター

　Ａ/Ｔ概要、トルクコンバーター

　トルクコンバーター

　トルクコンバーター

　プラネタリーギヤユニット

　プラネタリーギヤユニット

　プラネタリーギヤ

　プラネタリーギヤ

　プラネタリーギヤユニット

　平常試験

　ブレーキ復習（一体型ブースタ）・概要

　分離型ブースタ

　ホイール取付方法、支持方式

　圧縮空気を作る部品

　エア・油圧式ブレーキ

　エキゾーストブレーキ・エディカレントリターダ

　フルエア式ブレーキ

　平常試験

　エア・油圧式ブレーキ

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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

日整連　：　２級自動車シャシ　３級自動車シャシ

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

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　83.3％

B-8 大型シャシ

B-9 大型シャシ

B-1

B-3

B-5 大型シャシ

大型シャシ

B-6 大型シャシ

B-7 大型シャシ

20 修得試験

ＡＴ

B-4 大型シャシ

A-8 ＡＴ

A-9 ＡＴ

A-10

B-2 大型シャシ

大型シャシ

回 テーマ 授業内容

A-1

A-5 ＡＴ

A-6 ＡＴ

A-7 ＡＴ

ＡＴ

A-2 ＡＴ

A-3 ＡＴ

A-4 ＡＴ

オートマチックトランスミッション（トルクコンバータ、プラネタリギヤユニット）の構造、作動について理解する
大型車両のブレーキ装置（エア・油圧式、フルエア、エキゾーストブレーキなど）の構造、作動について理解する

トルクコンバータの動力伝達の原理、トルクアップや伝達ロス低減の工夫について説明できる

プラネタリギヤユニットの構造、共線図の見方について説明できる

大型車両に用いられているブレーキ装置の構造、作動について説明できる

学科

科目名 担当教員

シャシ応用Ⅰ・Ⅱ 121135 ２年前期 20時限
亀之園　良、中尾　淳

上田　昌二、森岡　拓也

 8



コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

　変速機構

　変速機構

　変速機構

　電子制御式ＡＴ（油圧式との違い）

　電子制御式ＡＴ（油圧式との違い）

　　ＡＴ理解度確認

　ＡＴ機能点検復習

　日産ＡＴ 構造・作動

　日産ＡＴ 構造・作動

　ＣＶＴ　構造・作動

　ＣＶＴ　構造・作動

　ボデー振動及び揺動

　サスペンションの性能

　エアサスペンション

　前輪二軸車・ＬＳＤ

　ステアリング装置（Ｒ＆Ｂ）

　車軸の構造

　　平常試験

　　平常試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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　：　２級自動車シャシ　３級自動車シャシ

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

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　83.3％

Ｂ-8 大型シャシ

20 修得試験

A-10 ＡＴ

Ｂ-6 大型シャシ

Ｂ-7 大型シャシ

A-11 ＡＴ

Ｂ-1 大型シャシ

Ｂ-2 大型シャシ

Ｂ-3 大型シャシ

Ｂ-4 大型シャシ

Ｂ-5 大型シャシ

回 テーマ 授業内容

A-1

A-5 ＡＴ

A-8 ＡＴ

A-9 ＡＴ

A-6 ＡＴ

A-7 ＡＴ

ＡＴ

A-2 ＡＴ

A-3 ＡＴ

A-4 ＡＴ

オートマチックトランスミッションの変速制御（油圧制御装置、CVT）の考え方について理解する
大型車両に用いられているサスペンション、ステアリング、ディファレンシャルの構造、作動を理解する

オートマチックトランスミッションの変速制御（油圧制御式、電子制御式）について説明できる

CVTの変速制御の考え方、構造・作動について説明できる

大型車両に用いられているサスペンション、ステアリング、ディファレンシャルの構造、作動について説明できる

学科

科目名 担当教員

シャシ応用Ⅲ・Ⅳ 121136 ２年前期 20時限
亀之園　良、中尾　淳

上田　昌二、森岡　拓也
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

　ＡＴ分野

　ＡＴ分野

　ABS概要・構造・作動

　トラクションコントロール

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

修得試験　83.3％

日整連　：　２級自動車シャシ　３級自動車シャシ

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

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

パワーステアリング装置（油圧式、電動式）の構成、構造・作動について理解する
ホイールアライメント各要素の必要性、点検・調整方法について理解する

パワーステアリング装置（油圧式、電動式）の構成、構造・作動について説明できる

ホイールアライメント各要素の必要性、不具合時の影響が説明できる

ＡＢＳ、トラクションコントロール、４ＷＳ機構の必要性、機能が説明できる

虎の巻

5 修得試験

授業内容

A-1

A-2 虎の巻

Ｂ-１ ABS

Ｂ-２ ＴＲＣ

回 テーマ

学科

科目名 担当教員

シャシ応用Ⅴ・Ⅵ 122135 ２年後期 5時限
亀之園　良、中尾　淳

上田　昌二、森岡　拓也
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

【授業計画】

車両法 　法令概要、自動車の種類

車両法 　　保安基準

保安基準 　自動車の構造、装置（原動機及びシャシ関係）

保安基準 　自動車の構造、装置（原動機及びシャシ関係）

保安基準 　自動車の構造、装置（原動機及びシャシ関係）

保安基準 　自動車の装置（車体関係）

保安基準 　自動車の装置（車体関係）

保安基準 　自動車の装置（車体関係）

保安基準 　自動車の装置（車体関係）

修得試験 試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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

8

日整連　：　法令教本

トヨタ技術テキスト　：　導入教育編

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

回 テーマ 授業内容

1

2

道路運送車両法の登録制度、点検整備制度、検査制度について理解する

道路運送車両法上の自動車の種類について説明できる

道路運送車両法の登録制度、点検整備制度、検査制度について説明できる

7

9

3

4

5

6

修得試験　83.3％

10

学科

科目名 担当教員

自動車法規Ⅰ 121127 ２年前期 10時限
藤本　哲夫

峰　翔平
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

【授業計画】

保安基準 　認証制度

保安基準 　指定制度

保安基準 　指定制度

保安基準 　その他、確認試験

保安基準 　自動車の構造、装置（原動機及びシャシ関係）

車両法 　自動車の構造、装置（原動機及びシャシ関係）

車両法 　自動車の構造、装置（原動機及びシャシ関係）

車両法 　復習

車両法 　復習

修得試験 試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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　83.3％

日整連　：　法令教本

トヨタ技術テキスト　：　導入教育編

1

2

7

8

9

10

4

5

6

3

道路運送車両法の認証制度、指定制度について理解する
道路運送車両の保安基準（原動機およびシャシ関係）について理解する

道路運送車両法の認証制度、指定制度について説明できる

道路運送車両の保安基準（原動機およびシャシ関係）に関する各基準値を説明できる

回 テーマ 授業内容

学科

科目名 担当教員

自動車法規Ⅱ 121128 ２年前期 10時限
藤本　哲夫

峰　翔平
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

【授業計画】

車両法 　登録制度

車両法 　点検整備制度

車両法 　点検整備制度

車両法 　検査制度

車両法 　検査制度

車両法 　点検整備制度・検査制度確認

車両法 　その他、確認試験

車両法 　認証制度

車両法 　認証制度

修得試験 試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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　83.3％

日整連　：　法令教本

トヨタ技術テキスト　：　導入教育編

1

2

7

8

9

10

4

5

6

3

道路運送車両の保安基準（車体、公害防止、灯火、運転操作関係）について理解する

道路運送車両の保安基準（車体、公害防止、灯火、運転操作関係）に関する各基準値を説明できる

回 テーマ 授業内容

学科

科目名 担当教員

自動車検査Ⅰ 122127 ２年後期 10時限
藤本　哲夫

峰　翔平
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

【授業計画】

自動車工学 　１年次シャシ復習

自動車工学 　排気量・圧縮比・ピストンスピード

自動車工学 　オームの法則

自動車工学 　１年次シャシ復習

自動車工学 　軸重（乗用車重心、トラック荷物）

自動車工学 　軸重（乗用車重心、トラック荷物）

自動車工学 　１年次工学総復習

自動車工学 　１年次工学総復習

自動車工学 　１年次工学総復習

自動車工学 　１年次電装復習（開放節）

自動車工学 　プラネタリギヤ

自動車工学 　仕事率、登坂問題

自動車工学 　軸重（乗用車重心、トラック荷物）①

自動車工学 　軸重（乗用車重心、レッカー）②

自動車工学 確認試験

自動車工学 確認試験

自動車工学 確認試験

自動車工学 復習

自動車工学 復習

自動車工学 復習

修得試験 試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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　83.3％

授業配布プリント

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

15

16

17

18

19

20

21

自動車の原理原則に関する基礎的な工学の考え方を理解する
自動車に関係する各種計算問題の解き方を理解する

エンジン、電装、シャシに関する基礎的な工学の考え方を説明できる

排気量、圧縮比、ピストンスピード、軸重の計算問題が解ける

7

8

9

10

11

12

1

2

13

14

回 テーマ 授業内容

3

4

5

6

学科

科目名 担当教員

自動車工学Ⅰ 121131 ２年前期 21時限
藤本　哲夫

峰　翔平
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

【授業計画】

自動車工学 １年次エンジン復習（実力後）10/9

自動車工学 １年次エンジン復習（実力後）10/10

自動車工学 総復習2019/11/15

自動車工学 総復習2019/11/15

自動車工学 総復習2019/11/15

自動車工学 総復習2019/11/15

自動車工学 　復習

自動車工学 総復習2019/11/15

自動車工学 　エンジン回転と車速

自動車工学 　軸重（乗用車重心、トラック荷物

自動車工学 　オームの法則

自動車工学 　オームの法則

自動車工学 確認試験

自動車工学 確認試験

自動車工学 確認試験

自動車工学 復習

自動車工学 復習

自動車工学 復習

自動車工学 復習

修得試験 試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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　83.3％

授業配布プリント

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

15

16

17

18

19

20

自動車の原理原則に関する基礎的な工学の考え方を理解する
自動車に関係する各種計算問題の解き方を理解する

エンジン、電装、シャシに関する基礎的な工学の考え方を説明できる

エンジン回転数、プラネタリギヤ、出力（仕事率）、軸重の計算問題が解ける

7

8

9

10

11

12

1

2

13

14

回 テーマ 授業内容

3

4

5

6

学科

科目名 担当教員

自動車工学Ⅱ 121132 ２年前期 20時限
藤本　哲夫

峰　翔平
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

【授業計画】

自動車工学 　トラの巻材料（鉄鋼の種類）

自動車工学 　トラの巻材料（圧延鋼板の種類、積層鋼板）

自動車工学 　トラの巻材料（熱処理）

自動車工学 　性能曲線（E/G、走行、ﾄﾙｺﾝ）復習（学祭前）

自動車工学 　性能曲線（E/G、走行、ﾄﾙｺﾝ）復習（学祭前）

自動車工学 　トラの巻材料（鉄以外の金属）

自動車工学 　トラの巻材料（非金属、複合材）

自動車工学 　１年次エンジン復習（実力後）

自動車工学 　１年次電装復習（開放節）

自動車工学 　１年次エンジン復習（学祭前）

自動車工学 　１年次エンジン復習（学祭前）

自動車工学 　１年次エンジン復習（学祭前）

自動車工学 　１年次エンジン復習（学祭前）

自動車工学 　バルブタイミング・圧力・軸重復習（開放節）

自動車工学 　バルブタイミング・圧力・軸重復習（開放節）

自動車工学 　バルブタイミング・圧力・軸重復習（開放節）

自動車工学 　１年次エンジン復習（実力後）

自動車工学 　１年次エンジン復習（実力後）

自動車工学 確認試験

自動車工学 確認試験

自動車工学 確認試験

自動車工学 復習

自動車工学 復習

自動車工学 復習

自動車工学 復習

修得試験 試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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　83.3％

授業配布プリント

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

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

自動車の原理原則に関する基礎的な工学の考え方を理解する
自動車に関係する各種計算問題の解き方を理解する

エンジン、電装、シャシに関する基礎的な工学の考え方を説明できる

エンジン回転数、バルブタイミング、圧力、軸重、性能曲線の計算問題が解ける

7

8

9

10

11

12

1

2

13

14

回 テーマ 授業内容

3

4

5

6

学科

科目名 担当教員

自動車工学Ⅲ 122127 ２年後期 26時限
藤本　哲夫

峰　翔平
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コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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

トヨタ技術テキスト　：　第１，２ステップ、導入教育編、トヨタ定期点検作業要領説明書

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　83.3％

トヨタ技術Ⅰ 工学・法令

11 トヨタ技術Ⅰ 工学・法令

14 トヨタ技術Ⅰ 工学・法令

15 修得試験 試験

工学・法令

8 トヨタ技術Ⅰ 工学・法令

9 トヨタ技術Ⅰ

7 トヨタ技術Ⅰ

12 トヨタ技術Ⅰ 工学・法令

13 トヨタ技術Ⅰ 工学・法令

工学・法令

10

工学・法令

6 トヨタ技術Ⅰ 工学・法令

工学・法令

2 トヨタ技術Ⅰ 工学・法令

3 トヨタ技術Ⅰ 工学・法令

1 トヨタ技術Ⅰ

4 トヨタ技術Ⅰ

トヨタサービス技術検定３級レベルの自動車技術について理解する

トヨタサービス技術検定３級レベルの自動車技術についての知識を確実に身に付け、検定試験に合格する

回 テーマ 授業内容

学科

科目名 担当教員

トヨタ技術Ⅰ 122133 ２年後期 15時限
２年担当教員

工学・法令

5 トヨタ技術Ⅰ
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コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

41-60 シャシ シャシ　総復習

61-80 工学・材料 工学・材料　総復習

81-104 法令 法令　総復習

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

日整連　：　２級自動車ガソリン・エンジン　２級自動車ジーゼル・エンジン　２級自動車シャシ

登録試験○×問題　トラの巻

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　83.3％

105-108 修得試験 卒業認定試験

エンジン エンジン　総復習

21-40 電気装置 電気装置　総復習

1-20

国家二級自動車整備士試験で出題される各分野の問題について理解する

国家二級自動車整備士試験で出題される問題を理解し、国家試験に合格できる実力を身に付ける

回 テーマ 授業内容

学科

科目名 担当教員

総合復習Ⅰ 120101 ２年後期 108時限
２年担当教員
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

ジーゼルエンジン４行程、３要素、NOxの影響、ｴﾝｼﾞﾝオイルの分類
ジーゼルエンジン構成部品確認

燃焼実験、圧縮熱測定

始動方法（グロー）、空燃比実験

始動方法（グロー）、空燃比実験

燃焼過程燃焼実験、ジーゼルノック確認

コンプレッションゲージ作業

コンプレッションゲージ作業

作業反復・確認試験

作業反復・確認試験

　噴射量の制御（有効ストローク、右巻き左巻き）

デリバリバルブ、点検（プランジャ、デリバリバルブ）

列型ポンプ分解

噴射時期点検作業

インジェクションノズルの構造研究

インジェクションノズルの構造研究

インジェクションノズルの構造研究

インジェクションノズル点検作業

噴射時期点検作業

試験

試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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

19

20

17

18

21

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

修得試験

修得試験

修得試験　83.3％

日整連　：　２級自動車ジーゼル・エンジン　３級自動車ジーゼル・エンジン　２級ガソリン・エンジン

トヨタ技術テキスト　：　第１，２ステップ

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

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

14

15

16

8

9

12

13

10

11

インジェクションノズルの点検、噴射圧力の調整ができる

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

列型インジェクションポンプの構造・作動を理解する

6

7

4

5

2

3

回 テーマ

ジーゼルエンジン

1

修得試験

実習

科目名 担当教員

エンジン応用Ⅰ 121237 ２年前期 22時限
中道　正博

松本　幸久

授業内容

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジンの燃料装置構成部品の役割・作動について理解する
ジーゼルエンジンの基本点検や測定・調整作業を修得する

ジーゼルエンジンのコンプレッション測定ができる
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

予熱装置、構成部品の構造研究（ﾍﾞﾝﾁｴﾝｼﾞﾝで部品脱着）

グローパネルにて、作動説明

グローパネルにて、作動説明

グローパネルにて、作動説明

グローパネルにて、「グロー系統点検」作業

グローパネルにて、「グロー系統点検」作業

グローシステム点検修得

グローシステム点検修得

グローシステム点検修得

　グロー、水温センサー回路説明

グロートラブルシュート（パネル）

グロートラブルシュート（パネル）

グロートラブルシュート（パネル）

グロートラブルシュート（パネル）

コモンレール　実車確認

ジーゼルスモークテスタ、オパシメータ取扱い

噴射時期点検作業

トラブルシュート（ＧＴＳ）

試験

試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

修得試験　83.3％

ジーゼルエンジン

修得試験

修得試験

修得試験

19

日整連　：　２級自動車ジーゼル・エンジン　３級自動車ジーゼル・エンジン　２級ガソリン・エンジン

トヨタ技術テキスト　：　第１，２ステップ

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

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

20

17

18

21

8

9

12

13

10

11

16

7

4

5

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

実習

科目名 担当教員

エンジン応用Ⅲ 121293 ２年前期 21時限
中道　正博

松本　幸久

ジーゼルエンジンの予熱装置回路（グローシステム）について理解する
ジーゼルエンジンの噴射時期の測定・調整方法を修得する

グローシステムのシステム点検およびトラブルシュートができる

噴射時期点検および調整作業ができる

ジーゼルスモークメータおよびオパシメータの取扱いができる

1

2

3

回 テーマ 授業内容

6

14

15
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

【授業計画】

過給機

トラブルシュート

トラブルシュート

シャシDY（過給圧と出力の関係検証）

シャシDY（過給圧と出力の関係検証）

過給機

過給機

トラブルシュート

トラブルシュート

トラブルシュート

グロー電位

グロー電位

過給機

過給機

トラブルシュート

過給機　トラの巻

過給機　トラの巻

排出ガス浄化装置

排出ガス浄化装置

排出ガス浄化装置

トラブルシュート（ＧＴＳ）

　ＬＰＧ、可変吸気装置

トラブルシュート

トラブルシュート

トラブルシュート

トラブルシュート

試験

試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

8

9

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

特殊エンジン

特殊エンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

特殊エンジン

23

26

27

24

25

28

修得試験　83.3％

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

22

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

29

修得試験

修得試験

修得試験

20

17

18

15

16

19

日整連　：　２級自動車ジーゼル・エンジン　３級自動車ジーゼル・エンジン　２級ガソリン・エンジン

トヨタ技術テキスト　：　第１，２ステップ

21

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

確認試験

特殊エンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

12

13

10

11

14

6

7

4

5

特殊エンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

エンジン

エンジン

特殊エンジン

特殊エンジン

ジーゼルエンジン不調時のトラブルシュートができる

1

2

3

回 テーマ 授業内容

ジーゼルエンジンの排気ガス浄化装置の必要性、機能が説明できる

実習

科目名 担当教員

エンジン応用Ⅴ 122234 ２年後期 29時限
中道　正博

松本　幸久

過給機およびジーゼルエンジンの排気ガス浄化装置の構造、作動を理解する
ジーゼルエンジンのトラブルシュートの進め方を理解する
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

配線図集の見方

配線図集の見方

論理回路パネル

論理回路パネル

灯火系トラブルシュート（プリウス）

灯火系トラブルシュート（プリウス）

灯火系トラブルシュート（プリウス）

灯火系トラブルシュート（カローラアクシオ）

灯火系トラブルシュート（カローラアクシオ）

灯火系トラブルシュート（カローラアクシオ）

外部診断機

灯火系トラブルシュート（プリウス）

灯火系トラブルシュート（プリウス）

灯火系トラブルシュート（プリウス）

灯火系トラブルシュート（カローラアクシオ）

HV動力分割機構

HV動力分割機構

HV動力分割機構

灯火系トラブルシュート（カローラアクシオ）

灯火系トラブルシュート（カローラアクシオ）

HV走行体験　（プリウスエンジンのみの走行）

試験

試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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

日整連　：　２級自動車ガソリン・エンジン　３級自動車ガソリン・エンジン

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

ＪＡＭＣＡテキスト　：　低圧電気取扱い知識

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　83.3％

22

24

修得試験

23

20 配線図

21 ＨＶ

修得試験

修得試験

17 ＨＶ

18 ＨＶ

19 配線図

14 外部診断機

15 外部診断機

16 ＨＶ

8 配線図

9 配線図

10 配線図

11 外部診断機

12 外部診断機

13 外部診断機

6 配線図

7 配線図

配線図

2 配線図

3 配線図

4 配線図

回 テーマ 授業内容

1

5 配線図

配線図集の活用方法、外部診断機の取り扱いについて理解する
ハイブリッド車の動力分割機構の共線図について理解する

配線図集を活用した灯火系のトラブルシュートができる

外部診断機の取り扱い方法を修得する

ＨＶ動力分割機構の共線図の見方が説明できる

実習

科目名 担当教員

電装応用Ⅰ 121229 ２年前期 24時限
南　孝夫

式部　健一
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

燃料系統構成部品の確認

サーキットオープニングリレーの作動音確認、F／P駆動回路の確認

プレッシャーレギュレーターの役目、アクティブテスト、

燃料流出防止作業、燃圧計取り付け、燃料漏れ漏れ確認

プレッシャレギュレーターにかかるインマニ負圧と燃圧の関係

エンジン状態と燃圧の関係、課題

エンジン状態と燃圧の関係、課題

燃圧計取り外し、燃料漏れ確認

Ｆ／Ｐ制御回路の故障探究

Ｆ／Ｐ制御回路の故障探究

Ｆ／Ｐ制御回路の故障探究

Ｆ／Ｐ制御回路の故障探究

　インジェクタ回路の作動・電位、噴射波形

インジェクタ端子電圧の測定

インジェクタ波形観測

インジェクタ波形観測と現象確認

インジェクタ波形観測

基本噴射（ﾊﾞｷｭｰﾑｾﾝｻ回路の電位）

基本噴射（ﾊﾞｷｭｰﾑｾﾝｻ特性）

基本噴射（ﾊﾞｷｭｰﾑｾﾝｻ特性）

クランク角ｾﾝｻｰの構造研究

クランク角ｾﾝｻｰ単体点検

クランク角ｾﾝｻｰ信号波形・ｴﾝｼﾞﾝ回転計算

試験

試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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　：　２級自動車ガソリン・エンジン　３級自動車ガソリン・エンジン

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

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

24 修得試験

25 修得試験

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　83.3％

26 修得試験

ＥＦＩ

23 ＥＦＩ

20 ＥＦＩ

21 ＥＦＩ

22

17 ＥＦＩ

18 ＥＦＩ

19 ＥＦＩ

14 ＥＦＩ

15 ＥＦＩ

16 ＥＦＩ

8 ＥＦＩ

9 ＥＦＩ

10 ＥＦＩ

11 ＥＦＩ

12 ＥＦＩ

13 ＥＦＩ

6 ＥＦＩ

7 ＥＦＩ

ＥＦＩ

2 ＥＦＩ

3 ＥＦＩ

4 ＥＦＩ

回 テーマ 授業内容

1

5 ＥＦＩ

電子制御式燃料噴射装置の燃料系統、インジェクタの制御回路について理解する
電子制御式燃料噴射装置の基本噴射の考え方について理解する

安全作業を徹底した燃料配管の脱着作業ができる（燃料流出防止作業および燃料漏れ点検）

フューエルポンプ制御回路のトラブルシュート、外部診断機（オシロスコープ）でインジェクタ噴射波形の観測ができる

バキュームセンサーおよびクランク角センサーの特性、回路について説明できる

実習

科目名 担当教員

電装応用Ⅱ 121230 ２年前期 26時限
上田　幸太

福本　侑大
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・ カーエアコン構成部品の取付位置、冷凍サイクル各部での冷媒の状態が説明できる

・

・

【授業計画】

構造研究、車両にて主要部品の配置と冷凍サイクルの確認

構造研究、車両にて主要部品の配置と冷凍サイクルの確認

構造研究、車両にて主要部品の配置と冷凍サイクルの確認

吹き出し口とコントロールパネル

吹き出し口とコントロールパネル

トラブルシュート（灯火パネル）

トラブルシュート（灯火パネル）

トラブルシュート（灯火パネル）

トラブルシュート（灯火パネル）

トラブルシュート（灯火パネル）

　オームの法則

冷媒圧力点検

冷媒圧力点検

冷媒回収、真空引き、冷媒充填

内気、外気、日射センサ

トラブルシュート（Ａ／Ｃブロアファン）

トラブルシュート（Ａ／Ｃブロアファン）

トラブルシュート（Ａ／Ｃブロアファン）

トラブルシュート（Ａ／Ｃブロアファン）

試験

試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

修得試験　83.3％

日整連　：　２級自動車ガソリン・エンジン　３級自動車ガソリン・エンジン

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

ＪＡＭＣＡテキスト　：　低圧電気取扱い知識

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

20 修得試験

21 修得試験

22 修得試験

18 空調装置

15

19 空調装置

空調装置

16 空調装置

17 空調装置

13 空調装置

14 空調装置

9 灯火装置

10 灯火装置

11 空調装置

7 灯火装置

8 灯火装置

12 空調装置

1 空調装置

2 空調装置

3 空調装置

4 空調装置

5 空調装置

6 灯火装置

実習

科目名 担当教員

電装応用Ⅲ 121231 ２年前期 22時限
南　孝夫

式部　健一

カーエアコンの構成部品の役割、作動を理解する
カーエアコンに関する各種点検方法、冷媒の回収・充填方法を修得する

カーエアコンの各種点検（冷媒量、性能テスト、冷媒圧力、冷媒漏れ）、冷媒の回収・充てん作業ができる

オートエアコンの制御方法、必要なセンサーの特性について説明できる

回 テーマ 授業内容
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

水温ｾﾝｻｰの特性と制御、冷間時制御

水温ｾﾝｻｰの特性と制御、冷間時制御

ｽﾛｯﾄﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝｾﾝｻｰの特性と制御

ｽﾛｯﾄﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝｾﾝｻｰの特性と制御

ｽﾛｯﾄﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝｾﾝｻｰの特性と制御

フューエルカット制御、ハンチング現象

Ｏ２ｾﾝｻｰの構造と特性、空燃比ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ制御

Ｏ２ｾﾝｻｰの構造と特性、空燃比ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ制御

吸気温センサ特性

復習・フォロー

　異常時の制御（ダイアグ表示、データモニタ、ＦＦＤ）

各信号系統異常時のダイアグコード、電圧

ﾌﾘｰｽﾞﾌﾚｰﾑﾃﾞｰﾀと車両状況判断

ﾌﾘｰｽﾞﾌﾚｰﾑﾃﾞｰﾀと車両状況判断

燃料噴射量制御まとめ

燃料噴射量制御まとめ

点火装置構成部品確認、火花点検、

初期セット点火時期の確認、エンジン状態と点火時期の確認

基本点火進角、補正進角

外部診断機での波形読み取り

試験

試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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　：　２級自動車ガソリン・エンジン　３級自動車ガソリン・エンジン

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

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　83.3％

修得試験

23 修得試験

20 ＥＳＡ

21 修得試験

22

17 ＥＳＡ

18 ＥＳＡ

19 ＥＳＡ

14 異常時制御

15 ＥＦＩ

16 ＥＦＩ

8 ＥＦＩ

9 ＥＦＩ

10 ＥＦＩ

11 異常時制御

12 異常時制御

13 異常時制御

6 ＥＦＩ

7 ＥＦＩ

ＥＦＩ

2 ＥＦＩ

3 ＥＦＩ

4 ＥＦＩ

回 テーマ 授業内容

1

5 ＥＦＩ

電子制御式燃料噴射装置の補正噴射制御の考え方、使用している各種センサーの特性について理解する
電子進角（ESA）およびアイドル回転数制御（ISC）について理解する

電子制御式燃料噴射装置の補正噴射制御の考え方、使用している各種センサーの特性について説明できる

電子進角（ESA）、アイドル回転数制御（ISC）の制御方法について説明できる

ESAに関する点検（初期ｾｯﾄ点火時期、点火信号の確認）、ISCに関する点検（ISCV単体、作動点検）ができる

実習

科目名 担当教員

電装応用Ⅳ 121232 ２年前期 23時限
上田　幸太

福本　侑大
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・ SRSエアバッグの整備上の注意点がわかり、安全に脱着作業が行える

・

・

【授業計画】

ＴＳＳの概要

ＴＳＳの作動

ＴＳＳの作動・エーミング

エアバッグの作動

運転席エアバッグ脱着

運転席エアバッグ脱着

運転席エアバッグ脱着

空調装置 オートエアコン　トラの巻
エアバック・シートベルト作動（トラの巻）

エアバック・シートベルト作動（トラの巻）

エアバック・シートベルト作動（トラの巻）

エアバック・シートベルト作動（トラの巻）

確認試験 　理解度チェック
確認試験 　理解度チェック

　スタータ（虎の巻）
　スタータ（虎の巻）
吸引・保持・戻り試験

吸引・保持・戻り試験

無負荷試験

無負荷試験

ＣＡＮ通信システムの構造・機能

ＣＡＮ通信システムの構造・機能

ＣＡＮ通信システムの構造・機能

ＣＡＮ通信システムの構造・機能

スタータの各点検（トラ+実習）
スタータの各点検（トラ+実習）
試験

試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

修得試験　83.3％

日整連　：　２級自動車ガソリン・エンジン　３級自動車ガソリン・エンジン

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

ＪＡＭＣＡテキスト　：　低圧電気取扱い知識

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

28 修得試験

29 修得試験

始動装置

26

27 修得試験

24

スタータ点検25

スタータ点検

22

18

ＣＡＮ

15

19

新技術

ＣＡＮ

16

ＣＡＮ

17

ＣＡＮ

始動装置

23

20

新技術

21

新技術

エアバッグ

8

4

5

6

12

始動装置

エアバッグ

13

14

9

始動装置

10

始動装置

11

始動装置

エアバッグ

エアバッグ

実習

科目名 担当教員

電装応用Ⅴ 122230 ２年後期 29時限
南　孝夫

式部　健一

安全や快適性に関する自動車の電気装置（エアバッグ、ＴＳＳ）の構造、整備方法について理解する
ＣＡＮ通信システムの機能について理解する

TSSのエーミング作業が正しく行える、ＣＡＮ通信システムの考え方が説明できる

スタータの各点検（吸引・保持・戻り、無負荷）、オルタネータの各点検（調整電圧、出力電流）が正しく行える

回 テーマ 授業内容

エアバッグ

1

エアバッグ

2

エアバッグ

3

エアバッグ

7
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

【授業計画】

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

　ダイアグノーシス機能確認、不具合時の電位（学）

反復練習

反復練習

反復練習

反復練習

試験

試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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　：　２級自動車ガソリン・エンジン　３級自動車ガソリン・エンジン

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

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

24 ＥＦＩの異常時制御

25 ＥＦＩの異常時制御

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

26 ＥＦＩの異常時制御

27 修得試験

28 修得試験

29 修得試験

修得試験　83.3％

ＥＦＩの異常時制御

23 ＥＦＩの異常時制御

20 ＥＦＩの異常時制御

21 ＥＦＩの異常時制御

22

17 ＥＦＩの異常時制御

18 ＥＦＩの異常時制御

19 ＥＦＩの異常時制御

14 ＥＦＩの異常時制御

15 ＥＦＩの異常時制御

16 ＥＦＩの異常時制御

8 ＥＦＩの異常時制御

9 ＥＦＩの異常時制御

10 ＥＦＩの異常時制御

11 ＥＦＩの異常時制御

12 ＥＦＩの異常時制御

13 ＥＦＩの異常時制御

6 ＥＦＩの異常時制御

7 ＥＦＩの異常時制御

ＥＦＩの異常時制御

2 ＥＦＩの異常時制御

3 ＥＦＩの異常時制御

4 ＥＦＩの異常時制御

回 テーマ 授業内容

1

5 ＥＦＩの異常時制御

電子制御式噴射量装置の故障探求方法について理解する

エンジン始動不能時の故障探求が正しい手順で行える

エンジン不調時の故障探求が正しい手順で行える

実習

科目名 担当教員

電装応用Ⅵ 122231 ２年後期 29時限
上田　幸太

福本　侑大
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

ATF種類・特徴・交換時の注意点

トルクコンバーター・オイルポンプ構造研究

トルクコンバーター・オイルポンプ構造研究

ECTの構成部品・基本点検

ECTの構成部品・基本点検

NSW構造研究

NSW点検

復習・フォロー

プラネタリーギヤユニット

Ａ/Ｔ構造研究

プラネタリーギヤユニット研究

プラネタリーギヤユニット研究

プラネタリーギヤユニット研究

シフトロック機構・急発進防止装置研究

平常試験

理解度確認

理解度確認

理解度確認

試験

試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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　：　２級自動車シャシ　３級自動車シャシ

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

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　83.3％

20 修得試験

21 修得試験

17 ＡＴ

18 ＡＴ

19 修得試験

14 ＡＴ

15 ＡＴ

16 ＡＴ

8 ＡＴ

9 ＡＴ

10 ＡＴ

11 ＡＴ

12 ＡＴ

13 ＡＴ

6 ＡＴ

7 ＡＴ

ＡＴ

2 ＡＴ

3 ＡＴ

4 ＡＴ

回 テーマ 授業内容

1

5 ＡＴ

オートマチックトランスミッションのトルクコンバータの構造、作動を理解する
オートマチックトランスミッションのプラネタリギヤユニットの構造、作動を理解する

トルクコンバータおよびオイルポンプの構造、作動が説明できる

オートマチックトランスミッション構成部品に関する各点検（ワンウェイクラッチ、NSW、オイルポンプ）ができる

プラネタリギヤユニットの構造、作動が説明できる

実習

科目名 担当教員

シャシ応用Ⅰ 121233 ２年前期 21時限
亀之園　良

中尾　淳
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

安全作業・走行体験

キャビンの開閉、ジャッキアップ

タイヤチェンジャ・ジャッキ取扱

タイヤチェンジャ・ジャッキ取扱

作業チェック(ブレーキ分解･組み付け）

ブレーキ分組作業

アクスルシャフト、タイヤ取付、ジャッキダウン

アクスルシャフト、タイヤ取付、ジャッキダウン

　フレーム及びボデー

エアブレーキ、複合ブレーキ、スプリングブレーキ構造研究

エアブレーキ、複合ブレーキ、スプリングブレーキ構造研究

エアブレーキ、複合ブレーキ、スプリングブレーキ構造研究

リヤプレロード手順説明、全浮動式・センターブレーキ説明

タイヤ、アクスルシャフト、ドラム取り外し

タイヤ、アクスルシャフト、ドラム取り外し

タイヤ、アクスルシャフト、ドラム取り外し

タイヤ、アクスルシャフト、ドラム取り外し

タイヤ、アクスルシャフト、ドラム取り外し

タイヤ、アクスルシャフト、ドラム取り外し

試験

試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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　：　２級自動車シャシ　３級自動車シャシ

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

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　83.3％

修得試験

20 修得試験

21 修得試験

22

17 安全作業

18 安全作業

19 安全作業

14 安全作業

15 安全作業

16 安全作業

8 大型シャシ

9 大型シャシ

10 大型シャシ

11 大型シャシ

12 大型シャシ

13 大型シャシ

6 大型シャシ

7 大型シャシ

安全作業・走行体験

2 安全作業・走行体験

3 安全作業・走行体験

4 安全作業・走行体験

回 テーマ 授業内容

1

5 大型シャシ

大型シャシのホイール及びタイヤ、アクスル、ブレーキ装置の構造、整備方法を理解する
ロープを使った捕縛作業を修得する

大型車のフロントブレーキの分解・組付け作業ができる

大型車に用いられているブレーキ機構（エアブレーキ、複合ブレーキ）の構造、作動が説明できる

ロープを使った捕縛作業ができる

実習

科目名 担当教員

シャシ応用Ⅱ 121234 ２年前期 22時限
上田　昌二

森岡　拓也
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

ＡＴ基本点検、油圧制御装置構造研究

ＡＴ基本点検、油圧制御装置構造研究

ＡＴ基本点検、油圧制御装置構造研究

復習・フォロー

ＡＴ基本点検、油圧制御装置構造研究

ＡＴ基本点検、油圧制御装置構造研究

ＡＴ基本点検、油圧制御装置構造研究

ＡＴ基本点検、油圧制御装置構造研究

復習・フォロー

　変速線図

ＡＴ機能点検

ＡＴ機能点検

ＡＴ機能点検理解度確認

ＡＴ機能点検復習

油圧式ATのトラブルシュート

ECT機能点検

ECT機能点検

試験

試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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　：　２級自動車シャシ　３級自動車シャシ

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

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　83.3％

20 修得試験

17 ＡＴ

18 修得試験

19 修得試験

14 ＡＴ

15 ＡＴ

16 ＡＴ

8 ＡＴ

9 ＡＴ

10 ＡＴ

11 ＡＴ

12 ＡＴ

13 ＡＴ

6 ＡＴ

7 ＡＴ

ＡＴ

2 ＡＴ

3 ＡＴ

4 ＡＴ

回 テーマ 授業内容

1

5 ＡＴ

オートマチックトランスミッションの油圧制御装置の構造、作動を理解する
オートマチックトランスミッションの各種点検（基本点検、機能点検、ECT点検）方法を理解する

オートマチックトランスミッションの油圧制御装置の構造、作動について説明できる

オートマチックトランスミッションの基本点検、機能点検ができる

ECT構成部品の各種点検および機能点検ができる

実習

科目名 担当教員

シャシ応用Ⅲ 121235 ２年前期 20時限
亀之園　良

中尾　淳
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

エアコンプレッサー、エアサスペンション、補助ブレーキ構造研究

エアコンプレッサー、エアサスペンション、補助ブレーキ構造研究

エアコンプレッサー、エアサスペンション、補助ブレーキ構造研究

エアコンプレッサー、エアサスペンション、補助ブレーキ構造研究

エアコンプレッサー、エアサスペンション、補助ブレーキ構造研究

エアコンプレッサー、エアサスペンション、補助ブレーキ構造研究

Ｒ＆Ｂ構造研究

ステアリングリンク機構

ステアリングリンク機構

　インタアクスルディファレンシャル

Ｆハブプレロード調整

Ｆハブプレロード調整

Ｆハブプレロード調整

Ｆハブプレロード調整

LSD構造研究

LSD構造研究

LSD構造研究

LSD構造研究

走行体験４ＷＤ

走行体験４ＷＤ

試験

試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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　：　２級自動車シャシ　３級自動車シャシ

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

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　83.3％

修得試験

23 修得試験

20 安全作業・走行体験

21 修得試験

22

17 ＬＳＤ

18 ＬＳＤ

19 安全作業・走行体験

14 大型シャシ

15 ＬＳＤ

16 ＬＳＤ

8 大型シャシ

9 大型シャシ

10 大型シャシ

11 大型シャシ

12 大型シャシ

13 大型シャシ

6 大型シャシ

7 大型シャシ

大型シャシ

2 大型シャシ

3 大型シャシ

4 大型シャシ

回 テーマ 授業内容

1

5 大型シャシ

大型シャシのｴｱｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ型ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ、ﾘｻｰｷｭﾚｰﾃｨﾝｸﾞﾎﾞｰﾙ式ｽﾃｱﾘﾝｸﾞの構造・作動について理解する
シャシ関係の整備作業（フロントホイールベアリングのプレロード、タイヤチェンジャ取扱い）を修得する

エアスプリング型サスペンション、リサーキュレーティングボール式ステアリングの構造・作動について説明できる

LSDの必要性、構造・作動について説明できる

フロントホイールベアリングのプレロード調整、タイヤチェンジャによるタイヤ交換作業が確実にできる

実習

科目名 担当教員

シャシ応用Ⅳ 121236 ２年前期 23時限
上田　昌二

森岡　拓也
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

　ステアリング復習、ＰＳ必要性、概要

　ＰＳの分類 

　オイルポンプ 構造・作動

　オイルポンプ 構造・作動

ベーンポンプ分解・組み付け、PS基本点検、エア抜き

ベーンポンプ分解・組み付け、PS基本点検、エア抜き

ベーンポンプ分解・組み付け、PS基本点検、エア抜き

PS基本点検、ベーンポンプ作動復習

コントロールバルブ 構造、作動

コントロールバルブ 構造、作動

PS基本点検、ベーンポンプ作動復習

PS基本点検、ベーンポンプ作動復習

PS基本点検、ベーンポンプ作動復習

ベーンポンプ分解・組み付け、PS基本点検、エア抜き

ベーンポンプ分解・組み付け、PS基本点検、エア抜き

ベーンポンプ分解・組み付け、PS基本点検、エア抜き

ベーンポンプ分解・組み付け、PS基本点検、エア抜き

PS基本点検、ベーンポンプ作動復習

　油圧反力制御式 構造・作動

電動ＰＳコンピュータ脱着

電動ＰＳコンピュータ脱着

電動ＰＳ基本点検

電動ＰＳトルクセンサー作動

試験

試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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

日整連　：　２級自動車シャシ　３級自動車シャシ

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

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　83.3％

26 修得試験

22

24 修得試験

25 修得試験

ＰＳ

17 ＰＳ

18 ＰＳ

19 ＰＳ

ＰＳ

23 ＰＳ

20 ＰＳ

21 ＰＳ

14 ＰＳ

15 ＰＳ

16

11 ＰＳ

12 ＰＳ

13 ＰＳ

8 ＰＳ

9 ＰＳ

10 ＰＳ

回 テーマ 授業内容

1

5 ＰＳ

6 ＰＳ

7 ＰＳ

ＰＳ

2 ＰＳ

3 ＰＳ

4 ＰＳ

パワーステアリング装置（油圧式、電気式）の構造・作動について理解する
パワーステアリング装置各部の分解・組付け方法、点検方法を修得する

油圧式パワーステリング装置のベーンポンプ、コントロールバルブの構造、作動について説明できる

油圧式パワーステリング装置の基本点検ができる

電動式パワーステリング装置の機能、制御方法について説明できる

実習

科目名 担当教員

シャシ応用Ⅴ 122232 ２年後期 26時限
亀之園　良

中尾　淳
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

　アライメント概要

　キャンバ

ターニングラジアスゲージ取扱

ターニングラジアスゲージ取扱

ＣＣＫゲージ取扱

ＣＣＫゲージ取扱

ＣＣＫの測定

キャスタ

キングピンアングル

４輪アライメントテスタ

４輪アライメントテスタ

４輪アライメントテスタ

４輪アライメントテスタ

４輪アライメントテスタ

作業チェック（アライメント測定）

理解度確認

　アライメント点検・調整

　アライメント点検・調整

トーインゲージ取扱

トーインゲージ取扱

作業チェック（アライメント測定）

　トラクションコントロール

アライメント調整方法

アライメント調整方法

アライメント調整方法

アライメント調整方法

試験

試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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　：　２級自動車シャシ　３級自動車シャシ

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

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

24 アライメント

25 アライメント

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

26 アライメント

27 修得試験

28 修得試験

29 修得試験

修得試験　83.3％

ＴＲＣ

23 アライメント

20 アライメント

21 アライメント

22

17 アライメント

18 アライメント

19 アライメント

14 アライメント

15 アライメント

16 アライメント

8 アライメント

9 アライメント

10 アライメント

11 アライメント

12 アライメント

13 アライメント

6 アライメント

7 アライメント

アライメント

2 アライメント

3 アライメント

4 アライメント

回 テーマ 授業内容

1

5 アライメント

ホイールアライメント各要素の必要性、不具合時の影響を理解する
ホイールアライメントの測定方法（ターニングラジアスゲージ、CCKゲージ、トーインゲージ）を修得する

ホイールアライメントの測定（ターニングラジアスゲージ、CCKゲージ、トーインゲージ）ができる

ホイールアライメントの調整方法を理解する

ホイールアライメント各要素の不具合時の走行性能への影響が説明できる

実習

科目名 担当教員

シャシ応用Ⅵ 122233 ２年後期 29時限
上田　昌二

森岡　拓也
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

日常点検整備

日常点検整備 前説明　メンテナンスノート、記録簿書き方

日常点検整備 日常点検・プロケア１０（点検方法・判定方法）

日常点検整備 日常点検・プロケア１０（点検方法・判定方法）

日常点検整備 日常点検・プロケア１０（点検方法・判定方法）

日常点検整備 前説明　劣化のメカニズム、お客様へのアドバイス

日常点検整備 プロケア１０（点検方法・判定方法）

日常点検整備 プロケア１０（点検方法・判定方法）

日常点検整備 プロケア１０（記録簿記入確認試験）

日常点検整備 プロケア１０（記録簿記入確認試験）

日常点検整備 前説明　機器取り扱い（エアツール）

定期点検整備

定期点検整備

日常点検整備 ファンベルト交換作業（マークX）

日常点検整備

定期点検整備

定期点検整備 ファンベルト交換作業（実車反復　マークX）

日常点検整備 ファンベルト交換作業（実車反復　マークX）口頭質問

日常点検整備 理解度確認

日常点検整備 理解度確認

日常点検整備 理解度確認

日常点検整備 理解度確認

日常点検整備 理解度確認

日常点検整備 理解度確認

定期点検整備 法定点検１０点（点検方法・判定方法　エンジンルーム点検）

定期点検整備 法定点検１１点（点検方法・判定方法　エンジンルーム点検）

定期点検整備 法定点検１２点（点検方法・判定方法　エンジンルーム点検）

定期点検整備 作業反復・確認試験

修得試験 試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

ファンベルト交換作業（カローラ）

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

25

26

27

28

29～３１

20

21

22

23

24

15

16

17

修得試験　83.3％

日整連　：　法令教本

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、トヨタ定期点検作業要領説明書

18

19

12

授業内容

1

2

13

14

7

8

9

10

11

4

5

6

3

前説明　点検概要（目的、種類、時期）

エアツール取り扱い・タイヤローテーション(カローラ）

実習

科目名 担当教員

総合Ⅴ 121227 ２年前期 31時限
森　大輔

平田　正太

ファンベルト交換作業（カローラ）

ファンベルト交換作業（カローラ）

日常点検およびプロケア１０点検の方法、判定基準、記録簿の記入方法を修得する
多頻度作業（タイヤローテーション、ファンベルト交換）を修得する

日常点検およびプロケア１０点検作業、点検後の記録簿記入が確実にできる

各種点検の必要性、消耗部品の劣化のメカニズムが説明できる

タイヤローテーション、ファンベルト交換作業が確実にできる

回 テーマ

 34



コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

定期点検整備 前説明　点検概要（目的、種類、時期）記録簿記入方法、分解整備について

定期点検整備 法定点検１２点（点検方法・判定方法　エンジンルーム点検）

定期点検整備 法定点検１２点（点検方法・判定方法　エンジンルーム点検）

定期点検整備 法定点検１２点（点検方法・判定方法　エンジンルーム点検）

定期点検整備 法定点検１２点（点検方法・判定方法　室内・下廻り点検）

定期点検整備 法定点検１２点（点検方法・判定方法　室内・下廻り点検）

定期点検整備 法定点検１２点（点検方法・判定方法　室内・下廻り点検）

定期点検整備 法定点検１２点（点検方法・判定方法　足廻り点検）

定期点検整備 法定点検１３点（点検方法・判定方法　足廻り点検）

定期点検整備 法定点検１４点（点検方法・判定方法　足廻り点検）

定期点検整備 前説明　記録簿記入確認、ブレーキ・タイヤ距離推定

定期点検整備 法定点検１２点（点検方法・判定方法　足廻り点検）

定期点検整備 法定点検１２点（点検方法・判定方法　足廻り点検）

定期点検整備 法定点検１３点（点検方法・判定方法　足廻り点検）

定期点検整備 法定点検１４点（点検方法・判定方法　足廻り点検）

定期点検整備 法定点検１１点（点検方法・判定方法　シビアコンディション）

定期点検整備 法定点検１２点（点検方法・判定方法　シビアコンディション）

定期点検整備 法定点検１２点（点検方法・判定方法　シビアコンディション）

定期点検整備 法定点検１２点（点検方法・判定方法　シビアコンディション）　口頭質問

定期点検整備 12点復習・確認試験

定期点検整備 12点復習・確認試験

定期点検整備 12点復習・確認試験

定期点検整備 12点復習・確認試験

定期点検整備 12点復習・確認試験

定期点検整備 12点復習・確認試験

定期点検整備 12点復習・確認試験

定期点検整備 12点復習・確認試験

定期点検整備 作業反復・確認試験

修得試験 試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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　83.3％

日整連　：　法令教本

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、トヨタ定期点検作業要領説明書

25

26

27

28

29～３１

20

21

22

23

24

15

16

17

18

19

12

1

2

13

14

7

8

9

10

11

4

5

6

3

１２ヶ月定期点検の方法、判定基準、記録簿の記入方法を修得する

１２ヶ月定期点検作業、点検後の記録簿記入が確実にできる

ブレーキパッドおよびタイヤの使用限度時期計算ができる

点検後、お客様へのメンテナンスアドバイスができる

回 テーマ 授業内容

実習

科目名 担当教員

総合Ⅵ 121228 ２年前期 31時限
森　大輔

平田　正太
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

定期点検整備 前説明　ＨＶ車整備（Ｂフルード交換、冷却水エア抜き）

定期点検整備 ＨＶ車整備（Ｂフルード交換、冷却水点検、トラシュー）

定期点検整備 ＨＶ車整備（Ｂフルード交換、冷却水点検、トラシュー）

定期点検整備 ＨＶ車整備（Ｂフルード交換、冷却水点検、トラシュー）

定期点検整備 ＨＶ車整備（Ｂフルード交換、冷却水点検、トラシュー）

定期点検整備 ＨＶ車整備（Ｂフルード交換、冷却水点検、トラシュー）

定期点検整備 ＨＶ車整備（Ｂフルード交換、冷却水点検、トラシュー）

定期点検整備 機器取り扱い（検査ライン）

定期点検整備 機器取り扱い（検査ライン）

定期点検整備 機器取り扱い（検査ライン）

定期点検整備 機器取り扱い（検査ライン）

定期点検整備 機器取り扱い（ブレーキ性能判定計算）

定期点検整備 ＨＶ車整備（ブレーキ廻り整備）

定期点検整備 ＨＶ車整備（ブレーキ廻り整備）

定期点検整備 ＨＶ車整備（ブレーキ廻り整備）

定期点検整備 機器取り扱い（光軸調整）

定期点検整備 法定点検２４点（点検・判定方法　エンジンルーム点検）

定期点検整備 法定点検２４点（点検・判定方法　エンジンルーム点検）

定期点検整備 法定点検２４点（点検・判定方法　エンジンルーム点検）

定期点検整備 法定点検２４点（点検・判定方法　エンジンルーム点検）

定期点検整備 法定点検２４点（点検・判定方法　エンジンルーム点検）

定期点検整備 法定点検２４点（エンジンルーム点検以外）理解度確認

定期点検整備 法定点検２４点（エンジンルーム点検以外）理解度確認

定期点検整備 法定点検２４点（エンジンルーム点検以外）理解度確認

定期点検整備 法定点検２４点（エンジンルーム点検以外）理解度確認

定期点検整備 法定点検２４点（エンジンルーム点検以外）理解度確認

定期点検整備 法定点検２４点（エンジンルーム点検以外）理解度確認

定期点検整備 法定点検２４点（エンジンルーム点検以外）理解度確認

修得試験 試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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　83.3％

日整連　：　法令教本

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、トヨタ定期点検作業要領説明書

25

26

27

28

29～３１

20

21

22

23

24

15

16

17

18

19

12

1

2

13

14

7

8

9

10

11

4

5

6

3

ハイブリッド車のメンテナンス（ブレーキフルード交換、冷却水点検、冷却水エア抜き）方法を修得する
２４ヶ月定期点検の方法、検査ライン機器の取り扱い方法を修得する

ハイブリッド車のメンテナンス（ブレーキフルード交換、冷却水点検、冷却水エア抜き）ができる

２４ヶ月定期点検作業、点検後の記録簿記入ができる

検査ライン機器の取り扱い、ブレーキ性能判定計算、ヘッドライト光軸調整ができる

回 テーマ 授業内容

実習

科目名 担当教員

総合Ⅶ 122227 ２年後期 31時限
森　大輔

平田　正太
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コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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

トヨタ技術テキスト　：　第１，２ステップ、導入教育編、トヨタ定期点検作業要領説明書

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　83.3％

トヨタ技術Ⅰ 定期点検技術

78～80 トヨタ技術Ⅰ 定期点検技術　口頭質問確認試験

90～91 修得試験 試験

トヨタ技術Ⅰ タイヤチェンジャ・ジャッキ取扱・走行体験

60～61 トヨタ技術Ⅰ A/C名称、役割

65～68 トヨタ技術Ⅰ 確認試験

69～70 トヨタ技術Ⅰ オームの法則

71

81～84 トヨタ技術Ⅰ 定期点検技術　確認試験

85～89 修得試験 作業反復・確認試験

トヨタ技術Ⅰ 定期点検技術　記録簿記入確認

72～77

　スプリング、ショックアブソーバ

54～56 トヨタ技術Ⅰ 【トヨ検】パワステ構成部品役割

57 トヨタ技術Ⅰ

50～53 トヨタ技術Ⅰ

62～63 トヨタ技術Ⅰ ＧＴＳ　アクティブ

64 トヨタ技術Ⅰ トラの巻　始動全般

タイヤ交換

58～59

トヨ検（ベンチ・パネル・スタータ）

36～42 トヨタ技術Ⅰ トヨタ検定３級（口頭試問）

43～49 トヨタ技術Ⅰ シリンダ計測、ピストン脱着

【トヨ検】シリンダ計測・クリアランス算出

15～17 トヨタ技術Ⅰ 　オルタネータ基礎知識

18～28 トヨタ技術Ⅰ 【トヨ検】オルタネータ脱着

1～14 トヨタ技術Ⅰ

29～35 トヨタ技術Ⅰ

トヨタサービス技術検定３級レベルの点検整備作業を修得する

トヨタサービス技術検定３級レベルの点検整備作業を確実に身に付け、検定試験に合格する

回 テーマ 授業内容

実習

科目名 担当教員

トヨタ技術Ⅰ 122229 ２年後期 91時限
２年担当教員
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コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

修得試験　83.3％

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　：　導入教育編

授業配布プリント

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

12 一般教養

8 一般教養 テクノショップ業務の流れ

9 一般教養 テクノショップ業務の流れ

ａｉ21操作

13 修得試験 試験

10 一般教養 テクノショップ業務の流れ

11 一般教養 ａｉ21操作

7 一般教養 社会人としてのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの必要性と訓練

4 一般教養 TMCと販社の歴史「リーダーズ２」

5 一般教養 TMCと販社の歴史「リーダーズ２」

一般教養 販売業務と自動車の税金

3 一般教養 TMCと販社の歴史「リーダーズ２」

回 テーマ 授業内容

6 一般教養 社会人としてのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの必要性と訓練

1

教養

科目名 担当教員

社会人入門Ⅲ 121301 ２年前期 13時限
２年担当教員

トヨタ販売店のサービススタッフとして必要となる業務知識、教養を修得する

トヨタ販売店の業務内容、自動車に関する税金・諸費用について説明できる

テクノショップの業務の流れについて理解する

トヨタ販売店の業務システム（ai21）のサービス業務関係の操作方法を修得する

一般教養 販売業務と自動車の税金

2
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コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

