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平成26年度「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進」 取組成果概要
【産学官連携による「実践的職業教育」分野】

「高等専修学校における自動車整備士養成のための産学官連携による実践的な職業教育の構築」
（学校法人 神須学園大阪技能専門学校）

課題・ニーズ・背景等

今年度成果目標（アウトカム）

・専門学校や大学など高等教育機関との円滑な接続を推進する必要があるため、単位認定や学習ユニット積み上げ方式など
制度的な検討を行う。

・職業実践・体験型プログラムを活用し、より充実したモデル・カリキュラムを開発する。

・さらに上級の資格取得を目指せる学習システムに必要な副教材の開発と作成を行う。また、実習時に使用できるテキスト及び
施設実習ノートの作成を行う。

・高等専修学校等の就労支援システムを確立させ、来年度以降各業界や地域での就労・就活の活動展開を強化する。

・高等専修学校のキャリア教育の拡充と就労支援を踏まえ、高等専修学校生用のジョブ・カードの検討及びキャリアカウンセ
ラーの校内育成または派遣を検討する。

・自動車分野における整備士以外の人材ニーズの需要の拡大が期待され、それに対する知識・技術の向上が求められている。

・高等専修学校における既存の自動車整備士養成カリキュラムでは、基本整備及び国家試験取得を目標とするため実践的な
職業教育は十分であるとは言えない。

・高等教育機関との接続および自動車整備工場や企業との連携を重視した取り組みを行うことは、学校では学習できない接客
マナー等のキャリア教育の実践的な職業教育を大きく推進することに繋がり資質向上と中核的人材の養成に繋がる。

・職業選択の機会において企業等での高等専修学校の認知度が低く、就労に関しても十分な対応が出来ているとは言い難い。



取組の概要 ・企業や自動車整備工場施設等からの必要とされる人材像や実習に関してのヒアリングや実態調査。

・昨年度実施したカリキュラムや就労支援システムの実態把握と課題抽出。

・職業実践・体験型プログラムのモデル・カリキュラムを検討し、達成目標や評価基準を検証。

・高等教育機関と連携した学習ユニット積み上げ方式によるモデル・カリキュラム開発や体験型職業教育アドバンスド・コースの開発。

・職場体験において学校と企業等とのルールづくりなど就労支援体制を確立。

・就労に関してハローワークより助言を受け、高等専修学校の生徒向けのジョブカードの作成および活用方法の検討。

体制イメージ図



取組内容
実施委員会の開催

（８月・１０月・１２月・２月）

コンソーシアムと連携し各地区の分科会をコーディネイトし、事業内容や成果等の検証を行う。

モデル・カリキュラムの開発
・モデル・カリキュラム開発分科会

大阪・群馬各地区で3回
実施委員会の中で 「実務担当者会議」を行う。
高等専修学校と高等教育機関・整備工場と連携し実践的な職業教育
を確立するためのモデル・カリキュラムの開発を行う。

