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機械デザイン科 福島 隆之



明治４５年創立明治４５年創立
平成２４年 創立１００周年

設置学科（６学科）

機械科
機械デザイン科機械デザイン科
電気科
情報技術科情報技術科
土木科
化学工業科



校訓 誠実・勤勉・健康・実力主義

機械デザイン科 平成１９年度創設

教育目標

業製品の開発から生産までの 連の流れ工業製品の開発から生産までの一連の流れ

を総合的に学ぶために、デザインの基礎やを総合的に学ぶために、デザインの基礎や

モデリング、設計、製図、金属加工法そして

品質管理法などについて、幅広く学習し、豊

かな感性を持った実践的な技術者の育成をかな感性を持った実践的な技術者の育成を

目指す。



機械設計機械設計
機械工作

デザイン 溶接（ガス・機械製図 工業技術英語デザイン
技術

材料試験

溶接（ガス・
アーク）
機械加工 品質管理

機械製図
２Ｄ・３Ｄ
ＣＡＤ

設計 開発 加 生産 検査 管理

材料試験 機械加工 品質管理ＣＡＤ

設計・開発 加工・生産 検査・管理

カラーコーディネー
ター検定

機械組立仕上げ

普通旋盤
機械検査
ＱＣ検定タ 検定

レタリング技能検定
機械・プラント製図

普通旋盤
マシニングセンタ

ＱＣ検定

機械 プラント製図
工業英検・リスニング英検



資格取得指導の紹介

資格取得指導の課題資格取得指導の課題

資格取得指導 事前指導と資格取得指導の事前指導と

事後指導（進路指導から見た）事後指導（進路指導から見た）



資格名 人数資格名 人数

カラーコーディネーター２級 １名

カラーコーディネーター３級 ２３名

レタリング技能検定２級 １名レタリング技能検定２級 １名

レタリング技能検定３級 ２２名タリ グ技能検定 級 名

両検定ともに、わからない部分がある場合に両検定 も 、わ な 部分 ある場合
担当教員に質問する個別指導を行っている。



色彩をあやつるための知識と技能を持った「即戦

力」の人材を認定する資格であり、様々な分野で、

活用できるため 業種 業界を問わず多くの企業活用できるため、業種、業界を問わず多くの企業

に注目されている。

本年度から、第１学年にも受検を勧めている。

ジ ア イスタ 顕彰ジュニアマイスター顕彰

カラーコーディネーター２級 ７点カラ ディネ タ 級 点

カラーコーディネーター３級 ４点



カラーコーディネーター検定３級カラ コ ディネ タ 検定３級
レベル：色彩に関する基礎的な知識について、

理解度を確認する。

①色の性質 ②色と心理①色の性質 ②色と心理

③色を表し、伝える方法 ④配色と色彩調和

⑤光から生まれる光 ⑥色が見える仕組み

⑦色の測定 ⑧混色と色再現⑦色の測定 ⑧混色と色再現

⑨色と文化

３級合格者: アシスタント・カラーコーディネーター



文字デザインに関する正しい知識と、用途に応じ

た正しく美しい文字や独自性 訴求力のある文字た正しく美しい文字や独自性・訴求力のある文字

を書き表す能力を評価する、造形デザイン部門の表

検定である。
レタリング技能検定には 実技があり 授業後にレタリング技能検定には、実技があり、授業後に

補習を行っている。

ジュニアマイスター顕彰

タリ グ技能検定 級 点レタリング技能検定２級 ７点

レタリング技能検定３級 ４点レタリング技能検定３級 ４点



文字デザイン
（ロゴタイプ）

出典：レタリング技能検定HP



職 種 名 人数

機械組立仕上げ２級 ６名

機械組立仕上げ３級 １５名

普通旋盤２級 ４名普通旋盤２級 ４名

普通旋盤３級 １７名普通旋盤３級 １７名

機械・プラント製図（手書き）３級 １２名

機械検査３級 ３９名

マシンニングセンタ３級 ２６名マシンニングセンタ３級 ２６名



金属材料や部品に、やすり・きさげなどの工具を使

用して加工をするもの。

近年は 工作機械の精度が向上され 手仕上げの近年は、工作機械の精度が向上され、手仕上げの

必要性が少なくなっているといわれているが、作業

場 お 最終段階 手仕 げ 高現場においての最終段階では手仕上げにより、高

精度の追求がなされている。精度の追求がなされて る。

ジュニアマイスター顕彰ジ ア イ タ 顕彰

技能検定２級 ２０点

技能検定 級 点技能検定３級 １２点



実技試験内容実技試験内容

やすり・スコヤ・卓上ボール盤などを使用し、

はめあい・すり合わせなどにより、「台・蓋・

ロ ド の部品を組立てられるように所定のロッド」の部品を組立てられるように所定の

精度に仕上げる。精度に仕上げる。

六角ボルト４本を１４Ｎ・ｍで緩まないように

が締付け、台と蓋の間を貫通するロッドが隙間

なく円滑にしゅう動するように調整・加工してなく円滑にしゅう動するように調整 加工して

いく。



工具・測定器工具 測定器



完成品

支給材料







技能検定の中で 機械デザイン科では技能検定の中で、機械デザイン科では

機械組立仕上げ機械組立仕上げに力を入れている。

この職種は機械を用いない手加工でこの職種は機械を用いない手加工で

あり、「感性感性」と「実力（ものづくりの技）実力（ものづくりの技）」

の両者を同時同時に磨くことができる職種

あるである。

機械デザイン科の教育目標と合致合致して

いるいる。



中日新聞 平成２４年１月５日(木曜日) 西三河版掲載



本校では、平成２４年度入学生から、第３学年で