修得試験　83.3％

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　：　導入教育編

授業配布プリント

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

8 一般教養 職場環境にかかわる知識（労働基準法）

9 一般教養 トヨタ保証制度

10 一般教養 トヨタ保証制度

11 修得試験 試験

7 一般教養 インターンシップ評価

4 一般教養 顧客ﾛｰﾌﾟﾚ(引渡し1ﾌｫﾛｰ）

5 一般教養 会社組織とｷｬﾘｱｽﾃｯﾌﾟ

3 一般教養 顧客ﾛｰﾌﾟﾚ(引渡し1ﾌｫﾛｰ）

回 テーマ 授業内容

6 一般教養 インターンシップ評価

1

トヨタ販売店のサービススタッフとして必要となる業務知識、教養を修得する

電話応対、ご来店受付、引渡し応対ができる

労働基準法、トヨタの保証制度について理解する

一般教養 顧客ﾛｰﾌﾟﾚ(電話応対受付）

2 一般教養 顧客ﾛｰﾌﾟﾚ(電話応対受付）

教養

科目名 担当教員

社会人入門Ⅳ 122301 ２年後期 11時限
２年担当教員
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コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】

・

・

【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】

67-88 工学・材料 工学・材料　総復習

89-126 法令 法令　総復習

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

1-22

日整連　：　２級自動車ガソリン・エンジン　２級自動車ジーゼル・エンジン　２級自動車シャシ

登録試験○×問題　トラの巻

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

45-66 シャシ

エンジン エンジン　総復習

23-44 電気装置 電気装置　総復習

国家二級自動車整備士試験で出題される各分野の問題について理解する

国家二級自動車整備士試験で出題される問題を理解し、国家試験に合格できる実力を身に付ける

シャシ　総復習

回 テーマ 授業内容

教養

科目名 担当教員

総合復習Ⅱ １00316 ２年後期 126時限
２年担当教員
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2022年度　高度自動車科１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

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

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】

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

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】

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

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
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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 

【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

 15



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

 18



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
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17
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20
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2

3

4
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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

19

25

26

20
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17
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12

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】
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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】

24

25

26

19

20

21

22

23

14

15

16

17

18

9

10

11

12

13

4

5

6

7

8

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
山口　裕行 トヨタ自動車（株） 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

【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 　整備士の仕事とやりがい

2 社会人入門Ⅰ 　トヨタ販売会社の概要

3 社会人入門Ⅰ 　高度科専用授業

4 社会人入門Ⅰ 　高度科専用授業

5 社会人入門Ⅰ  　トヨタの歴史(ﾘｰﾀﾞｰｽ)

6 社会人入門Ⅰ  　トヨタの歴史(ﾘｰﾀﾞｰｽ)

7 社会人入門Ⅰ  　トヨタの歴史(ﾘｰﾀﾞｰｽ)

8 社会人入門Ⅰ 　トヨタ自動車の歴史

9 社会人入門Ⅰ 　トヨタサービス

10 社会人入門Ⅰ 　高度科専用授業

11 社会人入門Ⅰ 　高度科専用授業

12 社会人入門Ⅰ 　高度科専用授業

13 社会人入門Ⅰ 　高度科専用授業

14 社会人入門Ⅰ 　高度科専用授業

15 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】

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

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

15時限
教養

科目名

社会人入門Ⅰ 1301 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
山口　裕行 トヨタ自動車（株） 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】

・ 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 27 社会人入門Ⅱ 　高度科専用授業

2 社会人入門Ⅱ 　高度科専用授業 28 社会人入門Ⅱ 　高度科専用授業

3 社会人入門Ⅱ 　高度科専用授業 29 社会人入門Ⅱ 　高度科専用授業

4 社会人入門Ⅱ 　自動車産業概要と関連指標 30 社会人入門Ⅱ 　高度科専用授業

5 社会人入門Ⅱ 　就職の基礎知識 31 社会人入門Ⅱ 　高度科専用授業

6 研修旅行 　研修旅行 32 社会人入門Ⅱ 　高度科専用授業

7 研修旅行 　研修旅行 33 社会人入門Ⅱ 　高度科専用授業

8 研修旅行 　研修旅行 34 社会人入門Ⅱ 　高度科専用授業

9 研修旅行 　研修旅行 35 社会人入門Ⅱ 　高度科専用授業

10 研修旅行 　研修旅行 36 社会人入門Ⅱ 　高度科専用授業

11 研修旅行 　研修旅行 37 社会人入門Ⅱ 　高度科専用授業

12 研修旅行 　研修旅行 38 社会人入門Ⅱ 　高度科専用授業

13 研修旅行 　研修旅行 39 社会人入門Ⅱ 　高度科専用授業

14 研修旅行 　研修旅行 40 社会人入門Ⅱ 　高度科専用授業

15 研修旅行 　研修旅行 41 評価 　筆記試験

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 社会人入門Ⅱ 　高度科専用授業

21 社会人入門Ⅱ 　高度科専用授業

22 社会人入門Ⅱ 　高度科専用授業

23 社会人入門Ⅱ 　高度科専用授業

24 社会人入門Ⅱ 　高度科専用授業

25 社会人入門Ⅱ 　高度科専用授業

26 社会人入門Ⅱ 　高度科専用授業

【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】

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

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

41時限
教養

科目名

社会人入門Ⅱ 2301 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
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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2022年度　高度自動車科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 エンジン応用ⅠⅡ 221137 ２年前期 9 中道　正博 松本　幸久 有 2

学科 エンジン応用ⅢⅣ 221138 ２年前期 11 中道　正博 松本　幸久 有 3

学科 エンジン応用ⅤⅥ 222136 ２年後期 3 中道　正博 松本　幸久 有 4

学科 電装応用Ⅰ・Ⅱ 221133 ２年前期 13 南　孝夫 式部　健一 上田　幸太 福本　侑大 有 5

学科 電装応用Ⅲ・Ⅳ 221134 ２年前期 18 南　孝夫 式部　健一 上田　幸太 福本　侑大 有 6

学科 電装応用Ⅴ・Ⅵ 2122134 ２年後期 5 南　孝夫 式部　健一 上田　幸太 福本　侑大 有 7

学科 シャシ応用Ⅰ・Ⅱ 221135 ２年前期 20 亀之園　良 中尾　淳 上田　昌二 森岡　拓也 有 8

学科 シャシ応用Ⅲ・Ⅳ 221136 ２年前期 20 亀之園　良 中尾　淳 上田　昌二 森岡　拓也 有 9

学科 シャシ応用Ⅴ・Ⅵ 222135 ２年後期 5 亀之園　良 中尾　淳 上田　昌二 森岡　拓也 有 10

学科 自動車法規Ⅰ 221127 ２年前期 10 藤本　哲夫 峰　翔平 有 11

学科 自動車法規Ⅱ 221128 ２年前期 10 藤本　哲夫 峰　翔平 有 12

学科 自動車検査Ⅰ 222127 ２年後期 10 藤本　哲夫 峰　翔平 有 13

学科 自動車工学Ⅰ 221127 ２年前期 21 14

学科 自動車工学Ⅱ 221132 ２年前期 20 15

学科 自動車工学Ⅲ 222127 ２年後期 26 16

学科 トヨタ技術Ⅰ 222133 ２年後期 15 17

学科 総合復習Ⅰ 220101 ２年後期 108 18

実習 エンジン応用Ⅰ 221237 ２年前期 22 中道　正博 松本　幸久 有 19

実習 エンジン応用Ⅲ 221239 ２年前期 21 中道　正博 松本　幸久 有 20

実習 エンジン応用Ⅴ 222234 ２年後期 29 中道　正博 松本　幸久 有 21

実習 電装応用Ⅰ 221229 ２年前期 24 南　孝夫 式部　健一 有 22

実習 電装応用Ⅱ 221230 ２年前期 26 上田　幸太 福本　侑大 有 23

実習 電装応用Ⅲ 221231 ２年前期 22 南　孝夫 式部　健一 有 24

実習 電装応用Ⅳ 221232 ２年前期 23 上田　幸太 福本　侑大 有 25

実習 電装応用Ⅴ 222230 ２年後期 29 南　孝夫 式部　健一 有 26

実習 電装応用Ⅵ 222231 ２年後期 29 上田　幸太 福本　侑大 有 27

実習 シャシ応用Ⅰ 221233 ２年前期 21 亀之園　良 中尾　淳 有 28

実習 シャシ応用Ⅱ 221234 ２年前期 22 上田　昌二 森岡　拓也 有 29

実習 シャシ応用Ⅲ 221235 ２年前期 20 亀之園　良 中尾　淳 有 30

実習 シャシ応用Ⅳ 221236 ２年前期 23 上田　昌二 森岡　拓也 有 31

実習 シャシ応用Ⅴ 222232 ２年後期 26 亀之園　良 中尾　淳 有 32

実習 シャシ応用Ⅵ 222233 ２年後期 29 上田　昌二 森岡　拓也 有 33

実習 総合Ⅴ 221227 ２年前期 31 森　大輔 平田　正太 有 34

実習 総合Ⅵ 221228 ２年前期 31 森　大輔 平田　正太 有 35

実習 総合Ⅶ 222227 ２年後期 31 森　大輔 平田　正太 有 36

実習 トヨタ技術Ⅰ 222229 ２年後期 91 37

教養 社会人入門Ⅲ 221301 ２年前期 13 38

教養 社会人入門Ⅳ 222301 ２年後期 11 39

教養 総合復習Ⅱ 200316 ２年後期 126 40

２年担当教員

【１時限：50分】

担当教員

２年担当教員

２年担当教員

２年担当教員

２年担当教員

２年担当教員

２年担当教員

２年担当教員

２年担当教員



コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

　構成部品、空気過剰率

　構成部品、空気過剰率

　燃焼過程

　ジーゼルノック、燃焼室種類

　燃料装置概要

　燃料圧送の仕組み（プランジャの作動）

　インジェクションノズルの種類、特徴

　ガバナ・タイマの必要性・作動

　フューエルフィードポンプの作動

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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

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　83.3％

日整連　：　２級自動車ジーゼル・エンジン　３級自動車ジーゼル・エンジン　２級ガソリン・エンジン

トヨタ技術テキスト　：　第１，２ステップ

7

8

修得試験

9

10

燃料装置

燃料装置

燃料装置

ガソリンエンジンとの燃焼方法の違い、ジーゼルノックや白煙・黒煙の発生理由が説明できる

インジェクションポンプの噴射量制御の仕組み、ガバナ・タイマの必要性・作動が説明できる

インジェクションノズルの種類とその特徴が説明できる

ジーゼルエンジンの燃焼方法について理解する
ジーゼルエンジンの燃料装置（インジェクションポンプ、インジェクションノズル）の構造、作動について理解する

授業内容回 テーマ

担当教員

中道　正博

松本　幸久

科目名

学科
エンジン応用ⅠⅡ 221137 ２年前期 9時限

ジーゼルエンジン構造・性能

ジーゼルエンジンの燃焼

1

2

ジーゼルエンジン構造・性能

ジーゼルエンジンの燃焼

燃料装置

5

6

3

4

ジーゼルエンジンの燃焼

 2



コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

　必要性と種類、グロープラグの種類

　必要性と種類、グロープラグの種類

　グロープラグ式の作動

　グロープラグ式の作動

　グロープラグの種類

　グロー、水温センサー回路説明

　高圧燃料噴射装置　コモンレール

　高圧燃料噴射装置　コモンレール

　高圧燃料噴射装置　コモンレール

　高圧燃料噴射装置　コモンレール

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

燃料装置

燃料装置

燃料装置

4

5

修得試験

予熱装置

予熱装置

予熱装置

予熱装置

回 テーマ 授業内容

1

2 予熱装置

予熱装置

担当教員

エンジン応用ⅢⅣ 221138 ２年前期 11時限
中道　正博

松本　幸久

ユニットインジェクタ式燃料噴射装置の構造・作動が説明できる

6

7

学科

科目名

3

8

9

10

11

予熱装置の必要性、グロープラグ式予熱装置の作動について理解する
電子制御式ジーゼルエンジン（コモンレール式、ユニットインジェクタ式）の制御・作動について理解する

グロープラグ式予熱装置の電気の流れが説明できる

コモンレール式燃料噴射装置の構造・作動が説明できる

予熱装置

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　83.3％

日整連　：　２級自動車ジーゼル・エンジン　３級自動車ジーゼル・エンジン　２級ガソリン・エンジン

トヨタ技術テキスト　：　第１，２ステップ

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

 3



コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

　過給機、排出ガス、ＤＰＦ、尿素ＳＣＲシステム、

トラの巻（ＤＰＦ、尿素ＳＣＲシステム）、ジーゼルの燃焼、ＬＰＧ、可変吸気装置

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

ジーゼルエンジンの様々な工夫（ＤＰＦ、尿素ＳＣＲ、可変吸気装置）について理解する
特殊エンジン（過給機、ＬＰＧ、可変バルブタイミング）の構造、作動について理解する

ジーゼルエンジンの排気ガス浄化の工夫（ＤＰＦ、尿素ＳＣＲ）が説明できる

過給機、ＬＰＧ、可変バルブタイミング機構の構造、作動が説明できる

国家２級ジーゼルのエンジン分野の問題が理解できる

1

回 テーマ 授業内容

特殊エンジン

学科

科目名 担当教員

エンジン応用ⅤⅥ 221136 ２年後期 3時限
中道　正博

松本　幸久

日整連　：　２級自動車ジーゼル・エンジン　３級自動車ジーゼル・エンジン　２級ガソリン・エンジン

修得試験

特殊エンジン2

3

トヨタ技術テキスト　：　第１，２ステップ

修得試験　83.3％

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

 4



コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

　論理回路

　発振回路

　ＬＣ回路　オームの法則

　ＬＣ回路

　外部診断機概要、GTS（概要、ヘルスチェック）

復習

復習

コンピューター制御の流れ、トヨタのエンジン電子制御、燃料噴射制御

燃料噴射量制御、構成部品と役割、電気の流れ

インジェクタ構造・作動、インジェクタ回路

基本噴射（吸入空気量）

基本噴射（吸入空気量）

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

自動車に使用されている電子回路（発振回路、論理回路）の作動を理解する
電子制御式燃料噴射装置（EFI）の燃料系統および基本噴射の考え方について理解する

論理回路、発振回路の作動が説明できる

インジェクタの構造、制御回路の電気の流れが説明できる

基本噴射時間の決定方法、それに関するセンサーの作動が説明できる

学科

科目名 担当教員

電装応用Ⅰ・Ⅱ 221133 ２年前期 13時限
南　孝夫、式部　健一

上田　幸太、福本　侑大

A-6 電装復習

A-7 電装復習

半導体

A-2 半導体

A-3 半導体

A-4 半導体

回 テーマ 授業内容

A-1

A-5 外部診断機

B-1 ＥＦＩ

ＥＦＩ

ＥＦＩ

修得試験

B-2

B-3

ＥＦＩ

ＥＦＩ

B-4

B-5

13

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

日整連　：　２級自動車ガソリン・エンジン　３級自動車ガソリン・エンジン

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

ＪＡＭＣＡテキスト　：　低圧電気取扱い知識

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　83.3％

 5



コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

　冷暖房の原理、冷凍サイクル、冷媒の種類

　冷凍サイクルの構成部品、冷媒の流れ

　内外気切り替え、温度調整

　吹き出し口切り替え、風量調整

　オームの法則

　エアコン　構成部品の役割と作動

　エアコン　構成部品の役割と作動

　オートエアコンの構成部品と役割

　オートエアコンの構成部品と役割

　補正噴射（基本噴射復習）

　補正噴射（始動時～走行時）

　補正に用いられるセンサ）

　補正に用いられるセンサ

　点火装置復習（構成部品、ＩＧコイル原理）

　点火時期復習、点火時期制御

　ノックコントロール、ＴＤＩシステム

　ＩＳＣ制御

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

B-7

ESA

ESA

学科

科目名 担当教員

電装応用Ⅲ・Ⅳ 221134 ２年前期 18時限
南　孝夫、式部　健一

上田　幸太、福本　侑大

B-5

B-6

空調装置

B-8

18

ISC

修得試験

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

日整連　：　２級自動車ガソリン・エンジン　３級自動車ガソリン・エンジン

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

ＪＡＭＣＡテキスト　：　低圧電気取扱い知識

B-2 EFI

B-3 EFI

EFI

空調装置

A-1

A-5 空調装置

A-6

A-7 空調装置

空調装置

A-4 空調装置

ESA

カーエアコンの原理、冷凍サイクルの構成部品、冷媒の流れについて理解する
電子制御式燃料噴射装置の補正噴射制御、電子進角（ESA）およびアイドル回転数制御（ISC）について理解する

カーエアコンの原理、冷凍サイクルの構成部品や冷媒の状態について説明できる

各走行状態で必要な空燃比とそのための燃料噴射時間の決定方法について説明できる

ESAによる点火時期制御の考え方、ISCの回転数制御の考え方について説明できる

回 テーマ 授業内容

空調装置

空調装置

A-2 空調装置

A-3

A-9

A-8

B-1 EFI

B-4

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　83.3％

 6



コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

　オルタネータ（虎の巻）

　オルタネータ（虎の巻）

TCCS復習・まとめ

　ダイアグノーシス機能確認、不具合時の電位（学）

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

A-1

5 修得試験

充電装置

B-1 復習

B-2 ＥＦＩの異常時制御

充電装置

A-2

学科

科目名

安全や快適性に関する自動車の電気装置（ナビゲーション、エアバッグ、ＴＳＳ）の機能について理解する
電子制御式燃料噴射装置の異常時の制御（ダイアグノーシス制御やフェイルセーフ制御）について理解する

ナビゲーションやエアバッグ、ＴＳＳの機能、作動について説明できる

電子制御式噴射量装置のダイアグノーシスの原理、異常検出方法について説明できる

センサーやアクチュエータ回路不具合時の電位の変化について説明できる

回 テーマ 授業内容

担当教員

電装応用Ⅴ・Ⅵ 222134 ２年後期 5時限
南　孝夫、式部　健一

上田　幸太、福本　侑大

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

日整連　：　２級自動車ガソリン・エンジン　３級自動車ガソリン・エンジン

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

ＪＡＭＣＡテキスト　：　低圧電気取扱い知識

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　83.3％
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

　Ａ/Ｔ概要、トルクコンバーター

　Ａ/Ｔ概要、トルクコンバーター

　トルクコンバーター

　トルクコンバーター

　プラネタリーギヤユニット

　プラネタリーギヤユニット

　プラネタリーギヤ

　プラネタリーギヤ

　プラネタリーギヤユニット

　平常試験

　ブレーキ復習（一体型ブースタ）・概要

　分離型ブースタ

　ホイール取付方法、支持方式

　圧縮空気を作る部品

　エア・油圧式ブレーキ

　エキゾーストブレーキ・エディカレントリターダ

　フルエア式ブレーキ

　平常試験

　エア・油圧式ブレーキ

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

オートマチックトランスミッション（トルクコンバータ、プラネタリギヤユニット）の構造、作動について理解する
大型車両のブレーキ装置（エア・油圧式、フルエア、エキゾーストブレーキなど）の構造、作動について理解する

トルクコンバータの動力伝達の原理、トルクアップや伝達ロス低減の工夫について説明できる

プラネタリギヤユニットの構造、共線図の見方について説明できる

大型車両に用いられているブレーキ装置の構造、作動について説明できる

学科

科目名 担当教員

シャシ応用Ⅰ・Ⅱ 221135 ２年前期 20時限
亀之園　良、中尾　淳

上田　昌二、森岡　拓也

A-6 ＡＴ

A-7 ＡＴ

ＡＴ

A-2 ＡＴ

A-3 ＡＴ

A-4 ＡＴ

回 テーマ 授業内容

A-1

A-5 ＡＴ

ＡＴ

B-4 大型シャシ

A-8 ＡＴ

A-9 ＡＴ

A-10

B-2 大型シャシ

大型シャシ

20 修得試験

B-8 大型シャシ

B-9 大型シャシ

B-1

B-3

B-5 大型シャシ

大型シャシ

B-6 大型シャシ

B-7 大型シャシ

修得試験　83.3％

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

日整連　：　２級自動車シャシ　３級自動車シャシ

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

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
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

　変速機構

　変速機構

　変速機構

　電子制御式ＡＴ（油圧式との違い）

　電子制御式ＡＴ（油圧式との違い）

　　ＡＴ理解度確認

　ＡＴ機能点検復習

　日産ＡＴ 構造・作動

　日産ＡＴ 構造・作動

　ＣＶＴ　構造・作動

　ＣＶＴ　構造・作動

　ボデー振動及び揺動

　サスペンションの性能

　エアサスペンション

　前輪二軸車・ＬＳＤ

　ステアリング装置（Ｒ＆Ｂ）

　車軸の構造

　　平常試験

　　平常試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

オートマチックトランスミッションの変速制御（油圧制御装置、CVT）の考え方について理解する
大型車両に用いられているサスペンション、ステアリング、ディファレンシャルの構造、作動を理解する

オートマチックトランスミッションの変速制御（油圧制御式、電子制御式）について説明できる

CVTの変速制御の考え方、構造・作動について説明できる

大型車両に用いられているサスペンション、ステアリング、ディファレンシャルの構造、作動について説明できる

学科

科目名 担当教員

シャシ応用Ⅲ・Ⅳ 221136 ２年前期 20時限
亀之園　良、中尾　淳

上田　昌二、森岡　拓也

回 テーマ 授業内容

A-1

A-5 ＡＴ

A-8 ＡＴ

A-9 ＡＴ

A-6 ＡＴ

A-7 ＡＴ

ＡＴ

A-2 ＡＴ

A-3 ＡＴ

A-4 ＡＴ

A-10 ＡＴ

Ｂ-6 大型シャシ

Ｂ-7 大型シャシ

A-11 ＡＴ

Ｂ-1 大型シャシ

Ｂ-2 大型シャシ

Ｂ-3 大型シャシ

Ｂ-4 大型シャシ

Ｂ-5 大型シャシ

Ｂ-8 大型シャシ

20 修得試験

日整連　：　２級自動車シャシ　３級自動車シャシ

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

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　83.3％
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

　ＡＴ分野

　ＡＴ分野

　ABS概要・構造・作動

　トラクションコントロール

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

学科

科目名 担当教員

シャシ応用Ⅴ・Ⅵ 222135 ２年後期 5時限
亀之園　良、中尾　淳

上田　昌二、森岡　拓也

パワーステアリング装置（油圧式、電動式）の構成、構造・作動について理解する
ホイールアライメント各要素の必要性、点検・調整方法について理解する

パワーステアリング装置（油圧式、電動式）の構成、構造・作動について説明できる

ホイールアライメント各要素の必要性、不具合時の影響が説明できる

ＡＢＳ、トラクションコントロール、４ＷＳ機構の必要性、機能が説明できる

虎の巻

5 修得試験

授業内容

A-1

A-2 虎の巻

Ｂ-１ ABS

Ｂ-２ ＴＲＣ

回 テーマ

修得試験　83.3％

日整連　：　２級自動車シャシ　３級自動車シャシ

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

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 実務経験

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

【授業計画】

車両法 　法令概要、自動車の種類

車両法 　　保安基準

保安基準 　自動車の構造、装置（原動機及びシャシ関係）

保安基準 　自動車の構造、装置（原動機及びシャシ関係）

保安基準 　自動車の構造、装置（原動機及びシャシ関係）

保安基準 　自動車の装置（車体関係）

保安基準 　自動車の装置（車体関係）

保安基準 　自動車の装置（車体関係）

保安基準 　自動車の装置（車体関係）

修得試験 試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

学科

科目名 担当教員

自動車法規Ⅰ 221127 ２年前期 10時限
藤本　哲夫

峰　翔平

修得試験　83.3％

10

道路運送車両法の登録制度、点検整備制度、検査制度について理解する

道路運送車両法上の自動車の種類について説明できる

道路運送車両法の登録制度、点検整備制度、検査制度について説明できる

7

9

3

4

5

6

1

2

回 テーマ 授業内容

8

日整連　：　法令教本

トヨタ技術テキスト　：　導入教育編

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 実務経験

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

【授業計画】

保安基準 　認証制度

保安基準 　指定制度

保安基準 　指定制度

保安基準 　その他、確認試験

保安基準 　自動車の構造、装置（原動機及びシャシ関係）

車両法 　自動車の構造、装置（原動機及びシャシ関係）

車両法 　自動車の構造、装置（原動機及びシャシ関係）

車両法 　復習

車両法 　復習

修得試験 試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

学科

科目名 担当教員

自動車法規Ⅱ 221128 ２年前期 10時限
藤本　哲夫

峰　翔平

道路運送車両法の認証制度、指定制度について理解する
道路運送車両の保安基準（原動機およびシャシ関係）について理解する

道路運送車両法の認証制度、指定制度について説明できる

道路運送車両の保安基準（原動機およびシャシ関係）に関する各基準値を説明できる

回 テーマ 授業内容

1

2

7

8

9

10

4

5

6

3

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　83.3％

日整連　：　法令教本

トヨタ技術テキスト　：　導入教育編
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

【授業計画】

車両法 　登録制度

車両法 　点検整備制度

車両法 　点検整備制度

車両法 　検査制度

車両法 　検査制度

車両法 　点検整備制度・検査制度確認

車両法 　その他、確認試験

車両法 　認証制度

車両法 　認証制度

修得試験 試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

学科

科目名 担当教員

自動車検査Ⅰ 222127 ２年後期 10時限
藤本　哲夫

峰　翔平

道路運送車両の保安基準（車体、公害防止、灯火、運転操作関係）について理解する

道路運送車両の保安基準（車体、公害防止、灯火、運転操作関係）に関する各基準値を説明できる

回 テーマ 授業内容

1

2

7

8

9

10

4

5

6

3

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　83.3％

日整連　：　法令教本

トヨタ技術テキスト　：　導入教育編
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

【授業計画】

自動車工学 　１年次シャシ復習

自動車工学 　排気量・圧縮比・ピストンスピード

自動車工学 　オームの法則

自動車工学 　１年次シャシ復習

自動車工学 　軸重（乗用車重心、トラック荷物）

自動車工学 　軸重（乗用車重心、トラック荷物）

自動車工学 　１年次工学総復習

自動車工学 　１年次工学総復習

自動車工学 　１年次工学総復習

自動車工学 　１年次電装復習（開放節）

自動車工学 　プラネタリギヤ

自動車工学 　仕事率、登坂問題

自動車工学 　軸重（乗用車重心、トラック荷物）①

自動車工学 　軸重（乗用車重心、レッカー）②

自動車工学 確認試験

自動車工学 確認試験

自動車工学 確認試験

自動車工学 復習

自動車工学 復習

自動車工学 復習

修得試験 試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

学科

科目名 担当教員

自動車工学Ⅰ 221131 ２年前期 21時限
藤本　哲夫

峰　翔平

回 テーマ 授業内容

3

4

5

6

自動車の原理原則に関する基礎的な工学の考え方を理解する
自動車に関係する各種計算問題の解き方を理解する

エンジン、電装、シャシに関する基礎的な工学の考え方を説明できる

排気量、圧縮比、ピストンスピード、軸重の計算問題が解ける

7

8

9

10

11

12

1

2

13

14

15

16

17

18

19

20

21

修得試験　83.3％

授業配布プリント

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

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 実務経験

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

【授業計画】

自動車工学 １年次エンジン復習（実力後）10/9

自動車工学 １年次エンジン復習（実力後）10/10

自動車工学 総復習2019/11/15

自動車工学 総復習2019/11/15

自動車工学 総復習2019/11/15

自動車工学 総復習2019/11/15

自動車工学 　復習

自動車工学 総復習2019/11/15

自動車工学 　エンジン回転と車速

自動車工学 　軸重（乗用車重心、トラック荷物

自動車工学 　オームの法則

自動車工学 　オームの法則

自動車工学 確認試験

自動車工学 確認試験

自動車工学 確認試験

自動車工学 復習

自動車工学 復習

自動車工学 復習

自動車工学 復習

修得試験 試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

学科

科目名 担当教員

自動車工学Ⅱ 221132 ２年前期 20時限
藤本　哲夫

峰　翔平

回 テーマ 授業内容

3

4

5

6

自動車の原理原則に関する基礎的な工学の考え方を理解する
自動車に関係する各種計算問題の解き方を理解する

エンジン、電装、シャシに関する基礎的な工学の考え方を説明できる

エンジン回転数、プラネタリギヤ、出力（仕事率）、軸重の計算問題が解ける

7

8

9

10

11

12

1

2

13

14

15

16

17

18

19

20

修得試験　83.3％

授業配布プリント

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

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

 15



コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

【授業計画】

自動車工学 　トラの巻材料（鉄鋼の種類）

自動車工学 　トラの巻材料（圧延鋼板の種類、積層鋼板）

自動車工学 　トラの巻材料（熱処理）

自動車工学 　性能曲線（E/G、走行、ﾄﾙｺﾝ）復習（学祭前）

自動車工学 　性能曲線（E/G、走行、ﾄﾙｺﾝ）復習（学祭前）

自動車工学 　トラの巻材料（鉄以外の金属）

自動車工学 　トラの巻材料（非金属、複合材）

自動車工学 　１年次エンジン復習（実力後）

自動車工学 　１年次電装復習（開放節）

自動車工学 　１年次エンジン復習（学祭前）

自動車工学 　１年次エンジン復習（学祭前）

自動車工学 　１年次エンジン復習（学祭前）

自動車工学 　１年次エンジン復習（学祭前）

自動車工学 　バルブタイミング・圧力・軸重復習（開放節）

自動車工学 　バルブタイミング・圧力・軸重復習（開放節）

自動車工学 　バルブタイミング・圧力・軸重復習（開放節）

自動車工学 　１年次エンジン復習（実力後）

自動車工学 　１年次エンジン復習（実力後）

自動車工学 確認試験

自動車工学 確認試験

自動車工学 確認試験

自動車工学 復習

自動車工学 復習

自動車工学 復習

自動車工学 復習

修得試験 試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

学科

科目名 担当教員

自動車工学Ⅲ 222127 ２年後期 26時限
藤本　哲夫

峰　翔平

回 テーマ 授業内容

3

4

5

6

自動車の原理原則に関する基礎的な工学の考え方を理解する
自動車に関係する各種計算問題の解き方を理解する

エンジン、電装、シャシに関する基礎的な工学の考え方を説明できる

エンジン回転数、バルブタイミング、圧力、軸重、性能曲線の計算問題が解ける

7

8

9

10

11

12

1

2

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

修得試験　83.3％

授業配布プリント

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

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

 16



コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

トヨタサービス技術検定３級レベルの自動車技術について理解する

トヨタサービス技術検定３級レベルの自動車技術についての知識を確実に身に付け、検定試験に合格する

回 テーマ 授業内容

学科

科目名 担当教員

トヨタ技術Ⅰ 222133 ２年後期 15時限
２年担当教員

工学・法令

5 トヨタ技術Ⅰ 工学・法令

6 トヨタ技術Ⅰ 工学・法令

工学・法令

2 トヨタ技術Ⅰ 工学・法令

3 トヨタ技術Ⅰ 工学・法令

1 トヨタ技術Ⅰ

4 トヨタ技術Ⅰ

工学・法令

8 トヨタ技術Ⅰ 工学・法令

9 トヨタ技術Ⅰ

7 トヨタ技術Ⅰ

12 トヨタ技術Ⅰ 工学・法令

13 トヨタ技術Ⅰ 工学・法令

工学・法令

10 トヨタ技術Ⅰ 工学・法令

11 トヨタ技術Ⅰ 工学・法令

14 トヨタ技術Ⅰ 工学・法令

15 修得試験 試験

修得試験　83.3％

トヨタ技術テキスト　：　第１，２ステップ、導入教育編、トヨタ定期点検作業要領説明書

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

 17



コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

国家二級自動車整備士試験で出題される各分野の問題について理解する

国家二級自動車整備士試験で出題される問題を理解し、国家試験に合格できる実力を身に付ける

回 テーマ 授業内容

学科

科目名 担当教員

総合復習Ⅰ 220101 ２年後期 108時限
２年担当教員

エンジン エンジン　総復習

21-40 電気装置 電気装置　総復習

1-20

105-108 修得試験 卒業認定試験

修得試験　83.3％

日整連　：　２級自動車ガソリン・エンジン　２級自動車ジーゼル・エンジン　２級自動車シャシ

登録試験○×問題　トラの巻

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

41-60 シャシ シャシ　総復習

61-80 工学・材料 工学・材料　総復習

81-104 法令 法令　総復習

 18



コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

ジーゼルエンジン４行程、３要素、NOxの影響、ｴﾝｼﾞﾝオイルの分類
ジーゼルエンジン構成部品確認

燃焼実験、圧縮熱測定

始動方法（グロー）、空燃比実験

始動方法（グロー）、空燃比実験

燃焼過程燃焼実験、ジーゼルノック確認

コンプレッションゲージ作業

コンプレッションゲージ作業

作業反復・確認試験

作業反復・確認試験

　噴射量の制御（有効ストローク、右巻き左巻き）

デリバリバルブ、点検（プランジャ、デリバリバルブ）

列型ポンプ分解

噴射時期点検作業

インジェクションノズルの構造研究

インジェクションノズルの構造研究

インジェクションノズルの構造研究

インジェクションノズル点検作業

噴射時期点検作業

試験

試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

修得試験

実習

科目名 担当教員

エンジン応用Ⅰ 221237 ２年前期 22時限
中道　正博

松本　幸久

授業内容

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジンの燃料装置構成部品の役割・作動について理解する
ジーゼルエンジンの基本点検や測定・調整作業を修得する

ジーゼルエンジンのコンプレッション測定ができる

インジェクションノズルの点検、噴射圧力の調整ができる

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

列型インジェクションポンプの構造・作動を理解する

6

7

4

5

2

3

回 テーマ

ジーゼルエンジン

1

8

9

12

13

10

11

トヨタ技術テキスト　：　第１，２ステップ

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

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

14

15

16

修得試験　83.3％

日整連　：　２級自動車ジーゼル・エンジン　３級自動車ジーゼル・エンジン　２級ガソリン・エンジン

17

18

21

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

修得試験

修得試験

22

19

20

 19



コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

予熱装置、構成部品の構造研究（ﾍﾞﾝﾁｴﾝｼﾞﾝで部品脱着）

グローパネルにて、作動説明

グローパネルにて、作動説明

グローパネルにて、作動説明

グローパネルにて、「グロー系統点検」作業

グローパネルにて、「グロー系統点検」作業

グローシステム点検修得

グローシステム点検修得

グローシステム点検修得

　グロー、水温センサー回路説明

グロートラブルシュート（パネル）

グロートラブルシュート（パネル）

グロートラブルシュート（パネル）

グロートラブルシュート（パネル）

コモンレール　実車確認

ジーゼルスモークテスタ、オパシメータ取扱い

噴射時期点検作業

トラブルシュート（ＧＴＳ）

試験

試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

実習

科目名 担当教員

エンジン応用Ⅲ 221293 ２年前期 21時限
中道　正博

松本　幸久

ジーゼルエンジンの予熱装置回路（グローシステム）について理解する
ジーゼルエンジンの噴射時期の測定・調整方法を修得する

グローシステムのシステム点検およびトラブルシュートができる

噴射時期点検および調整作業ができる

ジーゼルスモークメータおよびオパシメータの取扱いができる

1

2

3

回 テーマ 授業内容

6

14

15

16

7

4

5

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

トヨタ技術テキスト　：　第１，２ステップ

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

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

20

17

18

21

8

9

12

13

10

11

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

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

修得試験　83.3％

ジーゼルエンジン

修得試験

修得試験

修得試験

19

日整連　：　２級自動車ジーゼル・エンジン　３級自動車ジーゼル・エンジン　２級ガソリン・エンジン

 20



コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

【授業計画】

過給機

トラブルシュート

トラブルシュート

シャシDY（過給圧と出力の関係検証）

シャシDY（過給圧と出力の関係検証）

過給機

過給機

トラブルシュート

トラブルシュート

トラブルシュート

グロー電位

グロー電位

過給機

過給機

トラブルシュート

過給機　トラの巻

過給機　トラの巻

排出ガス浄化装置

排出ガス浄化装置

排出ガス浄化装置

トラブルシュート（ＧＴＳ）

　ＬＰＧ、可変吸気装置

トラブルシュート

トラブルシュート

トラブルシュート

トラブルシュート

試験

試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

ジーゼルエンジンの排気ガス浄化装置の必要性、機能が説明できる

実習

科目名 担当教員

エンジン応用Ⅴ 222234 ２年後期 29時限
中道　正博

松本　幸久

過給機およびジーゼルエンジンの排気ガス浄化装置の構造、作動を理解する
ジーゼルエンジンのトラブルシュートの進め方を理解する

ジーゼルエンジン不調時のトラブルシュートができる

1

2

3

回 テーマ 授業内容

6

7

4

5

特殊エンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

エンジン

エンジン

特殊エンジン

特殊エンジン

12

13

10

11

14

15

16

19

日整連　：　２級自動車ジーゼル・エンジン　３級自動車ジーゼル・エンジン　２級ガソリン・エンジン

トヨタ技術テキスト　：　第１，２ステップ

21

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

確認試験

特殊エンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

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

22

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

29

修得試験

修得試験

修得試験

20

17

18

8

9

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

特殊エンジン

特殊エンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

特殊エンジン

23

26

27

24

25

28

修得試験　83.3％

 21



コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

配線図集の見方

配線図集の見方

論理回路パネル

論理回路パネル

灯火系トラブルシュート（プリウス）

灯火系トラブルシュート（プリウス）

灯火系トラブルシュート（プリウス）

灯火系トラブルシュート（カローラアクシオ）

灯火系トラブルシュート（カローラアクシオ）

灯火系トラブルシュート（カローラアクシオ）

外部診断機

灯火系トラブルシュート（プリウス）

灯火系トラブルシュート（プリウス）

灯火系トラブルシュート（プリウス）

灯火系トラブルシュート（カローラアクシオ）

HV動力分割機構

HV動力分割機構

HV動力分割機構

灯火系トラブルシュート（カローラアクシオ）

灯火系トラブルシュート（カローラアクシオ）

HV走行体験　（プリウスエンジンのみの走行）

試験

試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

配線図集の活用方法、外部診断機の取り扱いについて理解する
ハイブリッド車の動力分割機構の共線図について理解する

配線図集を活用した灯火系のトラブルシュートができる

外部診断機の取り扱い方法を修得する

ＨＶ動力分割機構の共線図の見方が説明できる

実習

科目名 担当教員

電装応用Ⅰ 221229 ２年前期 24時限
南　孝夫

式部　健一

回 テーマ 授業内容

1

5 配線図

6 配線図

7 配線図

配線図

2 配線図

3 配線図

4 配線図

11 外部診断機

12 外部診断機

13 外部診断機

8 配線図

9 配線図

10 配線図

14 外部診断機

15 外部診断機

16 ＨＶ

17 ＨＶ

18 ＨＶ

19 配線図

20 配線図

21 ＨＶ

修得試験

修得試験

22

24

修得試験

23

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

日整連　：　２級自動車ガソリン・エンジン　３級自動車ガソリン・エンジン

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

ＪＡＭＣＡテキスト　：　低圧電気取扱い知識

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　83.3％
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

燃料系統構成部品の確認

サーキットオープニングリレーの作動音確認、F／P駆動回路の確認

プレッシャーレギュレーターの役目、アクティブテスト、

燃料流出防止作業、燃圧計取り付け、燃料漏れ漏れ確認

プレッシャレギュレーターにかかるインマニ負圧と燃圧の関係

エンジン状態と燃圧の関係、課題

エンジン状態と燃圧の関係、課題

燃圧計取り外し、燃料漏れ確認

Ｆ／Ｐ制御回路の故障探究

Ｆ／Ｐ制御回路の故障探究

Ｆ／Ｐ制御回路の故障探究

Ｆ／Ｐ制御回路の故障探究

　インジェクタ回路の作動・電位、噴射波形

インジェクタ端子電圧の測定

インジェクタ波形観測

インジェクタ波形観測と現象確認

インジェクタ波形観測

基本噴射（ﾊﾞｷｭｰﾑｾﾝｻ回路の電位）

基本噴射（ﾊﾞｷｭｰﾑｾﾝｻ特性）

基本噴射（ﾊﾞｷｭｰﾑｾﾝｻ特性）

クランク角ｾﾝｻｰの構造研究

クランク角ｾﾝｻｰ単体点検

クランク角ｾﾝｻｰ信号波形・ｴﾝｼﾞﾝ回転計算

試験

試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

電子制御式燃料噴射装置の燃料系統、インジェクタの制御回路について理解する
電子制御式燃料噴射装置の基本噴射の考え方について理解する

安全作業を徹底した燃料配管の脱着作業ができる（燃料流出防止作業および燃料漏れ点検）

フューエルポンプ制御回路のトラブルシュート、外部診断機（オシロスコープ）でインジェクタ噴射波形の観測ができる

バキュームセンサーおよびクランク角センサーの特性、回路について説明できる

実習

科目名 担当教員

電装応用Ⅱ 221230 ２年前期 26時限
上田　幸太

福本　侑大

回 テーマ 授業内容

1

5 ＥＦＩ

6 ＥＦＩ

7 ＥＦＩ

ＥＦＩ

2 ＥＦＩ

3 ＥＦＩ

4 ＥＦＩ

11 ＥＦＩ

12 ＥＦＩ

13 ＥＦＩ

8 ＥＦＩ

9 ＥＦＩ

10 ＥＦＩ

14 ＥＦＩ

15 ＥＦＩ

16 ＥＦＩ

17 ＥＦＩ

18 ＥＦＩ

19 ＥＦＩ

ＥＦＩ

23 ＥＦＩ

20 ＥＦＩ

21 ＥＦＩ

22

24 修得試験

25 修得試験

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　83.3％

26 修得試験

日整連　：　２級自動車ガソリン・エンジン　３級自動車ガソリン・エンジン

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

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
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・ カーエアコン構成部品の取付位置、冷凍サイクル各部での冷媒の状態が説明できる

・

・

【授業計画】

構造研究、車両にて主要部品の配置と冷凍サイクルの確認

構造研究、車両にて主要部品の配置と冷凍サイクルの確認

構造研究、車両にて主要部品の配置と冷凍サイクルの確認

吹き出し口とコントロールパネル

吹き出し口とコントロールパネル

トラブルシュート（灯火パネル）

トラブルシュート（灯火パネル）

トラブルシュート（灯火パネル）

トラブルシュート（灯火パネル）

トラブルシュート（灯火パネル）

　オームの法則

冷媒圧力点検

冷媒圧力点検

冷媒回収、真空引き、冷媒充填

内気、外気、日射センサ

トラブルシュート（Ａ／Ｃブロアファン）

トラブルシュート（Ａ／Ｃブロアファン）

トラブルシュート（Ａ／Ｃブロアファン）

トラブルシュート（Ａ／Ｃブロアファン）

試験

試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

カーエアコンの構成部品の役割、作動を理解する
カーエアコンに関する各種点検方法、冷媒の回収・充填方法を修得する

カーエアコンの各種点検（冷媒量、性能テスト、冷媒圧力、冷媒漏れ）、冷媒の回収・充てん作業ができる

オートエアコンの制御方法、必要なセンサーの特性について説明できる

回 テーマ 授業内容

実習

科目名 担当教員

電装応用Ⅲ 221231 ２年前期 22時限
南　孝夫

式部　健一

4 空調装置

5 空調装置

6 灯火装置

1 空調装置

2 空調装置

3 空調装置

7 灯火装置

8 灯火装置

12 空調装置

13 空調装置

14 空調装置

9 灯火装置

10 灯火装置

11 空調装置

18 空調装置

15

19 空調装置

空調装置

16 空調装置

17 空調装置

20 修得試験

21 修得試験

22 修得試験

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　83.3％

日整連　：　２級自動車ガソリン・エンジン　３級自動車ガソリン・エンジン

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

ＪＡＭＣＡテキスト　：　低圧電気取扱い知識

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
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

水温ｾﾝｻｰの特性と制御、冷間時制御

水温ｾﾝｻｰの特性と制御、冷間時制御

ｽﾛｯﾄﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝｾﾝｻｰの特性と制御

ｽﾛｯﾄﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝｾﾝｻｰの特性と制御

ｽﾛｯﾄﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝｾﾝｻｰの特性と制御

フューエルカット制御、ハンチング現象

Ｏ２ｾﾝｻｰの構造と特性、空燃比ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ制御

Ｏ２ｾﾝｻｰの構造と特性、空燃比ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ制御

吸気温センサ特性

復習・フォロー

　異常時の制御（ダイアグ表示、データモニタ、ＦＦＤ）

各信号系統異常時のダイアグコード、電圧

ﾌﾘｰｽﾞﾌﾚｰﾑﾃﾞｰﾀと車両状況判断

ﾌﾘｰｽﾞﾌﾚｰﾑﾃﾞｰﾀと車両状況判断

燃料噴射量制御まとめ

燃料噴射量制御まとめ

点火装置構成部品確認、火花点検、

初期セット点火時期の確認、エンジン状態と点火時期の確認

基本点火進角、補正進角

外部診断機での波形読み取り

試験

試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

電子制御式燃料噴射装置の補正噴射制御の考え方、使用している各種センサーの特性について理解する
電子進角（ESA）およびアイドル回転数制御（ISC）について理解する

電子制御式燃料噴射装置の補正噴射制御の考え方、使用している各種センサーの特性について説明できる

電子進角（ESA）、アイドル回転数制御（ISC）の制御方法について説明できる

ESAに関する点検（初期ｾｯﾄ点火時期、点火信号の確認）、ISCに関する点検（ISCV単体、作動点検）ができる

実習

科目名 担当教員

電装応用Ⅳ 221232 ２年前期 23時限
上田　幸太

福本　侑大

回 テーマ 授業内容

1

5 ＥＦＩ

6 ＥＦＩ

7 ＥＦＩ

ＥＦＩ

2 ＥＦＩ

3 ＥＦＩ

4 ＥＦＩ

11 異常時制御

12 異常時制御

13 異常時制御

8 ＥＦＩ

9 ＥＦＩ

10 ＥＦＩ

14 異常時制御

15 ＥＦＩ

16 ＥＦＩ

17 ＥＳＡ

18 ＥＳＡ

19 ＥＳＡ

修得試験

23 修得試験

20 ＥＳＡ

21 修得試験

22

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　83.3％

日整連　：　２級自動車ガソリン・エンジン　３級自動車ガソリン・エンジン

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

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
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・ SRSエアバッグの整備上の注意点がわかり、安全に脱着作業が行える

・

・

【授業計画】

ＴＳＳの概要

ＴＳＳの作動

ＴＳＳの作動・エーミング

エアバッグの作動

運転席エアバッグ脱着

運転席エアバッグ脱着

運転席エアバッグ脱着

空調装置 オートエアコン　トラの巻
エアバック・シートベルト作動（トラの巻）

エアバック・シートベルト作動（トラの巻）

エアバック・シートベルト作動（トラの巻）

エアバック・シートベルト作動（トラの巻）

確認試験 　理解度チェック
確認試験 　理解度チェック

　スタータ（虎の巻）
　スタータ（虎の巻）
吸引・保持・戻り試験

吸引・保持・戻り試験

無負荷試験

無負荷試験

ＣＡＮ通信システムの構造・機能

ＣＡＮ通信システムの構造・機能

ＣＡＮ通信システムの構造・機能

ＣＡＮ通信システムの構造・機能

スタータの各点検（トラ+実習）
スタータの各点検（トラ+実習）
試験

試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

安全や快適性に関する自動車の電気装置（エアバッグ、ＴＳＳ）の構造、整備方法について理解する
ＣＡＮ通信システムの機能について理解する

TSSのエーミング作業が正しく行える、ＣＡＮ通信システムの考え方が説明できる

スタータの各点検（吸引・保持・戻り、無負荷）、オルタネータの各点検（調整電圧、出力電流）が正しく行える

回 テーマ 授業内容

エアバッグ

1

エアバッグ

2

エアバッグ

3

エアバッグ

7

実習

科目名 担当教員

電装応用Ⅴ 222230 ２年後期 29時限
南　孝夫

式部　健一

12

始動装置

エアバッグ

13

14

9

始動装置

10

始動装置

11

始動装置

エアバッグ

エアバッグ

ＣＡＮ

始動装置

23

20

新技術

21

新技術

エアバッグ

8

4

5

6

スタータ点検

22

18

ＣＡＮ

15

19

新技術

ＣＡＮ

16

ＣＡＮ

17

28 修得試験

29 修得試験

始動装置

26

27 修得試験

24

スタータ点検25

修得試験　83.3％

日整連　：　２級自動車ガソリン・エンジン　３級自動車ガソリン・エンジン

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

ＪＡＭＣＡテキスト　：　低圧電気取扱い知識

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 実務経験

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

【授業計画】

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

　ダイアグノーシス機能確認、不具合時の電位（学）

反復練習

反復練習

反復練習

反復練習

試験

試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

電子制御式噴射量装置の故障探求方法について理解する

エンジン始動不能時の故障探求が正しい手順で行える

エンジン不調時の故障探求が正しい手順で行える

実習

科目名 担当教員

電装応用Ⅵ 222231 ２年後期 29時限
上田　幸太

福本　侑大

回 テーマ 授業内容

1

5 ＥＦＩの異常時制御

6 ＥＦＩの異常時制御

7 ＥＦＩの異常時制御

ＥＦＩの異常時制御

2 ＥＦＩの異常時制御

3 ＥＦＩの異常時制御

4 ＥＦＩの異常時制御

11 ＥＦＩの異常時制御

12 ＥＦＩの異常時制御

13 ＥＦＩの異常時制御

8 ＥＦＩの異常時制御

9 ＥＦＩの異常時制御

10 ＥＦＩの異常時制御

14 ＥＦＩの異常時制御

15 ＥＦＩの異常時制御

16 ＥＦＩの異常時制御

17 ＥＦＩの異常時制御

18 ＥＦＩの異常時制御

19 ＥＦＩの異常時制御

ＥＦＩの異常時制御

23 ＥＦＩの異常時制御

20 ＥＦＩの異常時制御

21 ＥＦＩの異常時制御

22

24 ＥＦＩの異常時制御

25 ＥＦＩの異常時制御

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

26 ＥＦＩの異常時制御

27 修得試験

28 修得試験

29 修得試験

修得試験　83.3％

日整連　：　２級自動車ガソリン・エンジン　３級自動車ガソリン・エンジン

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

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
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

ATF種類・特徴・交換時の注意点

トルクコンバーター・オイルポンプ構造研究

トルクコンバーター・オイルポンプ構造研究

ECTの構成部品・基本点検

ECTの構成部品・基本点検

NSW構造研究

NSW点検

復習・フォロー

プラネタリーギヤユニット

Ａ/Ｔ構造研究

プラネタリーギヤユニット研究

プラネタリーギヤユニット研究

プラネタリーギヤユニット研究

シフトロック機構・急発進防止装置研究

平常試験

理解度確認

理解度確認

理解度確認

試験

試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

オートマチックトランスミッションのトルクコンバータの構造、作動を理解する
オートマチックトランスミッションのプラネタリギヤユニットの構造、作動を理解する

トルクコンバータおよびオイルポンプの構造、作動が説明できる

オートマチックトランスミッション構成部品に関する各点検（ワンウェイクラッチ、NSW、オイルポンプ）ができる

プラネタリギヤユニットの構造、作動が説明できる

実習

科目名 担当教員

シャシ応用Ⅰ 221233 ２年前期 21時限
亀之園　良

中尾　淳

回 テーマ 授業内容

1

5 ＡＴ

6 ＡＴ

7 ＡＴ

ＡＴ

2 ＡＴ

3 ＡＴ

4 ＡＴ

11 ＡＴ

12 ＡＴ

13 ＡＴ

8 ＡＴ

9 ＡＴ

10 ＡＴ

14 ＡＴ

15 ＡＴ

16 ＡＴ

17 ＡＴ

18 ＡＴ

19 修得試験

20 修得試験

21 修得試験

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　83.3％

日整連　：　２級自動車シャシ　３級自動車シャシ

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

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
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

安全作業・走行体験

キャビンの開閉、ジャッキアップ

タイヤチェンジャ・ジャッキ取扱

タイヤチェンジャ・ジャッキ取扱

作業チェック(ブレーキ分解･組み付け）

ブレーキ分組作業

アクスルシャフト、タイヤ取付、ジャッキダウン

アクスルシャフト、タイヤ取付、ジャッキダウン

　フレーム及びボデー

エアブレーキ、複合ブレーキ、スプリングブレーキ構造研究

エアブレーキ、複合ブレーキ、スプリングブレーキ構造研究

エアブレーキ、複合ブレーキ、スプリングブレーキ構造研究

リヤプレロード手順説明、全浮動式・センターブレーキ説明

タイヤ、アクスルシャフト、ドラム取り外し

タイヤ、アクスルシャフト、ドラム取り外し

タイヤ、アクスルシャフト、ドラム取り外し

タイヤ、アクスルシャフト、ドラム取り外し

タイヤ、アクスルシャフト、ドラム取り外し

タイヤ、アクスルシャフト、ドラム取り外し

試験

試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

大型シャシのホイール及びタイヤ、アクスル、ブレーキ装置の構造、整備方法を理解する
ロープを使った捕縛作業を修得する

大型車のフロントブレーキの分解・組付け作業ができる

大型車に用いられているブレーキ機構（エアブレーキ、複合ブレーキ）の構造、作動が説明できる

ロープを使った捕縛作業ができる

実習

科目名 担当教員

シャシ応用Ⅱ 221234 ２年前期 22時限
上田　昌二

森岡　拓也

回 テーマ 授業内容

1

5 大型シャシ

6 大型シャシ

7 大型シャシ

安全作業・走行体験

2 安全作業・走行体験

3 安全作業・走行体験

4 安全作業・走行体験

11 大型シャシ

12 大型シャシ

13 大型シャシ

8 大型シャシ

9 大型シャシ

10 大型シャシ

14 安全作業

15 安全作業

16 安全作業

17 安全作業

18 安全作業

19 安全作業

修得試験

20 修得試験

21 修得試験

22

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　83.3％

日整連　：　２級自動車シャシ　３級自動車シャシ

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

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
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

ＡＴ基本点検、油圧制御装置構造研究

ＡＴ基本点検、油圧制御装置構造研究

ＡＴ基本点検、油圧制御装置構造研究

復習・フォロー

ＡＴ基本点検、油圧制御装置構造研究

ＡＴ基本点検、油圧制御装置構造研究

ＡＴ基本点検、油圧制御装置構造研究

ＡＴ基本点検、油圧制御装置構造研究

復習・フォロー

　変速線図

ＡＴ機能点検

ＡＴ機能点検

ＡＴ機能点検理解度確認

ＡＴ機能点検復習

油圧式ATのトラブルシュート

ECT機能点検

ECT機能点検

試験

試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

オートマチックトランスミッションの油圧制御装置の構造、作動を理解する
オートマチックトランスミッションの各種点検（基本点検、機能点検、ECT点検）方法を理解する

オートマチックトランスミッションの油圧制御装置の構造、作動について説明できる

オートマチックトランスミッションの基本点検、機能点検ができる

ECT構成部品の各種点検および機能点検ができる

実習

科目名 担当教員

シャシ応用Ⅲ 221235 ２年前期 20時限
亀之園　良

中尾　淳

回 テーマ 授業内容

1

5 ＡＴ

6 ＡＴ

7 ＡＴ

ＡＴ

2 ＡＴ

3 ＡＴ

4 ＡＴ

11 ＡＴ

12 ＡＴ

13 ＡＴ

8 ＡＴ

9 ＡＴ

10 ＡＴ

14 ＡＴ

15 ＡＴ

16 ＡＴ

17 ＡＴ

18 修得試験

19 修得試験

20 修得試験

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　83.3％

日整連　：　２級自動車シャシ　３級自動車シャシ

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

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
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