就労支援システムの構築
・就労支援システム分科会

大阪・群馬各地区ごとに3回
学校と企業等との実証講座におけるルール作りを行うと共に就労支
援システムを検討。
ジョブカードの活用方法を検討

副教材の作成

自動車分野及び就労活動に関する

キャリア分野に共通した教材の内

容の検討と作成。

実証講座 （８・９月に実施）

職業体験で、実際の職場で必要とされる

技術や能力の達成目標（達成基準）や

評価基準を検討する。

高等専修学校版「ジョブカード」
の作成

高等専修学校生が活用しやすいジョ

ブカードの作成



職業実践・体験型プログラム

・カリキュラムの開発

・副教材・実習サブノートの開発

・達成目標及び評価手法等の開発

・学習ユニット積み上げ方式の活用

・教育プログラムとしての制度設計の普及

・自動車整備士の就労と定着率向上を目
指した就労支援システムの確立

・高等専修学校版ジョブカードの開発及び
活用

プログラムのイメージ





自動車分野・キャリア分野モデルカリキュラム構築イメージ

単元を積み上げていく事により学習成果の向上を図る。

・年間を「１単位 ＝ 35時間」を基本として考え
年間を7単元に分割し大単元とする。
この大単元をさらに必要に応じ５ユニットに分け
カリキュラムを作成する。

1単元 ＝ 学習ユニット × 5時間

で構成する。



自動車分野カリキュラム構成イメージ キャリア分野カリキュラム構成イメージ



時間 A班 B班
10：00 自己紹介と作業内容の確認

トヨタ：VOXY

10:10ドラム・ブレーキOH作業

11:00タイヤの取り付け

11:10空気圧チェック

トヨタ：クラウン

10:10オートチョークの説明
ポイント式点火装置の説明
カーエアコン
（ゲージマニホールド）の説明

11:30タイヤ・チェンジャによる
タイヤ組付け作業

ホイール・バランサによるアンバランス調整作業

エンジン廻りの点検作業
・プラグ点検
・エア・クリーナ清掃
・油脂類点検
サイドスリップ・テスタによるアライメント点検
ヘッドライト・テスタによる光軸調整と点検

12：00 昼食
午後のミーティング及び質疑応答

13：00 13:00 検査場見学
コース説明、手続き手順の説明、申請の実践、検査レーン下のピットに入り、検査官による説明を受ける。

14:30 洗車
15:00 フロント業務担当者とミーティング（最近の自動車整備業界の話を聞く。）

16:00 質疑応答
職業体験終了

実証講座 1日目



実証講座の様子

この作業をしている間に、他の作業員のところへオイル交換の車両が入って
きたため、指導員と部品庫へ行き、オイル・ エレメントを持っていくよう
に指示を受けた。
歩いてエレメントを持って行こうとしていたため、走って持って行くよう
に指示を受けていた。
この件に関して、後のミーティングで「社会に出たとき、整備作業ができる
だけでなく、時間短縮の意識を持つ大切さを実感した」との発表があった。

1本のタイヤに3人が一緒に作
業をしていることに対し、今後
は他の作業でも各自が意欲的
かつ責任を持って作業をするよ
うに指導を受けていた。

③ 空気圧のチェック

タイヤの空気圧を点検し、空気圧が低かったら空気を入れる
作業を行った。作業時間短縮のため、エアを高めに入れて抜き
ながら合わせるように指示を受けた。
また、プリセット型トルク・レンチによるホイール・ナット

の締め付けトルクの検では、トルク・レンチの持ち方まで説明
を受けた。

①ドラムブレーキOH作業

ドラムブレーキを分解し点検整備をする。
指導員がお手本を見せた後、実習生が作業をした。
ブレーキは最重要保安部品であるため、その旨も指導を受け、
緊張をして作業していた。
本校教材車両よりブレーキ・ドラムが大きかったため、ドラムの
はめ込みに手間取っていた。