工業技術英語工業技術英語が必修必修となる そのため 早い段工業技術英語工業技術英語が必修必修となる。そのため、早い段

階から英語検定の受検を積極的に勧めている。

実用英語技能検定（英検） 準２級・３級

工業英語能力検定（工業英検） ４級工業英語能力検定（工業英検） ４級

リスニング英語検定 １～３級

ジュニアマイスター顕彰

英検準 級 ３級 点英検準２級・３級 ４・１点

工業英検４級 ２点業英検 級 点

リスニング英検１・２・３級 １２・７・２点



教職員が取得した資格
技能検定２級（機械組立仕上げ・機械検査・

マシニングセンタ・手書き製図等）マシニングセンタ・手書き製図等）、

ＱＣ検定２級、危険物取扱者甲種

私自身が取得した免許・資格（２年間）

危険物取扱者甲種・ＱＣ検定２級・工業英検３級

高等学校教諭一種免許状（英語）高等学校教諭一種免許状（英語）

現在、技能検定２級（機械組立仕上げ）に挑戦。



資格取得指導は 放課後や休日を活用資格取得指導は、放課後や休日を活用
して行われることが多く、部活動等により
挑戦 きない生徒がいる挑戦できない生徒がいる。

技能検定においては、高額な受検費用、技能検定においては、高額な受検費用、
設備の数等の諸問題から全生徒に開か
れた検定であるとは言えないれた検定であるとは言えない。

「機械デザイン科ならではの資格」を見出機械デザイン科ならではの資格」を見出
していく必要性がある。



品質管理に関する知識をどの程度持って
いるかの評価を行うものいるかの評価を行うもの。
企業側から学校において品質管理教育を企業側から学校において品質管理教育を
行って欲しいというニーズが高まってきて
いるいる。
機械デザイン科では、品質管理を生産シ
ステム技術の授業で指導している。

ジ ア イ タ 顕彰ジュニアマイスター顕彰

技能検定３級 ４点技能検定３級 点

技能検定４級 ２点



３級
ＱＣ七つ道具などの個別の手法を理解している
方々 小集団活動などでメンバ として活動をし３級 方々、小集団活動などでメンバーとして活動をし
ている方々、大学生、高専生、工業高校生など

４級
これから企業で働こうとする方々、人材派遣企
業などに登録されている派遣社員の方々、大学
生 高専生 高校生など生、高専生、高校生など

QC七つ道具 PDCAサイクル QCスト リQC七つ道具 PDCAサイクル QCストーリー
ほうれんそう（報告・連絡・相談） ５W１H
５S（整理・整頓・清潔・清掃・躾）
三現主義 など

第１学年に４級、第２・３学年に３級の
資格取得指導をしていきたい資格取得指導をしていきたい。



知的財産管理に関する知識と技能を測る国家試
験であり 学校で取り組んでいる例は少ない験であり、学校で取り組んでいる例は少ない。

知的財産管理技能士とは 企業や団体の中にい知的財産管理技能士とは、企業や団体の中にい
ながら知的財産を適切に管理・活用して、その企
業や団体に貢献できる能力を有する人業や団体に貢献できる能力を有する人。

機械デザイン科は 授業・実習において創造力や機械デザイン科は、授業・実習において創造力や
造形力を養う教育を行っており、デザインに関す
る「意匠法 ゴ クに関する「商標法 などのる「意匠法」、ロゴマークに関する「商標法」などの
産業財産権との関わりが深い。



３級 管理業務
知的財産管理（管理業務）の職種におけ
る初級の技能者が通常有すべき技能及３級 管理業務 る初級の技能者が通常有すべき技能及
びこれに関する知識の程度

学科試験・実技試験の両方に合格すれば、３級合格とな
る。あるいは どちらかに合格し 翌々年度までにもう一る。あるいは、どちらかに合格し、翌々年度までにもう
方の試験に合格すれば、３級合格となる。

ジュニアマイスター顕彰

知的財産管理技能検定３級 ７点

知的財産教育の一環として 知的財産管理技能

知的財産管理技能検定３級 ７点

知的財産教育の 環として、知的財産管理技能
検定３級の資格取得指導を考えている。



事前指導事前指導
資格取得のために情報提供や補習を行うこと。

事後指導
不合格者に対する再受検の働きかけ不合格者に対する再受検の働きかけ。

資格の持つ意味を再確認させ、就業に対する

動機付け、職業に対する自己の適性を理解さ

せるせる。

進路指導として、事後指導は大変重要！



資格を取得した時点をゴ ルと考えてしまう資格を取得した時点をゴールと考えてしまう。

社会ですぐにハイレベルの技術者になれるのでは社会ですぐにハイレ ルの技術者になれるのでは
なく、高度な技術を伝承するための基礎的・基本的
な知識・技能を身に付けたに過ぎないな知識・技能を身に付けたに過ぎない。

近年、採用試験において、資格取得＝採用内定と近年、採用試験において、資格取得 採用内定と
の関係は必ずしも成り立っていない。

取得した資格の内容理解、動機、資格挑戦での経
験談を自分の言葉で説明できるように指導すること験談を自分の言葉で説明できるように指導すること
が、事後指導の役割である。



機械デザイン科では、創設以来様々な資

格に挑戦し 資格数 合格者数ともに年々格に挑戦し、資格数、合格者数ともに年々

増加している。

一方、本学科は創設から歴史が浅く、学

科の特徴を活かした資格を見出すため 現科の特徴を活かした資格を見出すため、現

在試行錯誤の過程である。在試行錯誤 過程 ある。

今後は、本校の教育目標を基にして、本

学科に相応しい資格の整理と精選に努め学科に相応しい資格の整理と精選に努め

ていきたいと考えている。ていきたいと考えている。



ご清聴ありがとうございました。