エアコンプレッサー、エアサスペンション、補助ブレーキ構造研究

エアコンプレッサー、エアサスペンション、補助ブレーキ構造研究

エアコンプレッサー、エアサスペンション、補助ブレーキ構造研究

エアコンプレッサー、エアサスペンション、補助ブレーキ構造研究

エアコンプレッサー、エアサスペンション、補助ブレーキ構造研究

エアコンプレッサー、エアサスペンション、補助ブレーキ構造研究

Ｒ＆Ｂ構造研究

ステアリングリンク機構

ステアリングリンク機構

　インタアクスルディファレンシャル

Ｆハブプレロード調整

Ｆハブプレロード調整

Ｆハブプレロード調整

Ｆハブプレロード調整

LSD構造研究

LSD構造研究

LSD構造研究

LSD構造研究

走行体験４ＷＤ

走行体験４ＷＤ

試験

試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

大型シャシのｴｱｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ型ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ、ﾘｻｰｷｭﾚｰﾃｨﾝｸﾞﾎﾞｰﾙ式ｽﾃｱﾘﾝｸﾞの構造・作動について理解する
シャシ関係の整備作業（フロントホイールベアリングのプレロード、タイヤチェンジャ取扱い）を修得する

エアスプリング型サスペンション、リサーキュレーティングボール式ステアリングの構造・作動について説明できる

LSDの必要性、構造・作動について説明できる

フロントホイールベアリングのプレロード調整、タイヤチェンジャによるタイヤ交換作業が確実にできる

実習

科目名 担当教員

シャシ応用Ⅳ 221236 ２年前期 23時限
上田　昌二

森岡　拓也

回 テーマ 授業内容

1

5 大型シャシ

6 大型シャシ

7 大型シャシ

大型シャシ

2 大型シャシ

3 大型シャシ

4 大型シャシ

11 大型シャシ

12 大型シャシ

13 大型シャシ

8 大型シャシ

9 大型シャシ

10 大型シャシ

14 大型シャシ

15 ＬＳＤ

16 ＬＳＤ

17 ＬＳＤ

18 ＬＳＤ

19 安全作業・走行体験

修得試験

23 修得試験

20 安全作業・走行体験

21 修得試験

22

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　83.3％

日整連　：　２級自動車シャシ　３級自動車シャシ

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

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
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

　ステアリング復習、ＰＳ必要性、概要

　ＰＳの分類 

　オイルポンプ 構造・作動

　オイルポンプ 構造・作動

ベーンポンプ分解・組み付け、PS基本点検、エア抜き

ベーンポンプ分解・組み付け、PS基本点検、エア抜き

ベーンポンプ分解・組み付け、PS基本点検、エア抜き

PS基本点検、ベーンポンプ作動復習

コントロールバルブ 構造、作動

コントロールバルブ 構造、作動

PS基本点検、ベーンポンプ作動復習

PS基本点検、ベーンポンプ作動復習

PS基本点検、ベーンポンプ作動復習

ベーンポンプ分解・組み付け、PS基本点検、エア抜き

ベーンポンプ分解・組み付け、PS基本点検、エア抜き

ベーンポンプ分解・組み付け、PS基本点検、エア抜き

ベーンポンプ分解・組み付け、PS基本点検、エア抜き

PS基本点検、ベーンポンプ作動復習

　油圧反力制御式 構造・作動

電動ＰＳコンピュータ脱着

電動ＰＳコンピュータ脱着

電動ＰＳ基本点検

電動ＰＳトルクセンサー作動

試験

試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

パワーステアリング装置（油圧式、電気式）の構造・作動について理解する
パワーステアリング装置各部の分解・組付け方法、点検方法を修得する

油圧式パワーステリング装置のベーンポンプ、コントロールバルブの構造、作動について説明できる

油圧式パワーステリング装置の基本点検ができる

電動式パワーステリング装置の機能、制御方法について説明できる

実習

科目名 担当教員

シャシ応用Ⅴ 222232 ２年後期 26時限
亀之園　良

中尾　淳

回 テーマ 授業内容

1

5 ＰＳ

6 ＰＳ

7 ＰＳ

ＰＳ

2 ＰＳ

3 ＰＳ

4 ＰＳ

11 ＰＳ

12 ＰＳ

13 ＰＳ

8 ＰＳ

9 ＰＳ

10 ＰＳ

14 ＰＳ

15 ＰＳ

16 ＰＳ

17 ＰＳ

18 ＰＳ

19 ＰＳ

ＰＳ

23 ＰＳ

20 ＰＳ

21 ＰＳ

修得試験　83.3％

26 修得試験

22

24 修得試験

25 修得試験

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

日整連　：　２級自動車シャシ　３級自動車シャシ

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

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
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

　アライメント概要

　キャンバ

ターニングラジアスゲージ取扱

ターニングラジアスゲージ取扱

ＣＣＫゲージ取扱

ＣＣＫゲージ取扱

ＣＣＫの測定

キャスタ

キングピンアングル

４輪アライメントテスタ

４輪アライメントテスタ

４輪アライメントテスタ

４輪アライメントテスタ

４輪アライメントテスタ

作業チェック（アライメント測定）

理解度確認

　アライメント点検・調整

　アライメント点検・調整

トーインゲージ取扱

トーインゲージ取扱

作業チェック（アライメント測定）

　トラクションコントロール

アライメント調整方法

アライメント調整方法

アライメント調整方法

アライメント調整方法

試験

試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

ホイールアライメント各要素の必要性、不具合時の影響を理解する
ホイールアライメントの測定方法（ターニングラジアスゲージ、CCKゲージ、トーインゲージ）を修得する

ホイールアライメントの測定（ターニングラジアスゲージ、CCKゲージ、トーインゲージ）ができる

ホイールアライメントの調整方法を理解する

ホイールアライメント各要素の不具合時の走行性能への影響が説明できる

実習

科目名 担当教員

シャシ応用Ⅵ 222233 ２年後期 29時限
上田　昌二

森岡　拓也

回 テーマ 授業内容

1

5 アライメント

6 アライメント

7 アライメント

アライメント

2 アライメント

3 アライメント

4 アライメント

11 アライメント

12 アライメント

13 アライメント

8 アライメント

9 アライメント

10 アライメント

14 アライメント

15 アライメント

16 アライメント

17 アライメント

18 アライメント

19 アライメント

ＴＲＣ

23 アライメント

20 アライメント

21 アライメント

22

24 アライメント

25 アライメント

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

26 アライメント

27 修得試験

28 修得試験

29 修得試験

修得試験　83.3％

日整連　：　２級自動車シャシ　３級自動車シャシ

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

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
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

日常点検整備

日常点検整備 前説明　メンテナンスノート、記録簿書き方

日常点検整備 日常点検・プロケア１０（点検方法・判定方法）

日常点検整備 日常点検・プロケア１０（点検方法・判定方法）

日常点検整備 日常点検・プロケア１０（点検方法・判定方法）

日常点検整備 前説明　劣化のメカニズム、お客様へのアドバイス

日常点検整備 プロケア１０（点検方法・判定方法）

日常点検整備 プロケア１０（点検方法・判定方法）

日常点検整備 プロケア１０（記録簿記入確認試験）

日常点検整備 プロケア１０（記録簿記入確認試験）

日常点検整備 前説明　機器取り扱い（エアツール）

定期点検整備

定期点検整備

日常点検整備 ファンベルト交換作業（マークX）

日常点検整備

定期点検整備

定期点検整備 ファンベルト交換作業（実車反復　マークX）

日常点検整備 ファンベルト交換作業（実車反復　マークX）口頭質問

日常点検整備 理解度確認

日常点検整備 理解度確認

日常点検整備 理解度確認

日常点検整備 理解度確認

日常点検整備 理解度確認

日常点検整備 理解度確認

定期点検整備 法定点検１０点（点検方法・判定方法　エンジンルーム点検）

定期点検整備 法定点検１１点（点検方法・判定方法　エンジンルーム点検）

定期点検整備 法定点検１２点（点検方法・判定方法　エンジンルーム点検）

定期点検整備 作業反復・確認試験

修得試験 試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

ファンベルト交換作業（カローラ）

ファンベルト交換作業（カローラ）

日常点検およびプロケア１０点検の方法、判定基準、記録簿の記入方法を修得する
多頻度作業（タイヤローテーション、ファンベルト交換）を修得する

日常点検およびプロケア１０点検作業、点検後の記録簿記入が確実にできる

各種点検の必要性、消耗部品の劣化のメカニズムが説明できる

タイヤローテーション、ファンベルト交換作業が確実にできる

回 テーマ

3

前説明　点検概要（目的、種類、時期）

エアツール取り扱い・タイヤローテーション(カローラ）

実習

科目名 担当教員

総合Ⅴ 221227 ２年前期 31時限
森　大輔

平田　正太

18

19

12

授業内容

1

2

13

14

7

8

9

10

11

4

5

6

修得試験　83.3％

日整連　：　法令教本

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、トヨタ定期点検作業要領説明書

ファンベルト交換作業（カローラ）

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

25

26

27

28

29～３１

20

21

22

23

24

15

16

17
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

定期点検整備 前説明　点検概要（目的、種類、時期）記録簿記入方法、分解整備について

定期点検整備 法定点検１２点（点検方法・判定方法　エンジンルーム点検）

定期点検整備 法定点検１２点（点検方法・判定方法　エンジンルーム点検）

定期点検整備 法定点検１２点（点検方法・判定方法　エンジンルーム点検）

定期点検整備 法定点検１２点（点検方法・判定方法　室内・下廻り点検）

定期点検整備 法定点検１２点（点検方法・判定方法　室内・下廻り点検）

定期点検整備 法定点検１２点（点検方法・判定方法　室内・下廻り点検）

定期点検整備 法定点検１２点（点検方法・判定方法　足廻り点検）

定期点検整備 法定点検１３点（点検方法・判定方法　足廻り点検）

定期点検整備 法定点検１４点（点検方法・判定方法　足廻り点検）

定期点検整備 前説明　記録簿記入確認、ブレーキ・タイヤ距離推定

定期点検整備 法定点検１２点（点検方法・判定方法　足廻り点検）

定期点検整備 法定点検１２点（点検方法・判定方法　足廻り点検）

定期点検整備 法定点検１３点（点検方法・判定方法　足廻り点検）

定期点検整備 法定点検１４点（点検方法・判定方法　足廻り点検）

定期点検整備 法定点検１１点（点検方法・判定方法　シビアコンディション）

定期点検整備 法定点検１２点（点検方法・判定方法　シビアコンディション）

定期点検整備 法定点検１２点（点検方法・判定方法　シビアコンディション）

定期点検整備 法定点検１２点（点検方法・判定方法　シビアコンディション）　口頭質問

定期点検整備 12点復習・確認試験

定期点検整備 12点復習・確認試験

定期点検整備 12点復習・確認試験

定期点検整備 12点復習・確認試験

定期点検整備 12点復習・確認試験

定期点検整備 12点復習・確認試験

定期点検整備 12点復習・確認試験

定期点検整備 12点復習・確認試験

定期点検整備 作業反復・確認試験

修得試験 試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

実習

科目名 担当教員

総合Ⅵ 221228 ２年前期 31時限
森　大輔

平田　正太

１２ヶ月定期点検の方法、判定基準、記録簿の記入方法を修得する

１２ヶ月定期点検作業、点検後の記録簿記入が確実にできる

ブレーキパッドおよびタイヤの使用限度時期計算ができる

点検後、お客様へのメンテナンスアドバイスができる

回 テーマ 授業内容

12

1

2

13

14

7

8

9

10

11

4

5

6

3

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29～３１

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　83.3％

日整連　：　法令教本

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、トヨタ定期点検作業要領説明書
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

定期点検整備 前説明　ＨＶ車整備（Ｂフルード交換、冷却水エア抜き）

定期点検整備 ＨＶ車整備（Ｂフルード交換、冷却水点検、トラシュー）

定期点検整備 ＨＶ車整備（Ｂフルード交換、冷却水点検、トラシュー）

定期点検整備 ＨＶ車整備（Ｂフルード交換、冷却水点検、トラシュー）

定期点検整備 ＨＶ車整備（Ｂフルード交換、冷却水点検、トラシュー）

定期点検整備 ＨＶ車整備（Ｂフルード交換、冷却水点検、トラシュー）

定期点検整備 ＨＶ車整備（Ｂフルード交換、冷却水点検、トラシュー）

定期点検整備 機器取り扱い（検査ライン）

定期点検整備 機器取り扱い（検査ライン）

定期点検整備 機器取り扱い（検査ライン）

定期点検整備 機器取り扱い（検査ライン）

定期点検整備 機器取り扱い（ブレーキ性能判定計算）

定期点検整備 ＨＶ車整備（ブレーキ廻り整備）

定期点検整備 ＨＶ車整備（ブレーキ廻り整備）

定期点検整備 ＨＶ車整備（ブレーキ廻り整備）

定期点検整備 機器取り扱い（光軸調整）

定期点検整備 法定点検２４点（点検・判定方法　エンジンルーム点検）

定期点検整備 法定点検２４点（点検・判定方法　エンジンルーム点検）

定期点検整備 法定点検２４点（点検・判定方法　エンジンルーム点検）

定期点検整備 法定点検２４点（点検・判定方法　エンジンルーム点検）

定期点検整備 法定点検２４点（点検・判定方法　エンジンルーム点検）

定期点検整備 法定点検２４点（エンジンルーム点検以外）理解度確認

定期点検整備 法定点検２４点（エンジンルーム点検以外）理解度確認

定期点検整備 法定点検２４点（エンジンルーム点検以外）理解度確認

定期点検整備 法定点検２４点（エンジンルーム点検以外）理解度確認

定期点検整備 法定点検２４点（エンジンルーム点検以外）理解度確認

定期点検整備 法定点検２４点（エンジンルーム点検以外）理解度確認

定期点検整備 法定点検２４点（エンジンルーム点検以外）理解度確認

修得試験 試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

実習

科目名 担当教員

総合Ⅶ 222227 ２年後期 31時限
森　大輔

平田　正太

ハイブリッド車のメンテナンス（ブレーキフルード交換、冷却水点検、冷却水エア抜き）方法を修得する
２４ヶ月定期点検の方法、検査ライン機器の取り扱い方法を修得する

ハイブリッド車のメンテナンス（ブレーキフルード交換、冷却水点検、冷却水エア抜き）ができる

２４ヶ月定期点検作業、点検後の記録簿記入ができる

検査ライン機器の取り扱い、ブレーキ性能判定計算、ヘッドライト光軸調整ができる

回 テーマ 授業内容

12

1

2

13

14

7

8

9

10

11

4

5

6

3

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29～３１

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　83.3％

日整連　：　法令教本

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、トヨタ定期点検作業要領説明書
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コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

トヨタサービス技術検定３級レベルの点検整備作業を修得する

トヨタサービス技術検定３級レベルの点検整備作業を確実に身に付け、検定試験に合格する

回 テーマ 授業内容

実習

科目名 担当教員

トヨタ技術Ⅰ 222229 ２年後期 91時限
２年担当教員

トヨ検（ベンチ・パネル・スタータ）

36～42 トヨタ技術Ⅰ トヨタ検定３級（口頭試問）

43～49 トヨタ技術Ⅰ シリンダ計測、ピストン脱着

【トヨ検】シリンダ計測・クリアランス算出

15～17 トヨタ技術Ⅰ 　オルタネータ基礎知識

18～28 トヨタ技術Ⅰ 【トヨ検】オルタネータ脱着

1～14 トヨタ技術Ⅰ

29～35 トヨタ技術Ⅰ

　スプリング、ショックアブソーバ

54～56 トヨタ技術Ⅰ 【トヨ検】パワステ構成部品役割

57 トヨタ技術Ⅰ

50～53 トヨタ技術Ⅰ

62～63 トヨタ技術Ⅰ ＧＴＳ　アクティブ

64 トヨタ技術Ⅰ トラの巻　始動全般

タイヤ交換

58～59 トヨタ技術Ⅰ タイヤチェンジャ・ジャッキ取扱・走行体験

60～61 トヨタ技術Ⅰ A/C名称、役割

65～68 トヨタ技術Ⅰ 確認試験

69～70 トヨタ技術Ⅰ オームの法則

71

81～84 トヨタ技術Ⅰ 定期点検技術　確認試験

85～89 修得試験 作業反復・確認試験

トヨタ技術Ⅰ 定期点検技術　記録簿記入確認

72～77 トヨタ技術Ⅰ 定期点検技術

78～80 トヨタ技術Ⅰ 定期点検技術　口頭質問確認試験

90～91 修得試験 試験

修得試験　83.3％

トヨタ技術テキスト　：　第１，２ステップ、導入教育編、トヨタ定期点検作業要領説明書

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 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

教養

科目名 担当教員

社会人入門Ⅲ 221301 ２年前期 13時限
２年担当教員

トヨタ販売店のサービススタッフとして必要となる業務知識、教養を修得する

トヨタ販売店の業務内容、自動車に関する税金・諸費用について説明できる

テクノショップの業務の流れについて理解する

トヨタ販売店の業務システム（ai21）のサービス業務関係の操作方法を修得する

一般教養 販売業務と自動車の税金

2 一般教養 販売業務と自動車の税金

3 一般教養 TMCと販社の歴史「リーダーズ２」

回 テーマ 授業内容

6 一般教養 社会人としてのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの必要性と訓練

1

7 一般教養 社会人としてのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの必要性と訓練

4 一般教養 TMCと販社の歴史「リーダーズ２」

5 一般教養 TMCと販社の歴史「リーダーズ２」

8 一般教養 テクノショップ業務の流れ

9 一般教養 テクノショップ業務の流れ

ａｉ21操作

13 修得試験 試験

10 一般教養 テクノショップ業務の流れ

11 一般教養 ａｉ21操作

12 一般教養

修得試験　83.3％

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　：　導入教育編

授業配布プリント

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
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コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

教養

科目名 担当教員

社会人入門Ⅳ 222301 ２年後期 11時限
２年担当教員

トヨタ販売店のサービススタッフとして必要となる業務知識、教養を修得する

電話応対、ご来店受付、引渡し応対ができる

労働基準法、トヨタの保証制度について理解する

一般教養 顧客ﾛｰﾌﾟﾚ(電話応対受付）

2 一般教養 顧客ﾛｰﾌﾟﾚ(電話応対受付）

3 一般教養 顧客ﾛｰﾌﾟﾚ(引渡し1ﾌｫﾛｰ）

回 テーマ 授業内容

6 一般教養 インターンシップ評価

1

7 一般教養 インターンシップ評価

4 一般教養 顧客ﾛｰﾌﾟﾚ(引渡し1ﾌｫﾛｰ）

5 一般教養 会社組織とｷｬﾘｱｽﾃｯﾌﾟ

8 一般教養 職場環境にかかわる知識（労働基準法）

9 一般教養 トヨタ保証制度

10 一般教養 トヨタ保証制度

11 修得試験 試験

修得試験　83.3％

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　：　導入教育編

授業配布プリント

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
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コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】

・

・

【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】

回 テーマ 授業内容

教養

科目名 担当教員

総合復習Ⅱ 200316 ２年後期 126時限
２年担当教員

シャシ

エンジン エンジン　総復習

23-44 電気装置 電気装置　総復習

国家二級自動車整備士試験で出題される各分野の問題について理解する

国家二級自動車整備士試験で出題される問題を理解し、国家試験に合格できる実力を身に付ける

シャシ　総復習

1-22

日整連　：　２級自動車ガソリン・エンジン　２級自動車ジーゼル・エンジン　２級自動車シャシ

登録試験○×問題　トラの巻

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

45-66

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

67-88 工学・材料 工学・材料　総復習

89-126 法令 法令　総復習
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2022年度　高度自動車科３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 機器取扱い 231101 ３年前期 8 足立 久徳 角町 浩幸 2

学科 自動車原動機工学Ⅰ 231107 ３年前期 9 角町 浩幸 大木　芳子 3

学科 自動車原動機工学Ⅱ 231108 ３年前期 23 大木　芳子 4

学科 自動車シャシ工学 231103 ３年前期 19 角町 浩幸 5

学科 顧客応対Ⅰ 231105 ３年前期 32 足立 久徳 6

学科 経営Ⅰ 231109 ３年前期 13 山口 裕行 外部講師 木地 覚 有 7

学科 マーケティングⅠ 233101 ３年通年 11 足立 久徳 角町 浩幸 8

学科 エスティメーション 232114 ３年後期 23 木地 覚 大木　芳子 9

学科 車両通信工学 232101 ３年後期 19 角町 浩幸 10

学科 自動車新技術 232115 ３年後期 24 木地 覚 11

学科 環境・安全 232104 ３年後期 9 大木　芳子 12

学科 顧客応対Ⅱ 232108 ３年後期 20 足立 久徳 13

学科 自動車工学演習 232115 ３年後期 18 足立 久徳 角町 浩幸 14

学科 経営Ⅱ 232304 ３年後期 13 足立 久徳 木地 覚 顯谷 敏也 有 15

実習 基礎研究Ⅰ 231213 ３年前期 58 角町 浩幸 木地 覚 16

実習 基礎研究Ⅱ 231214 ３年前期 40 角町 浩幸 木地 覚 17

実習 振動騒音実習 231215 ３年前期 48 足立 久徳 大木 芳子 18

実習 システム制御実習 231216 ３年前期 44 足立 久徳 大木 芳子 19

実習 基礎研究Ⅲ 232217 ３年後期 52 角町 浩幸 木地 覚 20

実習 エンジン制御実習 232218 ３年後期 58 足立 久徳 大木 芳子 21

実習 新技術実習 232219 ３年後期 30 足立 久徳 大木 芳子 22

実習 トヨタ技術Ⅱ 232220 ３年後期 30 角町 浩幸 木地 覚 23

実習 点検整備実習 232221 ３年後期 28 足立 久徳 角町 浩幸 24

担当教員

【１時限：90分】



コード 【１時限：90分】 時限数 実務経験

【授業の目的】
・
・

【修得目標】
・
・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・

【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】

学科

科目名

回 テーマ 授業内容

実験・検証に必要となる工具・計測機器の使用方法を理解し、現象を数値的に捉える力を身につける
事故、怪我、教材の紛失・破損等がないよう、授業の運用ルールを知る

担当教員

機器取扱い 231101

シャシダイナモメータ 新型シャシダイナモメータの用途、使用方法、走行性能曲線図の作成

シャシダイナモメータ

角町　浩幸

旧型シャシダイナモメータの用途、使用方法

エンジンダイナモメータ エンジンダイナモメータの用途、使用方法、エンジン性能曲線図の作成

3年前期 8時限
足立　久徳

エンジンダイナモメータ、シャシダイナモメータの使用準備、測定ができる
検証授業における企画書やレポート作成、必要教材の借り方や検証準備ができるようになる

1～2

3～4

5～6

エンジン電子制御装置　　　　　　　　　　 　　　日本自動車整備振興会連合会
二級ガソリン自動車　エンジン編　　　　　　 　日本自動車整備振興会連合会

レポート、確認テストにて評価を行う　　　　　100％

検証の進め方
プレゼン資料のまとめ方

企画書・レポート・プレゼン資料の作り方、運用ルールについて

シャシダイナモメータ（新･旧）
エンジンダイナモメータ　　　　　　　　　　　　

7～8

 2



コード 【１時限：90分】 時限数 実務経験

【授業の目的】
・

【修得目標】
・
・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・

【教科書・教材】
・ エンジン電子制御装置　　　　　　　　　　 　　　 日本自動車整備振興会連合会
・ 二級ガソリン自動車　エンジン編　　　　　　 　日本自動車整備振興会連合会
・ TEAM-GP e-ラーニング　第２ステップ トヨタ自動車株式会社
・ TEAM-GP e-ラーニング　第３ステップ トヨタ自動車株式会社

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

大木　芳子

回 テーマ

学科

科目名 担当教員

自動車原動機工学Ⅰ

4 バルブタイミング 動弁機構構成部品の構造・役割、バルブタイミングの考え方

231107 3年前期

2 よい圧縮 よい圧縮とは、圧縮比の考え方、ピストン・シリンダの工夫

ガソリンエンジンにおける燃焼の原理や機構の構造、作動を文章で説明できる。
ガソリンエンジンにおける電子制御の内容や必要性を文章で説明できる。

授業内容

1

9時限

春休みの宿題の解説を通じて、原動機の基本的な考え方や、各制御の必要性について理解する。

角町　浩幸

よい混合気 よい混合気とは、空燃比の考え方、よい混合気をつくるしくみ

3 よい火花 よい火花とは、高電圧発生の工夫、点火時期の考え方、スパークプラグの工夫

5 エンジン構成部品 エンジン構成部品の構造・特徴

6 各種センサ エンジンの状態を検出する各種センサの特徴・電圧特性

7 ＥＦＩ制御 基本噴射の求め方、補正噴射制御の狙い

8 ＥＳＡ制御 点火時期制御、イグナイタ回路、ノックコントロール

9 評価 修得試験

・春休み中に課した宿題をベースに授業を進めますので理解を深めておくこと

修得試験の受験に当たっては、期限内にTEAM-GPの課題の実施が必須条件になります

筆記試験にて評価を行う。　　　　100%
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コード 【１時限：90分】 時限数 実務経験

【授業の目的】
・

【修得目標】
・
・

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・

【教科書・教材】
・ エンジン電子制御装置　　　　　　　　　　 　　　 日本自動車整備振興会連合会
・ 自動車新技術　　 　 日本自動車整備振興会連合会

【授業外における学習】
・実力試験が低得点の者は、火曜日の4時限目の勉強会に参加することとなります

【履修に当たっての留意事項】
・修得試験の受験に当たっては、期限内にレポートの提出、TEAM-GPの課題の実施が必須条件になります

原動機の各装置や制御について単一で学ぶだけでなく、理想的なエンジン状態を理論から考えた上で各装置・制
御の必要性と内容について理解する。
また、それを元に近年改良されているエンジンについても理解する。

筆記試験にて評価を行う。　　　　100%

21 評価 修得試験

16～17
コモンレール
ディーゼル

国家１級過去問題

12～13

コモンレール
ディーゼル

ディーゼル機関のメリット、コモンレールのメリット、各装置・制御の役割・工夫

電子制御式
燃料噴射装置

Ｄジェトロ・Ｌジェトロの違い、データモニターを活用した故障診断の考え方

22～23 試験発表 試験発表・解説

復習 復習授業18～20

14～15

8～9

ノッキング、過給機 ノッキングの発生メカニズム、過給機の工夫、ダウンサイジングのメリット

エンジン性能曲線 トルク・出力・燃料消費率の考え方、影響を与える要素

10～11

4～5

吸排気システム 可変吸気、可変バルブタイミング、可変バルブリフト機構

エンジン負荷とインマニ圧力 エンジン負荷とスロットル開度、インマニ圧力の関係

6～7

分圧と分流 電気回路の計算を分圧と分流の考え方から理解する

1 実力テスト 第1回実力テスト

2～3

エンジン状態に合わせた理想的な燃焼を行う為の、各装置の作動や制御内容が説明できる。
エンジンに関する補器類や制御内容の進化を理解し、説明できる。

ガソリンエンジンとディーゼルエンジンの燃焼の違い、コモンレール式の特徴を説明できる。

回 テーマ 授業内容

学科

科目名 担当教員

自動車原動機工学Ⅱ 231108 3年前期 23時限
大木　芳子
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コード 【１時限：90分】 時限数 実務経験

【授業の目的】
・
・
・

【修得目標】
・
・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・

【教科書・教材】
・ シャシ電子制御装置 日本自動車整備振興会連合会
・ TEAM-GP e-ラーニング　第２ステップ トヨタ自動車株式会社
・ TEAM-GP e-ラーニング　第３ステップ トヨタ自動車株式会社

【授業外における学習】
・実力試験が低得点の者は、火曜日の4時限目の勉強会に参加することとなります

【履修に当たっての留意事項】

ＥＰＳの概要、制御内容、フェイルセーフ制御

9～11 ＡＢＳの必要性、制御内容、フェイルセーフ制御

12～13

制動装置

パワーステアリング

筆記試験にて評価を行う　　　　100%

修得試験の受験に当たっては、期限内にTEAM-GPの課題の実施が必須条件になります

試験発表

14～15 ＣＶＴ
ＭＴ→ＡＴ→ＣＶＴの変遷と制御をふまえて”理想の駆動装置”を考える
ＣＶＴ概要、各部品名称、役割、作動、変速制御の考え方、その他制御

16 まとめ 第10回～15回までの確認問題実施、解説
17 評価 筆記試験
18 実力テスト 第2回実力テスト
19 試験発表

学科

科目名 担当教員

自動車シャシ工学 231103 3年前期 19時限
角町　浩幸

1～4

5～6 動力伝達装置 電子制御式ＡＴの制御、フェイルセーフ制御

7～8

クラッチ、ＭＴ・ＡＴ各部の役割、名称、作動、電子制御式ＡＴの作動、制御動力伝達装置（復習）

まとめ
動力伝達装置

1回～6回までの確認問題実施、解説
プロペラシャフト、ドライブシャフト各ジョイントの名称と特徴

トヨタで採用している機構、および国家1級に出題されている機構を理解する
各装置の必要性や構造、作動を理解し、異常時の不具合現象について考える力を身につける
各装置の理想形を想像し、現状の問題点について考察できる力を身につける

授業内容

構造の違う装置の特徴、作動の違いが説明できる

回 テーマ

各装置の構造、作動、異常時の不具合現象を説明できる
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コード 【１時限：90分】 時限数 実務経験

【授業の目的】
・
・

・

【修得目標】
・
・
・ ＣＳの考え方を理解した接客の基本ができる。

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・ ロールプレイングにて評価を行う。　 　　　　　 50%
・ 筆記試験にて評価を行う。　 　　　　　　 　　 50%

【教科書・教材】
・ 応対マナー　ハンドブック トヨタ自動車株式会社
・ ビジネス能力検定ジョブパス　２級　公式テキスト 日本能率協会マネジメントセンター
・ ビジネス能力検定ジョブパス　２級　公式試験問題集 日本能率協会マネジメントセンター

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

ビジネスにおける基礎知識を身につける。
お客様応対の基礎知識を身につける。

ビジネス能力検定ジョブパス2級レベルの基礎素養を身につける。

ビジネス基礎 ビジネス能力検定ジョブパス２級 検定 試験18～19

回 テーマ 授業内容

ビジネスマナーを意識した行動ができる。
お客様に失礼のない接客マナーが実践できる。

1 ビジネス基礎 ビジネス検定受験申請

ビジネスマナー1 マナーとは？挨拶・身だしなみ、言葉づかい

学科

科目名 担当教員

顧客応対Ⅰ 231105 3年前期 32時限
足立　久徳

2～3

ビジネスマナー2 言葉づかい、お出迎え、ご案内　ロープレ➀「挨拶」

ビジネスマナー3 お茶の出し方、名刺交換、電話応対　ロープレ②「お出迎え」

4～5

6～7

26～30

ビジネスマナー4 名刺交換実践、ロープレ③「電話の受け方」8～9

ビジネスマナー5 ロープレ④「電話のかけ方」10～11

12～13

14～15

16～17

ビジネス基礎

ビジネス基礎

ビジネス基礎

ビジネス能力検定ジョブパス２級 検定対策
　　過去問題実施・解説　①　②　③

20～21

22～25

・ビジネス能力検定ジョブパス2級資格試験（7月3日）を受験し、必ず合格を目指します。
　不合格者は12月に再受験となります
・この授業は接客の授業のためスーツで受講してください
・ロールプレイングを中心に授業を進めます。積極的に参加すること。

評価 ロープレ試験　　筆記試験31 ～32

ビジネスマナー7 CSとコンサルティングの実践、ロープレ⑥「オイル交換」

ビジネスマナー8 ロープレ⑦「12カ月定期点検」

ビジネスマナー6 CSとコンサルティング、ロープレ⑤「ボールペン」
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コード 【１時限：90分】 時限数 実務経験

トヨタ自動車（株）

トヨタ販売店

【授業の目的】
・
・

【修得目標】
・
・
・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・ 筆記試験  　　 70%
・ レポート評価　 30%

【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】

科目名 担当教員

学科
経営Ⅰ

トヨタサービスの考え方について理解する。

231109 3年前期 13時限

木地　覚

外部講師

山口　裕行

トヨタ３Ｓサービスの考え方を説明できる。
マーケティング戦略の基本的な仕組みが説明できる。

ケーススタディーから分析を行い、マーケティング戦略の考え方について理解する。

経営戦略の事例②経営戦略②

1～2

3～4

トヨタ販売店のサービスの実践が理解できる

回 テーマ 授業内容

経営戦略① 経営戦略の事例①

トヨタサービスの
考え方

トヨタ自動車と販売店の関係について

トヨタサービスの
考え方

販売店での取り組み内容について

5～6

7～8

・トヨタ販売店のサービスマネージャーからの実務者講習を実施します（スーツ着用）。

資料を授業内で配布します。

経営戦略③ 経営戦略の事例について市場調査

復習、確認 1～10回までの復習、確認プリント実施

9～10

11～12

13 評価 筆記試験

 7



コード 【１時限：90分】 時限数 実務経験

【授業の目的】
・

・ 経営者による経営マネジメント講義により、会社経営の戦略的な手法を知る。

【修得目標】
・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・ ミステリーショッパー　　プレゼン・レポートにて評価を行う　　　　　　  70%
・ 経営者講義レポート評価　　　　　　　　　　                      　           30%

【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】

10～12 ミステリーショッパー発表 調査結果の発表

4～6
ミステリーショッパー

企画～実施
調査項目、調査基準を設定し、自動車業界以外の店舗についてミステリーショッ
パー企画書を作成・ミステリーショッパーの実施

7～9
ミステリーショッパー

レポート作成
ミステリーショッパーレポート作成
調査結果を分析し、個人で発表（プレゼンテーション）準備

回 テーマ 授業内容

1～3 経営者講義
経営者による経営マネジメントの講演
お礼状作成

ミステリーショッパーを通じて、お客様の立場で店舗や接客を評価、分析することにより、顧客満足につながるポイン
トを知る

学科

科目名 担当教員

マーケティングⅠ 233101
角町　浩幸

3年通年 12時限
足立　久徳

顧客満足に影響するポイントが理解でき、実務に活かすことができる。

・経営者講義　　　　　　　  　実施日：7月15日（予定）
・ミステリーショッパー　　　　実施日：9月～11月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発表日：12月5日（月）

資料は授業内で配布します

・ミステリーショッパーは学外の実際の店舗に出向き、CSの取り組みやサービスについてリサーチします。
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コード 【１時限：90分】 時限数 実務経験

【授業の目的】
・
・

【修得目標】
・
・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・

【教科書・教材】

・

【履修に当たっての留意事項】
・トヨタサービスエスティメーション3級の資格試験（9月30日）を受験し、必ず合格を目指すこと。

19～20 過去問題5 過去問題実施（事故車両を元に、見積もりの実施）・解説5

21～22 模擬問題 理解度確認試験を実施

23
エスティメーション

試験
トヨタサービスエスティメーション3級の資格試験を実施

筆記試験にて評価を行う。　　　　　　100%

トヨタサービス　エスティメーションテキスト　　ステップ１

17～18 過去問題4 過去問題実施（事故車両を元に、見積もりの実施）・解説4

9～10 練習問題 板金塗装見積もり書記入の基礎練習・解説

11～12 過去問題1 過去問題実施（事故車両を元に、見積もりの実施）・解説1

13～14 過去問題2 過去問題実施（事故車両を元に、見積もりの実施）・解説2

15～16 過去問題3 過去問題実施（事故車両を元に、見積もりの実施）・解説3

5～6 標準作業時間
トヨタ標準作業時間
脱着取替、外板修正、補修塗装、標準作業時間表の見方について

7～8 見積作成方法 見積もり書記入方法について

回 テーマ 授業内容

1～4 見積業務 見積業務、自動車の構造、修理方法、損傷診断、修理計画について

大木　芳子

事故車両の板金塗装見積もりができる

科目名 担当教員

車両の構成部品について学習し、一般的な整備ではあまり使用しない部品についても理解を深める

木地　覚学科
エスティメーション 232114 3年後期 23時限

トヨタサービスエスティメーション3級の資格取得を目標に、事故見積もり、板金･塗装における基礎知識を修得する

トヨタサービスエスティメーション検定3級の資格を取得する
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コード 【１時限：90分】 時限数 実務経験

【授業の目的】
・
・
・
・

【修得目標】
・
・

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・ 研究評価（70％） 研究の内容・レポート・プレゼンテーションを評価する

＜ポイント＞ ・設定した目的に対して解決に向けた方法・結果・考察が充実しているか
・文章表現（読み手のわかりやすさ）が適切か、自分の意見、主張を述べているか
・わかりやすいプレゼンテーションが行えたか

・ 平常評価　（30％） 研究を通してチームへの貢献度及び取り組み姿勢を評価する
＜ポイント＞ ・日報の報告を簡潔に分かりやすく行えたか

・自ら研究に向けて計画・行動したか
・自動車に関する興味や知識、技術をさらに深め、視野を広げる努力をしたか

【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】

ミニ研究①
研究授業の目的、データ測定結果からグラフ、レポート作成までの一連の流れを体
験

研究授業の流れを理解し、自分たちで研究を行い、資料をまとめていくことができる。
正しい手順で計測器を使用し、結果考察を導くことができる。

聴講者がわかりやすい資料の作成やプレゼンテーションができる。

回 テーマ 授業内容

1～12

15～22 企画書作成
・研究テーマ、目的、目標の設定、必要教材、スケジュールの作成
・研究方法、条件を設定するための理論の調査

ミニ研究② まとめた資料を発表する13～14

データ測定による数値に対してなぜそうなるのかを考える力を身につける。
チームとして一つの目的を達成するために個々の役割を考え実践し、考え行動する力を養う。
事故、怪我を起こさないためのプロセスを考え、危機管理能力を養う。

実習

科目名 担当教員

基礎研究Ⅰ 231213 3年前期 58時限
角町　浩幸

木地　覚

各チームでテーマを選択し、資料をまとめる力を養う。

・設定したテーマに対し、結論が導き出せるような方法・内容を検討し、計画的に実
施する
・測定値から結果・考察を導くため、変化や傾向が見やすいグラフを作成する
・測定結果に対して、調査した理論からなぜそうなるのかを考察する

※日報：当日行う内容と作業注意点を朝に班員一人が教員に報告する
　　　　　 授業終了時に作業を行った結果やまとめたデータを同様に報告する

研究実施23～38

51～54 発表会 発表会

39～50
レポート作成

プレゼン資料作成
研究結果、考察、結論等について、レポートを作成すると共にプレゼン資料を作成
リハーサルと教員チェックの実施

チーム毎に必要となる教材を準備し使用する
他学年より借りる場合は、「教材使用許可書」を記入し、担当教員の承諾を得た後使用する

・期限までにレポート・プレゼンテーションが提出・報告できること
・プレゼンテーション時はスーツ着用とします
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コード 【１時限：90分】 時限数 実務経験

【授業の目的】
・
・
・
・

【修得目標】
・
・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・ 研究評価（70％） 研究の内容・レポート・プレゼンテーションを評価する

＜ポイント＞ ・設定した目的に対して解決に向けた方法・結果・考察が充実しているか
・文章表現（読み手のわかりやすさ）が適切か、自分の意見、主張を述べているか
・わかりやすいプレゼンテーションが行えたか

・ 平常評価　（30％） 研究を通してチームへの貢献度及び取り組み姿勢を評価する
＜ポイント＞ ・日報の報告を簡潔に分かりやすく行えたか

・自ら研究に向けて計画・行動したか
・自動車に関する興味や知識、技術をさらに深め、視野を広げる努力をしたか

【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】

各チームでテーマを選択し、検証方法を考える力を養う。
データ測定による数値に対してなぜそうなるのかを考える力を身につける。
チームとして一つの目的を達成するために個々の役割を考え実践し、考え行動する力を養う。
事故、怪我を起こさないためのプロセスを考え、危機管理能力を養う。

9～24 研究実施

・設定したテーマに対し、結論が導き出せるような方法・内容を検討し、計画的に実
施する
・測定値から結果・考察を導くため、変化や傾向が見やすいグラフを作成する
・測定結果に対して、調査した理論からなぜそうなるのかを考察する

※日報：当日行う内容と作業注意点を朝に班員一人が教員に報告する
　　　　　 授業終了時に作業を行った結果やまとめたデータを同様に報告する

テーマ 授業内容

研究テーマから必要な測定方法を考えることができ、結果考察を導くことができる。
聴講者がわかりやすい資料の作成やプレゼンテーションができる。

回

・期限までにレポート・プレゼンテーションが提出・報告できること
・プレゼンテーション時はスーツ着用とします

37～40 学年発表会 学年発表会

チーム毎に必要となる教材を準備し使用する
他学年より借りる場合は、「教材使用許可書」を記入し、担当教員の承諾を得た後に使用する

25～36
レポート作成

プレゼン資料作成
・研究結果、考察、結論等についてレポートを作成すると共にプレゼン資料を作成
・リハーサルと教員チェックの実施

1～8 企画書作成
・研究テーマ、目的、目標の設定、必要教材、スケジュールの作成
・研究方法、条件を設定するための理論の調査

実習

科目名 担当教員

基礎研究Ⅱ 231214 3年前期 40時限
角町　浩幸

木地　覚
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コード 【１時限：90分】 時限数 実務経験

【授業の目的】
・
・
・ 測定器、診断器によるデータの測定と、制御内容との関連性を理解し、不具合個所の推定ができるようになる。

【修得目標】
・
・

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】

・ 実習試験　　　（70％）　　　　　振動騒音の理解度を評価する
・ レポート評価　（30％）　　　　　実習を通してレポート内容、取り組み姿勢を評価する

【教科書・教材】
・ シャシ電子制御装置　　　　　　　　日本自動車整備振興会連合会

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

装置の作動やメカニズムの理解に加え、レポート内容も評価の対象とする

テーマに基づいて車両を分解組付けし整備技能力を身につける。
振動騒音の原理原則を理解し、振動を定量的に捉える力を身につける。

正しい整備技能の修得と自動車の構造を理解し説明できる。
振動、騒音の原理を理解し、計算できる。

振動騒音分析器を使い現象を定量的に捉えることができる。

11～15 技能実習

16～20 技能実習

1～5 技能実習

6～10 技能実習

回 テーマ

実習

科目名 担当教員

振動騒音実習 231215 3年前期 48時限
足立　久徳

大木　芳子

34～36 振動・騒音
機器取扱いⅡ
　・振動騒音計の数値から各部品の振動数の計算

授業内容

21～24 振動・騒音
振動騒音の基礎Ⅰ
　・振動、騒音の発生メカニズム

25～28 振動・騒音
振動騒音の基礎Ⅱ
　・振動、騒音の計算問題

・期限内のレポート提出が実習試験の受験資格となる。
・修得試験の受験に当たっては、期限内にレポートの提出、TEAM-GPの課題の実施が必須条件になります

テーマに基づいた分解組付け作業を行い、構造研究実習する
　・ブレーキ部品の分解
　・自動車の内装・ドア部品の分解組付け
　・ストラット脱着作業について
　・バンパー脱着作業について

　テーマに基づいたレポートのまとめ

47～48 評価 実習試験

37～44 振動・騒音
現象確認
　・現象を確認し計測器で定量的に捉えることが出来る

45～46 開放 試験開放

29～33 振動・騒音
機器取扱いⅠ
　・振動騒音計の取り扱い
　・振動騒音の現象を定量的に捉える
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コード 【１時限：90分】 時限数 実務経験

【授業の目的】
・
・

【修得目標】
・
・

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】

・実習試験　　　　（70％）　　　　各装置・機構の理解度を評価する
・平常評価　　　　（30％）　　　　実習を通してレポート内容、取り組み姿勢を評価する

【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】

装置の作動やメカニズムの理解に加え、レポート内容も評価の対象とする

開放

評価

レポートまとめ

試験開放

実習試験

まとめ

ボデー電装 ＰＷ、ＤＬ、ＬＩＮ通信の基礎・構造

16～20

21～25

ハイブリッドシステムの構造・作動・制御を理解する。

ＰＷ、ＤＬ、ＬＩＮ通信の基礎、構造を理解し説明できる。

回

ハイブリッドシステム
動力伝達機構
　・動力伝達機構の構造
　・システムの作動

11～15

1～5 ハイブリッドシステム

各種制御をデータモニタでとらえ理解を深める

ハイブリッドシステム

ハイブリッドシステム

テーマ

ハイブリッドシステムの構造・作動
　・ハイブリッドＥＣＵ・モータ制御

バッテリＥＣＵ
　・ＳＯＣの制御

3年前期

ハイブリッドシステムの構造・作動の説明ができる。

6～10

授業内容

44時限
足立　久徳

大木　芳子

車両にてボデー電装の故障診断ができるようになる。

ＰＷ、ＤＬ、ＬＩＮ通信の構造を理解し、故障診断を行う力を身につける。

実習

科目名 担当教員

システム制御実習 231216

・期限内のレポート提出が実習試験の受験資格となる。
・修得試験の受験に当たっては、期限内にレポートの提出、TEAM-GPの課題の実施が必須条件になります。

26～29

30～33

34～37

自動車新技術　　　　　　　　　　　　日本自動車整備振興会連合会

ボデー電装

ボデー電装

ボデー電装

ＧＴＳを活用し故障診断の絞り込みの「考え方」を理解する

ボデー電装の故障診断を修得する

38～40

車両にてボデー電装の作動の理解

43～44

41～42
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コード 【１時限：90分】 時限数 実務経験

【授業の目的】
・

【修得目標】
・

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・

【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 評価 修得試験

15～16 確認試験 確認試験

17～18 復習 復習授業

修得試験の受験に当たっては、期限内にレポートの提出、TEAM-GPの課題の実施が必須条件になります

筆記試験にて評価を行う。　　　　　100%

エンジン電子制御装置　　　　　日本自動車整備振興会連合会
配布資料

13～14 新技術 Intelligent Transport Systems（ITS)について

5～6 車両通信Ⅰ 身の回りにある通信について、通信の原理、車両通信の基礎（車両通信プロトコル）

7～8 車両通信Ⅱ 車両通信システムの特徴（ＣＡＮ、ＬＩＮ、ＭＯＳＴ）

9～10 車両通信Ⅲ ＣＡＮ通信の仕組み、トラブルシュートの考え方（ＣＡＮ）

11～12 車両通信Ⅳ 通信波形の確認（正常時、不具合時）、ＣＡＮバス診断

1～2 新技術 TSS　プリクラッシュセーフティシステム（PCS)の構成と作動

3～4 新技術 AHB、LDA、ACC、先行車発進告知機能の構成と作動

現在の車両で活用されている各種通信システムを理解すると共に、通信システムならではの車両でトラブルシュートを
するにあたっての考え方を修得する。

通信に関する専門用語の意味を理解し、説明することができる。
車両通信における制御内容を理解し、不具合探求の方法を理解する。

ＣＡＮ通信システムを理解し、国家一級問題が解くことができる。

回 テーマ 授業内容

学科

科目名 担当教員

車両通信工学 232101 3年後期 19時限
角町　浩幸
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コード 【１時限：90分】 時限数 実務経験

【授業の目的】
・

・

【修得目標】
・
・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・

【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】
・トヨタ自動車の技術開発者より技術講演を実施します（11月実施予定）
・修得試験の受験に当たっては、期限内にTEAM-GPの課題の実施が必須条件になります

筆記試験にて評価を行う　　　　　100%

自動車新技術　　　　　　　　　　　　　　日本自動車整備振興会連合会

24 実力テスト 第3回実力テスト

19～22
新技術
まとめ

ＦＣＶの構造作動・制御の仕組み、水素ガス実験
第1回～18回までの確認問題実施、解説

23 評価 筆記試験

11～14
シャシ関係Ⅰ

<車両安定制御>
ＡＢＳ、ブレーキアシスト、ＴＲＣ、ＶＳＣＳ概要・制御内容

15～18
シャシ関係Ⅱ
<エアバッグ>

エアバッグ構造機能、作動、整備

5～8
エンジン関係Ⅱ

<Ｄ－４>
確認問題

筒内噴射式ガソリンエンジンの概要、燃焼方式の名称・特徴・、各部品の名称・役割、
排気ガス浄化装置

9～10 技術講習会 トヨタ自動車（ＴＭＣ）技術講習会　「テーマ未定」

回 テーマ 授業内容

1～4
エンジン関係Ⅰ

<ＣＮＧ>
圧縮天然ガスの概要、各装置の役割・作動、ＣＮＧの制御、ＣＮＧ関係法令

新技術の概要、制御について、従来技術からの変遷を軸に原理原則の理解を深め、これから採用される新技術に
対応する理解力を身につける。

自動車新技術の教科書をベースにトヨタでの採用方式や現在の新技術について理解する。

構造の違う装置の特徴、作動の違いが説明できる。
新技術の各装置について構造、作動、制御内容が説明できる。

学科

科目名 担当教員

自動車新技術 232102 3年後期 24時限
木地　覚
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コード 【１時限：90分】 時限数 実務経験

【授業の目的】
・
・

【修得目標】
・
・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・筆記試験にて評価を行う。　　　　　　100％

【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】

9 評価 筆記試験

総合診断、環境保全、安全管理　　　　　　　　　　　日本自動車整備振興会連合会

7 災害のあらまし・災害の防止 災害発生の要因

8 防火防災・救急処置 燃焼と防火・防災

5 整備事業の環境保全 特定フロン、代替フロン

6 安全管理の意義 安全管理の必要性

3 産業 産業廃棄物処理の対応と影響

4 産業廃棄物 整備事業場に関する産業廃棄物処理の対応と影響

1 環境保全 環境保全の現況、必要性、取り組み

2 資源の有効利用 有効利用が果たす社会的貢献

安全管理と災害防止の重要性について理解する。
自動車整備士としての環境保全への取り組み事項を理解する。

自動車整備に関する環境保全についての取り組みが説明できる。
危険予知と安全作業に配慮した作業ができる。

回 テーマ 授業内容

学科

科目名 担当教員

環境・安全 232104 3年後期 9時限
大木　芳子
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コード 【１時限：90分】 時限数 実務経験

【授業の目的】
・
・
・

【修得目標】
・
・

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・ ロールプレイングにて評価を行う。　　　　　 　50%
・ 筆記試験にて評価を行う。　 　　　　　　 　　　 50%

【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】
・この授業は接客の授業のためスーツで受講してください。
・ロールプレイングを中心に授業を進めます。積極的に参加すること。

総合診断、環境保全、安全管理　　　　　　　　　日本自動車整備振興会連合会

引渡し応対

引渡し応対の業務フロー・ポイント
ご用命説明を含む引き渡し応対ロールプレイング

引渡し応対総合ロールプレイング

19～20 評価 試験（筆記・ロールプレイング）

5～8

受付診断
診断（問診）を含めた受付ロールプレイング

受付応対総合ロールプレイング

受付応対の業務フロー・ポイント
受付応対ロールプレイング　練習

サービス入庫の引き渡し時における整備後説明を身につける。

9～10

11～14

サービスの業務
テキストに基づき顧客応対Ⅱの授業概要説明
サービス業務の流れ

販売店でのサービス業務の流れが説明できる。
お客様に対して、受付時における問診を含めた受付応対が実践できる。

お客様に対して、引き渡し時における整備後説明が実践できる。

回 テーマ 授業内容

1～2

電話応対
サービス応対業務について
電話応対（受け方・掛け方）

3～4

受付応対

20時限
足立　久徳

サービス応対業務について実践的なロールプレイングを実施し修得する。
サービス入庫の受付時における問診と受付応対を身につける。

学科

科目名 担当教員

顧客応対Ⅱ 232108 3年後期
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コード 【１時限：90分】 時限数 実務経験

【授業の目的】
・ 工学、電装分野において演習問題を通して理解を深める
・

【修得目標】
・
・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・
・

【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】

３年次に学習した内容の教科書、ノート

・毎回チェック問題を実施します。70％以上が合格基準とします。

13 期末試験 期末試験

チェック問題評価　　　　 30％

14～18
３年次授業の演習問題
（後期授業内容）

復習授業として位置づけ、３年次学習した内容を演習問題で実施

筆記試験　　　　　　　　　70％

工学計算問題、電装分野問題を中心に理解度の定着を図る

回 テーマ 授業内容

1～12
３年次授業の演習問題
（前期・後期授業内容）

・３年次前期に学習した、電装・電気電電子分野の理解を深めるために、演習問題を
実施
・振動騒音分野の理解を深めるために、国家試験問題を軸とした演習問題を実施
・各回授業の最後にはチェック問題を実施し、不合格者には宿題が課される

過去に出題された国家1級試験問題が解ける

学科

科目名 担当教員

自動車工学演習 232115 3年後期 18時限
足立　久徳

角町　浩幸

1年間の授業の振返り、３年生として必要な技術についての理解を深める
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コード 【１時限：90分】 時限数 実務経験

(株)ｱﾃｨｯｸﾌｪｲｽ

＜経営戦略＞
【授業の目的】

・ 経営とは何かを知り、ケーススタディを通して経営戦略・経営分析について理解する。
【修得目標】

・ 経営理念、ビジョン、ミッション、行動指針とは何かを理解し、説明できる。
・ マーケティングの基礎を理解し、物が売れるしくみづくりを説明できる。
・ 経営管理の仕組みを理解し、損益分岐点の説明、損益計算ができる。

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・ 筆記試験にて評価を行う。　　　　　　　 70%
・ レポート・授業取組み・発表の評価　　 30%

【教科書・教材】
・ 必要な資料は配布します

【履修に当たっての留意事項】
・ 各授業毎に課題が出題されます。課題は講習前日にレポートにまとめ提出してもらいます

＜トヨタ販売店経営 ＞
【授業の目的】

・ トヨタ販売店で必要とされる経営の知識を身に付ける
【修得目標】

・ トヨタ生産方式を導入した販売店のサービス実務を理解する
・ トヨタ販売店の保証制度・トヨタ基本契約の内容について理解する
・ 販売店で必要とされる関係法令の理解

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・ 筆記試験にて評価を行う。　　　　　　　 70%
・ レポート・授業取組み・発表の評価　　 30%

【教科書・教材】
・ 必要な資料は配布します

※成績は＜経営戦略＞と＜販売店経営＞で不均衡が出ないように調整をします

13 評価 筆記試験

トヨタの販売店と基本契約 販売店とメーカーの関係
9～10
11～12 営業活動に関する法令 販売店営業活動に関する関係法令

学科

回数 テーマ

科目名 担当教員

経　営　Ⅱ 232304 3年後期 13時限
顯谷　敏也(外部講師）

足立　久徳　・　木地　覚

経営戦略と、トヨタ販売店経営のどちらかを選択し習得するものとする

13 評価

5～6
3～4

筆記試験
・コミュニケーション　　　　　　 　・モチベーション
・損益管理　　　　　　　　　　　 　・損益分岐点
・製品戦略   　 　　　　　　　　　 ・チャネル戦略　　　　・プロモーション戦略
・マーケティングの基礎　　　　　・消費者行動
・成長と競争
・理念、ビジョン、行動指針　　　・強みと弱みの分析と戦略