【実施作業】
１ ブレーキ点検作業 〔車両：VOXY〕

② タイヤの取り付け作業

タイヤ取り付けの指示を受け、本締め前の手締め
の段階までの作業を行った。



実証講座中 生徒による
自己評価アンケート



困ったことや心配だったこと

１日目 ２日目

・ちゃんと指示されたことができたか

・一人で責任をもって作業ができるか不安になった。

・社会（職場）に貢献できるのか。

・整備の専門用語や車のパーツ、部品の名称が解らなかった。

・トラックの整備は力がいると思った。力がなくて困った。

・作業を早くするために何をしたらいいか？どうしたら早く作業が進むか。

・自分が作業した車が大丈夫なのか心配です。

・頭では分かっているがいざ手を使い作業すると少し戸惑ってしまった。

・自分ではできたと思ったが、本当にできているのか心配だった。

勉強になったと思うこと

１日目 ２日目

・お客さんの車を触る怖さ、責任感、緊張が解った。

・指示されたことだけを、後先考えずにやってはいけない事が解った。

・実践整備では、確実さとスピードが必要とされる。

・常に確認して作業すること。

・社会での自分のちっぽけさが解った。

・働くことの尊さ。

・一つ一つの作業にお客様への意識があった。

・細かいところの気配り。

・作業のあとさきを考えて、早く正確に。

・自分が思っている時間配分と実際に社会に出てる人の作業の速さの違い。

・まだ教わっていないブレーキフルードやパッドの交換など。

・トラックの整備方法。部品のパーツやタイヤの重さなど。

生徒受講中アンケートより



実証講座 企業による
実施評価報告書



困ったことや心配だったこと

１日目 ２日目

・１日目という事で緊張していたせいか挨拶や作業も積極的ではなかった。

・積極的に取り組めていたと思います。作業自体はできていたと思います。

・緊張していたせいか作業に対する積極性や挨拶など自信がなかった。

・作業自体はできていたと思います。苦手な作業も積極的に取り組めれば
よりよいと思います。

・１日目よりも緊張が抜けたせいか積極的に作業に取り組めていた。

・１日目よりも積極的に取り組めていた。作業内容を理解して取り組めれば
よりよいと思います。

・積極的に取り組んでいた。１日目よりも作業効率が向上していたと思いま
す。

総合的に判断した実習生の評価

・働くことの尊さ。言われたことに対して話を真剣に聞くことができていた。

・作業内容など疑問に思ったことなど積極的にもっと質問できたらよかった。

・まだ実習で行っていない作業もあったと思われるが、しっかりできていたと思う。作業内容や行程を考えながらやるとよりよいと思います。

・あいさつや返事がもっと積極的にできればよかった。指示したことに対しては意欲的に作業できていた。

・作業自体はよくできていたと思います。疑問や解らないことは質問したり調べたりすることが大切です。

・洗車作業が好きなようです。整備後の車をきれいに仕上げるという事は大切なことです。その他の作業ももっと興味が持てるようになるとよいと思います。

生徒受講中アンケートより



実証講座後 生徒による自己評価アンケート



実証講座の感想（勉強になったこと）

・楽しみかつ技術の応用を教えていただけた。整備以外にも車検手続きなど。

・お客様を大事に思う気持ちや心遣いを時間できた。タイヤの亀裂やホイールの置き方まで一つ一つの作業を、お客様のことを思ってやっている。

・整備士の仕事が思っている事と全く違っていて、実証講座でいろいろなことが学べてよかったです。

・技術はもちろん安全のことや工具の整理整頓まで、基本的なところができないとダメという事を学んだ。とてもこれからに生きてくる事を学べたからよかった。

・学校と現場の整備では違うこともありましたが、とても勉強になり余計に整備士に魅力を感じました。

実証講座を受講して、あなたはどんな整備士になりたいと思いましたか

・人から信頼される整備士（へらへらしない、やることすべてに責任を持つ）

・技術を持っていて、お客さんにも笑顔になってもらえる整備士。

・ちゃんと技術があって、お客さんに対しても丁寧な対応ができる整備士。

・安全整備を心がける整備士になりたいです。

・どんな作業でもこなせる整備士。

・竹内オートさん（大阪地区実証講座協力企業）を超えたい。将来竹内オートさん以上の店を作りたいと思いました。

・千明自動車（群馬地区実証講座協力企業）の社長みたいになりたいと思った。

実証講座後後 生徒アンケートより



高等専修学校版
ジョブカード



①「ジョブカード」の添削及び指導に関してはキャリアカウンセラー有資格者が必要である。活用できれば非常に有効で、
助言や意見記入等もしていただける。

しかし、これに関してはかなりの時間と回数を必要とする。生徒数等の現状を考えた場合、校内で行うのが適切と
考えられる。これについては、昨年度ハローワーク担当者から「現状では有資格者のみの対応で資格取得も難易度が
高く派遣にも費用が必要であるのでむつかしいのではないか。」との意見をいただいた。