授業内容
経営戦略11～2

組織管理
販売・経営管理
マーケティング2
マーケティング1

経営戦略2

11～12
9～10
7～8

回数 テーマ 授業内容
1～2 トヨタ生産方式１ トヨタ生産方式の考え方、用語の意味
3～4 トヨタ生産方式2 トヨタ生産方式の体験演習

7～8
トヨタの保証制度 トヨタの保証制度

5～6 トヨタ生産方式3 トヨタ生産方式をサービスに応用した考え方
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コード 【１時限：90分】 時限数 実務経験

【授業の目的】

・
・
・
・

【修得目標】
・

・
・
・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・ 研究評価（70％） 研究の内容・レポート・プレゼンテーションを評価する

＜ポイント＞ ・設定した目的に対して解決に向けた方法・結果・考察が充実しているか
・文章表現（読み手のわかりやすさ）が適切か、自分の意見、主張を述べているか
・わかりやすいプレゼンテーションが行えたか

・ 平常評価　（30％） 研究を通してチームへの貢献度及び取り組み姿勢を評価する
＜ポイント＞ ・日報の報告を簡潔に分かりやすく行えたか

・自ら研究に向けて計画・行動したか
・自動車に関する興味や知識、技術をさらに深め、視野を広げる努力をしたか

【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】

整備技能、知識に関する内容を実践や実車での確認により、習得することができる。

37～48
レポート作成

プレゼン資料作成
・研究結果、考察、結論等について、レポートを作成すると共にプレゼン資料を作成
・リハーサルと教員チェックの実施

1～8 企画書作成
・研究テーマ、目的、目標の設定、必要教材、スケジュールの作成
・研究方法、条件などを設定するための理論の調査

・設定したテーマに対し、結論（成果）が得られるような方法・内容を検討し、計画的に
実施する
・測定値から結果・考察を導くため、変化や傾向が見やすいグラフを作成する
・測定結果に対して、調査した理論からなぜそうなるのかを考察する
・技術、知識を習得するため、計画に基づき実践、実車での確認を行う

※日報：当日行う内容と作業注意点を朝に班員一人が教員に報告する
　　　　　 授業終了時に作業を行った結果やまとめたデータを同様に報告する

聴講者に対し、成果をより理解できるプレゼンテーションと資料の作成ができる。

回 テーマ 授業内容

研究実施9～36

・期限までにレポート・プレゼンテーションが提出・報告できること
・プレゼンテーション時はスーツ着用です

49～52 学年発表会 学年発表会

各チームで研究テーマを考え、結果までのプロセスを導く力を養う。

データ測定による数値に対してなぜそうなるのかを考察し、考える力を養う。
チームとして一つの目的を達成するために個々の役割を考え実践し、考え行動する力を養う。

事故、怪我を起こさないためのプロセスを考え、危機管理能力を養う。

機構、制御に関する内容を実車による測定を踏まえて、より深く理解していく内容の研究を進めていくことができる。

研究の目的、目標を設定し、それに沿った研究内容、結果考察を導くことができる。

実習

科目名 担当教員

基礎研究Ⅲ 232217 3年後期 52時限
角町　浩幸

木地　覚
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コード 【１時限：90分】 時限数 実務経験

【授業の目的】
・
・

【修得目標】
・
・

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】

・実習試験　　　　（70％）　　　　各装置・機構の理解度を評価する
・平常評価　　　　（30％）　　　　実習を通してレポート内容、取り組み姿勢を評価する

【教科書・教材】
・ エンジン電子制御装置　　　　　　　　　　　　 日本自動車整備振興会連合会
・ TEAM-GP e-ラーニング　第３ステップ トヨタ自動車株式会社

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

電子制御システム
　・論理信号センサ、リニア信号センサ、周波数信号センサの構造、作動、
　  正常時の電圧

ｴﾝｼﾞﾝ電子制御
（ＴＣＣＳ）

3年後期 58時限

14～18

ｴﾝｼﾞﾝ電子制御
（ＴＣＣＳ）

電子制御システム
　・ＮＲベンチエンジンにて各センサの故障診断
　　①水温センサ
　　②バキュームセンサ
　　③スロットルポジションセンサ
　　④アクセルポジションセンサ
　　⑤クランク角センサ
　　⑥エアフロメータ

テーマ 授業内容

19～23

ｴﾝｼﾞﾝ電子制御
（ＴＣＣＳ）

ｴﾝｼﾞﾝ電子制御
（ＴＣＣＳ）

電子制御システムの基礎
　　・電源系統の点検（12Ｖ電源回路・5Ｖ安定化電源回路）

ｴﾝｼﾞﾝ電子制御
（ＴＣＣＳ）

ＮＲベンチエンジン
　・ＮＲベンチエンジンの構造、制御を知る

1～4

ｴﾝｼﾞﾝ電子制御
（ＴＣＣＳ）

試験開放

・修得試験の受験に当たっては、期限内にレポートの提出、TEAM-GPの課題の実施が必須条件になります

57～58

ＮＲベンチエンジン
　・電子スロットルバルブ、空燃比Ｆ/Ｂ制御、現象ダイアグ
　・ＧＴＳを活用し各制御時のデータモニタ値を元に理解を深める

5～13

24～34
ｴﾝｼﾞﾝ電子制御

（ＴＣＣＳ）

・期限内のレポート提出が実習試験の受験資格となる。

35～39

40～50

レポートまとめ

装置の作動やメカニズムの理解に加え、レポート内容も評価の対象とする

まとめ

実習

科目名

国家1級レベルの各種センサ、アクチュエータの問題が解けるようになる。
エンジン電子制御システムの故障診断の流れを身につける。

ＮＲベンチエンジンの各制御の説明ができる。

足立　久徳

大木　芳子

エンジン電子制御システムの理解を深める。
故障探求を通して、電気の流れの理解を深める。

担当教員

エンジン制御実習 232218

実習試験

51～52

53～56

評価

開放
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コード 【１時限：90分】 時限数 実務経験

【授業の目的】
・
・

【修得目標】
・
・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
新システムの理解に加え、授業の取り組みや確認試験の要素も評価の対象とする
・ 実習試験　（70％） 各装置・機構や制御の理解度を評価する
・ 平常評価　（30％） 実習を通してレポートや取り組み姿勢、確認試験を評価する

【教科書・教材】
・ 自動車新技術 日本自動車整備振興会連合会
・ TEAM-GP e-ラーニング　第２ステップ トヨタ自動車株式会社
・ TEAM-GP e-ラーニング　第３ステップ トヨタ自動車株式会社

【授業外における学習】

17～24 ＢＥＶ・ＦＣＥＶ等新システム ＢＥＶ・ＦＣＥＶ等のシステム理解と点検整備作業の修得

期限内のレポート提出が実習試験の受験資格となる

25～27 開放 試験開放

28～29 評価 修得試験

30 復習 試験後解答公開、解説

1～6 ＴＳＳ
ＴＳＳのシステム理解
エーミング作業の習熟

7～16 ＨＥＶ
新型プリウスのシステムの理解促進
点検整備作業の修得

回 テーマ 授業内容

トヨタが展開する新機構技術について理解を深める
新型ＨＥＶ・ＢＥＶ・ＴＳＳ等先端技術内容の技術習得を目指す

新型車解説書を基にシステムの理解促進ができる
外診断機を用いてシステムの正常・異常の確認ができる

実習

科目名 担当教員

新技術実習 232219 3年後期 30時限
足立　久徳

大木　芳子
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コード 【１時限：90分】 時限数 実務経験

【授業の目的】
・
・ 多頻度作業を柱とした技能習得を実施。

・ 車両を用いた故障診断技術を修得。

【修得目標】
・
・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】

・ 実習試験　  　　　（70％）    　　　各装置・機構の理解度を評価する
・ 平常評価　　　　　（30％）　　  　　レポート・授業の取り組み姿勢、作業チェックにて修得度を評価する

【教科書・教材】
・ エンジン電子制御装置 日本自動車整備振興会連合会
・ TEAM-GP e-ラーニング　第３ステップ トヨタ自動車株式会社

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】
実習チェックは全員合格すること
安全作業・4Ｓを徹底して事故・怪我をしないこと
修得試験の受験に当たっては、期限内にレポートの提出、TEAM-GPの課題の実施が必須条件になります

30 復習 試験後解答公開、解説

各作業の内容、理解点検方法等の理解が出来ているかをレポート及び評価試験で評価する

25～27 開放 試験開放

28～29 評価 実習試験

回 テーマ 授業内容

1～24 トヨタ検定2級

・エンジン故障診断（アクチュエータ関係）に対して習熟を図る
・シリンダー計測
・1Ｇエンジンベンチを活用し不具合診断方法の学習を実施
・車両を用いた故障診断を実施
・多頻度作業を柱として、整備技能習熟策を実施
・トヨタサービス技術テキスト3STEPのeテスト、作業チェックの実施

トヨタ検定2級レベル（G2）の整備作業ができる。

実習

科目名 担当教員

トヨタ技術Ⅱ 232220 3年後期 30時限
角町　浩幸

木地　覚

トヨタ検定2級レベルの知識、技能の習熟。

トヨタ検定2級レベル（G2）の問題が解ける。
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コード 【１時限：90分】 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・

・ 多頻度作業が確実にできる。

・ エーミング作業が正確にできる。

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

タイヤの組換え、バランス調整の安全な作業方法を意識した作業ができる。

・タイヤ空気圧充填講習は技能講習修了証が発行されます。

24～28 タイヤ空気圧充填講習 タイヤの構造、安全作業、関係法令、機器取り扱い（タイヤチェンジャー）

レポートにて評価を行う　　　　　　100%

1～15 定期点検整備作業

･12か月定期点検整備作業
・定期点検付帯作業
　　　エンジンオイル、エレメント交換
　　　タイヤ組換え、バランス調整
　　　ハブボルト交換
　　　各バルブ交換
　　　ワイパーラバー交換
・点検整備記録簿の記入が記入ができる

※レポートは個人で作成する。

16～23 特定整備講習

・エーミング作業の容量が理解できる

※レポートは個人で作成する。

足立　久徳

角町　浩幸

外部講師

回 テーマ 授業内容

実習

科目名 担当教員

点検整備実習 232221 3年後期 28時限

・正しい１２か月定期点検作業を身に付け、正常・異常を判断できるようになる。
・定期点検作業に伴う付帯作業ができるようになる。
・タイヤに関する技術講習を通して、機器の取り扱い・安全作業の必要性について理解する。
・エーミング作業要領が理解できる

１２か月定期点検が抜けなく、確実に点検作業ができる。
定期点検付帯作業が正確にできる。
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2022年度　高度自動車科４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 マーケティングⅡ 243101 ４年通年 8 秀嶋 孝嘉祐 二藤 直哉 山原 克之 佐藤 友一 2

学科 マネジメント 243102 ４年通年 4 山口 裕行 秀嶋 孝嘉祐 二藤 直哉 山原 克之 有 3

学科 自動車概論Ⅰ 243103 ４年通年 105 秀嶋 孝嘉祐 二藤 直哉 山原 克之 佐藤 友一 4

学科 自動車概論Ⅱ 242102 ４年後期 99 秀嶋 孝嘉祐 二藤 直哉 山原 克之 佐藤 友一 5

体験実習 インターンシップ 241405 ４年前期 124.43 有 6

評価実習 車両点検整備 241401 ４年前期 31 秀嶋 孝嘉祐 佐藤 友一 7

評価実習 総合演習Ⅰ 241403 ４年前期 21 秀嶋 孝嘉祐 佐藤 友一 8

評価実習 高度故障診断Ⅰ 241404 ４年前期 42 山原 克之 二藤 直哉 9

評価実習 高度故障診断Ⅱ 241406 ４年前期 32 山原 克之 二藤 直哉 10

評価実習 研究演習 243402 ４年通年 88 秀嶋 孝嘉祐 二藤 直哉 山原 克之 佐藤 友一 11

評価実習 トヨタ技術 243403 ４年通年 45 秀嶋 孝嘉祐 二藤 直哉 山原 克之 佐藤 友一 12

評価実習 総合演習Ⅱ 243404 ４年通年 73 秀嶋 孝嘉祐 二藤 直哉 山原 克之 佐藤 友一 13

教養 海外マーケティング 243306 ４年後期 31 秀嶋 孝嘉祐 二藤 直哉 山原 克之 佐藤 友一 14

【１時限：90分】

担当教員

内定先企業担当者



コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・マーケティングの基礎理論を習得した上で、戦略的な思考を身につけ実践する
・サービス現場におけるＣＳ向上への取り組みを調査し、その実態を体験する

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・研究調査報告書等評価 ―　CS活動調査のレポート・発表を評価する
　（１００％） ＜ポイント＞　・インターンシップ研修先での調査が的確に行われているか

　　　・分かりやすく説得力のある内容か
―　海外マーケティングレポートを評価する

【提出日】
・ＣＳ活動調査レポート 9月15日（水）　17：00まで

【履修に当たっての留意事項】
・ＣＳのレポートは店舗のマーケティングを分析し、 ＣＳ向上に向けての取り組みをまとめること

【教科書・教材】
・必要な資料は配布します

学科

科目名 担当教員

マーケティングⅡ 243101 4年通年 8時限

外部講師

秀嶋　孝嘉祐　　　二藤　直哉

山原　克之　　　　佐藤　友一

・基礎理論を踏まえた上で、マーケティングの実態を知り、経営の戦略的な思考を修得する

テーマ 授業内容

ＣＳ活動調査まとめ

回

1
インターンシップ研修先で調査した「お客様満足への企業の取り組みに
ついての報告書作成」及びプレゼン発表準備CS活動説明

海外マーケティング調査レポートまとめ海外マーケティング調査まとめ

企業の顧客戦略（ＳＷＯＴ分析、セグメンテーション、ポジショニング）
企業の顧客戦略（チェーン、ロイヤリティ、購買プロセス）
ＣＳ活動調査レポートまとめ

2,3

7,8

4～6 ＣＳ活動調査発表 CS活動調査結果のプレゼンテーション

2



コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ自動車（株）

【授業の目的】

【修得目標】
・自分自身のマネジメントの方法を学ぶ

（１）自分の習慣について
（２）重点取り組み事項の計画・立案

・チームマネジメントの基礎を学ぶ

（１）人と人との『関係』に関わること（話し方の基本とコミュニケーション技術等）

（２）マズローの5段階欲求

・企業におけるマネジメントの基礎を学ぶ

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
―　「トヨタの品質改善マネジメント」の受講レポートを評価する

　（１００％）

【提出日】
・「トヨタの品質改善マネジメント」授業レポート 受講日翌日のSHRにて提出

【教科書・教材】
・必要な資料は配布します

・社会人として必要である仕事の基本、常識、話法、コミュニケーション技術や幹部候補生としての自己管理、
　業務推進能力を身に付ける

授業内容

学科

科目名 担当教員

マネジメント 243102 4年通年 4時限

テーマ回

山口　裕行

秀嶋　孝嘉祐　　二藤　直哉

山原　克之　　　佐藤　友一

・研究調査報告書等評価

1～4

5～6 市場技術情報と保証業務における品質改善マネジメント

セルフマネジメントするための良い習慣について
（身に付けるべき「選択の力・人格・能力」について）
チームマネジメントの基礎となるコミュニケーションプロセス

トヨタの品質改善
マネジメント

セルフマネジメント基礎
チームマネジメント基
礎
重点取り組みシート記
入

3



コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】

・１級小型自動車整備士資格に相応しい知識及び技術を修得し、１級教科書の内容を説明できる
・ロールプレイを中心に、口述試験に必要な知識、話法を修得し、説明できる

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・学科試験 ―　１級小型自動車整備士資格レベルの知識を評価する
　（１００％） ＜ポイント＞ ・国家１級自動車整備士　筆記試験レベルの問題を理解しているか（50点）

・国家１級自動車整備士　口述試験レベルの問題を理解しているか（50点）

【履修に当たっての留意事項】

・電子計算機、タイマーを各自準備しておくこと

【教科書・教材】
・１級自動車整備士 エンジン電子制御装置 日本自動車整備振興会連合会
・１級自動車整備士 シャシ電子制御装置 日本自動車整備振興会連合会
・１級自動車整備士 総合診断・環境保全・安全管理 日本自動車整備振興会連合会
・１級自動車整備士 自動車新技術 日本自動車整備振興会連合会
・法令教本　令和３年版 公論出版
・１級小型自動車整備士　練習問題集
・その他、２級教科書、技術ステップなど必要と思われる教科書

評価試験

１級筆記・口述対策

15

106,107

108,109

16〜105

JAMCA口述試験

　  ・教育実習を通じ、技術の本質を見極める思考力、及び聞き手に伝える表現力を身に付ける

　  ・多頻度作業を通じ、安全作業と効率よい作業技術を身に付ける

回

1
（導入）

2～13
（導入）

14

テーマ 授業内容

１級教科書読み込み、過去問題、模擬試験
ロールプレイを通した口述試験対策

JAMCA筆記試験評価試験

３年生に対する導入授業を実施
無料点検、プロケア点検、多頻度作業の復習を実施

１級小型自動車整備士　筆記模擬試験を実施し、
自己の実力および進捗状況を確認する

実力試験３回目
１級小型自動車整備士　筆記模擬試験を実施し、
自己の実力および進捗状況を確認する

１級小型自動車整備士　筆記模擬試験を実施し、
自己の実力および進捗状況を確認する

実力試験1回目

・教育実習
・点検整備作業

実力試験２回目

・総合力の向上（自動車業界でリードできる幅広い知識、見識及び積極性）

    ・復習授業を通じ、３年次までの知識の確認を行うことにより、より深く理解する

学科

科目名 担当教員

自動車概論Ⅰ 243103 4年通年 105時限
　秀嶋　孝嘉祐　　　二藤　直哉
　山原　克之 　　　　佐藤　友一

4



コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・１級小型自動車整備士資格を取得するために必要な能力を自己認識し、教科書の内容を説明できる

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・学科試験 ―　国家１級自動車整備士資格レベルの知識を評価する
　（１００％） ＜ポイント＞　国家１級自動車整備士　筆記試験レベルの問題を理解しているか

【履修に当たっての留意事項】

・電卓、タイマーを各自準備しておくこと

【教科書・教材】
・１級自動車整備士 エンジン電子制御装置 日本自動車整備振興会連合会
・１級自動車整備士 シャシ電子制御装置 日本自動車整備振興会連合会
・１級自動車整備士 総合診断・環境保全・安全管理 日本自動車整備振興会連合会
・１級自動車整備士 自動車新技術 日本自動車整備振興会連合会
・法令教本　令和３年版 公論出版
・１級小型自動車整備士　練習問題集
・その他、２級教科書、技術ステップなど必要と思われる教科書

・総合力の向上（自動車業界でリードできる幅広い知識、見識及び積極性）

テーマ 授業内容

1～80

99時限
学科

科目名 担当教員

自動車概論Ⅱ 242102 4年後期

回

　秀嶋　孝嘉祐　　　二藤　直哉
　山原　克之 　　　　佐藤　友一

81,82

１級筆記対策
・１級教科書読み込み
・過去問題、模擬試験

評価試験 卒業認定試験

5



コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・技術教育・業務教育で修得した知識・技能を体験実習において実践し実務と結びつける
・サービスエンジニアとしての必要な素養を学び、個別課題に取り組み知識・技能を向上させる

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・トヨタ業務検定Ｄ級 ―　研修時のトヨタ業務認定Ｄ級チェック（「インターンシップ評価表」）を評価する
　（６０％）

―　「インターンシップ決意文」「日報」「企業アンケート学生評価」「お礼状」等を評価する
　（４０％） ＜ポイント＞　自己の能力を向上させる為の取り組み姿勢があるか

【履修に当たっての留意事項】
・内定先企業の認証工場（又は指定工場）で研修を受けられない学生は、他の企業で研修を受ける
・インターンシップ中は毎日、体験記録簿と日報を記入し、受入れ担当者の指示を仰ぐこと
　　　（体験実習記録簿を学校へ毎週１回報告すること）
・インターンシップ先への交通費・期間中の食費については各自の負担となる

・エンジニアウェア、安全靴、帽子等は各自で用意すること
・インターンシップ終了後、1週間以内にインターンシップ研修店舗に、お礼状はがきを作成し提出すること

【提出日】
決められた期日までに提出すること
・インターンシップ決意文
・インターンシップ研修先へのお礼状はがきのコピーを学校へ提出すること

【服装】

・インターンシップ研修店舗への訪問はスーツ着用（クールビズ可）のこと

6
～
129

体験
実習

受付から引渡しまでの業務の流れについて理解し、体験・実施する
部品・保証業務を理解する

担当教員

インターンシップ 241405 4年前期 124.432時限

授業内容

サービスの業務内容（ＳＭＢ業務管理、TECSET、TOUCHの活用）

インターンシップ実施に伴う資料配布、注意事項、連絡先確認等

科目名

・実際の仕事の流れや仕事の進め方、お客様応対などを各企業様で実施させていただくことで、これまでに修得した
　技術・業務知識と実務を結びつける

･技術、業務の課題を明確にし、説明できる

・トヨタ業務認定Ｄ級を取得する

インターシップ研修先に提出する決意文の作成

外部講師

秀嶋　孝嘉祐　　　二藤　直哉

山原　克之　　　　佐藤　友一

・研究調査報告書等評価

テーマ

トヨタ販売店の
サービス業務

自動車点検整備

故障原因探求
・一般整備作業
・故障診断作業

総合診断
・業務知識
・部品・保証業務

事前説明

1,2

回

3,4 決意文作成

効率を考えた作業を体験・実施する
故障診断の考え方や手順を理解し、体験・実施する

5

サービスの基本（心構え、挨拶、４Sなど）を体験・実施する
点検整備や多頻度定型作業を体験・実施する

6



コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・

（２）点検整備記録簿を正しく記入できる

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・修得試験 ―　車両点検整備の修得度を評価する
　（７０％） ＜ポイント＞ ・１２・２４ヶ月定期点検を基準時間内に実施でき、点検結果から車両状態を説明できるか

・定期点検整備記録簿を正しく記入できるか
・点検、交換の必要性や摩耗・劣化時の現象が理解できたか
・法規、点検の必要性を理解しているか

・平常評価 ―　車検点検整備の修得度を実習チェックにて評価する
　（３０％） ＜ポイント＞ ・点検を基準時間内に実施でき、点検結果から車両状態を説明できるか

・定期点検整備記録簿を正しく記入できるか
・点検、交換の必要性や摩耗・劣化時の現象が理解できたか
・法規、点検の必要性を理解しているか
・明確でポイントを得た作業要領、効率の良い点検手順が実施できるか

【教科書・教材】
・
・

【履修に当たっての留意事項】

・技術力および整備技能向上に必要な能力を早期に確認し、自ら計画的に知識・技能・技術を向上させる

評価
実習

科目名 担当教員

車両点検整備 241401 4年前期 31時限
秀嶋　孝嘉祐

佐藤　友一

7～13
（2節）

２４か月点検概要、記録簿

２４か月点検の点検方法
記録簿の記入の仕方
正確な点検整備の進め方
効率を考えた点検整備の進め方
実技チェック

インターンシップまでに

（１）２４か月点検が基準時間内に実施できる

（３）点検や交換の必要性、不具合現象の発生理由が説明できる

回 テーマ 授業内容

法令教本　令和４年版　　　　　　　　　　　 　　 公論出版

・実習チェックについては担当教員に従うこと

1～6
（1節）

２４か月点検概要、記録簿

２４か月点検の点検方法
記録簿の記入の仕方
正確な点検整備の進め方
効率を考えた点検整備の進め方

作業要領説明書　　　　　　　　　　　　　　　　　　トヨタ自動車サービス部

点検整備に付随する多頻度作業
ＦＦ車、ＦＲ車、ＨＶ車、ＡＴ車、ＭＴ車など　車種ごとの作業を確認

20,21 評価 修得試験

多頻度作業、車種別作業
22～
29

（3節）

14～
19

全体開放　実技チェック ２４か月点検、車両取り扱い、納車準備、定期点検、診断等の作業を習熟する

7



コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】

【授業計画】

【成績評価方法・基準】

・修得試験 ―　エンジン電子制御装置の電気回路、テスタ、オシロスコープ、外部診断機、

　（１００％） 　 　アクチュエータについて、知識・技術力を評価する

＜ポイント＞ ・1級小型自動車整備士資格レベルの内容を理解しているか

・原理、構造、作動、回路の理解と故障診断技術を習得するよう教科書を読み込むこと

【教科書・教材】
・ １級自動車整備士 エンジン電子制御装置 日本自動車整備振興会連合会
・ トヨタサービス技術テキスト　導入教育編 トヨタ自動車サービス部

・１級小型自動車整備士　練習問題集

【履修に当たっての留意事項】

・技術力向上（1級小型自動車整備士）に必要な能力を早期に確認し、自ら計画的に知識・技能・技術を向上させる

担当教員

総合演習Ⅰ 241403
評価
実習

科目名

4年前期 21時限
秀嶋　孝嘉祐

佐藤　友一

テーマ 授業内容

・レポートは決められた期日までに提出すること

・１級小型自動車整備士資格を取得するために必要な能力を自己認識する

・１級小型自動車整備士資格に相応しい知識及び技術を修得する

修得試験

3～8 ・電気回路、テスタ、オシロスコープ、外部診断機の使用について

回

21 評価

復習授業
・電気回路、テスタ、オシロスコープ、外部診断機の使用について
・リニア駆動アクチュエータについて

19～20

エンジン電子制御装置

1,2 基礎計算 1級小型自動車整備士資格に必要な計算問題

9～17 エンジン電子制御装置 ・リニア駆動アクチュエータについて

8



コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・１級教科書に記載されている故障診断分野の装置や電気回路について説明ができる

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・修得試験 ―　故障診断の技術力を評価する
　（７０％） ＜ポイント＞ ・センサ、アクチュエータの作動電圧、電気信号、異常検知の仕組みを理解しているか

・故障探究を基準時間内に実施でき、点検結果から車両状態を判定できるか

・平常評価
　（３０％） ―　レポート内容、授業態度を評価する

＜ポイント＞ 【故障診断】
・測定、実施した内容についての補足説明、解説内容が詳しく書けているか
・前点検内容（抜け･漏れのない現象確認・外部診断機の活用）が書けているか
・絞り込み（ご用命との整合性確認･不具合系統に絞り込む理由）が書けているか
・知識・説明力（点検内容・点検結果からの判断理由）が書けているか
【問題集】
・教科書を読み込み、問題文の間違い箇所を訂正できているか

【教科書・教材】
・ １級自動車整備士 エンジン電子制御装置 日本自動車整備振興会連合会
・ １級自動車整備士 シャシ電子制御装置 日本自動車整備振興会連合会
・ １級自動車整備士 自動車新技術 日本自動車整備振興会連合会
・ トヨタサービス技術テキスト　２ステップ、３ステップ トヨタ自動車サービス部

・ １級小型自動車整備士　練習問題集 公論出版

【履修に当たっての留意事項】

評価
実習

科目名 担当教員

高度故障診断Ⅰ 241404 4年前期 42時限
山原　克之

二藤　直哉

・技術を習熟させ、知識も拡充することにより、故障診断を効率良く行い、整備技術を向上させる

42,43 評価 修得試験

復習授業

授業内容

・現象に対して論理的に系統立てた診断力を身に付け故障診断ができる

・電子技術マニュアル、外部診断機の活用方法を習得し、故障診断ができる

回 テーマ

1～12
（1節）

ABSの高度故障診断

TCCSの高度故障診断

車輪速センサ、ストップランプスイッチ、パーキングブレーキスイッチの作動と電位
ABSポンプ回路、アクチュエータ回路の制御と異常検知

エンジン電子制御の異常検知と故障診断

修理書、配線図、解説書から車両データの読み取り

・レポートは節の最終日の翌朝に提出すること

36～41 授業内容の総復習

車両による空調装置の確認
冷媒抜き取り、充てん作業
A/C回路の制御と異常検知

28～
35

(3節)

A/Cの高度故障診断

電子技術マニュアルの活用

A/C装置の異常検知と故障診断

13～
27

（2節）
A/Cの高度故障診断

9



コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】
・技術を習熟させ、知識も拡充することにより、故障診断をより効率良く行い、整備技術を向上させる

【修得目標】
・１級教科書に記載されている故障診断分野の装置や電気回路について説明ができる

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・修得試験 ―　故障診断の技術力を評価する
　（７０％） ＜ポイント＞ ・センサ、アクチュエータの作動電圧、電気信号、異常検知の仕組みを理解しているか

・故障探究を基準時間内に実施でき、点検結果から車両状態を判定できるか

・平常評価
　（３０％） ―　レポート内容、授業態度を評価する

＜ポイント＞ 【故障診断】
・測定、実施した内容についての補足説明、解説内容が詳しく書けているか
・前点検内容（抜け･漏れのない現象確認・外部診断機の活用）が書けているか
・絞り込み（ご用命との整合性確認･不具合系統に絞り込む理由）が書けているか
・知識・説明力（点検内容・点検結果からの判断理由）が書けているか
【問題集】
・教科書を読み込み、問題文の間違い箇所を訂正できているか

【教科書・教材】
・ １級自動車整備士 シャシ電子制御装置 日本自動車整備振興会連合会
・ トヨタサービス技術テキスト　２ステップ、３ステップ トヨタ自動車サービス部

・ １級小型自動車整備士　練習問題集 公論出版

【履修に当たっての留意事項】

・現象に対して論理的に系統立てた診断力を身に付け故障診断ができる

評価
実習

科目名 担当教員

高度故障診断Ⅱ 241406 4年前期 32時限
山原　克之

二藤　直哉

回 テーマ 授業内容

1～16
(1節)

17～
28

(2節)

29～
34

復習授業

ATの高度故障診断

空燃比制御の高度故障診
断

・レポートは 決められた期日までに提出すること

授業内容の総復習

35～
36

評価 修得試験

シフトポジションセンサ、変速パターン選択スイッチ、ソレノイドバルブの作動と電位
各種制御と各種信号系統の異常検知、フェイルセーフ

空燃比フィードバック制御の作動とデータ測定

EPSの高度故障診断

空燃比制御の高度故障診
断

トルクセンサ、モード切り替えスイッチ、EPSモータの作動と電位
各種制御と各種信号系統の異常検知、フェイルセーフ

ベンチエンジンを活用した空燃比制御の故障診断
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コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・自ら課題を発見する力、探究する力、解決する力、考えを表現する力を養い実践できる
・リーダーシップ、チーム（組織）での役割を認識し、成果を最大にする

【授業計画】
授業進行は、チーム毎に検証計画を立案し実行する

・研究の実施

　⇒設定したテーマに対し結論が導き出せるよう研究方法、内容を

　 　考え、計画的に研究を実施する。

　⇒テーマ設定から研究調査レポート・発表までの流れは、１人の教員

　　　の指示のもと実施する
参考例） ・ＴＣＣＳの総合理解 ・TSS

・冷却装置の性能 ・駆動装置

･潤滑装置の性能 ・制動装置

・吸気装置の性能 ・ＥＰＳ関係

・排気装置の性能 ・ＣＶＴ関係

・ステアリング振動 ・HVシステム

・動弁機構関係（ＶＶＴ，可変吸気システム等）

･筒内噴射式ガソリンエンジン（成層，ストイキＤ－４）

・排ガス浄化装置（「★★★」マーク有りと無し）

・点検作業の効率的な進め方

・定期交換部品油脂類の劣化のメカニズム

【成績評価方法・基準】
―　研究調査レポート内容及びプレゼンテーション内容を評価する

　（７０％） ＜ポイント＞ ・設定した目的に対して解決に向けた方法・結果・考察が充実しているか
・文章表現力（読み手のわかりやすさ）、自分の意見・主張を述べているか
・聞き手が分かりやすいプレゼンテーションが行えたか

・平常評価 ―　取り組み姿勢を評価する
　（３０％） ＜ポイント＞ ・自ら研究に向けて計画・行動したか

・自動車に関する興味や知識、技術をさらに深め、視野を広げる努力をしたか

【履修に当たっての留意事項】
・４年教材以外の教材については、「教材使用許可書」に記入の上、使用すること

【提出日】

・研究調査レポート 決められた期日までに提出すること

　秀嶋　孝嘉祐　　　二藤　直哉
　山原　克之 　　　　佐藤　友一

・自動車に関する興味や知識、技術をさらに深め、視野を広げる

評価
実習

科目名 担当教員

研究演習 243402 4年通年 88時限

・チームでテーマを選択し、「課題を発見し探求・解決する力」と「考えを表現する力」を育みながら、自動車に関する
　興味や技術・整備技能をさらに深める

テーマ設定、計画立案

・理論
・研究内容、方法
・結果、考察
・結論

研究調査レポート、プレゼンまとめ

チームでテーマを設定し、その内容について検証を行い論文作成、プレゼンテー
ションを行う

回 授業内容

1～6

工程

・研究調査報告書等評価

研究調査レポートまとめ、プレゼン作成
⇒この期間で教員とのやり取りを通したﾚﾎﾟｰﾄ/ﾌﾟﾚｾﾞﾝの改善を行う

プレゼン発表 学内、学外の聴講者に対し、プレゼンテーションと展示発表を行う

7～56

57～
74

75～
82
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コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】
・技術力および整備技能向上に必要な能力を早期に確認し、自ら計画的に知識・技能・技術を身に付ける

【修得目標】
・トヨタサービス技術検定２級資格を取得する

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
―　トヨタ技術検定２級内容を評価する

　（7０％）

―　トヨタ検定２級の修得度を実習チェックにて評価する

【教科書・教材】

・ トヨタサービス技術テキスト　導入教育編 トヨタ自動車サービス部

・ トヨタサービス技術テキスト　１～３ステップ トヨタ自動車サービス部
・ チャレンジノート　３ステップ トヨタ自動車サービス部

【履修に当たっての留意事項】
・トヨタ技術検定２級試験日は変更になる可能性がある

　秀嶋　孝嘉祐　　　二藤　直哉
　山原　克之 　　　　佐藤　友一

テーマ 授業内容

評価
実習

科目名 担当教員

トヨタ技術Ⅲ 243403 4年通年 45時限

回

・平常評価

　（3０％）

1～50

・トヨタ技術検定２級試験　

トヨタ技術検定２級
セクション３・４・５・６

灯火パネル診断、定期点検技術の作業内容確認及び、反復練習を行う
トヨタ技術検定２級の基礎知識（３ステップ学科内容）の習得

ｴﾝｼﾞﾝ本体計測
ｴﾝｼﾞﾝ電子制御技術
電気回路　定期点検
学科内容全般

習得チェックの結果をもとに、習得目標をクリアできるよう反復練習を行う
必要な知識・技術の向上を目指し教員チェックを行う

トヨタ技術検定２級資格試
験
評価②

トヨタ技術検定２級資格試験

ｴﾝｼﾞﾝ本体計測
ｴﾝｼﾞﾝ電子制御技術
電気回路　定期点検
学科内容全般

全体説明 習得目標（トヨタ技術検定２級に求められる技術力）の理解

各セクションの習得チェックを行い、修得レベルアップを図る
必要な知識・技術の向上を目指し教員チェックを行う
又、チャレンジノートをもとに復習を行い、知識の習得レベルを上げる

トヨタ技術検定２級
セクション１・２・５・６

エンジン計測技能、エンジン電子制御診断の作業内容確認及び、反復練習を行う
トヨタ技術検定２級の基礎知識（３ステップ学科内容）の習得

12



コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・１級小型自動車整備士資格を取得するために必要な能力を自己認識し修得する
・１級教科書の理解を中心に筆記試験に必要な知識を修得し、説明できる

【授業計画】

【成績評価方法・基準】

・修得試験 ―　１級小型自動車整備士資格の知識・技術力を筆記試験で評価する
　（１００％）

【教科書・教材】

・１級自動車整備士 エンジン電子制御装置
・１級自動車整備士 シャシ電子制御装置

・１級自動車整備士 総合診断・環境保全・安全管理 日本自動車整備振興会連合会

・１級自動車整備士 自動車新技術 日本自動車整備振興会連合会

・法令教本　令和３年版 公論出版
・１級小型自動車整備士　練習問題集 日本自動車整備振興会連合会

・その他、２級教科書、技術ステップなど必要と思われる教科書公論出版

公論出版

【履修に当たっての留意事項】

・原理、構造、作動、回路の理解と故障診断技術を習得するよう教科書を読み込むこと
・電卓、タイマーを各自準備しておくこと
・新技術講習はスーツ着用のこと

1～8 自動車新技術
自動車新技術教科書記載内容について、練習問題集、教材を用いて
確認し、理解を深める

評価
実習

・技術力向上（１級小型自動車整備士）に必要な能力を早期に確認し、自ら計画的に知識・技能・技術を身に付ける
・開発を担当された方より開発から号口採用に至るまでの講話をして頂き、技術修得の更なる研鑽に繋げる

・ロールプレイを中心に、口述試験に必要な知識、話法を修得し、説明できる

回

科目名 担当教員

総合演習Ⅱ 243404 4年通年 73時限

テーマ

エンジン電子制御装置教科書記載内容について、練習問題集、
教材を用いて確認し、理解を深める

自動車新技術（2回目）
自動車新技術教科書記載内容について、練習問題集、教材を用いて
確認し、理解を深める

　秀嶋　孝嘉祐　　　二藤　直哉
　山原　克之 　　　　佐藤　友一

授業内容

85,86

環境保全・安全管理（2回目）
法令（2回目）

整備事業場の環境保全、安全管理について、練習問題集を用いて理解を深める
道路運送車両法、保安基準について練習問題集を用いて理解を深める

環境保全・安全管理 整備事業場の環境保全、安全管理について、練習問題集を用いて理解を深める

シャシ電子制御装置
シャシ電子制御装置教科書記載内容について、練習問題集、
教材を用いて確認し、理解を深める

エンジン電子制御装置（２回
目）
シャシ電子制御装置（２回目）

新技術講習
TMC新技術講習
TMCより外部講師をお招きして、新機構の講習を行う

エンジン電子制御装置、シャシ電子制御装置教科書記載内容について、
練習問題集、教材を用いて確認し、理解を深める

57～84

49～56

39～48

9～14

評価 修得試験

口述試験対策
口述試験内容、習得目標を確認し、模擬問題を学生間で実施する
問診ひな形の習得

環境保全・安全管理 整備事業場の環境保全、安全管理について、練習問題集を用いて理解を深める

87,88

法令 道路運送車両法、保安基準について練習問題集を用いて理解を深める

15～20

21～24

35～38

29～34

25～28 エンジン電子制御装置

13



コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・アメリカの自動車業界とアフターサービスの違いを説明できる
・自動車用品の規模・種類・販売方法の違いを説明できる

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
―　レポート内容「日本と米国の自動車及び用品ﾏｰｹｯﾄの違いについて」を評価する
＜ポイント＞　書式 表現力 内容等 提出期限等

【提出日】
・海外研修レポートは11/15（月）17：00までに提出すること

【履修に当たっての留意事項】
・旅行詳細については別途資料を配布（上記内容は変更する場合があります）

【教科書・教材】
・必要な資料は配布します

　秀嶋　孝嘉祐　　　二藤　直哉
　山原　克之 　　　　佐藤　友一

ﾛｻﾝｾﾞﾙｽからﾗｽﾍﾞｶﾞｽ移動
　⇒米国のディ-ラー訪問（オートモール・レクサス店）
（自動車販売方法とアフターサービスの違いを知る
米国市場及び米国トヨタの概要説明）

教養

科目名 担当教員

海外マーケティング 243306 4年通年 31時限

・研究調査報告書等評価

ロサンゼルス見学
　⇒トヨタUSAミュージアム　ピータセン自動車博物館　等
（見学先は変更になることもあります）

ﾛｻﾝｾﾞﾙｽからﾗｽﾍﾞｶﾞｽ移動
　⇒米国のディ-ラー訪問（オートモール・レクサス店）
（自動車販売方法とアフターサービスの違いを知る
米国市場及び米国トヨタの概要説明）

・幅広い見識と、能動的な行動力を身につける

テーマ回

1〜3

4～31

移動日及び自由行動

授業内容

自由行動
　⇒OPツアー等

移動日（現地朝～移動）

海外研修旅行

海外マーケティング説明 海外研修旅行（海外マーケティング）概要説明

14



2022年度　ショールームスタッフ科１年シラバス

区分 科目名 時限数 実務経験 ページ

教養 接客応対Ⅰ 57 杉本 有紀子 三浦 さやか 高松 陽子 有 2

教養 接客応対Ⅱ 78 杉本 有紀子 三浦 さやか 有 4

教養 店舗業務基礎 23 杉本 有紀子 有 6

教養 業務知識Ⅰ 15 杉本 有紀子 有 7

教養 販売店実務Ⅰ 54 谷川 嘉夫 杉本 有紀子 有 8

教養 店舗装飾実習Ⅰ 25 杉本 有紀子 外部講師 有 10

教養 店舗装飾実習Ⅱ 53 杉本 有紀子 外部講師 有 11

教養 情報処理Ⅰ 50 杉本 有紀子 有 13

教養 英語表現Ⅰ 12 杉本 有紀子 外部講師 有 15

教養 国語表現 20 杉本 有紀子 有 16

教養 一般常識 51 杉本 有紀子 有 17

教養 キャリア開発Ⅰ 55 杉本 有紀子 三浦 さやか 外部講師 有 19

学科･実習 自動車基礎 57 花房 亮利 21

学科･実習 自動車技術Ⅰ 113 花房 亮利 22

学科･実習 自動車技術Ⅱ 97 花房 亮利 24

学科･実習 自動車技術Ⅲ 141 花房 亮利 26

学科 基礎工学Ⅰ 8 甲斐 小夏 有 28

学科 基礎工学Ⅱ 19 甲斐 小夏 有 29

学科 自動車諸元 11 谷川 嘉夫 30

【１時限：50分】

担当教員



コード 開講時期 時限数

　　お客様応対ができるようになるために、お客様応対に必要な要素を理解し、お客様応対方法の基礎を知る

【修得目標】
　　・応対スタッフが心得ておくべき要件が説明できる
　　・社会人にふさわしいメイクができる
　　・応対スタッフにふさわしい身だしなみ・表情、及び姿勢ができる

【授業計画】
回数

１年前期 57

27～33 ヘアメイクアレンジメント

テーマ 授業内容

1～11

お客様の期待について

15～16 表情トレーニング お客様応対スタッフの表情トレーニング

社会人にふさわしいメイクアップとは

教養

科目名

接客応対Ⅰ

実務経験

アナウンサー・司会業

担当講師
杉本 有紀子
三浦 さやか
高松 陽子

512101

【授業の目的】

12～14 社会人メイク

応対マナーとは
基本マナー（身だしなみ）
　　　〃　　 （笑顔）

接遇とマナー
おもてなしの基礎

ホスピタリティ ホスピタリティとは
ホスピタリティとサービスの違い

　　　〃　　 （言葉遣い）

　　　〃　　 （立居振舞）

　　　〃　　 （挨拶）

トヨタ販売店
姿勢・立ち居振舞い講師

21～26

応答力 人の話に応える力について

発声・腹式呼吸 自分の声、声の出方、及び無理のない話し方について

34～43
お客様応対

ロールプレイング

自動車販売店でよくあるシーンについて（お出迎え～引継ぎ）※後期内容説明

様々な動作、お客様応対の短時間ロープレ

点検でご来店のお客様応対（お出迎え～呈茶）

17～20 お客様応対スタッフの姿勢と歩き方トレーニング

お客様応対にふさわしいメイクアップ実践

ヘアスタイルの種類とアレンジ方法について

語彙力・論理力

傾聴 「人の話を聞くこと」について

語彙力を増やす必要性、言葉の使い方や会話の繋ぎ方について

姿勢とウォーキング

新車検討でのご来店のお客様応対（お出迎え～展示車への誘導）

2



回数 テーマ 授業内容

56
57

【成績評価方法･基準】
　　・筆記、ロールプレイング試験　80％
　　・平常評価　20%

【教科書･教材】
　　・好印象を与える応対マナーハンドブック
　　・サービス接遇検定公式テキスト

【授業外における学習】
　　・レポート提出が必要となるテーマは、各授業で案内します
　　　（指定されたすべてのレポート提出が科目認定の要件になります）

【履修に当たっての留意点】
　　・応対用の制服を着用する際は事前に案内しますが、常に着用できるように準備しておいてください
　　・顔全体が写る鏡を準備しておいてください

修得試験

44～55

修得試験

接遇・マナー
資格取得

お客様応対　ロールプレイング試験ロールプレイング試験

　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　（解説）

サービス接遇検定試験対策（Ⅰサービススタッフの資質/講義・練習問題・解説）

サービス接遇検定試験対策（Ⅱ一般常識/講義・練習問題・解説）

サービス接遇検定試験対策（Ⅲ専門知識/講義・練習問題・解説）

サービス接遇検定とは（試験について、試験に向けた授業の説明）

サービス接遇検定の問題について知る（過去問題に挑戦）

3



コード 開講時期 時限数

　　基本的なお客様応対が実践できるようになるために、応対スタッフに必要となる基本的な所作を修得する

【修得目標】
　　・応対スタッフの基本的な動きができる
　　・美しい文字が書ける
　　・お子様に応対する際のポイントが説明できる
　　・サービス接遇検定試験に合格する

回数

担当講師 実務経験

三浦 さやか 姿勢・立ち居振舞い講師
外部講師

杉本 有紀子 トヨタ販売店

お客様の要望を把握（お客様の要望、質問話法）

様々なお客様への対応
自分のタイプを知る（プラス面の特徴/マイナス面の特徴）
苦手のタイプへの効果的なアプローチを知る

新車検討のお客様応対（営業スタッフへ引継ぎ）
　　　　　　〃　　　　　　　　 　　　　（自分が応対）
スタッフ名指しでご来店のお客様応対（引継ぎ/来客中の場合/不在の場合）
商品コンサルティングとは（心構え/コンサルティングの流れ）

相談しやすい環境づくり（自己PR、親しみがわく対応、考え方にペーシング）

33～34

13～23

美しい文字の書き方24～32

商品コンサルティング

保育体験

姿勢とウォーキング

【授業計画】

512201 １年後期 78

授業内容

教養

科目名

【授業の目的】

接客応対Ⅱ

35～43

テーマ

サービス予約あり・待ちのお客様のお出迎え～呈茶

お客様応対
ロールプレイング

4～12

1～3

電話応対の実践（電話練習機を使った練習）

サービス予約あり・外出のお客様のお出迎え～連絡先伺い
サービス予約なしのお客様応対（確認後入庫可能）
　　　　　　〃　　　　　　　　 　　　　（予約不可で別日へ誘導）

電話応対の基本（電話に出る・引き継ぐ）接遇とﾏﾅｰ（電話応対）

【1回目】乳幼児を対象とした「親子ふれあい」プログラムへの参加を通して
保育の体験及び子どもの特性を知る（外部の保育・児童施設にて受講予定）

【2回目】乳幼児を対象とした「親子ふれあい」プログラムへの参加を通して
保育の体験及び子どもの特性を知る（外部の保育・児童施設にて受講予定）

【3回目】乳幼児を対象とした「親子ふれあい」プログラムへの参加を通して
保育の体験及び子どもの特性を知る（外部の保育・児童施設にて受講予定）

美しい文字を書くための基礎講座

【実践】様々なシーンでの文字の書き方（名前や住所など）

【実践】様々なシーンでの文字の書き方（文章）

【実践】様々なシーンでの文字の書き方（祝儀袋など）

お客様応対スタッフの姿勢と歩き方トレーニング

4



回数 授業内容テーマ

77
78

【成績評価方法･基準】
　　・筆記、ロールプレイング試験　80%
　　・平常評価　20%

【教科書･教材】
　　・好印象を与える応対マナーハンドブック
　　・サービス接遇検定公式テキスト

【授業外における学習】
　　・レポート提出が必要となるテーマは、各授業で案内します
　　　（指定されたすべてのレポート提出が科目認定の要件になります）

【履修に当たっての留意点】
　　・応対用の制服を着用する際は事前に案内しますが、常に着用できるように準備しておいてください

イベント受付応対時の心構えと練習

ロールプレイング試験

60～76 お客様応対実践

修得試験

44～56
接遇・マナー

資格取得対策

サービス接遇検定試験対策（Ⅳ対人技能/講義・練習問題・解説）

サービス接遇検定試験対策（Ⅴ実務技能/講義・練習問題・解説）

サービス接遇検定試験対策④（低回答率問題・解説）

サービス接遇検定試験資格試験57～59

サービス接遇検定試験対策①（過去問題・解説）

サービス接遇検定試験対策②（過去問題・解説）

サービス接遇検定試験対策③（過去問題・解説）

修得試験

高度自動車科４年生研究発表見学者の受付・ご案内

大阪オートメッセでの出展ブース来店客の受付と学校説明（1日目）

大阪オートメッセでの出展ブース来店客の受付と学校説明（2日目）

お客様応対　ロールプレイング試験

5



コード 開講時期 時限数

　　自動車販売店の仕事やトヨタサービスの考え方を理解する

【修得目標】
　　・社会人に求められる要件が説明できる
　　・トヨタサービス精神が説明できる

回数

23

【成績評価方法･基準】
　　・筆記試験　80%
　　・平常評価　20%

【教科書･教材】
　　・店舗業務基礎学習ノート（授業時に配布します）
　　
【授業外における学習】
　　・レポート提出が必要となるテーマは、各授業で案内します
　　　（指定されたすべてのレポート提出が科目認定の要件になります）

【履修に当たっての留意点】
　　・ショールームスタッフに求められる幅広い知識を身に付けましょう

修得試験修得試験

新入社員に向けて

トヨタサービス

23

見学店舗への移動

店舗見学

サービス部門の役割
サービス業務の流れと概要
業務知識の基本
接客サービスの心構え
お客様のタイプ別接客サービス（顧客、お子様連れ、ハンディのあるお客様）

販売店の仕事

ﾄﾖﾀｻｰﾋﾞｽの精神

トヨタサービス全般の復習

授業内容

担当講師 実務経験
杉本 有紀子 トヨタ販売店教養

科目名

店舗業務基礎 512102 １年前期

12～22

1～9

【授業の目的】

【授業計画】
テーマ

店舗見学

店舗見学ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ

社会人に向けての心構え
会社とは何か

店舗見学お礼状作成

10～11

6



コード 開講時期 時限数

　　ショールームスタッフに必要となる販売・サービスの知識を修得する

【修得目標】
　　・サービス部門の役割を説明ができる
　　・自動車販売店に関わる法律の概要が説明できる
　　・自動車の登録手続き方法が説明できる

回数

15

【成績評価方法･基準】
　　・筆記試験　80%
　　・平常評価　20%

【教科書･教材】
　　・トヨタ販売店スタッフ向け　身に付けよう　知識・技術Ⅰ

【授業外における学習】
　　・レポート提出が必要となるテーマは、各授業で案内します
　　　（指定されたすべてのレポート提出が科目認定の要件になります）

【履修に当たっての留意点】
　　・店舗での業務で使われる言葉の意味を理解しましょう

修得試験 修得試験

１年後期 15

【授業の目的】

教養
科目名

業務知識Ⅰ 512202

業務知識
（法律）

業務知識
（登録関係）

【授業計画】
テーマ 授業内容

契約成立と取り消し
自動車の検査・登録

担当講師 実務経験
杉本 有紀子 トヨタ販売店

業務知識
（ｻｰﾋﾞｽ部門の知識）

販売店の組織と販売商品、自社サービス商品の提案、作業待ち時間の対応

1～4

5～11

12～14

整備結果のご説明、入庫のお礼、調子伺いの実施、点検の種類と必要性
保証制度（概要）、保証がつくしプラン
メンテナンスノート、故障緊急時の初期対応、苦情対応、リコール対応
自動車販売会社に関わる法律、車の品質や安全にかかわる法律
消費者契約法、個人情報保護法、独占禁止法、手形小切手法
自動車の税金

登録ナンバーに関する知識、ウェルキャブ、カスタマイズ、営業車の登録手続き
移転登録、納車までの準備書類

車の点検整備、車の改造、U-car販売
整備の不具合、不正行為、保証、車両の故障等の責任
登録の目的と種類、登録に必要な書類、自動車にかかる税金の種類

7



コード 開講時期 時限数

　　お客様応対に必要な、トヨタの知識や商品知識と、分かりやすく伝える手法を身に付ける

【修得目標】
　　・自動車産業や、トヨタ自動車の歴史について理解している
　　・トヨタ自動車の取組みについて説明できる
　　・トヨタ車を見て、車名を答えられる（前期）
　　・自動車装備品の機能を理解し、説明できる（後期）

回数

トヨタの安全技術（トヨタセーフティセンスについて）

トヨタの安全技術（トヨタチームメイトについて）

バッテリーEV戦略

SDGs

説明話法45～46 商品説明の話法、効果的な提案方法

レクサスの知識（レクサスブランド、マークレビンソンなど）

BZ4Xの知識

プリウスの知識

商品知識 ディスプレイオーディオについて

WEBサイトの活用（トヨタ自動車HP,企業HP,WEBカタログ閲覧,トヨタイムズ等）

カタログの知識29～31

32～44

車種やグレードによる装備品の違いについて

13～28 トヨタの取組み

カタログの構成と見方
アクセサリーズ＆カスタマイズカタログ
オーディオビジュアル＆ナビゲーションカタログ

カローラの歴史と現行モデルについて
クラウンの歴史と現行モデルについて
センチュリーの歴史と現行モデルについて

水素エンジン
環境への取組み

トヨタのモータースポーツ　TOYOTA GAZOO Racing

CASEについて、ウーブンシティについて

TNGAについて

トヨタの安全技術（安全に対する基本的な考え方、予防安全、衝突安全）

トヨタ販売店とのつながり

自動車の生産・製造について

トヨタ車とレクサス車

商品知識基礎6～12

ボディタイプによる分類、グレード
標準装備、オプション装備（メーカーオプション、販売店オプション）
ボディカラーについて、モデルチェンジについて
特別仕様車、カスタマイズ車、福祉車両

【授業計画】
テーマ 授業内容

教養
科目名

【授業の目的】

担当講師 実務経験

販売店実務Ⅰ 512304
谷川 嘉夫

杉本 有紀子 トヨタ販売店
１年通年 54

1～5

自動車産業 全産業における自動車産業の位置づけと重要性について
自動車メーカー 日本や世界の自動車メーカーの種類と特徴

トヨタ自動車の歴史

自動車の歴史 自動車発展の歴史、国産自動車の歴史

トヨタ自動車・販売店

8



回数 テーマ 授業内容

【成績評価方法･基準】
　　・筆記、ロールプレイング試験　80％
　　・平常評価　20%

【教科書･教材】
　　・授業時に配布します

【授業外における学習】
　　・レポート提出が必要となるテーマは、各授業で案内します
　　　（指定されたすべてのレポート提出が科目認定の要件になります）

【履修に当たっての留意点】
　　・お客様応対に必要となる、トヨタにまつわる知識を幅広く身に付けましょう

53～54 修得試験 修得試験（筆記試験および話法を使った商品説明のロールプレイング）

47～52 商品説明

　　　　〃　　　　　（レーントレーシングアシスト、レーンディパーチャーアラート）
　　　　〃　　　　　（レーダークルーズコントロール）
　　　　〃　　　　　（オートマチックハイビーム、アダプティブハイビーム）
　　　　〃　　　　　（先行車発進アラーム、ロードサインアシスト）
　　　　〃　　　　　（インテリジェントクリアランスソナー、アドバンストパーク）

安全装備の説明（プリクラッシュセーフティ）

9



コード 開講時期 時限数

　　店舗で必要となる装飾技能を習得する

【修得目標】
　　・店舗の美化を維持するためのポイントや、演出についての考え方を理解している
　　・店舗装飾で活用できるフラワー装花が作成できる

回数

【成績評価方法･基準】
　　・平常評価　100%（筆記試験、実技評価を含む）

【教科書･教材】
　　・店舗美化演出スタンダード（授業時に配布）

【授業外における学習】
　　・レポート提出が必要となるテーマは、各授業で案内します
　　　（指定されたすべてのレポート提出が科目認定の要件になります）

【履修に当たっての留意点】
　　・積極的に反復練習することでコツを覚えましょう

店舗美化演出の必要性
ショールームのエリア別スタンダード

報告書作成、片付け

フラワーアート制作

授業内容

フラワーアート　演習③

フラワーアート　基礎編（装花の基礎知識・色のバランス）

フラワーアート　演習①

フラワーアート　演習②

筆記試験

ショールームのエリア別スタンダード
色の基本
シーズン演出の知識
店舗装飾（考え方の理解）復習

テーマに沿った企画、準備

【授業計画】

店舗装飾
（考え方の理解）

店舗装飾
（フラワーアート実技）

店舗装飾
（考え方の理解）

20～25

15～19

店舗装飾
（実践）

テーマ

1～2

3～14

実務経験

有
トヨタ販売店

１年前期 25

担当講師
杉本 有紀子

外部講師

【授業の目的】

店舗装飾実習Ⅰ
教養

科目名

512104

10



コード 開講時期 時限数

　　店舗で必要となる掲示物の知識や制作技能を習得する

【修得目標】
　　・情報掲示やPOPの活用について、考え方を理解している
　　・店舗装飾で活用できるPOPが作成できる

回数

店舗装飾
（ディスプレイ）

オートメッセ出展車両について、制作物（車両紹介ボード等）について

報告書作成

制作物の企画

制作①

制作②

制作③

3～23
店舗装飾

（POP作成）

道具の説明と基本の文字練習

【練習】文字の練習、勉強後の応用（簡単なカード作成）

POPについて、POP作成①

【練習】POP課題制作

POPについて、POP作成②

【練習】POP課題制作

ブラックボード作成

ディスプレイ、ラッピング演習24～26

総合制作①
オートメッセボード作成

27～38

【授業の目的】

教養
科目名

店舗装飾実習Ⅱ 512204
外部講師 有

１年後期 53

担当講師 実務経験
杉本 有紀子 トヨタ販売店

【授業計画】
テーマ 授業内容

店舗装飾
（考え方の理解）

【講義】効果的な展示、商品訴求の基礎、販売店におけるPOPの活用1～2

11



回数 テーマ 授業内容

【成績評価方法･基準】
　　・平常評価　100%（筆記試験、実技評価を含む）

【教科書･教材】
　　・店舗美化演出スタンダード（授業時に配布）

【授業外における学習】
　　・レポート提出が必要となるテーマは、各授業で案内します
　　　（指定されたすべてのレポート提出が科目認定の要件になります）

【履修に当たっての留意点】
　　・積極的に反復練習することでコツを覚えましょう

39～51

花材の仕入れ

制作①

制作②

制作③

報告書作成
店舗装飾（考え方の理解）復習
筆記試験

制作物の企画

総合制作②
入学式用ﾌﾗﾜｰｱｰﾄ作成

52～53
店舗装飾

（考え方の理解）

入学式用フラワーアートについて

12



コード 開講時期 時限数

　　文書作成や売上計算を行う上で必要となるパソコン操作の基礎知識を身につける

【修得目標】
　　・Word、Power Pointの基本操作ができる
　　・テーマを決めたポスターの製作ができる

回数

情報モラル4～9

インターネットとは、インターネット用語の理解

インターネット利用時の注意事項
SNS投稿時の注意事項、ビジネスにおけるSNS利用の注意事項
企業のSNS活用について

インターネットトラブルについて（総務省発行「ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾄﾗﾌﾞﾙ事例集」より）

1～3 基本操作
PC扱い注意事項、PCの起動、ログインについて
基本操作
クラウドの活用

テーマ 授業内容

教養
科目名 担当講師

１年通年 50情報処理Ⅰ

実務経験

512301
杉本 有紀子 トヨタ販売店

【授業の目的】

【授業計画】

ビジュアル②動き（アニメーション、スライドショーについて）

プレゼン発表

Wordの基礎的な操作方法

Word基礎10～29

Excel基礎30～34

簡単な関数（合計、平均、最大、最小）

Excelでできること、基本操作について
表の作成
グラフの作成
四則演算

【実践】「私の地元自慢」プレゼン資料作成

【実践】「私の地元自慢」プレゼン資料発表、操作練習

35～43 PowerPoint基礎

49～50

44～49 総合復習

修得試験 修得試験（筆記、Word実技、Excel実技）

情報モラルの復習

Excel　グラフの作成復習
Excel　四則演算、簡単な関数の復習
個々の苦手分野の復習

Word文書作成の復習（指定された内容を作成）

PowerPointでできること、基本操作について
ビジュアル①デザイン（スライドテーマ、背景の色、画像の挿入など）

案内文の作成

ハガキの作成（入庫お礼、来店お礼＆試乗案内）

企画書の作成

車両ポスターの作成①（車両＆スペック）

車両ポスターの作成②（車両＆スペック）

報告書の作成

掲示文の作成
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【成績評価方法･基準】
　　・修得試験　80%
　　・平常評価　20％

【教科書･教材】
　　・ＭＯＳ攻略問題集
　　・その他、授業時に配布します

【授業外における学習】
　　・レポート提出が必要となるテーマは、各授業で案内します
　　（指定されたすべてのレポート提出が科目認定の要件になります）

【履修に当たっての留意点】
　　・積極的に反復練習することでコツを覚えましょう

14



コード 開講時期 時限数

　　ショールームスタッフとして必要となる英会話の力を身に付ける

【修得目標】
　　・お客様応対場面で必要となる基本的な英会話ができる

回数

【成績評価方法･基準】
　・平常評価　100％

【教科書･教材】
　・授業時に配布します

【授業外における学習】
　・宿題など

【履修に当たっての留意点】
　・積極的に発言してください

【授業の目的】

【授業計画】
テーマ/Unit 授業内容/Lesson

教養
科目名 担当講師 実務経験

英語表現Ⅰ 512105 1年前期 12
外部講師

ショールームでのお飲み物伺い

総合復習

簡単なテスト/英語でのゲーム

挨拶、自己紹介

方向など道案内に必要な英語

天気についての雑談

1～2 Greeting

3～4

5～6

7～8

9～10

11～12

Direction

Weather

Drink order

総合

総合
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コード 開講時期 時限数

　　一般常識として知っておきたい、漢字や四字熟語など、基礎的な国語力を身に付ける

【修得目標】
　　・就職試験で対応できるレベルの一般常識（国語）が身についている
　　・漢字検定準2級の取得

回数

19
20

【成績評価方法･基準】
　　・筆記試験　80%
　　・平常評価　20%

【教科書･教材】
　　・漢検　漢字学習STEP準2級

【授業外における学習】
　　・試験に向けて、個々が苦手な分野は、しっかりと自己学習を行うようにしてください。
　　・試験に向けて宿題があります。指定されたすべての提出が科目認定の要件になります
　　・試験に向けて、朝のショートホームルームで小テストを行います。

【履修に当たっての留意点】
　　・漢字検定準2級取得を目指すだけでなく、就職試験対策でもあります。しっかりと身に付けましょう。

【授業の目的】

【授業計画】
テーマ 授業内容

漢字検定対策

模試③

解答率が低い問題での練習①
模試④

模試⑤
模試⑥

模試⑦
模試⑧

解答率が低い問題での練習②

解答率が低い問題での練習③

漢字と送り仮名（対策と練習問題）

20

担当講師 実務経験
杉本 有紀子 トヨタ販売店教養

科目名

国語表現 512303 １年前期

修得試験修得試験

1～18

漢字検定試験 漢字検定準2級試験受験（6月）

漢字検定について、模試①
準2級出題内容について、読み（対策と練習問題）
同音・同訓異字（対策と練習問題）
熟語の構成（対策と練習問題）

部首、対義語・類義語（対策と練習問題）

誤字訂正、書き取り（対策と練習問題）
四字熟語（対策と練習問題）

模試②

16



コード 開講時期 時限数

　　ショールームスタッフとして必要となる一般常識を身に付ける（就職筆記試験対策問題を活用）

【修得目標】
　　・就職試験で対応できるレベルの知識が身についている

回数

51

1～29

30～50

損益算

【授業の目的】

【授業計画】
テーマ 授業内容

教養
科目名 担当講師 実務経験

一般常識 512303

面接の流れ、入室方法、入室から退室までの練習

就職活動におけるマナー、心構え

51
杉本 有紀子 トヨタ販売店

分割払い
代金の精算
仕事算
集合
濃度算

志望動機

面接練習①

面接練習②

１年後期

復習「仕事算」「損益算」

復習「分割払い」「通過算」

復習「代金の精算」「集合」「確率」

修得試験 修得試験

就職筆記試験対策

自己表現

学業に関すること（得意な科目・好きな科目・力を注いだ内容）
学業以外で力を注いだこと

面接練習③

順列
組合せ
確率
推論

命題
図表の読み取り
旅人算
通過算
流水算

復習「分割払い」「通過算」

総合問題①と低回答率問題の解説

総合問題②と低回答率問題の解説

時事問題

グループディスカッション演習

自己PRについて

17



【成績評価方法･基準】
　　・筆記試験　80%
　　・平常評価　20%

【教科書･教材】
　　・授業時に配布します

【授業外における学習】
　　・レポート提出が必要となるテーマは、各授業で案内します
　　　（指定されたすべてのレポート提出が科目認定の要件になります）
【履修に当たっての留意点】
　　・就職試験の受験に向けて、しっかりと筆記対策をしましょう

18



コード 開講時期 時限数

　　社会人に必要となる教養を身に付ける

【修得目標】
　　・自動車販売店で働く店舗スタッフとしてのキャリアデザインができる
　　・キャリアデザインをふまえた企業研究ができるとともに就職内定を勝ち取る

回数

13

16

24

27

キャリアビジョンについて

2年生との交流①学校案内、授業内容について

2年生との交流②お互いを知る

47～49 ライフプラン 3年後・7年後・10年後の未来を考える（ワークシート、イメージコラージュ作り）

働く上で知っておきたいこと①（動画で学ぼう労働条件～入学時）

ワークライフバランス② 働く上で知っておきたいこと②（動画で学ぼう労働条件～就活前）

セルフマネジメント①14～15

就職ガイダンス① 就職活動スケジュール、会社訪問の大切さ、企業研究（比較）のための題材

履歴書の作成について

28～36 企業研究

担当講師

三浦 さやか 姿勢・立ち居振舞い講師

自動車販売店の仕事、ショールームスタッフについて
ショールームスタッフ科で学ぶこと（授業内容の紹介）

キャリアデザイン

授業内容

1～4

512302 １年通年 55

2年後の自分の姿を考える

教養
科目名

キャリア開発Ⅰ

【授業の目的】

【授業計画】
テーマ

実務経験
杉本 有紀子 トヨタ販売店

学生交流イベント

履歴書

セルフマネジメント②

セルフマネジメント③

40～46

37～39 就職面接

研修旅行

5～12

25～26

就職ガイダンス②

会社訪問

クラス内での交流（モノづくりを通し、交流を深める）

セルフマネジメントとは、就職活動に向けた自己分析について

セルフマネジメントとは、就職活動に向けた自己分析について

企業研究セミナーで求人予定の企業様と面談①

会社訪問の仕方についてロールプレイングを交えた演習
（アポイントの取り方、訪問時の応対方法など）

セルフマネジメントとは、就職活動に向けた自己分析について

企業紹介カードの見方、履歴書の書き方、企業研究（比較）のための題材

企業研究セミナーで求人予定の企業様と面談②

企業研究セミナーで求人予定の企業様と面談③

面接演習について

トヨタ会館見学
さなげアドベンチャーフィールドでの４WD車機能体験

ワークライフバランス①

17～19

20～21

22～23

19



回数 授業内容テーマ

【成績評価方法･基準】
　　・平常評価　100%

【教科書･教材】
　　・必要に応じて授業時に配布します

【授業外における学習】
　　・レポート提出が必要となるテーマは、各授業で案内します
　　　（指定されたすべてのレポート提出が科目認定の要件になります）

【履修に当たっての留意点】
　　・幅広い教養を身につけて、さらに人間性を磨いていきましょう

車種レポート作成

調査項目、調査基準を設定し、自動車業界以外の店舗について
ミステリーショッパー企画書を作成（ミステリショッパーの実施は春休み宿題）
2年次の車種研究について

52～55 レポート作成

50～51 ミステリショッパー

20



コード 開講時期 時限数

　　ショールームスタッフに必要となる自動車の知識を修得するために、自動車の装備品の使用法を理解する

【修得目標】

　　・自動車の種類と車種名称が言える
　　・自動車装備品の操作方法が説明できる 学科授業 36時限

　　・安全作業の必要性が説明できる 実習授業 21時限

回数

5～7

49～54
55～57

【成績評価方法･基準】
　　・筆記/実技試験　80%
　　・平常評価　20%

【教科書･教材】
　　・TEAM-GP第1ステップ

【授業外における学習】
　　・授業の最終日にレポート提出が必要となります。
　　（レポート提出が科目認定の要件になります）
【履修に当たっての留意点】
　　・授業では、エンジニアウェアを着用して下さい。
　　・実習場では実習服・帽子、及び安全靴を着用してください。

作業体験

復習授業
修得試験
復習授業

修得試験

ライト、ワイパー

確認テスト

警告灯

シート、ハンドル、ミラーの調節
ドアガラスの開閉、給油のしかた、ｴﾝｼﾞﾝﾌｰﾄﾞ、ﾄﾗﾝｸの開閉
盗難防止システム、安全装備

室内灯、収納装備
その他室内装備

自動車各部の部品交換作業体験

確認テスト

車種名①
安全作業の必要性
取扱説明書の見方、キーの取り扱い
ドアの開閉のしかた、ロックのしかた

ｴﾝｼﾞﾝのかけ方（安全作業）、運転のしかた

511101 １年前期 57

担当講師 実務経験
花房 亮利

【授業の目的】

【授業計画】
テーマ

学科
実習

科目名

自動車基礎

授業内容

ボディタイプの種類・
車種名称

安全作業

ｲﾍﾞﾝﾄﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾀﾞ
確認テスト

メーターの見方
その他走行装置
エアコン・デフォッガ

確認テスト
車の手入れ
内外装部品の名称
車種名②

自動車装備品の
操作方法

（ボデー装備品）

自動車装備品の
操作方法

（室内装備品）

自動車のお手入れ方法、
内外装部品の名称

ボディタイプの違う車の試乗体験

38～48

1～4

8～18

19～30

31～37

21



コード 開講時期 時限数

　　ショールームスタッフに必要となる自動車の知識を修得するために、自動車の基本構造を理解する

【修得目標】

　　・自動車の「走る」「曲がる」「止まる」ための各装置の基本構造が説明できる
　　・エンジン本体各装置の名称と役割が説明できる 学科授業 28時限

　　・整備工具の名称と使い方が説明できる 実習授業 85時限

回数

7
8
9
10
11

24

34

37

51

カスタマーサービスの原点について
ﾗｰｸﾘﾌﾄ使用、回転部分、ｴﾝｼﾞﾝﾙｰﾑで熱くなる部分の確認

自動車の基本的な構造

駆動方式（FF・FR・4WD・MR・RR）の違いによる特徴
走行体験
エンジンの種類（Gｴﾝｼﾞﾝ、Dｴﾝｼﾞﾝ、HVなど）と特徴
乗用自動車、貨物自動車、レンタカーなどの分類
確認テスト

基本作業（修理書の見方）、作業体験
水ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙﾛｹｯﾄ作成
吸入行程

排気装置
安全作業について、４Sの必要性

刃物道具（はさみ、ｶｯﾀｰなど）の使い方
ﾒｶｽﾀの工具の名称と特徴、使い方

室内装備品確認
始動装置

止まるためのしくみ(ﾌﾞﾚｰｷ)

室内装備品確認
機能について
走るためのしくみ（ｴﾝｼﾞﾝ）
走るためのしくみ（ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ）
走るためのしくみ（ﾃﾞｨﾌｧﾚﾝｼｬﾙ）
走るためのしくみ（ﾃﾞｨﾌｧﾚﾝｼｬﾙ）

ｴﾝｼﾞﾝ構造Ⅰ

室内装備

室内装備

確認テスト
室内装備品確認

走るためのしくみ確認ﾃｽﾄ
ｴﾝｼﾞﾝの動く原理（復習）、ｴﾝｼﾞﾝの形の色々、ｴﾝｼﾞﾝ本体構造

吸気装置
燃料装置
潤滑装置

圧縮行程
燃焼行程
排気行程

ｴﾝｼﾞ構造Ⅰまとめ
室内装備品確認

安全作業

刃物道具、
整備工具

冷却装置

【授業の目的】

【授業計画】
テーマ 授業内容

学科
実習

科目名

自動車技術Ⅰ 511102 １年前期 113

担当講師 実務経験
花房 亮利

カスタマーサービスの原
点、安全作業

駆動方式による分類

エンジンの種類

ｴﾝｼﾞﾝに使われる油脂の性質と取扱い【安全作業】

ｴﾝｼﾞﾝ構造Ⅰ

室内装備

ｴﾝｼﾞﾝ概要

走るためのしくみ（動力伝達装置）
曲がるためのしくみ（ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ）
止まるためのしくみ(ﾌﾞﾚｰｷ)

法律による分類
復習

室内装備
自動車の機能

1～2

3～6

12～23

25～26

27～33

35～36

38～50

22



回数 テーマ 授業内容

71

86

89
90
91

94
95～96

102

【成績評価方法･基準】
　　・筆記/実技試験　80%
　　・平常評価　20%

【教科書･教材】
　　・TEAM-GP第1ステップ

【授業外における学習】
　　・授業の最終日にレポート提出が必要となります。
　　（レポート提出が科目認定の要件になります）

【履修に当たっての留意点】
　　・授業では、エンジニアウェアを着用して下さい。
　　・実習場では実習服・帽子、及び安全靴を着用してください。

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ、HV概要

ﾄﾖﾀのHV車両
室内装備品確認
ｴﾝｼﾞﾝの構造
ｸﾗｯﾁ
ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ
ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄ・ﾃﾞｨﾌｧﾚﾝｼｬﾙ・ﾄﾞﾗｼｬ

室内装備品確認

ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄ、ﾃﾞｨﾌｧﾚﾝｼｬﾙ確認ﾃｽﾄ、ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄの役割、働き
走行体験

ｷﾞﾔｵｲﾙ、ﾌﾙｰﾄﾞの種類と特徴
動力伝達装置1ｽﾃｯﾌﾟまとめ
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ概要、ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝとの類似点、相違点
HVの概要

ｸﾗｯﾁの作動
室内装備品確認

TMの役割、求められる条件
走行体験

必要性とその原理
CVTの概要
シフト操作の違いを体験

ＦＲでの動力伝達装置（復習）、その他動力伝達装置の役割と構成
４WDの動力伝達
MR、RRの動力伝達

整備工具
ｴﾝｼﾞﾝ分組体験
⇒工具の使い慣れのための単体ｴﾝｼﾞﾝ分組
　　（ｲﾝﾏﾆ、ｴｷﾏﾆ、ﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰ、ﾍｯﾄﾞ、ｵｲﾙﾊﾟﾝ脱着）

動力伝達装置の油脂類
動力伝達装置

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝⅠ

HVⅠ

ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝまとめ

ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄの役割
走行体験

ﾃﾞｨﾌｧﾚﾝｼｬﾙの3作用と役割
走行体験

ｸﾗｯﾁ構造Ⅰ
役割、求められる条件

動力伝達装置

52～63

64～66

復習授業 開放授業

111～
113

修得試験 修得試験

67～70

72～80

81～82

83～85

87～88

92～93

97～
101

103～
110

室内装備
ｴﾝｼﾞﾝ復習

ｼｬｼ復習

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ、HV復習

室内装備

ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝⅠ

ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄ

ﾃﾞｨﾌｧﾚﾝｼｬﾙⅠ

室内装備

ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ

23



コード 開講時期 時限数

　　ショールームスタッフに必要となる自動車の知識を修得するために、自動車の基本構造を理解する

【修得目標】

　　・自動車の「走る」「曲がる」「止まる」ための各装置の基本構造が説明できる
　　・走行に関係する装置の名称と役割が説明できる 学科授業 28時限

　　・工作工具、工作機器の名称と使い方が説明できる 実習授業 69時限

回数

10

21

32

43

55

自動車技術Ⅱ 511201 １年後期 97

室内装備品確認

構造研究
分組体験

走行体験
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾌﾞﾚｰｷの構造

ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾌﾞﾚｰｷの構造研究
作業体験

ﾌﾞﾚｰｷﾌﾙｰﾄﾞの特徴

電気の基礎Ⅰ

室内装備

ﾌﾞﾚｰｷⅠ

走行体験

室内装備

ﾌﾞﾚｰｷⅠ

電気の基礎Ⅱ

ﾌﾞﾚｰｷの役割、構成部品、装置の概要

ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ、ﾌﾞﾚｰｷ確認ﾃｽﾄ、・電気の基本、電圧電流抵抗の関係
電気回路図記号、単位、直流と交流
ｵｰﾑの法則、抵抗の性質
復習
室内装備品確認

室内装備

電気（復習）
ショート実験、・抵抗値と流れる電流の関係

ﾋｭｰｽﾞ脱着体験

自動車の電気回路
ﾃｽﾀ－の使い方（電圧計）

室内装備品確認

室内装備品確認

ﾀｲﾔ・ﾎｲｰﾙⅠ

ﾄﾞﾗｼｬ確認ﾃｽﾄ
ﾀｲﾔの役割、4大機能
走行体験

ﾀｲﾔ・ﾎｲｰﾙのｻｲｽﾞ表示
ｶﾞﾚｰｼﾞｼﾞｬｯｷの使用方法
ﾀｲﾔ脱着体験
ﾀｲﾔﾛｰﾃｰｼｮﾝ体験
ﾀｲﾔ摩耗のしくみとﾀｲﾔのﾒﾝﾃﾅﾝｽ

学科
実習

科目名

ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝⅠ

走行体験
働き、乗り心地の向上、操縦安定性の確保について

テーマ 授業内容

【授業の目的】

【授業計画】

構造と動き、左右輪の支え方の種類

ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ構造研究
作業体験

担当講師 実務経験
花房 亮利

室内装備品確認室内装備

ﾌﾞﾚｰｷⅠ

ｽﾃｱﾘﾝｸﾞⅠ

ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ、ﾌﾞﾚｰｷ確認ﾃｽﾄ、・走行体験
まっすぐ走らせる理由、しくみ、事故時の安全性を高めるしくみ
ﾀｲﾔの向きが変わるしくみ
構造研究

室内装備

1～9

11～20

22～25

26～31

33～37

38～42

44～48

49～54
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回数 テーマ 授業内容

76

95～97

【成績評価方法･基準】
　　・筆記/実技試験　80%
　　・平常評価　20%

【教科書･教材】
　　・TEAM-GP第1ステップ

【授業外における学習】
　　・授業の最終日にレポート提出が必要となります。
　　（レポート提出が科目認定の要件になります）

【履修に当たっての留意点】
　　・授業では、エンジニアウェアを着用して下さい。
　　・実習場では実習服・帽子、及び安全靴を着用してください。

自動車安全機能
自動車安全機能実車確認

電気装置

ﾌﾞﾚｰｷ、電気の確認ﾃｽﾄ、・ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ
ﾀｲﾔ、ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ
ﾌﾞﾚｰｷ

修得試験

ｱﾙﾐの鍋敷き、砂時計など作成
電気工作でﾊﾝﾀﾞ作業
ｵｰﾄﾒｯｾﾌﾞｰｽ内の装飾品作成

工作作業

評価

修得試験

復習授業

開放授業

室内装備

安全装備

室内装備品確認

82～94

56～75

77～81
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コード 開講時期 時限数

　　ショールームスタッフに必要となる自動車の知識を修得するために、エンジンの構造を理解する

【修得目標】

　　・エンジン本体、及びエンジン各装置の基本構造が説明できる
　　・エンジン分解組み付けの作業注意点が説明できる 学科授業 36時限

実習授業 105時限

回数

54～55

自動車技術Ⅲ 511202 １年後期 141

ﾊﾞﾙﾌﾞ機構、ﾊﾞﾙﾀｲ確認ﾃｽﾄ、潤滑各部名称（復習）
ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ構造作動
ｵｲﾙﾌｨﾙﾀ構造と役割、ｵｲﾙﾊﾟﾝの特徴

ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ～ｵｲﾙﾊﾟﾝまで構造研究
作業体験

ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ～ｵｲﾙﾊﾟﾝまで確認ﾃｽﾄ、冷却装置各部名称（復習）
ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ、ﾗｼﾞｴｰﾀとﾗｼﾞｴｰﾀｷｬｯﾌﾟ

内燃機関の概要・分類・燃焼方式による分類

点火又は着火による分類～ﾊﾞﾙﾌﾞ機構による分類、ｼﾘﾝﾀﾞ数及び配置による分類
4ｻｲｸﾙｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ復習

ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝとは（復習）
ｴﾝｼﾞﾝ4行程
ｴﾝｼﾞﾝをｽﾑｰｽﾞに回転させるしくみ、ｴﾝｼﾞﾝの力をｺﾝﾄﾛｰﾙするしくみ
ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝの3要素

ｻｰﾓｽﾀｯﾄ、ﾌｧﾝ、LLC（復習）

ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ～ﾌｧﾝ構造研究
作業体験

ﾌﾗｲﾎｲｰﾙとﾘﾝｸﾞｷﾞﾔ

ﾊﾞﾙﾌﾞﾀｲﾐﾝｸﾞﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ

ﾊﾞﾙﾌﾞ機構の構造研究
ｶﾑｼｬﾌﾄ・ﾀﾍﾟｯﾄ

ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ、ｼﾞｬｰﾅﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、ﾌﾗｲﾎｲｰﾙ、ﾘﾝｸﾞｷﾞﾔの構造研究

ﾀｲﾔﾛｰﾃｰｼｮﾝ作業

安全作業について考える

ｸﾗﾝｸ～ﾘﾝｸﾞｷﾞﾔまで確認ﾃｽﾄ
ﾊﾞﾙﾌﾞ機構

点検整備
内燃機関理論、ｱﾄｷﾝｿﾝｻｲｸﾙｴﾝｼﾞﾝ

点検整備

【授業の目的】

【授業計画】
テーマ 授業内容

学科
実習

科目名

安全作業

工具の取り扱い

ｴﾝｼﾞﾝ本体部品
ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞ
ｼﾘﾝﾀﾞとｼﾘﾝﾀﾞﾌﾞﾛｯｸ

点検整備

冷却装置

エンジン本体部品

エンジンのバルブ機構

潤滑装置

ｴｱﾂｰﾙの使い方

ﾊﾞﾙﾌﾞｸﾘｱﾗﾝｽ、VVT-i

ｺﾝﾛｯﾄﾞ及びｺﾝﾛｯﾄﾞﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ
ﾋﾟｽﾄﾝ～ｺﾝﾛｯﾄﾞﾍﾞｱﾘﾝｸﾞまでの構造研究
点検整備
ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ及びｼﾞｬｰﾅﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ

担当講師 実務経験
花房 亮利

ﾋﾟｽﾄﾝ、ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ
ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ

・ｴﾝｼﾞﾝにとって良い混合気とは
・走行体験（GTSﾃﾞｰﾀﾓﾆﾀ）

良い圧縮
良い火花
点火時期、進角と遅角、燃焼～ﾉｯｷﾝｸﾞについて
車両でｲｸﾞﾅｲﾀ脱着作業の体験

エンジン概要復習

エンジンが動く仕組み

V型など各種ｴﾝｼﾞﾝの特徴確認、ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞ、ｼﾘﾝﾀﾞとﾌﾞﾛｯｸ構造研究

1～4

5～15

16～41

42～53

56～57

58～63

64～68

26



回数 テーマ 授業内容

93～97

【成績評価方法･基準】
　　・筆記/実技試験　80%　（実技試験に操作説明のロールプレイングを含みます）
　　・平常評価　20%

【教科書･教材】
　　・TEAM-GP第1ステップ

【授業外における学習】
　　・授業の最終日にレポート提出が必要となります。
　　（レポート提出が科目認定の要件になります）
【履修に当たっての留意点】
　　・授業では、エンジニアウェアを着用して下さい。
　　・実習場では実習服・帽子、及び安全靴を着用してください。

修得試験

快適装備：座席シート機能、ステアリング・メーター機能、ドア・室内ミラー機能
　　　　　　　電気装備品、その他装備品、T-CONNECT（ミライ専用サービス含む）

作業体験
排出ガス浄化装置
排出ガス浄化対策

安全性能：タイヤ、エンジンフード、ライト、HVの機能説明、
　　　　　　　TOYOTA SAFETY SENSEなど安全装備の理解

ＥＴＣのシステムと関連部品、ケミカル用品について

冷却装置の確認ﾃｽﾄ、燃料装置の各部名称（復習）
ｲﾝｼﾞｪｸﾀ、ﾌｭｰｴﾙﾎﾟﾝﾌﾟ
ﾌﾟﾚｯｼｬﾚｷﾞｭﾚｰﾀ、ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸ

ｲﾝｼﾞｪｸﾀ～ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸまで構造研究
作業体験
ガス欠したとき

燃料装置

吸排気装置

自動車装備品
操作説明

ロールプレイング

ｴｷﾊﾟｲ、ﾏﾌﾗｰ
作業体験

ｴｱｸﾘｰﾅ、ｽﾛｯﾄﾙﾎﾞﾃﾞｨｰ、ｲﾝﾏﾆ、ｴｷﾏﾆ

走行性能：ブレーキ、SuperECT、HV、PHV、ミライ、４WD、サスペンションの機能
環境性能：排出ガス抑止装置の機能説明

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝⅡ

吸排気装置の各部名称（復習）

修得試験

復習授業 開放授業

ｴﾝｼﾞﾝ分組まとめ

HVⅡ

ｴﾝｼﾞﾝ復習

HVｼｽﾃﾑの構造
動力分割機構の作動（共線図）

132～
138

139～
141

69～73

班ごとに単体ｴﾝｼﾞﾝを分解、組付け
班ごとに単体ｴﾝｼﾞﾝを分解、組付け

74～81

82～92

98～
111

112～
117

118～
124

125～
131

ｴﾝｼﾞﾝ分組

ｴﾝｼﾞﾝ分組

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝを取り巻く環境の変化
引火点、着火点、軽油の燃焼実験

ﾊﾞﾙﾌﾞ機構
ﾊﾞﾙﾌﾞﾀｲﾐﾝｸﾞﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ
潤滑装置
冷却装置
吸排気装置
ｴﾝｼﾞﾝ本体、Dｴﾝｼﾞﾝ、HV

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝとすすの発生
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝの4行程、圧縮熱
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝの燃焼
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ特有の不具合

HVｼｽﾃﾑの種類と特徴、作動概要
HV走行体験

作動概要、主要構成部品
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コード 開講時期 時限数

　　自動車に使われる燃料と潤滑剤の性質を理解する

【修得目標】

　　・潤滑剤の必要性が説明できる
　　・ガソリンの取扱いにおける注意点について説明できる 学科授業 8時限

実習授業 ―

回数
1～2

8

【成績評価方法･基準】
　　・筆記試験　80%
　　・平常評価　20%

【教科書･教材】
　　・３級自動車ガソリンエンジン

【授業外における学習】
　　・レポート提出が必要となるテーマは、各授業で案内します
　　　（指定されたすべてのレポート提出が科目認定の要件になります）

【履修に当たっての留意点】
　　・自動車に使われる燃料・油脂について、お客様からの質問にお答えできるようにしていきましょう

修得試験

テーマ 授業内容
燃料

潤滑剤

燃料の種類と精製について

修得試験
潤滑剤の種類
潤滑の原理と目的

【授業計画】

3～7

学科
科目名

【授業の目的】

担当講師 実務経験
甲斐 小夏 自動車販売店

基礎工学Ⅰ 511103 １年前期 8
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コード 開講時期 時限数

　　自動車に使われる材料・部品、及び基礎的な原理を理解する

【修得目標】

　　・自動車材料の種類について説明できる
　　・自動車に関する基礎的な原理（熱、燃焼、力）について説明できる 学科授業 19時限

実習授業 ―

回数

4
5
6
7
8
9
10
11
12

13～15
16～17

18
19

【成績評価方法･基準】
　　・筆記試験　80%
　　・平常評価　20%

【教科書･教材】
　　・３級自動車ガソリンエンジン

【授業外における学習】
　　・レポート提出が必要となるテーマは、各授業で案内します
　　　（指定されたすべてのレポート提出が科目認定の要件になります）

【履修に当たっての留意点】
　　・実習場では実習服・帽子、及び安全靴を着用してください。

熱と物質、熱と温度、比熱、温度
確認試験

熱

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞの種類、ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞの種類ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ・ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ
ｷﾞﾔ・ﾍﾞﾙﾄ・ﾌﾟｰﾘｰ ｷﾞﾔの種類、ﾍﾞﾙﾄの種類、ﾌﾟｰﾘ名称

修得試験 修得試験

伝導、対流、放射、燃焼室内の熱の移動、熱膨張

燃焼後の成分

摩擦力、ﾄﾙｸ、力のﾓｰﾒﾝﾄ、速度加速度
仕事、ｴﾈﾙｷﾞ、圧力、応力
確認試験確認試験

熱の移動
熱膨張
燃焼

確認試験
力

仕事とｴﾈﾙｷﾞ、圧力と応力

燃焼必要な条件、引火点と着火点

甲斐 小夏

自動車材料

自動車の機械要素

鉄鋼
鉄鋼の熱処理、非鉄金属
非金属、複合材、塗料
ねじ部品、ねじの締まるしくみ

1～3

自動車販売店

【授業計画】
テーマ 授業内容

【授業の目的】

学科
科目名

基礎工学Ⅱ 511203 １年後期 19

担当講師 実務経験
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コード 開講時期 時限数

　　自動車ｶﾀﾛｸﾞに記載されている諸元を理解する

【修得目標】

　　・自動車ｶﾀﾛｸﾞの諸元項目の意味が説明できる
　　・自動車に働く力が説明できる 学科授業 11時限

実習授業 ―

回数

9
10
11

【成績評価方法･基準】
　　・筆記試験　80%
　　・平常評価　20%

【教科書･教材】
　　・ここが知りたい！～クルマのプロをめざして～
　　・新車カタログ

【授業外における学習】
　　・第10回の確認テストまでに授業内容の復習をしっかり行っておいてください

【履修に当たっての留意点】
　　・実習場では実習服・帽子、及び安全靴を着用してください

谷川 嘉夫

確認テスト、復習
修得試験

自動車に働く抵抗、駆動力、登坂能力

自動車ｶﾀﾛｸﾞの諸元
エンジン型式
排気量・圧縮比
最高出力・最大ﾄﾙｸ・使用燃料
ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ

自動車の性能
復習

修得試験

車両型式
車両重量・燃料消費率
主要燃費改善対策
寸法・定員

1～8

【授業計画】
テーマ 授業内容

学科
科目名

【授業の目的】

自動車諸元 511204 １年後期 11

担当講師 実務経験
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2022年度　ショールームスタッフ科２年シラバス

区分 科目名 時限数 実務経験 ページ

教養 接客応対Ⅲ 61 杉本 有紀子 三浦 さやか 外部講師 有 2

教養 接客応対Ⅳ 25 杉本 有紀子 有 4

教養 ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 90 杉本 有紀子 企業担当者 有 5

教養 ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 62 杉本 有紀子 有 7

教養 業務知識Ⅱ 36 杉本 有紀子 有 9

教養 販売店実務Ⅱ 36 杉本 有紀子 有 10

教養 情報処理Ⅱ 36 吉井 祥平 11

教養 情報処理Ⅲ 36 杉本 有紀子 有 12

教養 自動車保険 31 杉本 有紀子 外部講師 有 13

教養 キャリア開発Ⅱ 65 杉本 有紀子 有 14

学科･実習 自動車技術Ⅳ 98 花房 亮利 16

学科･実習 自動車技術Ⅴ 87 花房 亮利 18

学科･実習 自動車技術Ⅵ 63 花房 亮利 20

学科･実習 自動車技術Ⅶ 74 花房 亮利 22

学科 ｴｽﾃｨﾒｰｼｮﾝ 54 花房 亮利 石上 智也 槌道 直昭 24

学科 自動車法規 10 甲斐 小夏 有 25

学科 自動車総合 70 花房 亮利 26

【１時限：50分】

担当教員



コード 開講時期 時限数

　　・より実践的なお客様応対ができるようになるために、さまざまな場面での応対方法を修得する

【修得目標】
　　・さまざまな場面に応じた応対スタッフの動きができる
　　・プライベートでも使えるメイクアップができる
　　・市民救命士資格を取得する

回数

新車検討のお客様応対練習②
　　試乗のメリット、試乗のポイント、試乗のご案内

ケーススタディ③

サービス予約対応①SMBボードの見方、予約対応、予約変更

ケーススタディ④

ウェルキャブの応対28～33

フリーマーケット34～52

フリーマーケットについて（概要説明）

報告書作成

介助が必要なお客様の応対方法

ウェルキャブ車を検討のお客様の応対

プレゼンテーション発表

プレゼンテーション発表資料作成

出店ブース作成、実施

準備①（商品準備・仕入れ、看板等の備品作成、展示方法の検討など）

準備②（値付け、看板等の備品作成、展示方法の検討など）

【授業の目的】

外部講師

教養

科目名

接客応対Ⅲ 522101 ２年前期 61
杉本 有紀子　 トヨタ販売店
三浦 さやか 姿勢・立ち居振舞い講師

担当講師 実務経験

【授業計画】
テーマ 授業内容

1～27
お客様応対

ロールプレイング

サービス電話応対練習（点検のご案内、入庫後のご連絡）

2年前期内容の復習①

2年前期内容の復習②

お客様情報ヒアリング練習②

お客様情報ヒアリング練習①

ケーススタディ②
新車検討のお客様応対練習①
　　カタログを使用した商品説明（ﾒｰｶｰｵﾌﾟｼｮﾝ、ﾃﾞｨｰﾗｰｵﾌﾟｼｮﾝを含む）

サービス予約対応②SMBボードの見方、予約対応、予約変更

ケーススタディ⑤

1年次内容の復習

ケーススタディ①

2



回数 テーマ 授業内容

【成績評価方法･基準】
　　・ロールプレイング試験　80％
　　・平常評価　20％

【教科書･教材】
　　・好印象を与える応対マナーハンドブック

【授業外における学習】
　　・レポート提出が必要となるテーマは、各授業で案内します
　　　（指定されたすべてのレポート提出が科目認定の要件になります）

【履修に当たっての留意点】
　　・応対用の制服を着用する際は事前に案内しますが、常に着用できるように準備しておいてください

53～56 ファッションメイク プライベートで使えるメイクアップ

60～61
お客様応対

ロールプレイング試験
お客様応対ロールプレイング試験

57～59 市民救命講習 市民救命士資格取得講習（神戸市消防局もしくは日本赤十字）

3



コード 開講時期 時限数

　　・より実践的なお客様応対ができるようになるために、さまざまな場面での応対方法を修得する

【修得目標】
　　・さまざまな場面に応じた応対スタッフの動きができる

回数

【成績評価方法･基準】
　　・ロールプレイング試験　80％
　　・平常評価　20％

【教科書･教材】
　　・好印象を与える応対マナーハンドブック

【授業外における学習】
　　・レポート提出が必要となるテーマは、各授業で案内します
　　　（指定されたすべてのレポート提出が科目認定の要件になります）

【履修に当たっての留意点】
　　・応対用の制服を着用する際は事前に案内しますが、常に着用できるように準備しておいてください

様々なシーンの電話応対練習②（題材を伏せた中での応対練習）

お客様応対総合
ロールプレイング

【授業計画】
テーマ 授業内容

1～16

法定点検の入庫ご来店～精算練習①

法定点検の入庫ご来店～精算練習②

様々なシーンの店頭応対練習①（題材を伏せた中での応対練習）

様々なシーンの店頭応対練習②（題材を伏せた中での応対練習）

様々なシーンの電話応対練習①（題材を伏せた中での応対練習）

24～25
お客様応対

ロールプレイング試験
お客様応対ロールプレイング試験

17～23 受付実践 来客応対（大阪オートメッセ等の機会を利用）

【授業の目的】

教養
科目名

接客応対Ⅳ 522102 ２年後期 25
杉本　有紀子 トヨタ販売店

担当講師 実務経験

4



コード 開講時期 時限数 実務経験
トヨタ販売店

有り

　　・自動車販売店でお客様応対を実践を通して、さまざまな場面に応じたお客様応対方法を修得する

【修得目標】
　　・お客様に対して、お出迎え～ご案内、及び呈茶ができる
　　・お客様にご用命伺い～担当スタッフへの引き継ぎができる
　　・トヨタサービス業務認定D級を取得する

回数

インターンシップ3～82

販売店でのインターンシップ　4日目

販売店でのインターンシップ　5日目

販売店でのインターンシップ　6日目

販売店でのインターンシップ　1日目（１０日×８時限/日）

販売店でのインターンシップ　2日目

販売店でのインターンシップ　3日目

【授業計画】
テーマ 授業内容

インターンに行くにあたっての心構え、インターンシップのガイダンスｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ前講話1～2

【授業の目的】

教養
科目名 担当講師

インターンシップ受け入れ先店舗
インターンシップ 522201 ２年後期 90

杉本　有紀子

5



回数 テーマ 授業内容

【成績評価方法･基準】
　　・平常評価　100％

【教科書･教材】
　　・好印象を与える応対マナーハンドブック

【授業外における学習】
　　・レポート提出が必要となります。
　　（レポート提出が科目認定の要件になります）

【履修に当たっての留意点】
　　・インターンシップ終了後にお礼状を書いていいただきます。

83～90 ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ報告

インターンシップ報告書及びお礼状作成

インターンシップ報告書及びお礼状作成

発表

インターンシップ振り返り・共有

インターンシップ3～82

販売店でのインターンシップ　7日目

販売店でのインターンシップ　8日目

販売店でのインターンシップ　9日目

販売店でのインターンシップ　10日目

6



コード 開講時期 時限数

　　・お客様応対に大切なことについて調査・研究を通して理解を深める

【修得目標】
　　・お客様応対に大切なことについて調査・研究ができる
　　・わかりやすいプレゼンテーションができる（テーマ設定→調査・研究→発表）

回数
1

お客様応対研究発表41～62

様々なシーンにおけるお客様応対の研究および応対練習①

様々なシーンにおけるお客様応対の研究および応対練習②

様々なシーンにおけるお客様応対の研究および応対練習③

様々なシーンにおけるお客様応対の研究および応対練習④

車種研究、レポート作成⑬

車種研究、レポート作成⑭

研究発表について、研究テーマの検討

車種研究、レポート作成⑦

車種研究、レポート作成⑧

車種研究、レポート作成⑨

車種研究、レポート作成⑩

車種研究、レポート作成⑪

2～7

ｼｮｰﾙｰﾑおもてなし研究8～12

プレゼンテーション発表

トヨタ車種レポート13～40

報告書及びプレゼンテーション発表資料作成

報告書及びプレゼンテーション発表資料作成

テーマ設定、調査・研究及び発表資料の作成

車種研究、レポート作成①

車種研究、レポート作成②

車種研究、レポート作成③

車種研究、レポート作成④

車種研究、レポート作成⑤

車種研究、レポート作成⑥

車種研究、レポート作成⑫

【授業計画】
テーマ 授業内容

教養
科目名

【授業の目的】

プレゼンテーション 522202 ２年通年 62

担当講師 実務経験
杉本　有紀子 トヨタ販売店

プレゼンテーションの方法

調査研究授業の説明
プレゼンテーション発表

ミステリーショッパー

プレゼンテーション資料の作り方

7



回数 テーマ 授業内容

【成績評価方法･基準】
　　・平常評価　　100％　（プレゼンテーション評価、レポート評価含む）

【教科書･教材】
　　・必要に応じて授業時に配布します

【授業外における学習】
　　・レポート提出、及びプレゼン発表が必要となります（科目認定の要件になります）

【履修に当たっての留意点】
　　・調査研究は、お客様の満足につながる取り組み内容を中心に実施してください。

お客様応対研究発表41～62

様々なシーンにおけるお客様応対の研究および応対練習⑦

様々なシーンにおけるお客様応対の研究および応対練習⑤

様々なシーンにおけるお客様応対の研究および応対練習⑥

プレゼンテーション発表

8



コード 開講時期 時限数

　　ショールームスタッフに必要となる販売・サービスの知識を修得する

【修得目標】
　　・自動車販売店に関わる経理業務が説明できる
　　・自動車保険の必要性と諸制度が説明できる
　　・自動車の契約業務に関する注意点が説明できる
　　・トヨタの販売店ツールについての理解している

回数

保険の補償種目と補償範囲、車両保険

36

【成績評価方法･基準】
　　・筆記試験　80%
　　・平常評価　20%

【教科書･教材】
　　・トヨタ販売店スタッフ向け　身に付けよう　知識・技術Ⅱ

【授業外における学習】
　　・レポート提出が必要となるテーマは、各授業で案内します
　　　（指定されたすべてのレポート提出が科目認定の要件になります）

【履修に当たっての留意点】
　　・店舗での業務で使われる言葉の意味を理解しましょう

経理の仕事に必要なスキル、一般知識

自動車保険とは、契約するメリット

ai21について、販売店での活用方法

トヨタ部品電子カタログシステムについて

TECSETについて

i-CROP（intelligent Customer Relationship Optimization Program）について

SMB（Service Management Board）の目的と活用方法、事例

契約トラブルが生じやすい取引について
販売店での契約業務

14～29 トヨタ販売店ツール

30～35 ブログの作成 ブログの作成について

修得試験

【授業の目的】

業務知識
（経理）

修得試験

1～3

4～9

自動車販売会社で必要な経理業務

業務経理の仕事の流れ、現金出納業務

自動車保険のしくみと種類
事故事例（事故の内容と保険金例）

事故対応（お客様の立場に立った事故受付）、保険料を安くする割引制度
保険契約手続き、各種保険の総合販売

10～13

販売店での契約業務の種類と内容
自動車販売店で起こったトラブル事例

業務知識
（自動車保険）

業務知識
（契約法）

教養
科目名

【授業計画】
テーマ

担当講師 実務経験
杉本　有紀子

授業内容

業務知識Ⅱ 522103 ２年通年 36
トヨタ販売店

三浦 さやか 姿勢・立ち居振舞い講師

9



コード 開講時期 時限数

　　トヨタの知識や商品知識、関連商品の知識の習得と、それらを分かりやすく伝える手法を身に付ける

【修得目標】
　　・サービス部門の商品の特徴について説明ができる
　　・TS　CUBIC　CARDや、ローン、KINTO等のファイナンス関連の知識を持ち、説明や提案ができる

回数

【成績評価方法･基準】
　　・筆記、ロールプレイング試験　80％
　　・平常評価　20％

【教科書･教材】
　　・授業時に配布します

【授業外における学習】
　　・レポート提出が必要となるテーマは、各授業で案内します
　　　（指定されたすべてのレポート提出が科目認定の要件になります）

【履修に当たっての留意点】
　　・実習場では実習服・帽子、及び安全靴を着用してください。

新車商品知識

トヨタ　ブランドへの理解　リーダーズ視聴②
トヨタ　ブランドへの理解　リーダーズ視聴③

その他新型車及び先進装備について①

その他新型車及び先進装備について②

トヨタ　ブランドへの理解　リーダーズ視聴⑤
トヨタの取組み1～10

21～23 他メーカー基礎知識 他メーカー基礎知識、競合比較について

トヨタ　ブランドへの理解　リーダーズ視聴①

トヨタ　ブランドへの理解　リーダーズ視聴④

トヨタ自動車の取組み、ニュースなど　時事②
トヨタ自動車の取組み、ニュースなど　時事③
トヨタ自動車の取組み、ニュースなど　時事④
トヨタ自動車の取組み、ニュースなど　時事⑤

プリウスの知識

BZ４Xの知識

クラウンの知識11～20

トヨタ自動車の取組み、ニュースなど　時事①

24～31

35～36 修得試験 修得試験（ロールプレイングを含む）

メンテナンスパック

保証がつくしプラン

カーケアメニュー他

ファイナンス知識 TS CUBIC CARD、割賦（通常、残価設定、残価据え置き）
リース（KINTO)

サービス商品知識

クレジット、カードローンの基礎知識、金融と経済のしくみについて
32～34

【授業の目的】

【授業計画】
テーマ 授業内容

教養
科目名

販売店実務Ⅱ 522302

担当講師

２年通年 36

実務経験
杉本　有紀子 トヨタ販売店

10



コード 開講時期 時限数

　　店舗業務で活用できるWordの操作スキルを身につけるとともにMOS検定試験に合格する

【修得目標】
　　・MOS　Word　365＆2019の資格取得

回数
1

【成績評価方法･基準】
　　・ＭＯＳ試験点で評価　100%

【教科書･教材】
　　・授業時に配布します

【授業外における学習】
　　・MOS検定試験は外部機関にて受験予定です

【履修に当たっての留意点】
　　・店舗での業務で必要となるパソコン操作の技能を修得しましょう

吉井 祥平

MOS検定試験練習問題実施・解説⑪

34～36 MOS検定試験 外部にてMOS検定試験

2～33

MOS検定試験練習問題実施・解説①

MOS検定試験対策

MOS検定試験練習問題実施・解説②

MOS検定試験練習問題実施・解説③

MOS検定試験練習問題実施・解説④

MOS検定試験練習問題実施・解説⑤

MOS検定試験練習問題実施・解説⑥

MOS検定試験練習問題実施・解説⑦

MOS検定試験練習問題実施・解説⑧

MOS検定試験練習問題実施・解説⑨

MOS検定試験練習問題実施・解説⑩

MOS試験について 試験概要、試験に向けた学習について

【授業の目的】

【授業計画】
テーマ 授業内容

教養
科目名 実務経験

情報処理Ⅱ 522303

担当講師

２年前期 36

11



コード 開講時期 時限数

　　店舗業務で活用できるPCスキルを習得する

【修得目標】
　　・ビジネスでよく使用するWord、Excelについて、基本スキルを身に着ける。

回数

【成績評価方法･基準】
　　・修得試験　80％
　　・平常試験　20％

【教科書･教材】
　　・授業時に配布します

【履修に当たっての留意点】
　　・店舗での業務で必要となるパソコン操作の技能を修得しましょう

様々な関数の活用　③VLOOKUP

修得試験（Excel）修得試験35～36

データの活用、ソートによる集計

条件付き書式を活用した見やすい資料作成

様々な関数の活用　④復習

名前の管理・データの入力規則

復習

9～34 Excel演習

様々なグラフの作成と使い分け

様々な関数の活用　①IF

様々な関数の活用　②COUNT、COUNTA、COUNTIF、COUNTBLANK

1～8 Word演習
Word文書作成①
Word文書作成②
Word文書作成③
Word文書作成④

見やすい文書の工夫（フォント選び、行間・字間・余白設定、Excel表の挿入）

Wordのドキュメントデザインの工夫（行間、先頭文字、箇条書きデザイン、段組み）

【授業計画】
テーマ 授業内容

２年後期 36

【授業の目的】

教養
科目名

情報処理Ⅲ 522203

実務経験
杉本　有紀子 トヨタ販売店

担当講師
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コード 開講時期 時限数

　　・販売店で必要になる自動車保険の知識を習得する

【修得目標】
　　・販売店における保険業務に必要な知識を身に付けている

回数

【成績評価方法･基準】
　　・筆記試験　100%

【教科書･教材】
　　・授業時に配布します

【授業外における学習】
　　・学内試験までに外部講習内容の復習をしっかり行っておいてください

【履修に当たっての留意点】
　　・資格取得できるように取り組みましょう

自動車保険基礎単位、自動車単位　修得試験

自動車保険基礎単位、自動車単位　対策問題⑥

自動車保険基礎単位、自動車単位　対策問題⑦

２年後期 31
杉本　有紀子

自動車保険基礎単位、自動車単位　対策問題①

自動車保険基礎単位、自動車単位　対策問題②

自動車保険基礎単位、自動車単位　対策問題③

自動車保険基礎単位、自動車単位　対策問題④

自動車保険基礎単位、自動車単位　対策問題⑤

1～31 自動車保険

外部研修機関

【授業の目的】

【授業計画】
テーマ 授業内容

教養
科目名 担当講師 実務経験

自動車保険 522206

自動車保険基礎単位、自動車単位　資格試験

自動車保険基礎単位、自動車単位　講義（自動車保険会社による講義）

13



コード 開講時期 時限数

　　社会人に必要となる教養を身に付ける

【修得目標】
　　・入社前に身に付けておきたい考え方、コミュニケーション能力など幅広く教養を身に付ける
　　・自動車販売店で働く店舗スタッフとして必要となる資格を取得する

回数

30

31～65
３級ガソリン

国家試験対策
分野別問題と解説④

分野別問題と解説⑤

分野別問題と解説⑥

分野別問題と解説⑦

実力試験（2月）
実力試験（11月）

分野別問題と解説①

分野別問題と解説②

26～29 講話

1日目
　　　移動→ディズニーランド（お客様目線でのおもてなしの体験）

2日目
　　　移動→トヨタモビリタでの自動車運転講習→移動

報告書作成

自動車販売店の経営（自動車販売店の経営者による講義）

5～25

杉本 有紀子 トヨタ販売店

分野別問題と解説③

授業内容テーマ

研修旅行ガイダンス（研修スケジュール、トヨタモビリタについて）

研修旅行

ワークライフバランス 入社前に理解しておきたい労務にまつわる知識

入社に備えて準備しておくべきこと、心構え

目的の設定（報告書に向けて、研修のねらい確認）

1～4 交流イベント
１年次との交流（授業内容やカリキュラムについての説明、質疑応答）

２年次との交流（学内案内、交流会）

教養
科目名

【授業の目的】

キャリア開発Ⅱ

【授業計画】

522301 ２年通年 65

担当講師 実務経験

14



回数 授業内容テーマ

【成績評価方法･基準】
　　・平常評価　100%

【教科書･教材】
　　・必要に応じて授業時に配布します

【授業外における学習】
　　・レポート提出が必要となるテーマは、各授業で案内します
　　　（指定されたすべてのレポート提出が科目認定の要件になります）

【履修に当たっての留意点】
　　・幅広い教養を身につけて、さらに人間性を磨いていきましょう

31～65

分野別問題と解説⑨

分野別問題と解説⑩

分野別問題と解説⑪

３級ガソリン
国家試験対策

分野別問題と解説⑧
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コード 開講時期 時限数

ショールームスタッフに必要となる自動車の技術・技能を修得するために、自動車の構造を理解する

【修得目標】

・電気の原理、及び電気装置の基本構造が説明できる
・自動車各装置の構造・作動が説明できる 学科授業 13時限

・日常点検作業ができる 実習授業 84時限

回数

9

4～5

6～8

10～17

18～22

23～29

30～33

34～37

38～48

49～52

化学作用、磁気作用
発電機、モータ

バッテリ上がり対応
作業体験

電気回路の電圧のかかり方
正常時と異常時の電圧測定
発熱作用

電気装置の理解

電源/通信システム：
オルタネータ、安全作業

電源/通信システム：
バッテリの基礎知識

ワイパー

灯火装置

ｸﾗｯﾁ構造Ⅱ

ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ概要（復習）
ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝの機能、操作機構