そこで、われわれで活用・指導できる独自のジョブカードを作成する。

② 既存の「ジョブカード」は対象を専門学校生。大学生を対象にしているものと考えられる。したがって、高等専修学
校の生徒が記入するにあたってはかなりむつかしい項目も見うけられる。

記入方法に関しては、現在の生徒のレベルで考え文章で記述する方式は難解であるので、できるだけ選択式を活用
し表現も簡易なものを活用する。

以上のような点を検討し、今年度高等専修学校の生徒に合わせた「高等専修学校生用ジョブカード」を試作した。

① 表現はできるだけ簡潔なものを使用した。
② 単に記述させるだけでなく、質問内容を細かく分けるなどすることで具体的に答えやすくなるよう工夫した。
③ 本来の「ジョブカード」にある職歴欄は、新卒の高等専修学校生には必要ないとの判断から割愛し、アルバイト欄を設け

た。
④ 趣味・特技を具体的に考えさせる対策として「得意な事（長所）」「苦手な事（短所）」「努力していること」を、それ

ぞれ記述させる欄を設けた。
⑤ 「志望動機」を具体的に考えさせる対策として「キャリアビジョン」欄を設けた。
⑥ 記入例を作成し、注釈を入れた。また全体のページを1ページ内に収め取り組みやすくした。

作成に関し変更及び留意した点

作成に至った経緯



・職業実践・体験型プログラムを活用し、より充実したモデル・カリキュラムを開発する。

・さらに上級の資格取得を目指せる学習システムに必要な副教材の開発と作成を行う。

・各業界や企業と積極的に連携し、高等専修学校の職業教育の周知を行う。

・高等専修学校等の就労支援システムの普及が不十分なため、来年度以降各業界や地域での就労・就活の活動

展開を強化する。

・ジョブ・カードをさらに充実させることで高等専修学校のキャリア教育の拡充と就労支援を強化する。

次年度の成果目標（アウトカム）

本年度の成果 ① 高等教育機関と接続した職業実践・体験型プログラムのモデル・カリキュラム（1単位 35時間程度）を開発。

② 企業や自動車整備工場等が必要とする人材像や実習に必要な内容に関してヒアリングを行い、仕事を進め
るうえで必要となる基本的な知識・技術及びインターンシップ先でのルールなど、社会常識的な心得やスキ
ルをまとめた解り易い副教材を作成。

③ 学校と企業・施設及びハローワークや地域社会との連携を深め、各関係機関と学校との就労活動に関する
ルールつくりを行うなど、就労支援システムにも必要となる基盤を構築。

④ また、高等専修学校が記入しやすく、キャリア授業に対応した「高等専修学校版ジョブカード」の作成。



プログラムの期待される効果

・基礎をしっかりと理解する時間を持つことにより、より深い３級課程の学習効果が期待できるのではないか。

・進路選択の際、高等教育機関である自動車整備士養成課程の専門学校に進学した際に、他の普通科や工業科からの生徒が初
めて自動車整備の学習を始めるのに対し、高等専修学校での３級課程を基礎として学習している生徒は、その分スムーズに連携
できるのではないか。

・職業実践・体験型プログラムを体験したことで、整備技術のみならず、キャリア分野の視点から整備作業以外の自動車整備工場
の仕事（接客・フロント業務・納車引取り等）の体験もできればさらに充実したものになると思われる。
また、いち早く実社会を体験したことで社会とのギャップを少なくし円滑な職場への順応がしやすいと考えられる。

・高等専修学校等の就労支援システムの普及が不十分なため、来年度以降各業界や地域での就労・就活の活動展開を強化する。

・作成したジョブ・カードのさらなる有効的な活用方法の開発。キャリア・ カウンセラーの校内育成または派遣を検討する。

・実証講座において評価を考えた場合、同一環境のもとで同じ作業を行い評価する事が望ましい。しかし、自動車整備工場の実情
としてどのような整備依頼車両が入庫してくるか解らず、あらかじめ作業を指定することができない。

課 題