油圧の利用
半ｸﾗｯﾁなどの操作を容易にするための工夫、ﾘｻﾞｰﾊﾞｰﾀﾝｸの通気口
ｸﾗｯﾁの構造研究
ヘッドラップの概要、点灯回路
ヘッドランプの種類

学科
実習

科目名

【授業の目的】

【授業計画】
テーマ 授業内容

電源/通信システム：
自動車の電源

自動車技術Ⅳ 521101 ２年前期 98

担当講師 実務経験
花房 亮利

自動車での電気の使われ方と電源を供給する工夫
充電装置の構成部品とベルトの張りの必要性
自動車での電気の流れ方

1～3

バッテリの構成部品と役割
充放電のしくみ、液が減る仕組み

電流の三作用

自動車の電気回路

ｸﾗｯﾁの条件（復習）、構成部品
単体部品の構造
ｸﾗｯﾁの操作力を小さくする工夫

ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝⅡ・
ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄ

始動装置

スタータ脱着作業体験

役割、機能、仕組み、点検
構成部品名称と作動
ワイパーモータ

放電特性、比重計の取扱い
充電特性、充電器の取扱い
種類（分類、規格）

Vﾍﾞﾙﾄ、ｵﾙﾀﾈｰﾀ脱着作業体験

ヘッドランプの構造、投射方法、機能、光軸調整
バルブ交換作業体験

搭載位置、固定方法
機能（発電、整流、調整）と構成部品
電気・火気にかかわる作業
機能点検の体験

ワイパー装置作業体験

変速を容易にする機構、安全のしくみ
構造研究
作業体験
ｵｰﾄﾏﾁｯｸﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝの構成部品と動力伝達
ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄの構造
求められる条件と構成部品名称
スタータの作動
スタータの構造研究
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回数 テーマ 授業内容

68～69

89～95
96～98

【成績評価方法･基準】
　　・筆記/実技試験　80%
　　・レポート評価　　　20%

【教科書･教材】
　　・TEAM-GP第1ステップ

【授業外における学習】
　　・授業の最終日にレポート提出が必要となります。
　　（レポート提出が科目認定の要件になります）

【履修に当たっての留意点】
　　・授業では、エンジニアウェアを着用して下さい。
　　・実習場では実習服・帽子、及び安全靴を着用してください。

53～60

61～67

70～76

77～82

83～88

修得試験
開放授業 日常点検作業練習

差動装置の作用

ワックスのかけ方ボデー清掃

ﾃﾞｨﾌｧﾚﾝｼｬﾙⅡ・T/A

点火装置

ボデー外装品

概要、構造機能、点火の原理
イグニッションコイル・TDIの概要、スパークプラグの構造と種類

スパークプラグの点検、スパークプラグの電極摩耗
スパークプラグ脱着体験
ドアロック
スライドドア
アウターミラー

修得試験

パワーウィンド

ﾃﾞｨﾌｧﾚﾝｼｬﾙの3作用と役割（復習）、差動装置の作用

スパークプラグの飛火性・着火性と強い火花を作るしくみ

日常点検

復習授業

点火装置
ﾃﾞｨﾌｧﾚﾝｼｬﾙ、ボデー外装品

点検項目

点検整備作業と法律
テクノショップの知識

ﾃﾞｨﾌｧﾚﾝｼｬﾙ、ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ、ﾄﾗﾝｽｱｸｽﾙ構造研究とﾌﾞｰﾂ交換作業体験
作業体験
点検の必要性

自動車の電源、電気回路
バッテリ、オルタネータ
クラッチ、トランスミッション
灯火装置、ワイパー装置
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コード 開講時期 時限数

　　ショールームスタッフに必要となる自動車の技術・技能を修得するために、自動車の構造を理解する

【修得目標】

　　・電子制御装置の基本構造が説明できる
　　・自動車各装置の構造・作動が説明できる 学科授業 15時限

実習授業 72時限

回数

4～5

20

57～61
62～65

55～56

21～25

26～30

31～33

34～43

44～54

電子機器の取扱い

ﾎｲｰﾙｱﾗｲﾒﾝﾄ

ｽﾃｱﾘﾝｸﾞⅡ

ボデー内装

ﾌﾞﾚｰｷⅡ

ﾌﾞﾚｰｷｺﾝﾄﾛｰﾙｼｽﾃﾑ

センサー各種
整備作業

ﾀｲﾔのﾛｯｸと車の動き、制動時の安定性を確保する仕組み、ABS・ﾌﾞﾚｰｷｱｼｽﾄ・TRC・
VSCの概要と特徴、ECBの概要

ﾌﾞﾚｰｷ整備作業
倍力装置が効かない車両の走行体験
倍力装置
ブレーキブースタの簡易点検
制動力をコントロールする仕組み

エアコンユニット

【授業の目的】

【授業計画】

自動車技術Ⅴ 521102 ２年前期 87

担当講師 実務経験
花房 亮利

テーマ 授業内容
導体、不導体及び半導体
導体、不導体及び半導体

動力伝達装置

ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝⅡ

1～3

6～10

11～14

15～19

学科
実習

科目名

電気の基礎Ⅱ

ﾀｲﾔ・ﾎｲｰﾙⅡ

電子制御装置

ボデー内装

ボデー外装

動力伝達装置2ｽﾃｯﾌﾟまとめ
電気、ﾌﾞﾚｰｷ確認ﾃｽﾄ、ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝに求められる条件(復習)
ﾀｲﾔの支え方の種類、走行体験
車軸懸架式、独立懸架式の構造
ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝの構成、ｼｮｯｸｱﾌﾞｿｰﾊﾞの構造

コンビネーションメーター

ｻｽ、ｱﾗｲﾒﾝﾄ、ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ確認ﾃｽﾄ、ﾌﾞﾚｰｷに求められる条件
大きな力を得るための工夫

HV
点検作業

点検整備作業体験
トヨタのオリジナル点検

エアバッグ
プリテンショナ・ELR・フォースリミッタ
プリクラッシュセーフティ

ﾀｲﾔの基本機能(復習)
ﾀｲﾔのｸﾞﾘｯﾌﾟ力、ｸﾞﾘｯﾌﾟ力に影響ある項目・走行体験

ｺｰﾅﾘﾝｸﾞ時のｸﾞﾘｯﾌﾟ力
転がり抵抗

概要、センサー・アクチュエータの構造・機能
概要、センサー・アクチュエータの構造・機能

クーリングファン

自動車に求められる条件、ｱﾗｲﾒﾝﾄの概要、考え方、実車体験
直進性を保つ（ｷｬｽﾀｰ、ﾄｰｲﾝ）
旋回性を良くする（ﾀｰﾆﾝｸﾞﾗｼﾞｱｽ、ｷｬﾝﾊﾞｰ）
ﾀｲﾔからの衝撃を緩和する働き（ｷﾝｸﾞピンｱﾝｸﾞﾙ）
ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ装置の概要（復習）、ｽﾑｰｽに曲がる仕組み、適切な操作性
油圧式パワーステアリング
EPS
エアコンの概要
エアコンの冷凍サイクル
エアコン点検
エアコンコンプレッサの構造
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回数 テーマ 授業内容

69
70

78～84
85～87

【成績評価方法･基準】
　　・筆記/実技試験　80%
　　・レポート評価　　　20%

【教科書･教材】
　　・TEAM-GP第1ステップ

【授業外における学習】
　　・授業の最終日にレポート提出が必要となります。
　　（レポート提出が科目認定の要件になります）

【履修に当たっての留意点】
　　・授業では、エンジニアウェアを着用して下さい。
　　・実習場では実習服・帽子、及び安全靴を着用してください。

66～68

71～77

DｴﾝｼﾞﾝⅢ

自動車のﾎﾞﾃﾞｰ
ﾄｰﾀﾙｸﾘｰﾝｻｲｸﾙ

復習授業

外装部品名称（復習）とﾎﾞﾃﾞｰ部名称
リサイクル法、リサイクルの取り組み
電気基礎

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝの燃焼（復習）
予熱装置、ｺﾓﾝﾚｰﾙ

修得試験
開放授業

電子制御装置
ﾎﾞﾃﾞｰ
ﾀｲﾔ・ﾎｲｰﾙ
ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ・ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ
ﾌﾞﾚｰｷ
HV・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
ﾌﾟﾛケア点検作業練習
修得試験
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コード 開講時期 時限数

　　ショールームスタッフに必要となる自動車の技術・技能を修得するために、自動車の構造を理解する
【修得目標】

　　・12か月点検作業ができる
　　・基本的なトラブルの解消方法を説明できる 学科授業 14時限

　　・新機構の仕組みが説明できる 実習授業 50時限

回数

32～35

36～40

クラッチ・ブレーキペダルの遊びと踏み込んだ時の床板との隙間点検

授業内容

521201 ２年後期 63

排気の状態
エアクリーナーエレメントの点検、冷却水の水漏れ点検

新機構 ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ
FCV

学科
実習

科目名

点検作業
（12か月点検）

トラブル解消法

【授業計画】
テーマ

【授業の目的】

自動車技術Ⅵ

1～21

22～31

担当講師 実務経験
花房 亮利

タイヤローテーション（復習）

定期的な点検整備の知識
バッテリの液量
ベルトのゆるみ、損傷点検
ベルト交換作業体験
スパークプラグの電極摩耗、プラグギャップの点検（復習）、点火時期の点検
ディストリビュータキャップの点検、バッテリターミナル部の点検

安全な車

ブレーキの利き具合、Pブレーキの引きしろ、踏みしろ
エンジンのかかり具合及び異音、ヘッドランプ等の作用、汚れ及び損傷

ブレーキマスタシリンダ、ホイルシリンダ、ディスクキャリパの液漏れ、ブレーキドラム
とライニングの隙間、ブレーキシューの摺動部分及びライニングの摩耗、ブレーキディ
スクとパッドの隙間、ブレーキパッドの摩耗

タイヤの空気圧調整、溝深さ点検
タイヤパンク修理

エンジンオイル漏れ、ブレーキホースパイプの漏れ、損傷、取り付け状態、TMの油漏
れ及び油量、ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄ、ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄの連結部のゆるみ

ワイパーの作用、ウォッシャの作用

ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｷﾞﾔﾎﾞｯｸｸの取付の緩み、ﾛｯﾄﾞ及びｱｰﾑ類のﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄのﾀﾞｽﾄﾌﾞｰﾂの亀裂
損傷、ﾌﾞﾚｰｷﾄﾞﾗﾑの摩耗及び損傷、ﾌﾞﾚｰｷﾃﾞｨｽｸの摩耗及び損傷、ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝの取付
部、連結部のゆるみ

・ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄのﾀﾞｽﾄﾌﾞｰﾂの亀裂及び損傷、・燃料漏れ

電子キーが正常に作動しないとき

AVS、H∞制御、エアサス

エンジンが始動しないとき
エンジンが始動しないとき

インジケータランプ常灯のとき
インジケータランプ常灯のとき
オーバーヒートしたとき
雪道でタイヤが滑ったとき

統合安全（個々の安全装備システムの連携）
パーキングシステム、予防安全システム、プリクラッシュセーフティー、衝突安全、救
助までのしくみ

VVT-i、バルブマチック
D-4,D-4S、ﾀｰﾎﾞﾁｬｰｼﾞｬ

サーキットテスターの活用
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回数 授業内容テーマ

55～60
61～63

【成績評価方法･基準】
　　・筆記/実技試験　80%
　　・レポート評価　　　20%

【教科書･教材】
　　・TEAM-GP第1ステップ

【授業外における学習】
　　・授業の最終日にレポート提出が必要となります。
　　（レポート提出が科目認定の要件になります）
【履修に当たっての留意点】
　　・授業では、エンジニアウェアを着用して下さい。
　　・実習場では実習服・帽子、及び安全靴を着用してください。

41～44

45～46

47～54

修得試験
開放授業 12か月点検作業練習

作業練習

復習授業
ﾄﾗﾌﾞﾙｼｭｰﾄ
多頻度作業
12か月点検作業
多頻度作業
12か月点検作業

新機構

修得試験

12か月点検作業

作業練習

多頻度作業
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コード 開講時期 時限数

ショールームスタッフに必要となる自動車の技術・技能を修得するために、自動車の構造を理解する

【修得目標】

・トヨタプロケア点検作業ができる
・多頻度作業ができる 学科授業 5時限

実習授業 69時限

回数

10～11
12

19～20
21

28～29
30

37～38
39

46～47
48

40～45

1～4

5～9

13～18

22～27

31～36

内装ﾎﾞﾃﾞｰ、外装ﾎﾞﾃﾞｰ
ﾌﾟﾛｹｱ点検

・バッテリ交換
・バッテリ充電
・クリーンエアフィルタ交換
・トランスミッタバッテリ交換

ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ、ﾌﾞﾚｰｷ
ﾌﾟﾛｹｱ点検
・ブレーキフルード交換（ハイブリッド車）
・ブレーキパッド交換
・ブレーキシュー交換

・ブレーキホース交換
ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ、電源
ﾌﾟﾛｹｱ点検
・ブレーキ制御禁止
・パーキングブレーキ調整

・ディスクブレーキシリンダキット交換
・ホイールシリンダカップキット交換

ﾌﾟﾛｹｱ点検
・ハイブリッド０V点検
・CVTフルード調整
・タイヤ空気圧調整
・タイヤローテーション

【授業の目的】

【授業計画】

学科
実習

科目名

自動車技術Ⅶ 521202 ２年後期 74

担当講師 実務経験
花房 亮利

テーマ 授業内容

GTSの活用

点検・整備機器

学科（復習）

GTSを使ったﾄﾗﾌﾞﾙｼｭｰﾄ
GTSｶｽﾀﾏｲｽﾞ機能
ﾀｲﾔﾁｪﾝｼﾞｬｰ、ﾎｲｰﾙﾊﾞﾗﾝｻ使用体験
油圧ﾌﾟﾚｽ、普通騒音計使用体験
車検ﾗｲﾝ点検機器使用体験
ｼｬｼﾀﾞｲﾅﾓﾒｰﾀ使用体験
ｶﾞｿﾘﾝ、ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ

点検作業（復習）

多頻度作業（復習）

学科（復習）

・ファン＆オルタネータベルト交換　（テンショナ装着）
・ファン＆オルタネータベルト交換　（テンショナ非装着）
HV、ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾄﾚｰﾝ

・スパークプラグ交換
・エアクリーナエレメント交換

ﾌﾟﾛｹｱ点検
・エンジンオイル・オイルフィルタ（エレメントタイプ）交換
・エンジン冷却水交換

学科（復習）
点検作業（復習）

点検作業（復習）

多頻度作業（復習）

学科（復習）
点検作業（復習）

多頻度作業（復習）

学科（復習）
点検作業（復習）

多頻度作業（復習）
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回数 テーマ 授業内容

63～71
72～74

【成績評価方法･基準】
　　・筆記/実技試験　80%
　　・レポート評価　　　20%

【教科書･教材】
　　・TEAM-GP第1ステップ

【授業外における学習】
　　・授業の最終日にレポート提出が必要となります。
　　（レポート提出が科目認定の要件になります）

【履修に当たっての留意点】
　　・授業では、エンジニアウェアを着用して下さい。
　　・実習場では実習服・帽子、及び安全靴を着用してください。

49～54

55～62

修得試験
開放授業 ﾌﾟﾛｹｱ点検、多頻度作業

・ワイパラバー交換
・バルブ交換作業（ヘッドランプ以外）
・ディスチャージランプバルブ交換
・テスタ取扱い
・GTS取扱い
学科ｾｸｼｮﾝ
ﾌﾟﾛｹｱ点検
多頻度作業
・ﾊﾞｯﾃﾘ、・ﾊﾞﾙﾌﾞ、・ﾌﾟﾗｸﾞ、・Vﾍﾞﾙﾄ、・ｸﾘｰﾝｴｱﾌｨﾙﾀ、・ﾜｲﾊﾟｰﾗﾊﾞｰ
・ﾃﾞｨｽｸﾌﾞﾚｰｷｼﾘﾝﾀﾞｷｯﾄ、・ﾌﾞﾚｰｷｼｭｰ、・ﾎｲｰﾙｼﾘﾝﾀﾞｶｯﾌﾟｷｯﾄ
・ﾀｲﾔﾛｰﾃｰｼｮﾝ

多頻度作業（復習）

確認試験

修得試験
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コード 開講時期 時限数

　　ショールームスタッフに必要となる自動車の技術・技能を修得するために、自動車の構造を理解する
【修得目標】

　　・自動車の板金塗装の方法が説明できる
　　・事故見積もり書が作成できる 学科授業 8時限

実習授業 46時限

回数

21～22

27～28
29～30

33

53～54

【成績評価方法･基準】
　　・筆記/実技試験　80%
　　・レポート評価（作業体験）　　　20%

【教科書･教材】
　　・トヨタサービス　エスティメーションテキスト

【授業外における学習】
　　・授業の最終日にレポート提出が必要となります。
　　（レポート提出が科目認定の要件になります）

【履修に当たっての留意点】
　　・授業では、エンジニアウェアを着用して下さい。
　　・実習場では実習服・帽子、及び安全靴を着用してください。

42～52

23～26

31～32

34～41

担当講師
学科
実習

科目名

エスティメーション 521203 ２年後期

修理方法（作業体験）

見積り

【授業の目的】

【授業計画】
テーマ

1～20
取り換えによる修理、修正による修理、自動車塗料の基礎知識、
新車用塗装、補修塗装、補修方法の方法と範囲、外板の補修塗装方法、
樹脂ﾊﾞﾝﾊﾟの修理方法、ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟﾎﾞﾃﾞｰの修理方法

見積書の役割と見積業務
自動車の外板・外装部品の構造
外板・外装部品で使われている材料

石上 智也

授業内容

54
槌道 直昭

工具、機器、副資材
損傷診断

パネル修正用工具、補修塗装用工具、副資材
損傷診断とは、損傷診断の基礎知識、損傷診断手法

自動車の構造

練習問題⑤
過去問題実施
解答・解説
過去問題実施
解答・解説

実務経験
花房 亮利

試験

・修理計画とは、修理計画立案
・修理料金

・外板板金修正標準作業時間・ボデー標準作業時間・パーツカタログ資料
見積書の作成
練習問題③
練習問題④

過去問題実施・解答解説
過去問題実施

トヨタサービスエスティメーション３級の資格試験
解答・解説

修理計画と
修理料金の算定

標準作業時間

見積書

試験対策
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コード 開講時期 時限数

　　ショールームスタッフに必要となる自動車の知識・技術について、道路運送車両法を理解する

【修得目標】

　　・道路運送車両法が説明できる
　　・道路運送車両法の保安基準が説明できる 学科授業 10時限

実習授業 ―

回数

5～8
9
10

【成績評価方法･基準】
　　・筆記試験　100%

【教科書･教材】
　　・法令教材
　　・TEAM-GP第1ステップ

【授業外における学習】
　　・第9回の確認テストまでに授業内容の復習をしっかり行っておいてください

【履修に当たっての留意点】
　　・実習場では実習服・帽子、及び安全靴を着用してください

1～4

【授業計画】
テーマ 授業内容

担当講師 実務経験
甲斐 小夏 自動車販売店

【授業の目的】

自動車法規 521301 ２年前期 10
学科

科目名

修得試験
復習授業・確認テスト

修得試験

道路運送車両法

保安基準

自動車の種類、
自動車登録制度、
自動車検査制度、
自動車分解整備事業など

自動車各装置と装備品の保安基準制度について
復習授業・確認テスト
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コード 開講時期 時限数

　　ショールームスタッフに必要となる自動車の知識・技術を定着する
【修得目標】

　　・３級ガソリン自動車整備士資格を取得する
学科授業 70時限

実習授業 ―

回数

70

【成績評価方法･基準】
　　・筆記試験　100%

【教科書･教材】
　　・TEAM-GP第1ステップ
　　・法令教材

【授業外における学習】
　　・修得試験までに授業内容の復習をしっかりと行ってください。

【履修に当たっての留意点】
　　・実習場では実習服・帽子、及び安全靴を着用してください。

修得試験 修得試験

国家試験問題形式で解答・解説

【授業の目的】

自動車総合 521204

1～42

43～69
３級ガソリン

国家試験対策

担当講師

３級ガソリン
国家試験対策

実務経験
花房 亮利

３級ガソリン国家試験問題の分野別問題と解説

【授業計画】
テーマ 授業内容

学科
科目名

２年後期 70
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2022年度　自動車整備・車体整備科１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】
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1

2

3

4

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】

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

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】

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

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

 12



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

 17



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

19

25

26

20

21

22

23

24

14

15

16

17

18

9

10

11

12

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

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％

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】

24

25

26

19

20

21

22

23

14

15

16

17

18

9

10

11

12

13

4

5

6

7

8

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】

24

25

26

19

20

21

22

23

14

15

16

17

18

9

10

11

12

13

4

5

6

7

8

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

 28



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

 30



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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2022年度　自動車整備･車体整備科　3年次　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 車体構造 731101 前期 27 石上 智也 槌道 直昭 2

学科 板金Ⅰ 731102 前期 34 石上 智也 槌道 直昭 3

学科 塗装Ⅰ 731103 前期 26 石上 智也 槌道 直昭 4

学科 板金Ⅱ 731104 前期 13 石上 智也 槌道 直昭 5

学科 塗装Ⅱ 731105 前期 33 石上 智也 槌道 直昭 6

学科 板金Ⅲ 732101 後期 23 石上 智也 槌道 直昭 7

学科 塗装Ⅲ 732102 後期 5 石上 智也 槌道 直昭 8

学科 車体整備総合 732103 後期 42 石上 智也 槌道 直昭 9

学科 損傷診断 732104 後期 44 石上 智也 槌道 直昭 10

実習 車体構造実習 731201 前期 39 石上 智也 槌道 直昭 11

実習 板金実習Ⅰ 731202 前期 52 石上 智也 槌道 直昭 12

実習 塗装実習Ⅰ 731203 前期 34 石上 智也 槌道 直昭 13

実習 板金実習Ⅱ 731204 前期 83 石上 智也 槌道 直昭 14

実習 塗装実習Ⅱ 731205 前期 85 石上 智也 槌道 直昭 15

実習 板金実習Ⅲ 732201 後期 85 石上 智也 槌道 直昭 16

実習 塗装実習Ⅲ 732202 後期 61 石上 智也 槌道 直昭 17

実習 研究演習 733201 通年 279 石上 智也 槌道 直昭 外部講師 有 18

教養 総合復習 733303 後期 66 石上 智也 槌道 直昭 19

教養 学外研修 733301 通年 35 石上 智也 槌道 直昭 20

教養 実務実習 733302 通年 140 石上 智也 槌道 直昭 企業担当者・外部講師 有 21

【１時限：50分】

担当教員



コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・
・

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・
・

【教科書・教材】
・
・ 車体整備士　練習問題集
・

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

トヨタサービス　ボデー＆ペイントテキスト　ステップ１・２　ボデー編

レポートの提出を求めることがあります
レポートの提出が修得試験の受験資格になります

筆記試験　80％
平常評価　20％

自動車整備技術　車体整備

27 評価 筆記試験

25 部品の脱着 工具
26 復習 確認テストと解説、授業振り返り

23 部品の脱着 内外装部品脱着作業
24 部品の脱着 ボデー部品の取り付け方法

21 トラック、バスの構造 トラック、バスのボデー構造
22 まとめ（小テスト） 総復習

19 外装部品について 外装部品の基本知識
20 ぎ装部品について ぎ装部品の基本知識

17 モノコックのリア、フロア構造 リア、メーンフロアの役割、構造
18 ミニバンのボデー構造 ワンボックス、ミニバンの構造

15 モノコックのフロント構造② 各種フロントボデーの構成パネル
16 モノコックのサイド構造 サイドボデーの役割、構造

13 プレス加工について プレス加工の種類、加工硬化について
14 モノコックのフロント構造① フロントボデーの構造、エンジン配置による違い

11 車体への要求と各種フレーム 車体に求められる項目と各種フレームの特徴
12 モノコックボデーについて モノコックボデーの構造や長所、短所

9 力学 登録試験出題レベルの力学計算
10 まとめ（小テスト） 総復習

7 アルミニウムについて アルミニウムの機械的性質
8 合成樹脂について 各種合成樹脂の特性

5 高張力鋼板について 高張力鋼板の性質、補修について
6 その他車体用鋼板 表面処理鋼板、積層鋼板について

3 鉄鋼材料について 炭素含有量の違いによる鉄の性質の違いについて
4 圧延鋼板の種類 熱間圧延鋼板と冷間圧延鋼板について

1 金属材料の機械的性質 金属材料の応力やひずみに対する性質
2 金属の熱影響 温度上昇に伴い変化する金属の性質を知る

自動車の原料となる金属について理解する
また、その金属を加工し、どのように組み合わせてボデーを形作るのかを理解する

自動車の主要な原料である鉄をはじめとする金属、また樹脂について説明できる
トラック、バスを含む自動車を形作るフレームや各種パネルについてその役割と名称を説明できる

ボデーに関する各種力学計算ができるようになる

回 テーマ 授業内容

－2－

学科

科目名 担当教員

車体構造 731101 前期 27
石上　智也

槌道　直昭



コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・
・

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・
・

【教科書・教材】
・
・ 車体整備士　練習問題集
・

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

34 評価 筆記試験

レポートの提出を求めることがあります
レポートの提出が修得試験の受験資格になります

平常評価　20％

自動車整備技術　車体整備

トヨタサービス　ボデー＆ペイントテキスト　ステップ１　ボデー編

筆記試験　80％

22～32 アーク溶接 アーク溶接特別教育
33 復習 確認テストと解説、授業振り返り

18 パネル修正概要、ハンマ・ドリーによる修正、ワッシャ溶植
19 絞りによる修正、工具・機器
20 パテ整形概要、使用材料

パネル修正

パテ整形
21 工具・機器

ボデー修理の基本要素

損傷車両の修理手順

安全作業－安全上留意すべき点

保護具、車両修理の取り扱い上の留意点

13
14
15
16
17

12

板金作業の方法と工程
板金9 打ち出し板金、引き出し板金、揉み出し板金

10 絞り、あぶり出し板金、仕上げ

5 トラックの損傷診断
6 車体整備 車体整備の留意事項

11 防せい、防水作業

7 弾性変形と塑性変形、加工硬化、損傷の状態
8

1 安全と衛生 板金作業に関する労働安全、保護具の概要
2 損傷診断の基本要件、自動車材料の損傷特性（弾性変形と塑性変形）

損傷診断
3 衝突態様の分類と損傷特性、損傷の種類
4 車体の衝撃吸収特性、フロント・リヤ・サイド・ボデーの衝撃吸収構造

車体のパネル部品の損傷を修正する板金作業において、損傷診断に必要な基礎知識および板金作業の方法と工程に
ついて理解する

板金作業の工程について、手順および作業内容と目的が説明できる

アーク溶接特別教育修了の資格を取得する

回 テーマ 授業内容

板金作業に使用する工具・機器、保護具、安全作業について説明できる

－3－

学科

科目名 担当教員

板金Ⅰ 731102 前期 34
石上　智也

槌道　直昭



コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・
・

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・
・

【教科書・教材】
・
・ 車体整備士　練習問題集
・

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

平常評価　20％

21
22
23
24

自動車整備技術　車体整備

復習 確認テストと解説、授業振り返り
26 評価

トヨタサービス　ボデー＆ペイントテキスト　ステップ１・２　ペイント編

レポートの提出を求めることがあります
レポートの提出が修得試験の受験資格になります

15
16
17
18
19
20

25
筆記試験

使用材料
工具・機器

上塗り基本(ソリッドブロック）

使用材料、工具・機器
上塗りの概要

プラサフ処理

安全作業、安全上留意すべき点
プラサフ処理の概要

ペイント修理の基本要素
塗料の基礎知識、自動車の塗料
損傷車両の修理手順

スプレーガンの概要
スプレーガンの構造

スプレーガン操作

パテの乾燥、研磨
14 塗膜の欠陥と対策 各種欠陥塗膜とその対策

補修塗装
補修塗装の種類、工程
パテ付け

13

10 新車の塗装工程 新車の塗装について

乾燥設備、機器

7 塗料の乾燥 乾燥の種類
コンプレッサ、塗装ブース、研磨機器

前処理剤、下塗り塗料
中塗り、上塗り塗料

塗装材料

樹脂、顔料
硬化剤

研磨機器

1 安全と衛生 規制法規、各種届出、必要資格、危険物取扱、有機溶剤の関連事項、注意事項
2 塗装の定義 塗装をする意義

塗装作業をする上で必要な塗料、塗装用具、方法、手順などの基本的な事柄や知識を理解する

各種塗料について必要性が説明できる
正しい手順で塗装作業ができる

スプレーガンを正しく各種調整、運用、片づけできる

回 テーマ 授業内容

学科

科目名 担当教員

塗装Ⅰ 731103 前期 26
石上　智也

槌道　直昭

－4－

筆記試験　80％

3
4
5
6

8
9

11
12



コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・

・

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・
・

【教科書・教材】
・
・ 車体整備士　練習問題集
・

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

レポートの提出を求めることがあります
レポートの提出が修得試験の受験資格になります

筆記試験（50%)＋資格試験(30%)　　80％

溶接

自動車用鋼板溶接

パネル修正

パテ整形

平常評価　20％

13 評価 トヨタ検定　ボデー３級　資格試験

自動車整備技術　車体整備

トヨタサービス　ボデー＆ペイントテキスト　ステップ１・２　ボデー編

11 復習 確認テストと解説、授業振り返り
12 評価 筆記試験

9 パネル面の形状、パネル面の構成
10 プレスライン・アール等の複合面のパテ整形

7 パネル面の形状、パネル面の構成
8 プレスライン・アール等の複合面の修正

テーマ

5 ボデー修理の溶接
6 スポット溶接、ガス・シールド・アーク溶接の条件

3 電気式の溶接機を使用する時の注意事項、安全衛生
4 自動車ボデーの接合

槌道　直昭

1 電気抵抗スポット溶接、ガス・シールド・アーク溶接
2 ガス溶接、電気アーク溶接

自動車に使われる溶接の種類・特徴・注意事項について理解する
また、板金実習Ⅰで修得した基礎知識を基に、複合面の板金方法を理解する

溶接の種類、特徴、注意事項について説明できる

複合面のパネル修正、パテ整形について単純面との留意点の違いが説明できる

トヨタ検定　ボデー３級の資格を取得する

回

－5－

授業内容

学科

科目名 担当教員

板金Ⅱ 731104 前期 13
石上　智也



コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・

・

・

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・
・

【教科書・教材】
・
・ 車体整備士　練習問題集
・
・ 有機溶剤　作業主任者テキスト

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】
有機溶剤作業主任者講習について
予定日時：７/５（火）9：00～16：20　・６（水）9：00～17：25
予定会場：マークラー神戸ビル４階 /兵庫労働基準連合会講習会場
　　　　　　 神戸市中央区雲井通４－２－２
　　　　　　　（ＪＲ三宮駅東南約４００m、徒歩約５分、中央区役所東隣）
講習修了試験不合格の場合、後日再受講してもらいます
　※再受講料は自己負担（約11,000円）、平日講習の為通常授業は後日補講を受けてもらいます
　※再試験不合格の場合は科目落ち（卒業保留）となります

調色作業の要領を説明できる

13
14
15
16

工具機器

10
11

耐スリ傷性向上塗料の概要

レポートの提出を求めることがあります
レポートの提出が修得試験の受験資格になります

平常評価　20％

自動車整備技術　車体整備

トヨタサービス　ボデー＆ペイントテキスト　ステップ１・２　ペイント編

32 評価 筆記試験
33 評価 トヨタ検定　ペイント３級　資格試験

17～30 有機溶剤（外部受講）　評価 有機溶剤作業主任者講習　資格試験
31 復習 確認テストと解説、授業振り返り

特殊補修（シーラー等）
耐チッピング塗装の概要
ブラックアウト補修の概要

ボデーシーリングの概要
アンダーコーティングの概要12

使用材料、工具・材料

メタリック系塗色の概要、塗装注意点
広い面積の塗装

上塗り
（ﾒﾀﾘｯｸ　ﾌﾞﾛｯｸ&ぼかし）

調色の概要
メタリック系カラーの調色

調色（メタリック）

乾燥の概要、乾燥機器の種類
磨きの概要、工具・機器

磨き

4 上塗り（ソリッドぼかし） ぼかし塗装方法、手順

調色（ソリッド）

1 マスキング 概要、マスキング材の使い方、材料、機材、マスキング方法、不具合
概要

塗装Ⅰの内容を踏まえ、実車の塗装準備やより高度な塗装技術、塗料について理解する

マスキング作業の必要性、作業手順を説明できる

メタリック塗装作業について、ソリッド塗装との違いを説明できる

トヨタ検定　ペイント３級の資格を取得する

回 テーマ 授業内容

学科

科目名 担当教員

塗装Ⅱ 731105 前期 33
石上　智也

－6－

槌道　直昭

筆記試験(40%)＋資格試験(有機溶剤20%、ﾄﾖﾀ検定20%)　　80％

2
3

5
6
7
8
9



コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・
・

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・
・

【教科書・教材】
・
・ 車体整備士　練習問題集
・

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

レポートの提出を求めることがあります
レポートの提出が修得試験の受験資格になります

23 評価 筆記試験

平常評価　20％

自動車整備技術　車体整備

トヨタサービス　ボデー＆ペイントテキスト　ステップ２　ボデー編

筆記試験　80％

21 使用材料と工具・機器
22 復習 確認テストと解説、授業振り返り

パネル交換
19 防水・防錆・防音処理の種類
20 作業上の留意点

17 パネル交換の方法
18 交換パネルの接合方法

15 溶接順序（クォーターパネル半裁交換）
16 パネル交換の概要

溶接
13 溶接の概要
14 溶接時の熱影響

11 作業手順および留意点
12 使用材料と工具・機器

部品の脱着

9 フレームの狂いの測定方法と使用工具および修正、フレーム亀裂の修理
10 ガラスの脱着の概要

トラックの整備

7 溶接部品の交換
8 トラック・フレームの狂いの分類

乗用車の整備
5 フレーム修正機による整備
6 部品の取替

3 フレーム修正機の種類
4 車体寸法図と計測の基本要件

ボデー、フレーム修正機
1 ボデー、フレーム修正機の概要
2 可搬式油圧ラム・ユニットの構造と機能

フレーム修正機の構造・種類・機能について学び、フレーム修正機を使った車両修理方法を理解する
また、パネル修正で復元できない損傷したクォーターパネルの交換作業や留意点を理解する

ボデー、フレーム修正機の種類名称と特徴が説明できる
トラック・フレームの狂いの分類とフレーム亀裂の修理方法が説明できる

クォーターパネル交換の手順・留意点が説明できる

回 テーマ 授業内容

－7－

学科

科目名 担当教員

板金Ⅲ 732101 後期 23
石上　智也

槌道　直昭



コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・
・

【教科書・教材】
・
・ 車体整備士　練習問題集
・

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

トヨタサービス　ボデー＆ペイントテキスト　ステップ２　ペイント編

レポートの提出を求めることがあります
レポートの提出が修得試験の受験資格になります

5 評価 筆記試験

筆記試験　80％
平常評価　20％

自動車整備技術　車体整備

バンパのキズ変形、亀裂補修
4 復習 確認テストと解説、授業振り返り

樹脂補修（バンパー補修）
樹脂補修の概要
バンパのキズ補修

1
2
3

樹脂製品の補修の手順について理解する

場面に応じたバンパ補修の方法について説明できる

回 テーマ 授業内容

－8－

学科

科目名 担当教員

塗装Ⅲ 732102 後期 5
石上　智也

槌道　直昭



コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・

【教科書・教材】
・
・ 車体整備士　練習問題集

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

レポートの提出を求めることがあります
レポートの提出が修得試験の受験資格になります

42 評価 筆記試験

筆記試験　100％

自動車整備技術　車体整備

　Ⅷ　安全と衛生

国家試験対策
（塗装）

35～41

　Ⅵ　補修塗装
　Ⅶ　塗膜の欠陥と対策

1～5

6～17

18～31

32～34

　Ⅳ　塗装設備、機器
　Ⅴ　新車の塗装工程

　Ⅱ　塗装材料
　Ⅲ　塗料の乾燥機構

自動車整備技術　車体整備　第５章　塗装
　Ⅰ　塗装作業の定義

自動車整備技術　車体整備　第４章　損傷診断
　Ⅰ　車体の損傷診断

国家試験対策
（損傷診断）

　Ⅴ　乗用車の整備
　Ⅵ　トラックの整備

国家試験対策
（車体整備）

　Ⅲ　溶接
　Ⅳ　ボデー、フレーム修正用機器

　Ⅰ　車体整備の目的
　Ⅱ　板金

回

　Ⅳ　バス
自動車整備技術　車体整備　第３章　車体整備

国家試験対策
（車体の構造と機能）

　Ⅱ　乗用車
　Ⅲ　トラック

自動車整備技術　車体整備　第２章　車体の構造と機能
　Ⅰ　車体の構造

42
石上　智也

　Ⅱ　自動車の車体の材料
　Ⅲ　自動車の強度、力学

国家試験対策
（総論）

自動車整備技術　車体整備　第１章　総論
　Ⅰ　自動車の主要構造

自動車車体整備士の資格を取得するために必要な知識を習得する

自動車車体整備士の資格を取得する

－9－

槌道　直昭

テーマ 授業内容

学科

科目名 担当教員

車体整備総合 732103 後期



コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・

・

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・

【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】

筆記試験　100％

1～4 事故応対

標準作業時間①5～7

標準作業時間②8～10

11～14 見積書記入方法

実技試験演習①

トヨタサービス　エスティメーションテキスト　ステップ１

レポートの提出を求めることがあります
レポートの提出が修得試験の受験資格になります

31～34 総復習 要点解説
43～44 評価 筆記試験

トヨタ検定　エスティメーション３級　過去問題　解説
過去問題27～30

理解度確認試験②　解説
理解度確認試験②　解説

模擬問題②23～26

トヨタ検定　エスティメーション３級　過去問題

理解度確認試験②
理解度確認試験②

実技試験演習②

15～16

17～18

模擬問題①
理解度確認試験①　解説
理解度確認試験①　解説

19～22

理解度確認試験①
理解度確認試験①

事故車両を元に見積もりの実施　修正レベル③
事故車両を元に見積もりの実施　修正レベル④

事故車両を元に見積もりの実施　修正レベル①
事故車両を元に見積もりの実施　修正レベル②

板金塗装見積もり書　記入の基礎
板金塗装見積もり書　記入の基礎練習

ボデー標準作業時間表
ワークシート

補修塗装
トヨタ標準作業時間

トヨタ標準作業時間
外板板金修正

事故見積の基礎知識
エスティメーション基礎知識の理解

板金塗装に関連する事故見積もりについて、見積書の役割を知り見積業務の一連の流れを理解する

トヨタ検定　エスティメーション３級の資格を取得する

見積書の作成ができる

回 テーマ 授業内容

見積書の役割・記載項目が説明できる

－10－

学科

科目名 担当教員

損傷診断 732104 後期 44
石上　智也

槌道　直昭



コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・ 技能習得度チェック　80％
・

【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】

フードパネルの建付け
フェンダパネルの建付け

リヤバンパーの脱着

平常評価　20％

トヨタサービス　ボデー＆ペイントテキスト　ステップ１・２　ボデー編

内装部品の脱着

部品の脱着1～20

フェンダパネルの脱着

レポートの提出を求めることがあります
レポートの提出が修得試験の受験資格になります

38～39 評価 技能習得度チェック

ドアパネルの建付け
ヘッドライト、テールランプの建付け

建付け調整21～37

フロントバンパー・リヤバンパーの建付け

ラッゲージドアパネルの脱着

ヘッドライト、テールランプの脱着
フードパネルの脱着

ウインドレギュレータ、ガラス、配線の脱着
ドアパネルの脱着

フロントバンパーの脱着

ドアトリムの脱着

板金作業前後の艤装品・内外装部品・機能装置の脱着作業を習得する

板金作業に伴う部品の脱着作業ができる

回 テーマ 授業内容

－11－

実習

科目名 担当教員

車体構造実習 731201 前期 39
石上　智也

槌道　直昭



コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・

・

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・ 技能習得度チェック　80％
・

【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】

トヨタサービス　ボデー＆ペイントテキスト　ステップ１　ボデー編

レポートの提出を求めることがあります
レポートの提出が修得試験の受験資格になります

49～50 復習 反復練習
51～52 評価

39～48 アーク溶接 アーク溶接特別教育

パテ整形25～38

平常評価　20％

連続絞り、焼け跡の除去

フェザーエッジング
旧塗膜・錆の除去

パテ付け（パテの撹拌・混合、しごき付け、パテ盛り、表面ならし、乾燥）
パテ研磨（粗研ぎ、面出し、面仕上げ、仕上げ）

技能習得度チェック

不具合対応

単純面の損傷パネルにおいて、損傷診断からパテ整形まで一連の基礎作業を習得する

単純面の損傷診断おいて、損傷範囲・塑性変形と弾性変形の判定作業ができる

単純面の損傷に応じたパネル修正方法で、損傷したパネルの形状や張り剛性を修正できる

単純面の塗膜の除去からパテ研磨までのパテ整形作業ができる

回 テーマ 授業内容

科目名 担当教員

板金実習Ⅰ 731202 前期
石上　智也

槌道　直昭
52

銅電極による点絞り、カーボン電極による点絞り

16 損傷診断

溶植条件の設定、アースの取り付け

オフドリーによる修正

ワッシャ溶植
プルパワースタンドによる引き出し

ワッシャの取り外し、溶植の焼け跡除去
絞り位置の確認、絞り方法の選択
塗膜はがし、絞り条件の設定

ハンマの使い方（持ち方、良い打痕）

塗膜はがし

オンドリーによる修正
損傷範囲の確認方法

手による修正、ハンマリング

実習

ハンマ・ドリーによる修正とは

ハンマリングの基本1～15

17～19

－12－

ドリーの持ち方
ハンマ・ドリーの選択

ワッシャ溶植
（パネル修正）

ハンマ・ドリーの加工およびメンテナンス
ハンマ・ドリーの使い方（オンドリー修正）

ハンマリング
（パネル修正）

ハンマ・ドリーの使い方（オフドリーによる修正）

オン、オフドリーによる面ならし

20～24



コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・

・

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・ 技能習得度チェック　80％
・

【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】

レポートの提出を求めることがあります
レポートの提出が修得試験の受験資格になります

20～21

22～24

25～29

1～7

9
8

19

17～18

33～34 評価 技能習得度チェック

10～12

平常評価　20％

トヨタサービス　ボデー＆ペイントテキスト　ステップ１　ペイント編

13～14

15～16

乾燥
30～32 復習 反復練習

上塗り準備作業

2コートソリッドの
ブロック塗装

クリアのブロック塗装
色決め
仕上げ

色決め
捨て吹き

塗料の注入、作業方法
捨て吹き

エンジニアと車両のエアブロー
塗装面の脱脂・清掃

塗装ブース内清掃

塗料の調合

ダブルアクションサンダによる空研ぎ
上塗り用足付け ブロック補修

プラサフ塗装に向け、
パネル処理

プラサフ塗装

拾いパテ
ラッカーパテの塗布、乾燥

手による空研ぎ、水研ぎ
プラサフ研磨

塗装、乾燥
巣穴、ペーパー目の確認

マスキング
調合

プラサフ用足付け
清掃・脱脂

スプレーガンの洗浄 洗浄の目的、洗浄方法
スプレーガン不具合事例 息切れ、偏り、三日月、燃料漏れ

スプレーガンの運用
スプレーガン運行の重要点
スプレーガンの動かし方

部品単体の基本的なブロック塗装作業の手順や技術を習得する

スプレーガンを適切に取り扱うことができる

塗装の基本的な手順が説明できる

均一な塗膜で塗装できる

回 テーマ 授業内容

－13－

実習

科目名 担当教員

塗装実習Ⅰ 731203 前期 34
石上　智也

槌道　直昭



コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・

・

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・ 技能習得度チェック　80％
・

【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】

レポートの提出を求めることがあります
レポートの提出が修得試験の受験資格になります

79～81 復習 反復練習
82～83 評価 技能習得度チェック

フードパネル建付け調整（ｾﾝﾀﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ、補給ﾎﾞﾙﾄ）、フェンダパネル建付け調整
ドアパネル建付け調整（ｾﾝﾀﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ、補給ﾎﾞﾙﾄ）、ラッゲージドア建付け調整

平常評価　20％

トヨタサービス　ボデー＆ペイントテキスト　ステップ１・２　ボデー編

21～30
塑性変形部、プレスライン修正
パネル端部の修正、面の修正
旧塗膜・錆の除去、フェザーエッジング
パテ付け（パテの撹拌・混合、しごき付け、パテ盛り、表面ならし、乾燥）
パテ研磨（粗研ぎ、面出し、面仕上げ、仕上げ）

31～42

43～54

プレスラインの修正
正アール面の粗修正

建付け55～78

逆アール面の修正
正アール面の仕上げ
損傷確認
ハンマ・ドリーによる修正

損傷確認
ワッシャ溶植による修正

スポット溶接

パテ整形
（ドアパネル）

旧塗膜・錆の除去、フェザーエッジング
パテ整形
（フェンダ）

フェンダの修正
（アール部、ライン部）

パテ付け（パテの撹拌・混合、しごき付け、パテ盛り、表面ならし、乾燥）
パテ研磨（粗研ぎ、面出し、面仕上げ、仕上げ）

プレスラインやアール等の複合面の損傷パネルにおいて、板金実習Ⅰで修得した基礎知識を基に損傷診断からパテ整
形まで一連の作業を習得する

溶接条件の設定（溶接電流）、溶接
スポット溶接の不具合、ガスシールド溶接の不具合

本溶接条件の設定（溶接電流）、本溶接
プラグ穴あけ、溶接機の準備

2～4

5～7

8～9

溶接機の準備（ノズル・コンタクトチップの確認）

溶接機の準備（アームの選択、電極チップの調整）

車体整備に使用される溶接作業ができる

複合面の損傷に応じたパネル修正方法で、損傷したパネルの形状や張り剛性を修正できる

複合面の塗膜の除去からパテ研磨までのパテ整形作業ができる

回
1 溶接前の準備

テーマ 授業内容

ドアパネル修正
（プレスライン）

11～20

科目名 担当教員

板金実習Ⅱ 731204 前期 83
石上　智也

槌道　直昭

－14－

実習

溶接不具合10

ガスシールドアーク溶接
（突合せ溶接）

ガスシールドアーク溶接
（プラグ溶接）

仮付け溶接条件の設定（溶接電流）、仮付け溶接

溶接条件の設定（溶接電流、通電時間、加圧力）
溶接

清掃・脱脂、防錆剤塗布、パネルの位置決め



コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・

・

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・ 技能習得度チェック　80％
・

【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】

13～18

63～68

69～74

75～78

19～24
25
26
27
28

30～32

平常評価　20％

トヨタサービス　ボデー＆ペイントテキスト　ステップ１・２　ペイント編

レポートの提出を求めることがあります
レポートの提出が修得試験の受験資格になります

1～4

5

11～12

6～8
9～10

79～83 復習 反復練習
84～85 評価 技能習得度チェック

塗装前作業
内板色の塗装

ドアパネルASSYの
ボデーシーリング
ロッカーパネルの
耐チッピング塗装

エンジンルーム内の
内板塗装

塗装前作業
耐チッピング塗装（中塗り）（外塗り）

塗装前作業
ボデーシーラ塗布

比色、不足原色の添加
33～62 ２コートメタリックのブロック補修 捨て吹き、色決め、ムラ消し

スプレー塗りによる微調色
(メタリック）

計量調色（メタリック） 原色配合割合の確認、調合

希釈、クリア調合、テストピース塗装
29

磨き準備、バフの取り付け、ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞの使い方、ポリッシャの使い方、
磨き作業、清掃と確認

コンパウンド磨き

乾燥の確認 強制乾燥、乾燥確認
塗装表面の乾燥確認と修正 塗装表面の確認、ブツ、タレの修正、塗り肌の調整

２コートソリッドスポット補修 アンダークリア、捨て吹き、色決め、ボカシ
クリアのスポット塗装 捨て吹き、色決め、ボカシ、乾燥

希釈、クリア調合、テストピース塗装
比色、不足原色の添加

スプレー塗りによる微調色
(ソリッド）

テーマ

計量調色（ソリッド） 原色配合割合の確認、調合
棒塗りによる微調色(ソリッド） テストピース塗装、比色、不足原色の添加

塗料付着、塗膜段差、溶媒浸透
マスキング跡、ホコリブツの付着、ガラスモールの変形、見切り部の塗膜剥がれ

槌道　直昭

マスキング方法

マスキング不具合

開口部、隙間、ぎ装品、ガラスモール、シーラを利用
リバースマスキング、ボカシ部

車体の塗装について調色からマスキングを経てぼかし塗装までを習得する
メタリック塗装についてその特性を習得する

実車を塗装する場合を想定して調色、マスキング、ぼかし塗装ができる

メタリック塗料をムラなく塗装できる

シーリングの必要性を理解し、美観を意識して塗布できる

回

－15－

授業内容

実習

科目名 担当教員

塗装実習Ⅱ 731205 前期 85
石上　智也



コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・

・

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・ 技能習得度チェック　80％
・

【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】

78～83 復習 反復練習
84～85 評価 技能習得度チェック

トヨタサービス　ボデー＆ペイントテキスト　ステップ２　ボデー編

レポートの提出を求めることがあります
レポートの提出が修得試験の受験資格になります

平常評価　20％

突合せ部の仮溶接
パネル全体の溶接（スポット溶接、プラグ溶接）
突合せ部の本溶接

部品組付け

新品パネルの取付け

品質確認（水漏れ確認）
フレーム修正機取り扱い

フレーム修正75～77

防水・防錆

フレーム修正機でのフレーム修正

取り外し前準備、接合部の取外し
半裁位置の粗切り、損傷パネルの取外し

溶接部の研磨、清掃
ボデーシーラー塗布、車体防錆剤塗布

新品パネルの粗切り、仮組み、位置決め

半裁位置の切断、溶接個所のマーキング
取付け前の準備（車両側、新品パネル）

艤装品による確認、仮止め

接着面の清掃（車両側、ウインドガラス側）
付属備品の取付け、取り付け位置の確認

17

テーマ 授業内容

プライマ塗布、乾燥、接着剤の塗布

ガラスの脱着1～16

二次損傷防止、モールディングの取り外し
艤装品の取り外し

槌道　直昭

パネル修正で復元できない損傷したクォーターパネルの半裁交換作業を通して、パネルの半裁、接合部（溶接）の取り外
し、新品パネルの取り付け作業（スポット溶接・プラグ溶接・突合せ溶接）を実車で体験する

ウインドシールドガラスの脱着手順が説明できる

クォーターパネルの取り外し手順が説明できる

新品パネルの取り付け手順が説明できる

実習

科目名 担当教員

板金実習Ⅲ
石上　智也

回

45～71

73～74

後期 85

マーキング、ウインドシールドナイフによる接着剤の切断
ウインドガラスの取り外し

18～44

72

732201

－16－

ウインドガラスの取付け

損傷パネル取外し

損傷診断（ｸｫｰﾀｰﾊﾟﾈﾙ）

車両側接合部の修正（接合面・面形状の修正）

艤装品の取外し
損傷パネルの粗修正、半裁位置のマーキング

品質確認（水漏れ確認）
損傷確認

艤装品の取付け



コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・ 技能習得度チェック　80％
・

【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】

60～61

磨き
仕上げ36～39

52～56

平常評価　20％

トヨタサービス　ボデー＆ペイントテキスト　ステップ２　ペイント編

レポートの提出を求めることがあります
レポートの提出が修得試験の受験資格になります

57～59
評価 技能習得度チェック

バンパ裏側補強、バンパ表面処理

バンパのキズ補修

バンパの亀裂補修

樹脂用接着剤研磨、後作業
バンパの変形補修 損傷確認、加熱処理、

復習 反復練習

損傷確認、バンパ表面処理、樹脂用接着剤塗布

プラサフ塗装

損傷確認、バンパ表面の修正、

19～20 調色
ベース塗装（クォータパネル）
クリア塗装、クリアボカシ

塗装30～35

乾燥

パネル交換した際のボカシ塗装の方法とバンパの補修方法を習得する

実車上でボカシ塗装ができる

バンパを補修できる

回 テーマ 授業内容

プラサフ調合
プラサフ塗装

実習

科目名 担当教員

塗装実習Ⅲ 732202 後期 61
石上　智也

槌道　直昭

1～10 プラサフ用マスキング

乾燥

プラサフ研ぎ、ひずみ確認
拾いパテ
素穴チェック

サフ足付け

－17－

マスキング

プラサフ研ぎ11～16

17～18 マスキング
調色

上塗り用足付け

40～45

46～51



コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ自動車（株）

【授業の目的】

【修得目標】
・

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・ 平常評価　100％

【教科書・教材】
・
・ 車体整備士　練習問題集
・
・

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

自動車整備技術　車体整備

トヨタサービス　ボデー＆ペイントテキスト　ステップ１・２　ボデー編
トヨタサービス　ボデー＆ペイントテキスト　ステップ１・２　ペイント編

レポートの提出を求めることがあります

1～7 ラッピング ラッピング講習
打ち出し板金

278～279 学内発表会 レストア車両の学内発表会

特殊塗装
15～277 レストア レストア　作業　（大阪オートメッセ出展車両製作）

トヨタ自動車　『匠の技』　講習8～14

外部講師による講習を受講し見聞を広げる
授業で修得した知識・技能を、レストアを通して実施し大阪オートメッセの出展車両を製作する

レストア作業を通して、塗装作業ができる

回 テーマ 授業内容

レストア作業を通して、板金作業ができる

－18－

実習

科目名 担当教員

研究演習 733201 通年 279
石上 智也、槌道　直昭

外部講師



コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・ 平常評価　100％

【教科書・教材】
・
・ 車体整備士　練習問題集

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

自動車整備技術　車体整備

レポートの提出を求めることがあります

　Ⅷ　安全と衛生

50～59
国家試験対策

（塗装）

　Ⅵ　補修塗装
　Ⅶ　塗膜の欠陥と対策

　Ⅳ　塗装設備、機器
　Ⅴ　新車の塗装工程

　Ⅱ　塗装材料
　Ⅲ　塗料の乾燥機構

自動車整備技術　車体整備　第５章　塗装
　Ⅰ　塗装作業の定義

自動車整備技術　車体整備　第４章　損傷診断
　Ⅰ　車体の損傷診断

47～49
国家試験対策
（損傷診断）

　Ⅴ　乗用車の整備
　Ⅵ　トラックの整備

25～46
国家試験対策
（車体整備）

　Ⅲ　溶接
　Ⅳ　ボデー、フレーム修正用機器

　Ⅰ　車体整備の目的
　Ⅱ　板金

　Ⅳ　バス
自動車整備技術　車体整備　第３章　車体整備

7～24
国家試験対策

（車体の構造と機能）
　Ⅱ　乗用車
　Ⅲ　トラック

自動車整備技術　車体整備　第２章　車体の構造と機能
　Ⅰ　車体の構造

回 テーマ 授業内容

　Ⅱ　自動車の車体の材料
　Ⅲ　自動車の強度、力学

1～6
国家試験対策

（総論）

自動車整備技術　車体整備　第１章　総論
　Ⅰ　自動車の主要構造

66
石上 智也

槌道 直昭

自動車車体整備士の資格を取得するために必要な知識を習得する

自動車車体整備士の資格を取得する

60～66 理解度確認 理解度確認試験

－19－

教養

科目名 担当教員

総合復習 733303 後期



コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・ 平常評価　100％

【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】

研修旅行案内

レポートの提出を求めることがあります

テーマ

東京オートサロン　見学
22～35 研究発表 大阪オートメッセ　出展

研修旅行8～21

槌道　直昭

1～7 工場見学 販売店　板金工場見学　レストアミュージアム見学
トヨタ　カスタマイジング＆ディベロップメント　見学

板金塗装業の現場を見学し、環境に関する取組みや労働安全に関する取組みを理解する
研修旅行で見聞を広げるとともに、研究演習で製作した作品を出展する

板金塗装業の業界の取り組みを説明できる

研究演習で製作した作品を出展し来場者に作品説明できる

回

－20－

授業内容

教養

科目名 担当教員

学外研修 733301 通年 35
石上　智也



コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】
・

・

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・ 平常評価　100％

【教科書・教材】
・
・ 車体整備士　練習問題集
・
・

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

トヨタサービス　ボデー＆ペイントテキスト　ステップ１・２　ペイント編

・インターンシップ中は、体験記録簿と日報を記入し受入担当者に毎日確認してもうらうこと
・インターンシップ先への交通費、期間中の食費は各自負担となる
・エンジニアウェア、安全靴、帽子等は各自で準備すること

36～140 実務体験 販売店インターンシップ

自動車整備技術　車体整備

トヨタサービス　ボデー＆ペイントテキスト　ステップ１・２　ボデー編

報告書の作成ができる

回 テーマ 授業内容

多頻度作業
エイミング作業

点検整備1～29

自動車整備
定期点検

140
石上 智也、槌道 直昭

内定先企業の担当者、外部講師

授業で修得した知識・技能を実務体験において実践し将来の仕事を理解する

点検整備の補助ができる

板金塗装の補助ができる

資格取得講習タイヤ空気圧充填講習30～35

－21－

教養

科目名 担当教員

実務実習 733302 通年



2022年度　国際自動車整備科１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 自動車基礎 611107 １年前期 59 山下　宏顕 2

学科 エンジン基礎Ⅰ 611101 1年前期 23 山下　宏顕 3

学科 エンジン基礎Ⅱ 612101 1年後期 20 山下　宏顕 4

学科 エンジン基礎Ⅲ 612102 1年後期 20 山下　宏顕 5

学科 シャシ基礎Ⅰ 611103 １年前期 23 山下　宏顕 6

学科 シャシ基礎Ⅱ 612103 1年後期 23 山下　宏顕 7

学科 シャシ基礎Ⅲ 612104 1年後期 17 山下　宏顕 8

学科 電気装置基礎Ⅰ 611105 １年前期 26 山下　宏顕 9

学科 電気装置基礎Ⅱ 612105 1年後期 23 山下　宏顕 10

学科 電気装置基礎Ⅲ 612106 1年後期 16 山下　宏顕 11

実習 整備技術Ⅰ 611207 １年前期 89 山下　宏顕 12

実習 整備技術Ⅱ 612207 １年後期 36 山下　宏顕 13

実習 エンジン基礎Ⅰ 611201 １年前期 16 山下　宏顕 14

実習 エンジン基礎Ⅱ 612201 1年後期 19 山下　宏顕 15

実習 エンジン基礎Ⅲ 612202 1年後期 10 山下　宏顕 16

実習 シャシ基礎Ⅰ 611203 1年前期 16 山下　宏顕 17

実習 シャシ基礎Ⅱ 612203 1年後期 13 山下　宏顕 18

実習 シャシ基礎Ⅲ 612204 1年後期 13 山下　宏顕 19

実習 電気装置基礎Ⅰ 611205 1年前期 13 山下　宏顕 20

実習 電気装置基礎Ⅱ 612205 1年後期 13 山下　宏顕 21

実習 電気装置基礎Ⅲ 612206 1年後期 13 山下　宏顕 22

教養 日本語Ⅰ 611301 1年前期 118 藤崎　奈美恵 23

教養 日本語Ⅱ 611302 1年前期 79 藤崎　奈美恵 24

教養 日本語Ⅲ 612301 1年後期 113 藤崎　奈美恵 25

教養 日本語Ⅳ 612302 1年後期 55 藤崎　奈美恵 26

教養 日本語Ⅴ 612303 1年後期 42 藤崎　奈美恵 27

【１時限：50分】

担当教員



コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・
・

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・ 修得試験：83％
・ 平常評価：17％

【教科書・教材】
・ 三級自動車シャシ
・ 三級自動車ガソリン・エンジン
・ 技術ﾃｷｽﾄ 工具、計測器、整備機器編

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

31～45

46～51

55～57

各装置の操作、機能確認

自動車模型（プラモデル）組立

電気の基礎

復習

オームの計算ができる

回数 テーマ

25～30

授業内容

7～9

自動車概要（ボデー形状）

自動車概要（駆動方式）

4～6
・ボデー形状による分類、特徴 
・スペースによる分類（3BOX、2BOX、1BOXカーの違い）

10～15

・FF、FR、MR、RR、4WDの意味、構成、走りの特徴 
・走るための仕組み

1～3 自動車概要（自動車とは） ・自動車の歴史等

・キーの取り扱い、ドアの開閉の仕方、シート･ハンドル･ミラ―の調整

学科

科目名 担当教員

自動車基礎 611107 1年前期 59
山下　宏顕

自動車の基本構造を知る

ボデー形状や駆動方式の違いによる特徴がわかる
自動車の基本的な装置や機能名、各部名称がわかる

レポートの提出を求めることがあります
レポートの提出が修得試験の受験資格になります

58～59

・止まるための仕組み  
・曲がるための仕組み  

・メータの見方、ワイパ･ライトの操作
・エアコン操作、室内灯、収納装備
・作成方法説明（切り方、接着の仕方）
・各装置、部品の取り付け
・名称の確認
・電圧、電流、抵抗・オームの法則・抵抗の性質

自動車概要（基本構造）

・学科試験評価

・オームの計算練習
・自動車の電気回路、電気を使っての実験（光、磁気、熱）

・授業振り返り
52～54 理解度確認 ・確認テストと解説

2



コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・
・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・ 修得試験：83％
・ 平常評価：17％

【教科書・教材】
・ 三級自動車シャシ
・ 三級自動車ガソリン・エンジン
・ 技術ﾃｷｽﾄ 工具、計測器、整備機器編

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

学科

科目名 担当教員

エンジン基礎Ⅰ 611101 1年前期 23
山下　宏顕

エンジンの役割、作動と潤滑装置の構造･機能を知る

エンジンの役割と4サイクルエンジンの作動がわかる
潤滑装置の構造がわかる

回数 テーマ 授業内容

1～3 エンジン概要
・エンジンの役割
・ガソリンエンジンの4行程
・エンジン形状による分類

エンジン本体4～8 ・エンジン本体の構成部品①（シリンダーブロック、ピストン、クランクシャフト）   
・エンジン本体の構成部品②（フライホイール、シリンダーヘッド、動弁機構）   

9～12

13～16

17～19
20～22

油脂

理解度確認
復習

潤滑装置

・エンジンに使われる油脂（ガソリンの特性、エンジンオイル、冷却水）
・概要（オイルの潤滑、ピストン冷却）
・構造（ポンプ、フィルタ、オイルパン）
・確認テストと解説
・授業振り返り
・学科試験

レポートの提出を求めることがあります
レポートの提出が修得試験の受験資格になります

23 評価

3



コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・
・

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・ 修得試験：83％
・ 平常評価：17％

【教科書・教材】
・ 三級自動車シャシ
・ 三級自動車ガソリン・エンジン
・ 技術ﾃｷｽﾄ 工具、計測器、整備機器編

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

学科

科目名 担当教員

エンジン基礎Ⅱ 612101 1年後期 20
山下　宏顕

冷却装置1～5

冷却装置、燃料装置、吸排気装置の構造･機能を知る

冷却装置の構造がわかる
燃料装置の構造がわかる

吸排気装置の構造がわかる

回数 テーマ 授業内容
・冷却装置の概要
・冷却装置の構造①（ウォータポンプ、ラジエータ、ラジエータキャップ）
・冷却装置の構造②（サーモスタット、ファン、不凍液）
・燃料装置の概要
・燃料装置の構造①（インジェクタ、フューエルポンプ）

・吸排気装置の構造①（エアクリーナ、スロットルボディ、インテークマニホールド）
・吸排気装置の構造②（エキゾーストマニホールド、マフラ）

10～13 吸排気装置

・燃料装置の構造②（プレッシャレギュレータ、フューエルタンク）
・吸排気装置の概要

燃料装置6～9

20

レポートの提出を求めることがあります
レポートの提出が修得試験の受験資格になります

評価 ・学科試験

・確認テストと解説
・授業振り返り

14～16 理解度確認
復習17～19

4



コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・
・

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・ 修得試験：83％
・ 平常評価：17％

【教科書・教材】
・ 三級自動車シャシ
・ 三級自動車ガソリン・エンジン
・ 技術ﾃｷｽﾄ 工具、計測器、整備機器編

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

20 評価 ・学科試験

レポートの提出を求めることがあります
レポートの提出が修得試験の受験資格になります

14～16 理解度確認 ・確認テストと解説
17～19 復習 ・授業振り返り

10～13 ガソリンエンジンの3要素 ・ガソリンエンジンの3要素

・点火装置の概要
・電圧発生の原理
・点火装置の構造（イグニッションコイル、スパークプラグ）
・最適な点火時期（回転数、負荷による変化）
・バルブタイミング練習問題  

点火装置1～5

バルブタイミング6～9

点火装置、動弁機構の構造･機能を知る

点火装置の構造がわかる
高電圧が発生する原理がわかる

4気筒のバルブタイミングの問題を解くことができる

回数 テーマ 授業内容

学科

科目名 担当教員

エンジン基礎Ⅲ 612102 1年後期 20
山下　宏顕

5



コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・
・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・ 修得試験：83％
・ 平常評価：17％

【教科書・教材】
・ 三級自動車シャシ
・ 三級自動車ガソリン・エンジン
・ 技術ﾃｷｽﾄ 工具、計測器、整備機器編

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

学科

科目名 担当教員

シャシ基礎Ⅰ 611103 1年前期 23
山下　宏顕

1～6

タイヤ、ブレーキの概要と構造･機能を知る

タイヤの種類、構造がわかる
ブレーキの構造、大きな制動力を得るための工夫がわかる

回数 テーマ 授業内容
・ホイール及びタイヤの概要
・ホイールの構造･機能
・タイヤの構造･機能（トレッド、カーカス、ブレーカ、ベルト、ビード、チューブ）
・タイヤの呼称
・摩耗限度表示  

ホイール及びタイヤ

7～8 ブレーキ概要 ・ブレーキ装置の概要（摩擦の原理）
9～10 ドラムブレーキ ・フットブレーキ（ドラム）の構造･機能

20～22 復習 ・授業振り返り
23 評価 ・学科試験

・フットブレーキ（ディスク）の構造･機能ディスクブレーキ

ブレーキ構成部品

11～12

レポートの提出を求めることがあります
レポートの提出が修得試験の受験資格になります

理解度確認

・マスターシリンダ、ペダルの構造･機能
13～16

17～19
・ブレーキフルードの機能
・確認テストと解説

6



コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・
・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・ 修得試験：83％
・ 平常評価：17％

【教科書・教材】
・ 三級自動車シャシ
・ 三級自動車ガソリン・エンジン
・ 技術ﾃｷｽﾄ 工具、計測器、整備機器編

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

レポートの提出を求めることがあります
レポートの提出が修得試験の受験資格になります

20～22 復習 ・授業振り返り
23 評価 ・学科試験

14～16 オートマティックトランスミッション ・オートマティックトランスミッションの概要
17～19 理解度確認 ・確認テストと解説

1～7 クラッチ
・クラッチの概要
・クラッチの構造･機能・作動（ダイヤフラム式）

8～13 トランスミッション
・トランスミッションの概要、構造・機能
・トランスミッションの原理（ギヤ比）
・トランスミッションの動力伝達経路

クラッチ、トランスミッションの概要と構造･機能を知る

クラッチの構造とエンジンの動力をトランスミッションに伝える、切り離す役割がわかる
エンジンの力を増大させるトランスミッションの構造がわかる

回数 テーマ 授業内容

学科

科目名 担当教員

シャシ基礎Ⅱ 612103 1年後期 23
山下　宏顕

7



コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・
・

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・ 修得試験：83％
・ 平常評価：17％

【教科書・教材】
・ 三級自動車シャシ
・ 三級自動車ガソリン・エンジン
・ 技術ﾃｷｽﾄ 工具、計測器、整備機器編

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

ステアリング装置
サスペンション

レポートの提出を求めることがあります
レポートの提出が修得試験の受験資格になります

17 評価 ・学科試験

11～13 理解度確認 ・確認テストと解説
14～16 復習 ・授業振り返り

1～5

6～9
8～10

動力伝達装置

動力伝達装置、ステアリング装置、サスペンションの構造･機能を知る

動力伝達装置の構造がわかる
ステアリング装置の構造がわかる

サスペンションの構造がわかる

回数 テーマ 授業内容
・ディファレンシャルの構造･機能
・プロペラシャフトの構造･機能（フックジョイントについて）
・ドライブシャフトの構造･機能（等速ジョイントについて）
・ステアリング装置の構造･機能（コラム、ラック＆ピニオン）
・サスペンションの構造･機能（種類、スプリングについて）  

学科

科目名 担当教員

シャシ基礎Ⅲ 612104 1年後期 17
山下　宏顕
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コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・
・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・ 修得試験：83％
・ 平常評価：17％

【教科書・教材】
・ 三級自動車シャシ
・ 三級自動車ガソリン・エンジン
・ 技術ﾃｷｽﾄ 工具、計測器、整備機器編

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

バッテリの構造･機能、始動装置の構造･機能を知る

バッテリの役割と構造がわかる
始動装置の構造、モータが回る原理がわかる

学科

科目名 担当教員

電気装置基礎Ⅰ 611105 1年前期 26
山下　宏顕

回数 テーマ 授業内容
・バッテリの概要
・バッテリの構造（極板、電槽、電解液）

バッテリ1～9
・バッテリの機能（放電、充電）
・バッテリの機能（容量、自己放電放電、形式）
・スタータの概要（モータの原理）

23～25 復習 ・授業振り返り
26 評価 ・学科試験

20～22 理解度確認

10～19 始動装置
・モータの原理
・スタータの電気の流れ
・確認テストと解説

・スタータの構造
・スタータの構造（オーバーラニングクラッチ、マグネットスイッチ）

レポートの提出を求めることがあります
レポートの提出が修得試験の受験資格になります
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コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・
・

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・ 修得試験：83％
・ 平常評価：17％

【教科書・教材】
・ 三級自動車シャシ
・ 三級自動車ガソリン・エンジン
・ 技術ﾃｷｽﾄ 工具、計測器、整備機器編

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

レポートの提出を求めることがあります
レポートの提出が修得試験の受験資格になります

23 評価 ・学科試験

17～19 理解度確認 ・確認テストと解説
20～22 復習 ・授業振り返り

9～16 灯火装置

・灯火装置の概要
・灯火装置の機能
・灯火装置の構造
・電球の原理
・灯火装置の電気回路

1～8 充電装置

・オルタネータの概要
・オルタネータの構造（極板、電槽、電解液）
・オルタネータで用いられる原理（発電、整流）
・発電制御の仕組み

充電装置、灯火装置の構造･機能を知る

オルタネータの役割と構造がわかる
オルタネータの発電、整流の原理がわかる

灯火装置の電気回路がわかる

回数 テーマ 授業内容

学科

科目名 担当教員

電気装置基礎Ⅱ 612105 1年後期 23
山下　宏顕
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コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・
・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・ 修得試験：83％
・ 平常評価：17％

【教科書・教材】
・ 三級自動車シャシ
・ 三級自動車ガソリン・エンジン
・ 技術ﾃｷｽﾄ 工具、計測器、整備機器編

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

16 評価 ・学科試験

レポートの提出を求めることがあります
レポートの提出が修得試験の受験資格になります

10～12 理解度確認 ・確認テストと解説
13～15 総復習 ・配線図を使った電位予想

1～3

4～9

配線図の読み方を知る
バッテリ、始動装置、充電装置の構造･機能を復習する

配線図を読むことができる
バッテリ、始動装置、充電装置の構造･機能がわかる

回数 テーマ 授業内容
・電気回路（復習）
・電位予測、オームの計算
・配線図の見方
・配線図を使った練習問題

電気回路

配線図

学科

科目名 担当教員

電気装置基礎Ⅲ 612106 1年後期 16
山下　宏顕
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コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・
・

・

【授業計画】

評価

【成績評価方法・基準】
・ 修得試験：83％
・ 平常評価：17％

【教科書・教材】
・ 三級自動車シャシ
・ 三級自動車ガソリン・エンジン
・ 技術ﾃｷｽﾄ 工具、計測器、整備機器編

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

16～18 導入試験 ・導入内容理解度確認試験
チャレンジボード13～15

・工具の使い分け（トルク、作業スピード）  

・ガレージジャッキの使用方法、注意事項
・リジットラックの使用方法、注意事項

・多数ボルトの脱着作業

・トルクの理解（ボルトねじ切り体験）

・4Sについて（パーツ皿の使い方など）

・名称、使い方（ソケット、ハンドル、アダプタ、レンチ）  
・トルクレンチの取扱い

工具の取り扱い、安全作業の基礎を知る

基本工具の使い方がわかる

・あいさつ練習（トヨタサービス基本7項目、接客10大用語、安全5行動）
安全教育1～3

安全作業を意識して作業ができる

計測工具やSSTを取り扱い方法がわかる

回数 テーマ 授業内容
・安全教育

28～30 トルクとは

実習

科目名 担当教員

整備技術Ⅰ 611207 1年前期 89
山下　宏顕

4～6 車両取扱い（車両準備）
・ボデーチェック方法 
・シートカバー、フロアマット、フェンダーカバー取扱い

・駆動レイアウトの確認
7～9 作業安全

10～12 車両観察
・保護具の取扱い（ヘルメット、保護メガネ、手袋）

基本工具取扱い

作業安全

31～36

19～27

88～89 ・実習試験
85～87

・シリンダーヘッド取付け、カムシャフト取付け

復習

レポートの提出を求めることがあります
レポートの提出が修得試験の受験資格になります

・反復練習、授業振り返り

・SST取扱い（プラー、ホールディングツール）

・シリンダーヘッド取外し、クランクシャフトプーリー取外し

61～84

・配線取付け、完成チェック、エンジン始動確認
・タイミングベルト、タイミングプーリー取付け、ヘッドカバー取付け

エンジン組付け

37～60 ・カムシャフト取外し

・ピストン取付け、オイルパン取付け

・エンジン始動確認、枠取外し
・ヘッドカバー取外し、タイミングベルト取外し

エンジン分解

・作業説明、修理書の見方、ベンチエンジンの取扱いについて

・ピストン取外し
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コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・
・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・ 修得試験：83％
・ 平常評価：17％

【教科書・教材】
・ 三級自動車シャシ
・ 三級自動車ガソリン・エンジン
・ 技術ﾃｷｽﾄ 工具、計測器、整備機器編

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

レポートの提出を求めることがあります
レポートの提出が修得試験の受験資格になります

・理解度確認
・エンジン、シャシ、電装、工学計算の復習22～33 1年次内容の総復習

進級試験34～36

・箱のデザイン加工
木工工作

工作工具の取り扱い、多頻度作業を身につける

工作工具の取扱い方法がわかる
多頻度作業ができる

回数 テーマ 授業内容

1～21

・塗装、ニス塗り

・工作授業の進め方、箱の設計図作成
・木片切削、やすり掛け
・箱の組み立て

実習

科目名 担当教員

整備技術Ⅱ 612207 1年後期 36
山下　宏顕
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コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・
・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・ 修得試験：83％
・ 平常評価：17％

【教科書・教材】
・ 三級自動車シャシ
・ 三級自動車ガソリン・エンジン
・ 技術ﾃｷｽﾄ 工具、計測器、整備機器編

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

実習

科目名 担当教員

エンジン基礎Ⅰ 611201 1年前期 16
山下　宏顕

エンジンの役割、作動と潤滑装置の構造･機能を知る

エンジンの役割と4サイクルエンジンの作動がわかる
潤滑装置の構造がわかる

回数 テーマ 授業内容

1～3 エンジン概要（4行程）
・燃焼実験
・吸引、圧縮体験（クランク手回し）
・シリンダーブロック、ピストン、クランクシャフトの構造研究

レポートの提出を求めることがあります
レポートの提出が修得試験の受験資格になります

・オイルの潤滑経路の確認
・オイルギャラリー、オイルジェットの確認

13～15 復習

・オイルポンプ、フィルタ、オイルパンの構造研究
・オイルポンプの点検

潤滑装置

・エンジン計測、授業振り返り
・実習試験

・エンジン計測（ノギス、マイクロメータ取り扱い）
エンジン本体4～8

9～12

16 評価

・フライホイール、シリンダーヘッド、動弁機構の構造研究   
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コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・
・

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・ 修得試験：83％
・ 平常評価：17％

【教科書・教材】
・ 三級自動車シャシ
・ 三級自動車ガソリン・エンジン
・ 技術ﾃｷｽﾄ 工具、計測器、整備機器編

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

7～15 吸排気装置
・吸排気装置の構造研究
・エキゾーストマニホールド脱着作業

16～18 復習 ・エキゾーストマニホールド脱着作業、授業振り返り
19 評価 ・実習試験

レポートの提出を求めることがあります
レポートの提出が修得試験の受験資格になります

1～3 冷却装置
・冷却装置構造研究
・冷却水の経路を確認

4～6 燃料装置
・燃料装置の構造研究
・負圧体感、インテークマニホールド負圧、燃圧測定

・冷却装置各部の構造・作動を理解する
・燃料装置、吸排気装置各部の名称・役割を理解する

ラジエータ、サーモスタット、ラジエータキャップテスタの役割がわかる
燃料噴射量、吸入空気量制御、排気ガス浄化装置の役割がわかる

負圧の原理（負圧と大気圧の関係）がわかる

回数 テーマ 授業内容

実習

科目名 担当教員

エンジン基礎Ⅱ 612201 1年後期 19
山下　宏顕
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コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・
・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・ 修得試験：83％
・ 平常評価：17％

【教科書・教材】
・ 三級自動車シャシ
・ 三級自動車ガソリン・エンジン
・ 技術ﾃｷｽﾄ 工具、計測器、整備機器編

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

レポートの提出を求めることがあります
レポートの提出が修得試験の受験資格になります

点火装置

7～9 復習 ・スパークプラグ交換、授業振り返り
10 評価 ・実習試験

・動弁機構の構造
・バルブクリアランス測定

動弁機構4～6

・自己誘導、相互誘導作用体験
・プラグ脱着作業
・スパークプラグの点検
・点火時期の点検

1～3

点火装置、動弁機構の構造･機能を知る

点火装置の構造がわかる
高電圧が発生する原理がわかる

回数 テーマ 授業内容

実習

科目名 担当教員

エンジン基礎Ⅲ 612202 1年後期 10
山下　宏顕
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コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・
・

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・ 修得試験：83％
・ 平常評価：17％

【教科書・教材】
・ 三級自動車シャシ
・ 三級自動車ガソリン・エンジン
・ 技術ﾃｷｽﾄ 工具、計測器、整備機器編

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

1～3 ホイール及びタイヤ

実習

科目名 担当教員

シャシ基礎Ⅰ 611203 1年前期 16
山下　宏顕

タイヤ、ブレーキの概要と構造･機能を知る

タイヤの種類、構造がわかる
ブレーキの構造、大きな制動力を得るための工夫がわかる

ディスクブレーキパッドの交換作業ができる

回数 テーマ 授業内容

レポートの提出を求めることがあります
レポートの提出が修得試験の受験資格になります

13～15

・ドラムブレーキシューの交換作業
・ドラムブレーキの構造研究

・ディスクブレーキの構造研究
・ディスクブレーキパッドの交換作業

・ホイールの構造研究（アルミ、スチール）
・タイヤの構造研究

ドラムブレーキ

ディスクブレーキ

4～8

9～12

復習 ・ディスクブレーキパッドの交換作業、授業振り返り
16 評価 ・実習試験
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コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・
・

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・ 修得試験：83％
・ 平常評価：17％

【教科書・教材】
・ 三級自動車シャシ
・ 三級自動車ガソリン・エンジン
・ 技術ﾃｷｽﾄ 工具、計測器、整備機器編

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

レポートの提出を求めることがあります
レポートの提出が修得試験の受験資格になります

10～12 復習 ・クラッチカバーの交換作業、授業振り返り
13 評価 ・実習試験

7～9 トランスミッション
・トランスミッションの脱着作業
・トランスミッションの構造研究

安全に工具を取り扱うことができ、正確な分解組付け作業を身につける

クラッチを正確に分解組付けし、構造がわかる
トランスミッションを正しく安全に脱着し、構造がわかる

トランスミッションをスムーズに作動させる仕組みがわかる

回数 テーマ 授業内容

1～6 クラッチ
・クラッチカバー分解組付け作業（単体）
・クラッチの構造研究（ダイヤフラム式）
・クラッチカバー分解組付け作業反復練習（多数ボルトの脱着）

実習

科目名 担当教員

シャシ基礎Ⅱ 612203 1年後期 13
山下　宏顕
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コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・
・

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・ 修得試験：83％
・ 平常評価：17％

【教科書・教材】
・ 三級自動車シャシ
・ 三級自動車ガソリン・エンジン
・ 技術ﾃｷｽﾄ 工具、計測器、整備機器編

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

5～9

13 評価

1～4

10～12 復習
・実習試験

サスペンション ・サスペンション取外し（ストラット）

・ステアリング装置の構造研究
ステアリング装置

・サスペンション取外し（ストラット）、授業振り返り

・ステアリングホイール脱着作業

レポートの提出を求めることがあります
レポートの提出が修得試験の受験資格になります

実習

科目名 担当教員

シャシ基礎Ⅲ 612204 1年後期 13
山下　宏顕

動力伝達装置、ステアリング装置、サスペンションの構造･機能を知る

動力伝達装置の構造がわかる
ステアリング装置の構造がわかる

サスペンションの構造がわかる

回数 テーマ 授業内容
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コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・
・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・ 修得試験：83％
・ 平常評価：17％

【教科書・教材】
・ 三級自動車シャシ
・ 三級自動車ガソリン・エンジン
・ 技術ﾃｷｽﾄ 工具、計測器、整備機器編

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

実習

科目名 担当教員

電気装置基礎Ⅰ 611205 1年前期 13
山下　宏顕

バッテリの構造･機能、始動装置の構造･機能を知る

バッテリの役割と構造がわかる
始動装置の構造、モータが回る原理がわかる

回数 テーマ 授業内容
・バッテリの脱着
・バッテリの構造研究
・バッテリの充電方法

1～6 バッテリ

・バッテリレスキューバッテリ7～9

レポートの提出を求めることがあります
レポートの提出が修得試験の受験資格になります

10～12 復習 ・バッテリレスキュ反復練習、授業振り返り
13 評価 ・実習試験
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コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・
・

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・ 修得試験：83％
・ 平常評価：17％

【教科書・教材】
・ 三級自動車シャシ
・ 三級自動車ガソリン・エンジン
・ 技術ﾃｷｽﾄ 工具、計測器、整備機器編

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

13 評価 ・実習試験

レポートの提出を求めることがあります
レポートの提出が修得試験の受験資格になります

10～12 復習 ・ファンベルト交換、オルタネータ単体点検、授業振り返り

1～5 オルタネータ
・オルタネータの脱着作業
・オルタネータの構造研究
・ファンベルトの脱着作業

6～9 灯火装置
・ヘッドランプバルブ交換作業
・灯火回路の電気の流れ
・電位測定

オルタネータの発電・整流の原理、灯火装置の電気の流れが理解でき、安全で正しい脱着作業を身ににつける

オルタネータの構造がわかる
ファンベルト交換作業、オルタネータの脱着作業が正しくできる

灯火回路の正しい電気の流れがわかる

回数 テーマ 授業内容

実習

科目名 担当教員

電気装置基礎Ⅱ 612205 1年後期 13
山下　宏顕
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コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・
・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・ 修得試験：83％
・ 平常評価：17％

【教科書・教材】
・ 技術ﾃｷｽﾄ 工具、計測器、整備機器編

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

13 評価 ・実習試験

レポートの提出を求めることがあります
レポートの提出が修得試験の受験資格になります

・車両の電位測定（ホーン系）
・車両の電位測定（ヘッドライト系）

10～12 総復習 ・総復習

配線図1～9
・車両のコネクタ、配線の確認

配線図の読み方を知る
バッテリ、始動装置、充電装置の構造･機能を復習する

配線図を読むことができる
バッテリ、始動装置、充電装置に関わる整備作業ができる

回数 テーマ 授業内容

実習

科目名 担当教員

電気装置基礎Ⅲ 612206 1年後期 13
山下　宏顕
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コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・
・

【授業計画】

・N2第2回模擬試験とFB、総復習
【成績評価方法・基準】

・ 修得試験：83％
・ 平常評価：17％

【教科書・教材】
・ 新完全マスター語彙　日本語能力試験Ｎ２
・ 新完全マスター文法　日本語能力試験Ｎ２
・ ドリル＆ドリル日本語能力試験Ｎ２聴解読解

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】
各回の授業を受ける前に、該当するテキストの内容確認と問題を実施しておいてください

学科

科目名 担当教員

日本語Ⅰ 611301 1年前期 118
藤崎　奈美恵

97

レポートの提出を求めることがあります
レポートの提出が修得試験の受験資格になります

N2レベルの日本語能力を身につけるとともに、自動車業界で使用する日本語を学ぶ

N2レベルの「語彙、文法、聴解」がわかる
学生生活を送る上で必要となる日常会話ができる

回数 テーマ 授業内容

7～9

N3復習①

・N3模試⑨とFB
N3復習②
N3復習②

・日本語授業の進め方、N3模試①とFB

13～15
16～18

N3復習②
N3復習③

N3復習②
N3復習②

N3復習④10～12

JLPT対策
文法・語彙・読解・聴解の理解①

22～24
25～27

・文法1課、語彙1章1課、主張理解1

94～96 ・確認テストと解説、授業振り返り

・N3模試②とFB
・N3模試③とFB
・N3模試④とFB
・N3模試⑤とFB
・N3模試⑥とFB
・N3模試⑦とFB
・N3模試⑧とFB

31～33
34～36

4～6

N3復習②19～21

28～30 ・N2第1回模擬試験とFB

46～48
49～51
52～54
55～57
58～60

43～45

・文法2課、語彙1章2課、課題理解1
・文法3課、語彙1章3課、主張理解2
・N2の漢字1

文法・語彙・読解・聴解の理解④ ・文法4課、語彙2章1課、課題理解2

文法・語彙・読解・聴解の理解②

37～39 文法・語彙・読解・聴解の理解③

40～42 漢字①

文法・語彙・読解・聴解の理解⑤ ・文法5課、語彙2章2課、主張理解3
数学① ・基礎計算1、数学の言葉1
文法・語彙・読解・聴解の理解⑥ ・文法6課、語彙2章3課、課題理解3
漢字② ・N2の漢字2
文法・語彙・読解・聴解の理解⑦ ・文法7課、語彙3章、主張理解4
数学② ・基礎計算2、数学の言葉2
文法・語彙・読解・聴解の理解⑧ ・文法8課、語彙4章1課、課題理解4

91～93

76～78
79～81
82～84
85～87
88～90

61～63
64～66
67～69
70～72
73～75

復習
・学科試験

1～3

98～118
評価
JLPT対策

数学④ ・基礎計算4、数学の言葉4
文法・語彙・読解・聴解の理解⑫ ・文法12課、語彙6章1課、ポイント理解1
文法・語彙・読解・聴解の理解⑬ ・文法13課、語彙6章2課、情報検索1

文法・語彙・読解・聴解の理解⑩ ・文法10課、語彙5章1課、課題理解5
漢字④ ・N2の漢字4
文法・語彙・読解・聴解の理解⑪ ・文法11課、語彙5章2課、主張理解6

漢字③ ・N2の漢字3
文法・語彙・読解・聴解の理解⑨ ・文法9課、語彙4章2課、主張理解5
数学③ ・基礎計算3、数学の言葉3
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コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・
・

【授業計画】

・学科試験

【成績評価方法・基準】
・ 修得試験：83％
・ 平常評価：17％

【教科書・教材】
・ 新完全マスター語彙　日本語能力試験Ｎ２
・ 新完全マスター文法　日本語能力試験Ｎ２
・ ドリル＆ドリル日本語能力試験Ｎ２聴解読解

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

学科

科目名 担当教員

日本語Ⅱ 611302 1年前期 79
藤崎　奈美恵

・文法14課、語彙7章1課、ポイント理解1
4～6 漢字①

・文法15課、語彙7章2課、情報検索2

N2レベルの日本語能力を身につけるとともに、自動車業界で使用する日本語を学ぶ

N2レベルの「語彙、文法、聴解」がわかる
学生生活を送る上で必要となる日常会話ができる

回数 テーマ 授業内容

・N2の漢字5

10～12

文法・語彙・読解・聴解の理解④

文法・語彙・読解・聴解の理解③

7～9

1～3 文法・語彙・読解・聴解の理解①

13～15

文法・語彙・読解・聴解の理解②

数学①

19～21

・文法20課、語彙9章1課、ポイント理解3

22～24 数学②

漢字②

文法・語彙・読解・聴解の理解⑤ ・文法18課、語彙8章1課、ポイント理解3

・文法19課、語彙8章2課、情報検索4

16～18

JLPT対策

・文法21課、語彙9章2課、統合理解1

37～39

25～27 漢字③

34～36
漢字④ ・N2の漢字8

46～48 文法・語彙・読解・聴解の理解⑦

数学④ ・基礎計算8、数学の言葉8

28～30
31～33 数学③

レポートの提出を求めることがあります
レポートの提出が修得試験の受験資格になります

各回の授業を受ける前に、該当するテキストの内容確認と問題を実施しておいてください

40～42

・確認テストと解説、授業振り返り

文法・語彙・読解・聴解の理解⑥

49～51 漢字⑤ ・N2の漢字9
52～54 文法・語彙・読解・聴解の理解⑧

・N2第3回模擬試験とFB

43～45

64～66 文法・語彙・読解・聴解の理解⑩ ・文法23課、語彙（2部）1章2課、統合理解2

55～57 数学⑤ ・基礎計算9、数学の言葉9
58～60 文法・語彙・読解・聴解の理解⑨ ・文法22課、語彙（2部）1章1課、ポイント理解4
61～63 漢字⑥ ・N2の漢字10

67～69 数学⑥ ・基礎計算10、数学の言葉10
70～72 文法・語彙・読解・聴解の理解⑪ ・文法24課、語彙（2部）2章1課、概要理解1

79

73～75 漢字⑦ ・N2の漢字11
76～78 復習

評価

・基礎計算5、数学の言葉5

・N2の漢字6

・基礎計算7、数学の言葉7

・基礎計算6、数学の言葉6
・N2の漢字7

・文法16課、語彙7章3課、ポイント理解2

・文法17課、語彙7章4課、情報検索3
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コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・
・

【授業計画】

・学科試験

【成績評価方法・基準】
・ 修得試験：83％
・ 平常評価：17％

【教科書・教材】
・ 新完全マスター語彙　日本語能力試験Ｎ２
・ 新完全マスター文法　日本語能力試験Ｎ２
・ ドリル＆ドリル日本語能力試験Ｎ２聴解読解

【授業外における学習】

【履修に当たっての留意事項】

学科

科目名 担当教員

日本語Ⅲ 612301 1年後期 113
藤崎　奈美恵

N2レベルの日本語能力を身につけるとともに、自動車業界で使用する日本語を学ぶ

N2レベルの「語彙、文法、聴解」がわかる
学生生活を送る上で必要となる日常会話ができる

回数 テーマ 授業内容
1～3 ・基礎計算11、数学の言葉11
4～6 文法・語彙・読解・聴解の理解① ・文法25課、語彙（2部）2章2課、統合理解3

数学①

・N2の漢字12
・文法26課、語彙（2部）3章、概要理解210～12 文法・語彙・読解・聴解の理解②

7～9 漢字①

13～15 ・N2の漢字13
・語彙（2部）4章1課・2課、統合理解4文法・語彙・読解・聴解の理解③16～18

漢字②

19～21
文法・語彙・読解・聴解の理解⑤

・語彙（2部）4章3課・5章、概要理解3
22～24 ・語彙（2部）6章1課・2課、中文1

文法・語彙・読解・聴解の理解④

・N2の漢字14
・語彙（2部）7章1課・2課、概要理解428～30 文法・語彙・読解・聴解の理解⑥

漢字③25～27

31～33 数学② ・基礎計算12、数学の言葉12
・語彙（2部）7章3課・7章4課、中文234～36 文法・語彙・読解・聴解の理解⑦

各回の授業を受ける前に、該当するテキストの内容確認と問題を実施しておいてください

レポートの提出を求めることがあります
レポートの提出が修得試験の受験資格になります

37～39
40～42
43～45

・N2の漢字15
・語彙（2部）8章1課・2課、概要理解5
・基礎計算13、数学の言葉13

漢字④
文法・語彙・読解・聴解の理解⑧

数学③
46～48
49～51
52～54
55～57
58～60
61～63
64～66

67
68～113

文法・語彙・読解・聴解の理解⑨ ・語彙（2部）9章1課、9章2課、中文3
漢字⑤ ・N2の漢字16
文法・語彙・読解・聴解の理解⑩ ・文法総復習、即時応答1
文法・語彙・読解・聴解の理解⑪ ・語彙総復習、中文4
漢字⑥ ・N2の漢字17
文法・語彙・読解・聴解の理解⑫ ・文法総復習、即時応答2
復習 ・確認テストと解説、授業振り返り
評価
ＪＬＰＴ対策 ・N2第2回模擬試験とFB、総復習
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コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・
・

【授業計画】

新聞

川柳

・学科試験

【成績評価方法・基準】
・ 修得試験：83％
・ 平常評価：17％

【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】

評価
・確認テストと解説、授業振り返り

謎解き

オノマトペ（マンダラート）
日本の災害

敬語1

敬語2

日本の地理
・自動車産業の概要8

・自動車産業の概要4

49～51
52～54

55

語彙の理解③
語彙の理解④
言語活動④
言語活動⑤
言語活動⑥
語彙の理解⑤

語彙の理解⑧
復習

34～36
37～39
40～42
43～45
46～48

言語活動⑦
語彙の理解⑥
言語活動⑧
語彙の理解⑦
言語活動⑨

16～18
19～21
22～24

28～30
31～33

10～12
13～15

学科

科目名

自動車産業の概要やトヨタサービスで使われる語彙や考え方がわかる
言語活動を通して、高度な日本語運用能力を培う

回数 テーマ 授業内容
1～3 Eメール

・自動車産業の概要14～6

担当教員

N2レベルの日本語能力を身につけるとともに、自動車業界で使用する日本語を学ぶ

日本語Ⅳ 612302 1年後期 55
藤崎　奈美恵

・自動車産業の概要5

言語活動①
語彙の理解①

25～27

レポートの提出を求めることがあります
レポートの提出が修得試験の受験資格になります

言語活動②
語彙の理解②
言語活動③

・自動車産業の概要6

・自動車産業の概要7

・自動車産業の概要2

・自動車産業の概要3

7～9
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コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】
・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】
・ プレゼン評価：50％
・ 平常評価：50％

【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】

学科

科目名 担当教員

日本語Ⅴ 612303 1年後期 42
藤崎　奈美恵

日本語で自分の意見を発表する経験を得る

人前で自分の意見を日本語で発表できる

回数 テーマ 授業内容

・発表会（発表・聴講）、評価

・テーマ決め
・原稿作成、発表演習

テーマ発表会準備

テーマ発表会

1～36

37～42

レポートの提出を求めることがあります
レポートの提出が修得試験の受験資格になります

27



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

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

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】

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

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】

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

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

 15



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

19

25

26

20

21

22

23

24

14

15

16

17

18

9

10

11

12

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

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％

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】

24

25

26

19

20

21

22

23

14

15

16

17

18

9

10

11

12

13

4

5

6

7

8

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

 22



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】

24

25

26

19

20
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23

14
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9
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11
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4

5

6

7

8

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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2022年度　国際自動車整備科3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 エンジン応用ⅠⅡ 621137 ３年前期 9 中道　正博 松本　幸久 有 2

学科 エンジン応用ⅢⅣ 621138 ３年前期 11 中道　正博 松本　幸久 有 3

学科 エンジン応用ⅤⅥ 622136 ３年後期 3 中道　正博 松本　幸久 有 4

学科 電装応用Ⅰ・Ⅱ 621133 ３年前期 13 南　孝夫 式部　健一 上田　幸太 福本　侑大 有 5

学科 電装応用Ⅲ・Ⅳ 621134 ３年前期 18 南　孝夫 式部　健一 上田　幸太 福本　侑大 有 6

学科 電装応用Ⅴ・Ⅵ 622134 ３年後期 5 南　孝夫 式部　健一 上田　幸太 福本　侑大 有 7

学科 シャシ応用Ⅰ・Ⅱ 621135 ３年前期 20 亀之園　良 中尾　淳 上田　昌二 森岡　拓也 有 8

学科 シャシ応用Ⅲ・Ⅳ 621136 ３年前期 20 亀之園　良 中尾　淳 上田　昌二 森岡　拓也 有 9

学科 シャシ応用Ⅴ・Ⅵ 622135 ３年後期 5 亀之園　良 中尾　淳 上田　昌二 森岡　拓也 有 10

学科 自動車法規Ⅰ 621127 ３年前期 10 藤本　哲夫 峰　翔平 有 11

学科 自動車法規Ⅱ 621128 ３年前期 10 藤本　哲夫 峰　翔平 有 12

学科 自動車検査Ⅰ 622127 ３年後期 10 藤本　哲夫 峰　翔平 有 13

学科 自動車工学Ⅰ 621127 ３年前期 21 14

学科 自動車工学Ⅱ 621132 ３年前期 20 15

学科 自動車工学Ⅲ 622127 ３年後期 26 16

学科 トヨタ技術Ⅰ 622133 ３年後期 15 17

学科 総合復習Ⅰ 620101 ３年後期 108 18

実習 エンジン応用Ⅰ 621237 ３年前期 22 中道　正博 松本　幸久 有 19

実習 エンジン応用Ⅲ 621239 ３年前期 21 中道　正博 松本　幸久 有 20

実習 エンジン応用Ⅴ 622234 ３年後期 29 中道　正博 松本　幸久 有 21

実習 電装応用Ⅰ 621229 ３年前期 24 南　孝夫 式部　健一 有 22

実習 電装応用Ⅱ 621230 ３年前期 26 上田　幸太 福本　侑大 有 23

実習 電装応用Ⅲ 621231 ３年前期 22 南　孝夫 式部　健一 有 24

実習 電装応用Ⅳ 621232 ３年前期 23 上田　幸太 福本　侑大 有 25

実習 電装応用Ⅴ 622230 ３年後期 29 南　孝夫 式部　健一 有 26

実習 電装応用Ⅵ 622231 ３年後期 29 上田　幸太 福本　侑大 有 27

実習 シャシ応用Ⅰ 621233 ３年前期 21 亀之園　良 中尾　淳 有 28

実習 シャシ応用Ⅱ 621234 ３年前期 22 上田　昌二 森岡　拓也 有 29

実習 シャシ応用Ⅲ 621235 ３年前期 20 亀之園　良 中尾　淳 有 30

実習 シャシ応用Ⅳ 621236 ３年前期 23 上田　昌二 森岡　拓也 有 31

実習 シャシ応用Ⅴ 622232 ３年後期 26 亀之園　良 中尾　淳 有 32

実習 シャシ応用Ⅵ 622233 ３年後期 29 上田　昌二 森岡　拓也 有 33

実習 総合Ⅴ 621227 ３年前期 31 森　大輔 平田　正太 有 34

実習 総合Ⅵ 621228 ３年前期 31 森　大輔 平田　正太 有 35

実習 総合Ⅶ 622227 ３年後期 31 森　大輔 平田　正太 有 36

実習 トヨタ技術Ⅰ 622229 ３年後期 91 37

教養 社会人入門Ⅲ 621301 ３年前期 13 38

教養 社会人入門Ⅳ 622301 ３年後期 11 39

教養 総合復習Ⅱ 600316 ３年後期 126 40

３年担当教員

【１時限：50分】

担当教員

３年担当教員

３年担当教員

３年担当教員

３年担当教員

３年担当教員

３年担当教員

３年担当教員

３年担当教員



コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

　構成部品、空気過剰率

　構成部品、空気過剰率

　燃焼過程

　ジーゼルノック、燃焼室種類

　燃料装置概要

　燃料圧送の仕組み（プランジャの作動）

　インジェクションノズルの種類、特徴

　ガバナ・タイマの必要性・作動

　フューエルフィードポンプの作動

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

ジーゼルエンジンの燃焼

燃料装置

5

6

3

4

ジーゼルエンジンの燃焼

ジーゼルエンジン構造・性能

ジーゼルエンジンの燃焼

1

2

ジーゼルエンジン構造・性能

担当教員

中道　正博

松本　幸久

科目名

学科
エンジン応用ⅠⅡ 621137 ３年前期 9時限

ガソリンエンジンとの燃焼方法の違い、ジーゼルノックや白煙・黒煙の発生理由が説明できる

インジェクションポンプの噴射量制御の仕組み、ガバナ・タイマの必要性・作動が説明できる

インジェクションノズルの種類とその特徴が説明できる

ジーゼルエンジンの燃焼方法について理解する
ジーゼルエンジンの燃料装置（インジェクションポンプ、インジェクションノズル）の構造、作動について理解する

授業内容回 テーマ

7

8

修得試験

9

10

燃料装置

燃料装置

燃料装置

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

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　83.3％

日整連　：　２級自動車ジーゼル・エンジン　３級自動車ジーゼル・エンジン　２級ガソリン・エンジン

トヨタ技術テキスト　：　第１，２ステップ

 2



コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

　必要性と種類、グロープラグの種類

　必要性と種類、グロープラグの種類

　グロープラグ式の作動

　グロープラグ式の作動

　グロープラグの種類

　グロー、水温センサー回路説明

　高圧燃料噴射装置　コモンレール

　高圧燃料噴射装置　コモンレール

　高圧燃料噴射装置　コモンレール

　高圧燃料噴射装置　コモンレール

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

予熱装置

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　83.3％

日整連　：　２級自動車ジーゼル・エンジン　３級自動車ジーゼル・エンジン　２級ガソリン・エンジン

トヨタ技術テキスト　：　第１，２ステップ

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

ユニットインジェクタ式燃料噴射装置の構造・作動が説明できる

6

7

学科

科目名

3

8

9

10

11

予熱装置の必要性、グロープラグ式予熱装置の作動について理解する
電子制御式ジーゼルエンジン（コモンレール式、ユニットインジェクタ式）の制御・作動について理解する

グロープラグ式予熱装置の電気の流れが説明できる

コモンレール式燃料噴射装置の構造・作動が説明できる

担当教員

エンジン応用ⅢⅣ 621138 ３年前期 11時限
中道　正博

松本　幸久

回 テーマ 授業内容

1

2 予熱装置

予熱装置

4

5

修得試験

予熱装置

予熱装置

予熱装置

予熱装置

燃料装置

燃料装置

燃料装置

 3



コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

　過給機、排出ガス、ＤＰＦ、尿素ＳＣＲシステム、

トラの巻（ＤＰＦ、尿素ＳＣＲシステム）、ジーゼルの燃焼、ＬＰＧ、可変吸気装置

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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

トヨタ技術テキスト　：　第１，２ステップ

修得試験　83.3％

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

2

3 修得試験

特殊エンジン

日整連　：　２級自動車ジーゼル・エンジン　３級自動車ジーゼル・エンジン　２級ガソリン・エンジン

学科

科目名 担当教員

エンジン応用ⅤⅥ 621136 ３年後期 3時限
中道　正博

松本　幸久

ジーゼルエンジンの様々な工夫（ＤＰＦ、尿素ＳＣＲ、可変吸気装置）について理解する
特殊エンジン（過給機、ＬＰＧ、可変バルブタイミング）の構造、作動について理解する

ジーゼルエンジンの排気ガス浄化の工夫（ＤＰＦ、尿素ＳＣＲ）が説明できる

過給機、ＬＰＧ、可変バルブタイミング機構の構造、作動が説明できる

国家２級ジーゼルのエンジン分野の問題が理解できる

1

回 テーマ 授業内容

特殊エンジン

 4



コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

　論理回路

　発振回路

　ＬＣ回路　オームの法則

　ＬＣ回路

　外部診断機概要、GTS（概要、ヘルスチェック）

復習

復習

コンピューター制御の流れ、トヨタのエンジン電子制御、燃料噴射制御

燃料噴射量制御、構成部品と役割、電気の流れ

インジェクタ構造・作動、インジェクタ回路

基本噴射（吸入空気量）

基本噴射（吸入空気量）

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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

日整連　：　２級自動車ガソリン・エンジン　３級自動車ガソリン・エンジン

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

ＪＡＭＣＡテキスト　：　低圧電気取扱い知識

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　83.3％

B-1 ＥＦＩ

ＥＦＩ

ＥＦＩ

修得試験

B-2

B-3

ＥＦＩ

ＥＦＩ

B-4

B-5

13

回 テーマ 授業内容

A-1

A-5 外部診断機

A-6 電装復習

A-7 電装復習

半導体

A-2 半導体

A-3 半導体

A-4 半導体

自動車に使用されている電子回路（発振回路、論理回路）の作動を理解する
電子制御式燃料噴射装置（EFI）の燃料系統および基本噴射の考え方について理解する

論理回路、発振回路の作動が説明できる

インジェクタの構造、制御回路の電気の流れが説明できる

基本噴射時間の決定方法、それに関するセンサーの作動が説明できる

学科

科目名 担当教員

電装応用Ⅰ・Ⅱ 621133 ３年前期 13時限
南　孝夫、式部　健一

上田　幸太、福本　侑大
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

　冷暖房の原理、冷凍サイクル、冷媒の種類

　冷凍サイクルの構成部品、冷媒の流れ

　内外気切り替え、温度調整

　吹き出し口切り替え、風量調整

　オームの法則

　エアコン　構成部品の役割と作動

　エアコン　構成部品の役割と作動

　オートエアコンの構成部品と役割

　オートエアコンの構成部品と役割

　補正噴射（基本噴射復習）

　補正噴射（始動時～走行時）

　補正に用いられるセンサ）

　補正に用いられるセンサ

　点火装置復習（構成部品、ＩＧコイル原理）

　点火時期復習、点火時期制御

　ノックコントロール、ＴＤＩシステム

　ＩＳＣ制御

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

B-1 EFI

B-4

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　83.3％

ESA

カーエアコンの原理、冷凍サイクルの構成部品、冷媒の流れについて理解する
電子制御式燃料噴射装置の補正噴射制御、電子進角（ESA）およびアイドル回転数制御（ISC）について理解する

カーエアコンの原理、冷凍サイクルの構成部品や冷媒の状態について説明できる

各走行状態で必要な空燃比とそのための燃料噴射時間の決定方法について説明できる

ESAによる点火時期制御の考え方、ISCの回転数制御の考え方について説明できる

回 テーマ 授業内容

空調装置

空調装置

A-2 空調装置

A-3

A-9

A-8 空調装置

A-1

A-5 空調装置

A-6

A-7 空調装置

空調装置

A-4 空調装置

B-2 EFI

B-3 EFI

EFI

B-8

18

ISC

修得試験

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

日整連　：　２級自動車ガソリン・エンジン　３級自動車ガソリン・エンジン

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

ＪＡＭＣＡテキスト　：　低圧電気取扱い知識

B-7

ESA

ESA

学科

科目名 担当教員

電装応用Ⅲ・Ⅳ 621134 ３年前期 18時限
南　孝夫、式部　健一

上田　幸太、福本　侑大

B-5

B-6

空調装置
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

　オルタネータ（虎の巻）

　オルタネータ（虎の巻）

TCCS復習・まとめ

　ダイアグノーシス機能確認、不具合時の電位（学）

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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

日整連　：　２級自動車ガソリン・エンジン　３級自動車ガソリン・エンジン

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

ＪＡＭＣＡテキスト　：　低圧電気取扱い知識

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　83.3％

学科

科目名

安全や快適性に関する自動車の電気装置（ナビゲーション、エアバッグ、ＴＳＳ）の機能について理解する
電子制御式燃料噴射装置の異常時の制御（ダイアグノーシス制御やフェイルセーフ制御）について理解する

ナビゲーションやエアバッグ、ＴＳＳの機能、作動について説明できる

電子制御式噴射量装置のダイアグノーシスの原理、異常検出方法について説明できる

センサーやアクチュエータ回路不具合時の電位の変化について説明できる

回 テーマ 授業内容

担当教員

電装応用Ⅴ・Ⅵ 622134 ３年後期 5時限
南　孝夫、式部　健一

上田　幸太、福本　侑大

A-1

5 修得試験

充電装置

B-1 復習

B-2 ＥＦＩの異常時制御

充電装置

A-2
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

　Ａ/Ｔ概要、トルクコンバーター

　Ａ/Ｔ概要、トルクコンバーター

　トルクコンバーター

　トルクコンバーター

　プラネタリーギヤユニット

　プラネタリーギヤユニット

　プラネタリーギヤ

　プラネタリーギヤ

　プラネタリーギヤユニット

　平常試験

　ブレーキ復習（一体型ブースタ）・概要

　分離型ブースタ

　ホイール取付方法、支持方式

　圧縮空気を作る部品

　エア・油圧式ブレーキ

　エキゾーストブレーキ・エディカレントリターダ

　フルエア式ブレーキ

　平常試験

　エア・油圧式ブレーキ

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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

日整連　：　２級自動車シャシ　３級自動車シャシ

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

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　83.3％

B-8 大型シャシ

B-9 大型シャシ

B-1

B-3

B-5 大型シャシ

大型シャシ

B-6 大型シャシ

B-7 大型シャシ

20 修得試験

ＡＴ

B-4 大型シャシ

A-8 ＡＴ

A-9 ＡＴ

A-10

B-2 大型シャシ

大型シャシ

回 テーマ 授業内容

A-1

A-5 ＡＴ

A-6 ＡＴ

A-7 ＡＴ

ＡＴ

A-2 ＡＴ

A-3 ＡＴ

A-4 ＡＴ

オートマチックトランスミッション（トルクコンバータ、プラネタリギヤユニット）の構造、作動について理解する
大型車両のブレーキ装置（エア・油圧式、フルエア、エキゾーストブレーキなど）の構造、作動について理解する

トルクコンバータの動力伝達の原理、トルクアップや伝達ロス低減の工夫について説明できる

プラネタリギヤユニットの構造、共線図の見方について説明できる

大型車両に用いられているブレーキ装置の構造、作動について説明できる

学科

科目名 担当教員

シャシ応用Ⅰ・Ⅱ 621135 ３年前期 20時限
亀之園　良、中尾　淳

上田　昌二、森岡　拓也
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

　変速機構

　変速機構

　変速機構

　電子制御式ＡＴ（油圧式との違い）

　電子制御式ＡＴ（油圧式との違い）

　　ＡＴ理解度確認

　ＡＴ機能点検復習

　日産ＡＴ 構造・作動

　日産ＡＴ 構造・作動

　ＣＶＴ　構造・作動

　ＣＶＴ　構造・作動

　ボデー振動及び揺動

　サスペンションの性能

　エアサスペンション

　前輪二軸車・ＬＳＤ

　ステアリング装置（Ｒ＆Ｂ）

　車軸の構造

　　平常試験

　　平常試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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　：　２級自動車シャシ　３級自動車シャシ

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

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　83.3％

Ｂ-8 大型シャシ

20 修得試験

A-10 ＡＴ

Ｂ-6 大型シャシ

Ｂ-7 大型シャシ

A-11 ＡＴ

Ｂ-1 大型シャシ

Ｂ-2 大型シャシ

Ｂ-3 大型シャシ

Ｂ-4 大型シャシ

Ｂ-5 大型シャシ

回 テーマ 授業内容

A-1

A-5 ＡＴ

A-8 ＡＴ

A-9 ＡＴ

A-6 ＡＴ

A-7 ＡＴ

ＡＴ

A-2 ＡＴ

A-3 ＡＴ

A-4 ＡＴ

オートマチックトランスミッションの変速制御（油圧制御装置、CVT）の考え方について理解する
大型車両に用いられているサスペンション、ステアリング、ディファレンシャルの構造、作動を理解する

オートマチックトランスミッションの変速制御（油圧制御式、電子制御式）について説明できる

CVTの変速制御の考え方、構造・作動について説明できる

大型車両に用いられているサスペンション、ステアリング、ディファレンシャルの構造、作動について説明できる

学科

科目名 担当教員

シャシ応用Ⅲ・Ⅳ 621136 ３年前期 20時限
亀之園　良、中尾　淳

上田　昌二、森岡　拓也
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

　ＡＴ分野

　ＡＴ分野

　ABS概要・構造・作動

　トラクションコントロール

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

修得試験　83.3％

日整連　：　２級自動車シャシ　３級自動車シャシ

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

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

パワーステアリング装置（油圧式、電動式）の構成、構造・作動について理解する
ホイールアライメント各要素の必要性、点検・調整方法について理解する

パワーステアリング装置（油圧式、電動式）の構成、構造・作動について説明できる

ホイールアライメント各要素の必要性、不具合時の影響が説明できる

ＡＢＳ、トラクションコントロール、４ＷＳ機構の必要性、機能が説明できる

虎の巻

5 修得試験

授業内容

A-1

A-2 虎の巻

Ｂ-１ ABS

Ｂ-２ ＴＲＣ

回 テーマ

学科

科目名 担当教員

シャシ応用Ⅴ・Ⅵ 622135 ３年後期 5時限
亀之園　良、中尾　淳

上田　昌二、森岡　拓也
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

【授業計画】

車両法 　法令概要、自動車の種類

車両法 　　保安基準

保安基準 　自動車の構造、装置（原動機及びシャシ関係）

保安基準 　自動車の構造、装置（原動機及びシャシ関係）

保安基準 　自動車の構造、装置（原動機及びシャシ関係）

保安基準 　自動車の装置（車体関係）

保安基準 　自動車の装置（車体関係）

保安基準 　自動車の装置（車体関係）

保安基準 　自動車の装置（車体関係）

修得試験 試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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

8

日整連　：　法令教本

トヨタ技術テキスト　：　導入教育編

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

回 テーマ 授業内容

1

2

道路運送車両法の登録制度、点検整備制度、検査制度について理解する

道路運送車両法上の自動車の種類について説明できる

道路運送車両法の登録制度、点検整備制度、検査制度について説明できる

7

9

3

4

5

6

修得試験　83.3％

10

学科

科目名 担当教員

自動車法規Ⅰ 621127 ３年前期 10時限
藤本　哲夫

峰　翔平
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

【授業計画】

保安基準 　認証制度

保安基準 　指定制度

保安基準 　指定制度

保安基準 　その他、確認試験

保安基準 　自動車の構造、装置（原動機及びシャシ関係）

車両法 　自動車の構造、装置（原動機及びシャシ関係）

車両法 　自動車の構造、装置（原動機及びシャシ関係）

車両法 　復習

車両法 　復習

修得試験 試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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　83.3％

日整連　：　法令教本

トヨタ技術テキスト　：　導入教育編

1

2

7

8

9

10

4

5

6

3

道路運送車両法の認証制度、指定制度について理解する
道路運送車両の保安基準（原動機およびシャシ関係）について理解する

道路運送車両法の認証制度、指定制度について説明できる

道路運送車両の保安基準（原動機およびシャシ関係）に関する各基準値を説明できる

回 テーマ 授業内容

学科

科目名 担当教員

自動車法規Ⅱ 621128 ３年前期 10時限
藤本　哲夫

峰　翔平
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

【授業計画】

車両法 　登録制度

車両法 　点検整備制度

車両法 　点検整備制度

車両法 　検査制度

車両法 　検査制度

車両法 　点検整備制度・検査制度確認

車両法 　その他、確認試験

車両法 　認証制度

車両法 　認証制度

修得試験 試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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　83.3％

日整連　：　法令教本

トヨタ技術テキスト　：　導入教育編

1

2

7

8

9

10

4

5

6

3

道路運送車両の保安基準（車体、公害防止、灯火、運転操作関係）について理解する

道路運送車両の保安基準（車体、公害防止、灯火、運転操作関係）に関する各基準値を説明できる

回 テーマ 授業内容

学科

科目名 担当教員

自動車検査Ⅰ 622127 ３年後期 10時限
藤本　哲夫

峰　翔平
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

【授業計画】

自動車工学 　１年次シャシ復習

自動車工学 　排気量・圧縮比・ピストンスピード

自動車工学 　オームの法則

自動車工学 　１年次シャシ復習

自動車工学 　軸重（乗用車重心、トラック荷物）

自動車工学 　軸重（乗用車重心、トラック荷物）

自動車工学 　１年次工学総復習

自動車工学 　１年次工学総復習

自動車工学 　１年次工学総復習

自動車工学 　１年次電装復習（開放節）

自動車工学 　プラネタリギヤ

自動車工学 　仕事率、登坂問題

自動車工学 　軸重（乗用車重心、トラック荷物）①

自動車工学 　軸重（乗用車重心、レッカー）②

自動車工学 確認試験

自動車工学 確認試験

自動車工学 確認試験

自動車工学 復習

自動車工学 復習

自動車工学 復習

修得試験 試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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　83.3％

授業配布プリント

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

15

16

17

18

19

20

21

自動車の原理原則に関する基礎的な工学の考え方を理解する
自動車に関係する各種計算問題の解き方を理解する

エンジン、電装、シャシに関する基礎的な工学の考え方を説明できる

排気量、圧縮比、ピストンスピード、軸重の計算問題が解ける

7

8

9

10

11

12

1

2

13

14

回 テーマ 授業内容

3

4

5

6

学科

科目名 担当教員

自動車工学Ⅰ 621131 ３年前期 21時限
藤本　哲夫

峰　翔平
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

【授業計画】

自動車工学 １年次エンジン復習（実力後）10/9

自動車工学 １年次エンジン復習（実力後）10/10

自動車工学 総復習2019/11/15

自動車工学 総復習2019/11/15

自動車工学 総復習2019/11/15

自動車工学 総復習2019/11/15

自動車工学 　復習

自動車工学 総復習2019/11/15

自動車工学 　エンジン回転と車速

自動車工学 　軸重（乗用車重心、トラック荷物

自動車工学 　オームの法則

自動車工学 　オームの法則

自動車工学 確認試験

自動車工学 確認試験

自動車工学 確認試験

自動車工学 復習

自動車工学 復習

自動車工学 復習

自動車工学 復習

修得試験 試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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　83.3％

授業配布プリント

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

15

16

17

18

19

20

自動車の原理原則に関する基礎的な工学の考え方を理解する
自動車に関係する各種計算問題の解き方を理解する

エンジン、電装、シャシに関する基礎的な工学の考え方を説明できる

エンジン回転数、プラネタリギヤ、出力（仕事率）、軸重の計算問題が解ける

7

8

9

10

11

12

1

2

13

14

回 テーマ 授業内容

3

4

5

6

学科

科目名 担当教員

自動車工学Ⅱ 621132 ３年前期 20時限
藤本　哲夫

峰　翔平
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

【授業計画】

自動車工学 　トラの巻材料（鉄鋼の種類）

自動車工学 　トラの巻材料（圧延鋼板の種類、積層鋼板）

自動車工学 　トラの巻材料（熱処理）

自動車工学 　性能曲線（E/G、走行、ﾄﾙｺﾝ）復習（学祭前）

自動車工学 　性能曲線（E/G、走行、ﾄﾙｺﾝ）復習（学祭前）

自動車工学 　トラの巻材料（鉄以外の金属）

自動車工学 　トラの巻材料（非金属、複合材）

自動車工学 　１年次エンジン復習（実力後）

自動車工学 　１年次電装復習（開放節）

自動車工学 　１年次エンジン復習（学祭前）

自動車工学 　１年次エンジン復習（学祭前）

自動車工学 　１年次エンジン復習（学祭前）

自動車工学 　１年次エンジン復習（学祭前）

自動車工学 　バルブタイミング・圧力・軸重復習（開放節）

自動車工学 　バルブタイミング・圧力・軸重復習（開放節）

自動車工学 　バルブタイミング・圧力・軸重復習（開放節）

自動車工学 　１年次エンジン復習（実力後）

自動車工学 　１年次エンジン復習（実力後）

自動車工学 確認試験

自動車工学 確認試験

自動車工学 確認試験

自動車工学 復習

自動車工学 復習

自動車工学 復習

自動車工学 復習

修得試験 試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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　83.3％

授業配布プリント

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

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

自動車の原理原則に関する基礎的な工学の考え方を理解する
自動車に関係する各種計算問題の解き方を理解する

エンジン、電装、シャシに関する基礎的な工学の考え方を説明できる

エンジン回転数、バルブタイミング、圧力、軸重、性能曲線の計算問題が解ける

7

8

9

10

11

12

1

2

13

14

回 テーマ 授業内容

3

4

5

6

学科

科目名 担当教員

自動車工学Ⅲ 622127 ３年後期 26時限
藤本　哲夫

峰　翔平
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コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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

トヨタ技術テキスト　：　第１，２ステップ、導入教育編、トヨタ定期点検作業要領説明書

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　83.3％

トヨタ技術Ⅰ 工学・法令

11 トヨタ技術Ⅰ 工学・法令

14 トヨタ技術Ⅰ 工学・法令

15 修得試験 試験

工学・法令

8 トヨタ技術Ⅰ 工学・法令

9 トヨタ技術Ⅰ

7 トヨタ技術Ⅰ

12 トヨタ技術Ⅰ 工学・法令

13 トヨタ技術Ⅰ 工学・法令

工学・法令

10

工学・法令

6 トヨタ技術Ⅰ 工学・法令

工学・法令

2 トヨタ技術Ⅰ 工学・法令

3 トヨタ技術Ⅰ 工学・法令

1 トヨタ技術Ⅰ

4 トヨタ技術Ⅰ

トヨタサービス技術検定３級レベルの自動車技術について理解する

トヨタサービス技術検定３級レベルの自動車技術についての知識を確実に身に付け、検定試験に合格する

回 テーマ 授業内容

学科

科目名 担当教員

トヨタ技術Ⅰ 622133 ３年後期 15時限
３年担当教員

工学・法令

5 トヨタ技術Ⅰ
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コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

41-60 シャシ シャシ　総復習

61-80 工学・材料 工学・材料　総復習

81-104 法令 法令　総復習

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

日整連　：　２級自動車ガソリン・エンジン　２級自動車ジーゼル・エンジン　２級自動車シャシ

登録試験○×問題　トラの巻

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　83.3％

105-108 修得試験 卒業認定試験

エンジン エンジン　総復習

21-40 電気装置 電気装置　総復習

1-20

国家二級自動車整備士試験で出題される各分野の問題について理解する

国家二級自動車整備士試験で出題される問題を理解し、国家試験に合格できる実力を身に付ける

回 テーマ 授業内容

学科

科目名 担当教員

総合復習Ⅰ 620101 ３年後期 108時限
３年担当教員
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

ジーゼルエンジン４行程、３要素、NOxの影響、ｴﾝｼﾞﾝオイルの分類
ジーゼルエンジン構成部品確認

燃焼実験、圧縮熱測定

始動方法（グロー）、空燃比実験

始動方法（グロー）、空燃比実験

燃焼過程燃焼実験、ジーゼルノック確認

コンプレッションゲージ作業

コンプレッションゲージ作業

作業反復・確認試験

作業反復・確認試験

　噴射量の制御（有効ストローク、右巻き左巻き）

デリバリバルブ、点検（プランジャ、デリバリバルブ）

列型ポンプ分解

噴射時期点検作業

インジェクションノズルの構造研究

インジェクションノズルの構造研究

インジェクションノズルの構造研究

インジェクションノズル点検作業

噴射時期点検作業

試験

試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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

19

20

17

18

21

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

修得試験

修得試験

修得試験　83.3％

日整連　：　２級自動車ジーゼル・エンジン　３級自動車ジーゼル・エンジン　２級ガソリン・エンジン

トヨタ技術テキスト　：　第１，２ステップ

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

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

14

15

16

8

9

12

13

10

11

インジェクションノズルの点検、噴射圧力の調整ができる

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

列型インジェクションポンプの構造・作動を理解する

6

7

4

5

2

3

回 テーマ

ジーゼルエンジン

1

修得試験

実習

科目名 担当教員

エンジン応用Ⅰ 621237 ３年前期 22時限
中道　正博

松本　幸久

授業内容

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジンの燃料装置構成部品の役割・作動について理解する
ジーゼルエンジンの基本点検や測定・調整作業を修得する

ジーゼルエンジンのコンプレッション測定ができる
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

予熱装置、構成部品の構造研究（ﾍﾞﾝﾁｴﾝｼﾞﾝで部品脱着）

グローパネルにて、作動説明

グローパネルにて、作動説明

グローパネルにて、作動説明

グローパネルにて、「グロー系統点検」作業

グローパネルにて、「グロー系統点検」作業

グローシステム点検修得

グローシステム点検修得

グローシステム点検修得

　グロー、水温センサー回路説明

グロートラブルシュート（パネル）

グロートラブルシュート（パネル）

グロートラブルシュート（パネル）

グロートラブルシュート（パネル）

コモンレール　実車確認

ジーゼルスモークテスタ、オパシメータ取扱い

噴射時期点検作業

トラブルシュート（ＧＴＳ）

試験

試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

修得試験　83.3％

ジーゼルエンジン

修得試験

修得試験

修得試験

19

日整連　：　２級自動車ジーゼル・エンジン　３級自動車ジーゼル・エンジン　２級ガソリン・エンジン

トヨタ技術テキスト　：　第１，２ステップ

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

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

20

17

18

21

8

9

12

13

10

11

16

7

4

5

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

実習

科目名 担当教員

エンジン応用Ⅲ 621293 ３年前期 21時限
中道　正博

松本　幸久

ジーゼルエンジンの予熱装置回路（グローシステム）について理解する
ジーゼルエンジンの噴射時期の測定・調整方法を修得する

グローシステムのシステム点検およびトラブルシュートができる

噴射時期点検および調整作業ができる

ジーゼルスモークメータおよびオパシメータの取扱いができる

1

2

3

回 テーマ 授業内容

6

14

15

 20



コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

【授業計画】

過給機

トラブルシュート

トラブルシュート

シャシDY（過給圧と出力の関係検証）

シャシDY（過給圧と出力の関係検証）

過給機

過給機

トラブルシュート

トラブルシュート

トラブルシュート

グロー電位

グロー電位

過給機

過給機

トラブルシュート

過給機　トラの巻

過給機　トラの巻

排出ガス浄化装置

排出ガス浄化装置

排出ガス浄化装置

トラブルシュート（ＧＴＳ）

　ＬＰＧ、可変吸気装置

トラブルシュート

トラブルシュート

トラブルシュート

トラブルシュート

試験

試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

8

9

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

特殊エンジン

特殊エンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

特殊エンジン

23

26

27

24

25

28

修得試験　83.3％

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

22

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

29

修得試験

修得試験

修得試験

20

17

18

15

16

19

日整連　：　２級自動車ジーゼル・エンジン　３級自動車ジーゼル・エンジン　２級ガソリン・エンジン

トヨタ技術テキスト　：　第１，２ステップ

21

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

確認試験

特殊エンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

12

13

10

11

14

6

7

4

5

特殊エンジン

ジーゼルエンジン

ジーゼルエンジン

エンジン

エンジン

特殊エンジン

特殊エンジン

ジーゼルエンジン不調時のトラブルシュートができる

1

2

3

回 テーマ 授業内容

ジーゼルエンジンの排気ガス浄化装置の必要性、機能が説明できる

実習

科目名 担当教員

エンジン応用Ⅴ 622234 ３年後期 29時限
中道　正博

松本　幸久

過給機およびジーゼルエンジンの排気ガス浄化装置の構造、作動を理解する
ジーゼルエンジンのトラブルシュートの進め方を理解する
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

配線図集の見方

配線図集の見方

論理回路パネル

論理回路パネル

灯火系トラブルシュート（プリウス）

灯火系トラブルシュート（プリウス）

灯火系トラブルシュート（プリウス）

灯火系トラブルシュート（カローラアクシオ）

灯火系トラブルシュート（カローラアクシオ）

灯火系トラブルシュート（カローラアクシオ）

外部診断機

灯火系トラブルシュート（プリウス）

灯火系トラブルシュート（プリウス）

灯火系トラブルシュート（プリウス）

灯火系トラブルシュート（カローラアクシオ）

HV動力分割機構

HV動力分割機構

HV動力分割機構

灯火系トラブルシュート（カローラアクシオ）

灯火系トラブルシュート（カローラアクシオ）

HV走行体験　（プリウスエンジンのみの走行）

試験

試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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

日整連　：　２級自動車ガソリン・エンジン　３級自動車ガソリン・エンジン

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

ＪＡＭＣＡテキスト　：　低圧電気取扱い知識

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　83.3％

22

24

修得試験

23

20 配線図

21 ＨＶ

修得試験

修得試験

17 ＨＶ

18 ＨＶ

19 配線図

14 外部診断機

15 外部診断機

16 ＨＶ

8 配線図

9 配線図

10 配線図

11 外部診断機

12 外部診断機

13 外部診断機

6 配線図

7 配線図

配線図

2 配線図

3 配線図

4 配線図

回 テーマ 授業内容

1

5 配線図

配線図集の活用方法、外部診断機の取り扱いについて理解する
ハイブリッド車の動力分割機構の共線図について理解する

配線図集を活用した灯火系のトラブルシュートができる

外部診断機の取り扱い方法を修得する

ＨＶ動力分割機構の共線図の見方が説明できる

実習

科目名 担当教員

電装応用Ⅰ 621229 ３年前期 24時限
南　孝夫

式部　健一
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

燃料系統構成部品の確認

サーキットオープニングリレーの作動音確認、F／P駆動回路の確認

プレッシャーレギュレーターの役目、アクティブテスト、

燃料流出防止作業、燃圧計取り付け、燃料漏れ漏れ確認

プレッシャレギュレーターにかかるインマニ負圧と燃圧の関係

エンジン状態と燃圧の関係、課題

エンジン状態と燃圧の関係、課題

燃圧計取り外し、燃料漏れ確認

Ｆ／Ｐ制御回路の故障探究

Ｆ／Ｐ制御回路の故障探究

Ｆ／Ｐ制御回路の故障探究

Ｆ／Ｐ制御回路の故障探究

　インジェクタ回路の作動・電位、噴射波形

インジェクタ端子電圧の測定

インジェクタ波形観測

インジェクタ波形観測と現象確認

インジェクタ波形観測

基本噴射（ﾊﾞｷｭｰﾑｾﾝｻ回路の電位）

基本噴射（ﾊﾞｷｭｰﾑｾﾝｻ特性）

基本噴射（ﾊﾞｷｭｰﾑｾﾝｻ特性）

クランク角ｾﾝｻｰの構造研究

クランク角ｾﾝｻｰ単体点検

クランク角ｾﾝｻｰ信号波形・ｴﾝｼﾞﾝ回転計算

試験

試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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　：　２級自動車ガソリン・エンジン　３級自動車ガソリン・エンジン

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

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

24 修得試験

25 修得試験

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　83.3％

26 修得試験

ＥＦＩ

23 ＥＦＩ

20 ＥＦＩ

21 ＥＦＩ

22

17 ＥＦＩ

18 ＥＦＩ

19 ＥＦＩ

14 ＥＦＩ

15 ＥＦＩ

16 ＥＦＩ

8 ＥＦＩ

9 ＥＦＩ

10 ＥＦＩ

11 ＥＦＩ

12 ＥＦＩ

13 ＥＦＩ

6 ＥＦＩ

7 ＥＦＩ

ＥＦＩ

2 ＥＦＩ

3 ＥＦＩ

4 ＥＦＩ

回 テーマ 授業内容

1

5 ＥＦＩ

電子制御式燃料噴射装置の燃料系統、インジェクタの制御回路について理解する
電子制御式燃料噴射装置の基本噴射の考え方について理解する

安全作業を徹底した燃料配管の脱着作業ができる（燃料流出防止作業および燃料漏れ点検）

フューエルポンプ制御回路のトラブルシュート、外部診断機（オシロスコープ）でインジェクタ噴射波形の観測ができる

バキュームセンサーおよびクランク角センサーの特性、回路について説明できる

実習

科目名 担当教員

電装応用Ⅱ 621230 ３年前期 26時限
上田　幸太

福本　侑大
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・ カーエアコン構成部品の取付位置、冷凍サイクル各部での冷媒の状態が説明できる

・

・

【授業計画】

構造研究、車両にて主要部品の配置と冷凍サイクルの確認

構造研究、車両にて主要部品の配置と冷凍サイクルの確認

構造研究、車両にて主要部品の配置と冷凍サイクルの確認

吹き出し口とコントロールパネル

吹き出し口とコントロールパネル

トラブルシュート（灯火パネル）

トラブルシュート（灯火パネル）

トラブルシュート（灯火パネル）

トラブルシュート（灯火パネル）

トラブルシュート（灯火パネル）

　オームの法則

冷媒圧力点検

冷媒圧力点検

冷媒回収、真空引き、冷媒充填

内気、外気、日射センサ

トラブルシュート（Ａ／Ｃブロアファン）

トラブルシュート（Ａ／Ｃブロアファン）

トラブルシュート（Ａ／Ｃブロアファン）

トラブルシュート（Ａ／Ｃブロアファン）

試験

試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

修得試験　83.3％

日整連　：　２級自動車ガソリン・エンジン　３級自動車ガソリン・エンジン

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

ＪＡＭＣＡテキスト　：　低圧電気取扱い知識

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

20 修得試験

21 修得試験

22 修得試験

18 空調装置

15

19 空調装置

空調装置

16 空調装置

17 空調装置

13 空調装置

14 空調装置

9 灯火装置

10 灯火装置

11 空調装置

7 灯火装置

8 灯火装置

12 空調装置

1 空調装置

2 空調装置

3 空調装置

4 空調装置

5 空調装置

6 灯火装置

実習

科目名 担当教員

電装応用Ⅲ 621231 ３年前期 22時限
南　孝夫

式部　健一

カーエアコンの構成部品の役割、作動を理解する
カーエアコンに関する各種点検方法、冷媒の回収・充填方法を修得する

カーエアコンの各種点検（冷媒量、性能テスト、冷媒圧力、冷媒漏れ）、冷媒の回収・充てん作業ができる

オートエアコンの制御方法、必要なセンサーの特性について説明できる

回 テーマ 授業内容
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

水温ｾﾝｻｰの特性と制御、冷間時制御

水温ｾﾝｻｰの特性と制御、冷間時制御

ｽﾛｯﾄﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝｾﾝｻｰの特性と制御

ｽﾛｯﾄﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝｾﾝｻｰの特性と制御

ｽﾛｯﾄﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝｾﾝｻｰの特性と制御

フューエルカット制御、ハンチング現象

Ｏ２ｾﾝｻｰの構造と特性、空燃比ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ制御

Ｏ２ｾﾝｻｰの構造と特性、空燃比ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ制御

吸気温センサ特性

復習・フォロー

　異常時の制御（ダイアグ表示、データモニタ、ＦＦＤ）

各信号系統異常時のダイアグコード、電圧

ﾌﾘｰｽﾞﾌﾚｰﾑﾃﾞｰﾀと車両状況判断

ﾌﾘｰｽﾞﾌﾚｰﾑﾃﾞｰﾀと車両状況判断

燃料噴射量制御まとめ

燃料噴射量制御まとめ

点火装置構成部品確認、火花点検、

初期セット点火時期の確認、エンジン状態と点火時期の確認

基本点火進角、補正進角

外部診断機での波形読み取り

試験

試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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　：　２級自動車ガソリン・エンジン　３級自動車ガソリン・エンジン

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

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　83.3％

修得試験

23 修得試験

20 ＥＳＡ

21 修得試験

22

17 ＥＳＡ

18 ＥＳＡ

19 ＥＳＡ

14 異常時制御

15 ＥＦＩ

16 ＥＦＩ

8 ＥＦＩ

9 ＥＦＩ

10 ＥＦＩ

11 異常時制御

12 異常時制御

13 異常時制御

6 ＥＦＩ

7 ＥＦＩ

ＥＦＩ

2 ＥＦＩ

3 ＥＦＩ

4 ＥＦＩ

回 テーマ 授業内容

1

5 ＥＦＩ

電子制御式燃料噴射装置の補正噴射制御の考え方、使用している各種センサーの特性について理解する
電子進角（ESA）およびアイドル回転数制御（ISC）について理解する

電子制御式燃料噴射装置の補正噴射制御の考え方、使用している各種センサーの特性について説明できる

電子進角（ESA）、アイドル回転数制御（ISC）の制御方法について説明できる

ESAに関する点検（初期ｾｯﾄ点火時期、点火信号の確認）、ISCに関する点検（ISCV単体、作動点検）ができる

実習

科目名 担当教員

電装応用Ⅳ 621232 ３年前期 23時限
上田　幸太

福本　侑大
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・ SRSエアバッグの整備上の注意点がわかり、安全に脱着作業が行える

・

・

【授業計画】

ＴＳＳの概要

ＴＳＳの作動

ＴＳＳの作動・エーミング

エアバッグの作動

運転席エアバッグ脱着

運転席エアバッグ脱着

運転席エアバッグ脱着

空調装置 オートエアコン　トラの巻
エアバック・シートベルト作動（トラの巻）

エアバック・シートベルト作動（トラの巻）

エアバック・シートベルト作動（トラの巻）

エアバック・シートベルト作動（トラの巻）

確認試験 　理解度チェック
確認試験 　理解度チェック

　スタータ（虎の巻）
　スタータ（虎の巻）
吸引・保持・戻り試験

吸引・保持・戻り試験

無負荷試験

無負荷試験

ＣＡＮ通信システムの構造・機能

ＣＡＮ通信システムの構造・機能

ＣＡＮ通信システムの構造・機能

ＣＡＮ通信システムの構造・機能

スタータの各点検（トラ+実習）
スタータの各点検（トラ+実習）
試験

試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

修得試験　83.3％

日整連　：　２級自動車ガソリン・エンジン　３級自動車ガソリン・エンジン

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

ＪＡＭＣＡテキスト　：　低圧電気取扱い知識

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

28 修得試験

29 修得試験

始動装置

26

27 修得試験

24

スタータ点検25

スタータ点検

22

18

ＣＡＮ

15

19

新技術

ＣＡＮ

16

ＣＡＮ

17

ＣＡＮ

始動装置

23

20

新技術

21

新技術

エアバッグ

8

4

5

6

12

始動装置

エアバッグ

13

14

9

始動装置

10

始動装置

11

始動装置

エアバッグ

エアバッグ

実習

科目名 担当教員

電装応用Ⅴ 622230 ３年後期 29時限
南　孝夫

式部　健一

安全や快適性に関する自動車の電気装置（エアバッグ、ＴＳＳ）の構造、整備方法について理解する
ＣＡＮ通信システムの機能について理解する

TSSのエーミング作業が正しく行える、ＣＡＮ通信システムの考え方が説明できる

スタータの各点検（吸引・保持・戻り、無負荷）、オルタネータの各点検（調整電圧、出力電流）が正しく行える

回 テーマ 授業内容

エアバッグ

1

エアバッグ

2

エアバッグ

3

エアバッグ

7
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

【授業計画】

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

故障探求

　ダイアグノーシス機能確認、不具合時の電位（学）

反復練習

反復練習

反復練習

反復練習

試験

試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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　：　２級自動車ガソリン・エンジン　３級自動車ガソリン・エンジン

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

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

24 ＥＦＩの異常時制御

25 ＥＦＩの異常時制御

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

26 ＥＦＩの異常時制御

27 修得試験

28 修得試験

29 修得試験

修得試験　83.3％

ＥＦＩの異常時制御

23 ＥＦＩの異常時制御

20 ＥＦＩの異常時制御

21 ＥＦＩの異常時制御

22

17 ＥＦＩの異常時制御

18 ＥＦＩの異常時制御

19 ＥＦＩの異常時制御

14 ＥＦＩの異常時制御

15 ＥＦＩの異常時制御

16 ＥＦＩの異常時制御

8 ＥＦＩの異常時制御

9 ＥＦＩの異常時制御

10 ＥＦＩの異常時制御

11 ＥＦＩの異常時制御

12 ＥＦＩの異常時制御

13 ＥＦＩの異常時制御

6 ＥＦＩの異常時制御

7 ＥＦＩの異常時制御

ＥＦＩの異常時制御

2 ＥＦＩの異常時制御

3 ＥＦＩの異常時制御

4 ＥＦＩの異常時制御

回 テーマ 授業内容

1

5 ＥＦＩの異常時制御

電子制御式噴射量装置の故障探求方法について理解する

エンジン始動不能時の故障探求が正しい手順で行える

エンジン不調時の故障探求が正しい手順で行える

実習

科目名 担当教員

電装応用Ⅵ 622231 ３年後期 29時限
上田　幸太

福本　侑大
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

ATF種類・特徴・交換時の注意点

トルクコンバーター・オイルポンプ構造研究

トルクコンバーター・オイルポンプ構造研究

ECTの構成部品・基本点検

ECTの構成部品・基本点検

NSW構造研究

NSW点検

復習・フォロー

プラネタリーギヤユニット

Ａ/Ｔ構造研究

プラネタリーギヤユニット研究

プラネタリーギヤユニット研究

プラネタリーギヤユニット研究

シフトロック機構・急発進防止装置研究

平常試験

理解度確認

理解度確認

理解度確認

試験

試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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　：　２級自動車シャシ　３級自動車シャシ

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

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　83.3％

20 修得試験

21 修得試験

17 ＡＴ

18 ＡＴ

19 修得試験

14 ＡＴ

15 ＡＴ

16 ＡＴ

8 ＡＴ

9 ＡＴ

10 ＡＴ

11 ＡＴ

12 ＡＴ

13 ＡＴ

6 ＡＴ

7 ＡＴ

ＡＴ

2 ＡＴ

3 ＡＴ

4 ＡＴ

回 テーマ 授業内容

1

5 ＡＴ

オートマチックトランスミッションのトルクコンバータの構造、作動を理解する
オートマチックトランスミッションのプラネタリギヤユニットの構造、作動を理解する

トルクコンバータおよびオイルポンプの構造、作動が説明できる

オートマチックトランスミッション構成部品に関する各点検（ワンウェイクラッチ、NSW、オイルポンプ）ができる

プラネタリギヤユニットの構造、作動が説明できる

実習

科目名 担当教員

シャシ応用Ⅰ 621233 ３年前期 21時限
亀之園　良

中尾　淳
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

安全作業・走行体験

キャビンの開閉、ジャッキアップ

タイヤチェンジャ・ジャッキ取扱

タイヤチェンジャ・ジャッキ取扱

作業チェック(ブレーキ分解･組み付け）

ブレーキ分組作業

アクスルシャフト、タイヤ取付、ジャッキダウン

アクスルシャフト、タイヤ取付、ジャッキダウン

　フレーム及びボデー

エアブレーキ、複合ブレーキ、スプリングブレーキ構造研究

エアブレーキ、複合ブレーキ、スプリングブレーキ構造研究

エアブレーキ、複合ブレーキ、スプリングブレーキ構造研究

リヤプレロード手順説明、全浮動式・センターブレーキ説明

タイヤ、アクスルシャフト、ドラム取り外し

タイヤ、アクスルシャフト、ドラム取り外し

タイヤ、アクスルシャフト、ドラム取り外し

タイヤ、アクスルシャフト、ドラム取り外し

タイヤ、アクスルシャフト、ドラム取り外し

タイヤ、アクスルシャフト、ドラム取り外し

試験

試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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　：　２級自動車シャシ　３級自動車シャシ

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

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　83.3％

修得試験

20 修得試験

21 修得試験

22

17 安全作業

18 安全作業

19 安全作業

14 安全作業

15 安全作業

16 安全作業

8 大型シャシ

9 大型シャシ

10 大型シャシ

11 大型シャシ

12 大型シャシ

13 大型シャシ

6 大型シャシ

7 大型シャシ

安全作業・走行体験

2 安全作業・走行体験

3 安全作業・走行体験

4 安全作業・走行体験

回 テーマ 授業内容

1

5 大型シャシ

大型シャシのホイール及びタイヤ、アクスル、ブレーキ装置の構造、整備方法を理解する
ロープを使った捕縛作業を修得する

大型車のフロントブレーキの分解・組付け作業ができる

大型車に用いられているブレーキ機構（エアブレーキ、複合ブレーキ）の構造、作動が説明できる

ロープを使った捕縛作業ができる

実習

科目名 担当教員

シャシ応用Ⅱ 621234 ３年前期 22時限
上田　昌二

森岡　拓也
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

ＡＴ基本点検、油圧制御装置構造研究

ＡＴ基本点検、油圧制御装置構造研究

ＡＴ基本点検、油圧制御装置構造研究

復習・フォロー

ＡＴ基本点検、油圧制御装置構造研究

ＡＴ基本点検、油圧制御装置構造研究

ＡＴ基本点検、油圧制御装置構造研究

ＡＴ基本点検、油圧制御装置構造研究

復習・フォロー

　変速線図

ＡＴ機能点検

ＡＴ機能点検

ＡＴ機能点検理解度確認

ＡＴ機能点検復習

油圧式ATのトラブルシュート

ECT機能点検

ECT機能点検

試験

試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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　：　２級自動車シャシ　３級自動車シャシ

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

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　83.3％

20 修得試験

17 ＡＴ

18 修得試験

19 修得試験

14 ＡＴ

15 ＡＴ

16 ＡＴ

8 ＡＴ

9 ＡＴ

10 ＡＴ

11 ＡＴ

12 ＡＴ

13 ＡＴ

6 ＡＴ

7 ＡＴ

ＡＴ

2 ＡＴ

3 ＡＴ

4 ＡＴ

回 テーマ 授業内容

1

5 ＡＴ

オートマチックトランスミッションの油圧制御装置の構造、作動を理解する
オートマチックトランスミッションの各種点検（基本点検、機能点検、ECT点検）方法を理解する

オートマチックトランスミッションの油圧制御装置の構造、作動について説明できる

オートマチックトランスミッションの基本点検、機能点検ができる

ECT構成部品の各種点検および機能点検ができる

実習

科目名 担当教員

シャシ応用Ⅲ 621235 ３年前期 20時限
亀之園　良

中尾　淳
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

エアコンプレッサー、エアサスペンション、補助ブレーキ構造研究

エアコンプレッサー、エアサスペンション、補助ブレーキ構造研究

エアコンプレッサー、エアサスペンション、補助ブレーキ構造研究

エアコンプレッサー、エアサスペンション、補助ブレーキ構造研究

エアコンプレッサー、エアサスペンション、補助ブレーキ構造研究

エアコンプレッサー、エアサスペンション、補助ブレーキ構造研究

Ｒ＆Ｂ構造研究

ステアリングリンク機構

ステアリングリンク機構

　インタアクスルディファレンシャル

Ｆハブプレロード調整

Ｆハブプレロード調整

Ｆハブプレロード調整

Ｆハブプレロード調整

LSD構造研究

LSD構造研究

LSD構造研究

LSD構造研究

走行体験４ＷＤ

走行体験４ＷＤ

試験

試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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　：　２級自動車シャシ　３級自動車シャシ

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

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　83.3％

修得試験

23 修得試験

20 安全作業・走行体験

21 修得試験

22

17 ＬＳＤ

18 ＬＳＤ

19 安全作業・走行体験

14 大型シャシ

15 ＬＳＤ

16 ＬＳＤ

8 大型シャシ

9 大型シャシ

10 大型シャシ

11 大型シャシ

12 大型シャシ

13 大型シャシ

6 大型シャシ

7 大型シャシ

大型シャシ

2 大型シャシ

3 大型シャシ

4 大型シャシ

回 テーマ 授業内容

1

5 大型シャシ

大型シャシのｴｱｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ型ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ、ﾘｻｰｷｭﾚｰﾃｨﾝｸﾞﾎﾞｰﾙ式ｽﾃｱﾘﾝｸﾞの構造・作動について理解する
シャシ関係の整備作業（フロントホイールベアリングのプレロード、タイヤチェンジャ取扱い）を修得する

エアスプリング型サスペンション、リサーキュレーティングボール式ステアリングの構造・作動について説明できる

LSDの必要性、構造・作動について説明できる

フロントホイールベアリングのプレロード調整、タイヤチェンジャによるタイヤ交換作業が確実にできる

実習

科目名 担当教員

シャシ応用Ⅳ 621236 ３年前期 23時限
上田　昌二

森岡　拓也
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

　ステアリング復習、ＰＳ必要性、概要

　ＰＳの分類 

　オイルポンプ 構造・作動

　オイルポンプ 構造・作動

ベーンポンプ分解・組み付け、PS基本点検、エア抜き

ベーンポンプ分解・組み付け、PS基本点検、エア抜き

ベーンポンプ分解・組み付け、PS基本点検、エア抜き

PS基本点検、ベーンポンプ作動復習

コントロールバルブ 構造、作動

コントロールバルブ 構造、作動

PS基本点検、ベーンポンプ作動復習

PS基本点検、ベーンポンプ作動復習

PS基本点検、ベーンポンプ作動復習

ベーンポンプ分解・組み付け、PS基本点検、エア抜き

ベーンポンプ分解・組み付け、PS基本点検、エア抜き

ベーンポンプ分解・組み付け、PS基本点検、エア抜き

ベーンポンプ分解・組み付け、PS基本点検、エア抜き

PS基本点検、ベーンポンプ作動復習

　油圧反力制御式 構造・作動

電動ＰＳコンピュータ脱着

電動ＰＳコンピュータ脱着

電動ＰＳ基本点検

電動ＰＳトルクセンサー作動

試験

試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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

日整連　：　２級自動車シャシ　３級自動車シャシ

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

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　83.3％

26 修得試験

22

24 修得試験

25 修得試験

ＰＳ

17 ＰＳ

18 ＰＳ

19 ＰＳ

ＰＳ

23 ＰＳ

20 ＰＳ

21 ＰＳ

14 ＰＳ

15 ＰＳ

16

11 ＰＳ

12 ＰＳ

13 ＰＳ

8 ＰＳ

9 ＰＳ

10 ＰＳ

回 テーマ 授業内容

1

5 ＰＳ

6 ＰＳ

7 ＰＳ

ＰＳ

2 ＰＳ

3 ＰＳ

4 ＰＳ

パワーステアリング装置（油圧式、電気式）の構造・作動について理解する
パワーステアリング装置各部の分解・組付け方法、点検方法を修得する

油圧式パワーステリング装置のベーンポンプ、コントロールバルブの構造、作動について説明できる

油圧式パワーステリング装置の基本点検ができる

電動式パワーステリング装置の機能、制御方法について説明できる

実習

科目名 担当教員

シャシ応用Ⅴ 622232 ３年後期 26時限
亀之園　良

中尾　淳
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

　アライメント概要

　キャンバ

ターニングラジアスゲージ取扱

ターニングラジアスゲージ取扱

ＣＣＫゲージ取扱

ＣＣＫゲージ取扱

ＣＣＫの測定

キャスタ

キングピンアングル

４輪アライメントテスタ

４輪アライメントテスタ

４輪アライメントテスタ

４輪アライメントテスタ

４輪アライメントテスタ

作業チェック（アライメント測定）

理解度確認

　アライメント点検・調整

　アライメント点検・調整

トーインゲージ取扱

トーインゲージ取扱

作業チェック（アライメント測定）

　トラクションコントロール

アライメント調整方法

アライメント調整方法

アライメント調整方法

アライメント調整方法

試験

試験

試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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　：　２級自動車シャシ　３級自動車シャシ

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、導入教育編

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

24 アライメント

25 アライメント

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

26 アライメント

27 修得試験

28 修得試験

29 修得試験

修得試験　83.3％

ＴＲＣ

23 アライメント

20 アライメント

21 アライメント

22

17 アライメント

18 アライメント

19 アライメント

14 アライメント

15 アライメント

16 アライメント

8 アライメント

9 アライメント

10 アライメント

11 アライメント

12 アライメント

13 アライメント

6 アライメント

7 アライメント

アライメント

2 アライメント

3 アライメント

4 アライメント

回 テーマ 授業内容

1

5 アライメント

ホイールアライメント各要素の必要性、不具合時の影響を理解する
ホイールアライメントの測定方法（ターニングラジアスゲージ、CCKゲージ、トーインゲージ）を修得する

ホイールアライメントの測定（ターニングラジアスゲージ、CCKゲージ、トーインゲージ）ができる

ホイールアライメントの調整方法を理解する

ホイールアライメント各要素の不具合時の走行性能への影響が説明できる

実習

科目名 担当教員

シャシ応用Ⅵ 622233 ３年後期 29時限
上田　昌二

森岡　拓也
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

日常点検整備

日常点検整備 前説明　メンテナンスノート、記録簿書き方

日常点検整備 日常点検・プロケア１０（点検方法・判定方法）

日常点検整備 日常点検・プロケア１０（点検方法・判定方法）

日常点検整備 日常点検・プロケア１０（点検方法・判定方法）

日常点検整備 前説明　劣化のメカニズム、お客様へのアドバイス

日常点検整備 プロケア１０（点検方法・判定方法）

日常点検整備 プロケア１０（点検方法・判定方法）

日常点検整備 プロケア１０（記録簿記入確認試験）

日常点検整備 プロケア１０（記録簿記入確認試験）

日常点検整備 前説明　機器取り扱い（エアツール）

定期点検整備

定期点検整備

日常点検整備 ファンベルト交換作業（マークX）

日常点検整備

定期点検整備

定期点検整備 ファンベルト交換作業（実車反復　マークX）

日常点検整備 ファンベルト交換作業（実車反復　マークX）口頭質問

日常点検整備 理解度確認

日常点検整備 理解度確認

日常点検整備 理解度確認

日常点検整備 理解度確認

日常点検整備 理解度確認

日常点検整備 理解度確認

定期点検整備 法定点検１０点（点検方法・判定方法　エンジンルーム点検）

定期点検整備 法定点検１１点（点検方法・判定方法　エンジンルーム点検）

定期点検整備 法定点検１２点（点検方法・判定方法　エンジンルーム点検）

定期点検整備 作業反復・確認試験

修得試験 試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

ファンベルト交換作業（カローラ）

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

25

26

27

28

29～３１

20

21

22

23

24

15

16

17

修得試験　83.3％

日整連　：　法令教本

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、トヨタ定期点検作業要領説明書

18

19

12

授業内容

1

2

13

14

7

8

9

10

11

4

5

6

3

前説明　点検概要（目的、種類、時期）

エアツール取り扱い・タイヤローテーション(カローラ）

実習

科目名 担当教員

総合Ⅴ 621227 ３年前期 31時限
森　大輔

平田　正太

ファンベルト交換作業（カローラ）

ファンベルト交換作業（カローラ）

日常点検およびプロケア１０点検の方法、判定基準、記録簿の記入方法を修得する
多頻度作業（タイヤローテーション、ファンベルト交換）を修得する

日常点検およびプロケア１０点検作業、点検後の記録簿記入が確実にできる

各種点検の必要性、消耗部品の劣化のメカニズムが説明できる

タイヤローテーション、ファンベルト交換作業が確実にできる

回 テーマ
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

定期点検整備 前説明　点検概要（目的、種類、時期）記録簿記入方法、分解整備について

定期点検整備 法定点検１２点（点検方法・判定方法　エンジンルーム点検）

定期点検整備 法定点検１２点（点検方法・判定方法　エンジンルーム点検）

定期点検整備 法定点検１２点（点検方法・判定方法　エンジンルーム点検）

定期点検整備 法定点検１２点（点検方法・判定方法　室内・下廻り点検）

定期点検整備 法定点検１２点（点検方法・判定方法　室内・下廻り点検）

定期点検整備 法定点検１２点（点検方法・判定方法　室内・下廻り点検）

定期点検整備 法定点検１２点（点検方法・判定方法　足廻り点検）

定期点検整備 法定点検１３点（点検方法・判定方法　足廻り点検）

定期点検整備 法定点検１４点（点検方法・判定方法　足廻り点検）

定期点検整備 前説明　記録簿記入確認、ブレーキ・タイヤ距離推定

定期点検整備 法定点検１２点（点検方法・判定方法　足廻り点検）

定期点検整備 法定点検１２点（点検方法・判定方法　足廻り点検）

定期点検整備 法定点検１３点（点検方法・判定方法　足廻り点検）

定期点検整備 法定点検１４点（点検方法・判定方法　足廻り点検）

定期点検整備 法定点検１１点（点検方法・判定方法　シビアコンディション）

定期点検整備 法定点検１２点（点検方法・判定方法　シビアコンディション）

定期点検整備 法定点検１２点（点検方法・判定方法　シビアコンディション）

定期点検整備 法定点検１２点（点検方法・判定方法　シビアコンディション）　口頭質問

定期点検整備 12点復習・確認試験

定期点検整備 12点復習・確認試験

定期点検整備 12点復習・確認試験

定期点検整備 12点復習・確認試験

定期点検整備 12点復習・確認試験

定期点検整備 12点復習・確認試験

定期点検整備 12点復習・確認試験

定期点検整備 12点復習・確認試験

定期点検整備 作業反復・確認試験

修得試験 試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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　83.3％

日整連　：　法令教本

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、トヨタ定期点検作業要領説明書

25

26

27

28

29～３１

20

21

22

23

24

15

16

17

18

19

12

1

2

13

14

7

8

9

10

11

4

5

6

3

１２ヶ月定期点検の方法、判定基準、記録簿の記入方法を修得する

１２ヶ月定期点検作業、点検後の記録簿記入が確実にできる

ブレーキパッドおよびタイヤの使用限度時期計算ができる

点検後、お客様へのメンテナンスアドバイスができる

回 テーマ 授業内容

実習

科目名 担当教員

総合Ⅵ 621228 ３年前期 31時限
森　大輔

平田　正太
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コード 開講時期 時限数 実務経験

トヨタ販売店

トヨタ販売店

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

定期点検整備 前説明　ＨＶ車整備（Ｂフルード交換、冷却水エア抜き）

定期点検整備 ＨＶ車整備（Ｂフルード交換、冷却水点検、トラシュー）

定期点検整備 ＨＶ車整備（Ｂフルード交換、冷却水点検、トラシュー）

定期点検整備 ＨＶ車整備（Ｂフルード交換、冷却水点検、トラシュー）

定期点検整備 ＨＶ車整備（Ｂフルード交換、冷却水点検、トラシュー）

定期点検整備 ＨＶ車整備（Ｂフルード交換、冷却水点検、トラシュー）

定期点検整備 ＨＶ車整備（Ｂフルード交換、冷却水点検、トラシュー）

定期点検整備 機器取り扱い（検査ライン）

定期点検整備 機器取り扱い（検査ライン）

定期点検整備 機器取り扱い（検査ライン）

定期点検整備 機器取り扱い（検査ライン）

定期点検整備 機器取り扱い（ブレーキ性能判定計算）

定期点検整備 ＨＶ車整備（ブレーキ廻り整備）

定期点検整備 ＨＶ車整備（ブレーキ廻り整備）

定期点検整備 ＨＶ車整備（ブレーキ廻り整備）

定期点検整備 機器取り扱い（光軸調整）

定期点検整備 法定点検２４点（点検・判定方法　エンジンルーム点検）

定期点検整備 法定点検２４点（点検・判定方法　エンジンルーム点検）

定期点検整備 法定点検２４点（点検・判定方法　エンジンルーム点検）

定期点検整備 法定点検２４点（点検・判定方法　エンジンルーム点検）

定期点検整備 法定点検２４点（点検・判定方法　エンジンルーム点検）

定期点検整備 法定点検２４点（エンジンルーム点検以外）理解度確認

定期点検整備 法定点検２４点（エンジンルーム点検以外）理解度確認

定期点検整備 法定点検２４点（エンジンルーム点検以外）理解度確認

定期点検整備 法定点検２４点（エンジンルーム点検以外）理解度確認

定期点検整備 法定点検２４点（エンジンルーム点検以外）理解度確認

定期点検整備 法定点検２４点（エンジンルーム点検以外）理解度確認

定期点検整備 法定点検２４点（エンジンルーム点検以外）理解度確認

修得試験 試験

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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　83.3％

日整連　：　法令教本

トヨタ技術テキスト　：　第１、２ステップ、トヨタ定期点検作業要領説明書

25

26

27

28

29～３１

20

21

22

23

24

15

16

17

18

19

12

1

2

13

14

7

8

9

10

11

4

5

6

3

ハイブリッド車のメンテナンス（ブレーキフルード交換、冷却水点検、冷却水エア抜き）方法を修得する
２４ヶ月定期点検の方法、検査ライン機器の取り扱い方法を修得する

ハイブリッド車のメンテナンス（ブレーキフルード交換、冷却水点検、冷却水エア抜き）ができる

２４ヶ月定期点検作業、点検後の記録簿記入ができる

検査ライン機器の取り扱い、ブレーキ性能判定計算、ヘッドライト光軸調整ができる

回 テーマ 授業内容

実習

科目名 担当教員

総合Ⅶ 622227 ３年後期 31時限
森　大輔

平田　正太
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コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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

トヨタ技術テキスト　：　第１，２ステップ、導入教育編、トヨタ定期点検作業要領説明書

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　83.3％

トヨタ技術Ⅰ 定期点検技術

78～80 トヨタ技術Ⅰ 定期点検技術　口頭質問確認試験

90～91 修得試験 試験

トヨタ技術Ⅰ タイヤチェンジャ・ジャッキ取扱・走行体験

60～61 トヨタ技術Ⅰ A/C名称、役割

65～68 トヨタ技術Ⅰ 確認試験

69～70 トヨタ技術Ⅰ オームの法則

71

81～84 トヨタ技術Ⅰ 定期点検技術　確認試験

85～89 修得試験 作業反復・確認試験

トヨタ技術Ⅰ 定期点検技術　記録簿記入確認

72～77

　スプリング、ショックアブソーバ

54～56 トヨタ技術Ⅰ 【トヨ検】パワステ構成部品役割

57 トヨタ技術Ⅰ

50～53 トヨタ技術Ⅰ

62～63 トヨタ技術Ⅰ ＧＴＳ　アクティブ

64 トヨタ技術Ⅰ トラの巻　始動全般

タイヤ交換

58～59

トヨ検（ベンチ・パネル・スタータ）

36～42 トヨタ技術Ⅰ トヨタ検定３級（口頭試問）

43～49 トヨタ技術Ⅰ シリンダ計測、ピストン脱着

【トヨ検】シリンダ計測・クリアランス算出

15～17 トヨタ技術Ⅰ 　オルタネータ基礎知識

18～28 トヨタ技術Ⅰ 【トヨ検】オルタネータ脱着

1～14 トヨタ技術Ⅰ

29～35 トヨタ技術Ⅰ

トヨタサービス技術検定３級レベルの点検整備作業を修得する

トヨタサービス技術検定３級レベルの点検整備作業を確実に身に付け、検定試験に合格する

回 テーマ 授業内容

実習

科目名 担当教員

トヨタ技術Ⅰ 622229 ３年後期 91時限
３年担当教員
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コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

修得試験　83.3％

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　：　導入教育編

授業配布プリント

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

12 一般教養

8 一般教養 テクノショップ業務の流れ

9 一般教養 テクノショップ業務の流れ

ａｉ21操作

13 修得試験 試験

10 一般教養 テクノショップ業務の流れ

11 一般教養 ａｉ21操作

7 一般教養 社会人としてのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの必要性と訓練

4 一般教養 TMCと販社の歴史「リーダーズ２」

5 一般教養 TMCと販社の歴史「リーダーズ２」

一般教養 販売業務と自動車の税金

3 一般教養 TMCと販社の歴史「リーダーズ２」

回 テーマ 授業内容

6 一般教養 社会人としてのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの必要性と訓練

1

教養

科目名 担当教員

社会人入門Ⅲ 621301 ３年前期 13時限
３年担当教員

トヨタ販売店のサービススタッフとして必要となる業務知識、教養を修得する

トヨタ販売店の業務内容、自動車に関する税金・諸費用について説明できる

テクノショップの業務の流れについて理解する

トヨタ販売店の業務システム（ai21）のサービス業務関係の操作方法を修得する

一般教養 販売業務と自動車の税金

2
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コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】

・

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】

・

・ 平常評価　16.7％　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】

修得試験　83.3％

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　：　導入教育編

授業配布プリント

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

8 一般教養 職場環境にかかわる知識（労働基準法）

9 一般教養 トヨタ保証制度

10 一般教養 トヨタ保証制度

11 修得試験 試験

7 一般教養 インターンシップ評価

4 一般教養 顧客ﾛｰﾌﾟﾚ(引渡し1ﾌｫﾛｰ）

5 一般教養 会社組織とｷｬﾘｱｽﾃｯﾌﾟ

3 一般教養 顧客ﾛｰﾌﾟﾚ(引渡し1ﾌｫﾛｰ）

回 テーマ 授業内容

6 一般教養 インターンシップ評価

1

トヨタ販売店のサービススタッフとして必要となる業務知識、教養を修得する

電話応対、ご来店受付、引渡し応対ができる

労働基準法、トヨタの保証制度について理解する

一般教養 顧客ﾛｰﾌﾟﾚ(電話応対受付）

2 一般教養 顧客ﾛｰﾌﾟﾚ(電話応対受付）

教養

科目名 担当教員

社会人入門Ⅳ 622301 ３年後期 11時限
３年担当教員
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コード 開講時期 時限数 実務経験

【授業の目的】

【修得目標】

・

【授業計画】

【成績評価方法・基準】

・

・

【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】

67-88 工学・材料 工学・材料　総復習

89-126 法令 法令　総復習

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

1-22

日整連　：　２級自動車ガソリン・エンジン　２級自動車ジーゼル・エンジン　２級自動車シャシ

登録試験○×問題　トラの巻

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

45-66 シャシ

エンジン エンジン　総復習

23-44 電気装置 電気装置　総復習

国家二級自動車整備士試験で出題される各分野の問題について理解する

国家二級自動車整備士試験で出題される問題を理解し、国家試験に合格できる実力を身に付ける

シャシ　総復習

回 テーマ 授業内容

教養

科目名 担当教員

総合復習Ⅱ 600316 ３年後期 126時限
３年担当教員
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