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会 議 議 事 録
会 議 名

平成 29 年度 職業実践専門課程 第一回 教育課程編成委員会

開催日時

平成 29 年 9 月 15 日（金）

会

専門学校広島工学院大学校 会議室 （3 階 307 教室）

場

企

業

14：30 ～ 16：10

広島県自動車整備振興会

指導部教育課 課長 相原 寿直 様

トヨタカローラ広島株式会社

サービス部技術課 課長 屋地元 勝己 様

広島トヨペット株式会社

人事部 採用教育 Gr. 主任 堀 洋輔 様

広島トヨタ自動車株式会社

総務採用グループ 課長 佐藤 岳史 様

広島スバル株式会社

サービス部品統括部長 尾下 一浩 様

ダイハツ広島販売株式会社

経営管理部 部長 小野 裕章 様

広島三菱自動車販売株式会社

営業本部サービス部業務課 福江 達之 様

株式会社広島マツダ

サービス研修グループ 部長 森川 二郎 様

編成委員

株式会社サコダ車輌

人事開発部 課長 小山 孝裕 様

参 加 者

二村自動車株式会社

総務部長 岡本 直久 様

広島日野自動車株式会社

改善支援室 室長 山本 啓二 様

いすゞ自動車中国四国株式会社

経営管理部 室長 新祖 幸三 様

12 名

学

校

学校法人 古沢学園

校長 半明 英幸

5

名

専門学校広島工学院大学校

副校長 錠本 光照
自動車整備科 学科長 赤木 大作
自動車整備科 教員 上田 修
自動車整備科 教員 川上 邦生

1．開会
2．学校長挨拶
3．出席者紹介
4．協定企業一覧紹介
5．議題
（1） 平成 29 年度 職業実践専門課程 実績報告及び予定
会 議 録

・〔企業連携・派遣授業の実施内容及び予定〕を赤木学科長より報告。
（2） 平成 29 年度 職業実践専門課程 学生アンケート報告
・〔企業派遣講習会 アンケート結果・感想（大型車・小型車）〕を川上より報告。
（3） 平成 28 年度 自動車技能登録試験結果報告
・〔自動車技能登録試験 2 級ガソリン、2 級ジーゼルの試験結果〕を赤木学科長より報告。
（4） 平成 29 年度 自動車整備科 資格取得予定
・〔取得予定資格及び昨年度実績〕を赤木学科長より報告。
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（5） 自動車整備科の取組み状況及び成果について
・〔2 級自動車整備士コース 1 年〕を川上、〔2 級自動車整備士コース 2 年〕を上田、〔1 級自動
車整備士コース 3 年、4 年〕を赤木学科長より報告。
（6） インターンシップ事前・事後学習 アンケート報告
・〔インターンシップ事前・事後学習アンケート結果、感想及び評価結果〕を上田より報告。
（7）インターンシップ報告会 アンケート報告
・〔インターンシップ報告会アンケート結果及び企業側からの評価〕を赤木学科長より報告。
（8）その他
赤木学科長より、以下の 2 点について参加企業へ依頼。
・学生の知識向上のため、取り扱い車種のパンフレットの提供。
・フェンダーやバンパ等、教材の提供。
6．意見交換会
特になし。
7．学校長挨拶
8．閉会
（写真）
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会 議 議 事 録
会 議 名

平成 29 年度 職業実践専門課程 第二回 教育課程編成委員会

開催日時

平成 30 年 2 月 27 日（火）

会

専門学校広島工学院大学校 会議室 （3 階 307 教室）

場

企

業

12 名

編成委員
参 加 者

14：30 ～ 16：00

広島県自動車整備振興会

指導部教育課 課長 中川 浩之 様

トヨタカローラ広島株式会社

サービス部技術課 課長 屋地元 勝己 様

広島トヨペット株式会社

人事部 採用教育 Gr. 課長 矢野 博之 様

広島トヨタ自動車株式会社

総務採用グループ 課長 佐藤 岳史 様

広島スバル株式会社

管理統括部 総務課 係長 的場 浩二 様

ダイハツ広島販売株式会社

経営管理部 部長 小野 裕章 様

広島三菱自動車販売株式会社

営業本部サービス部業務課 福江 達之 様

株式会社スズキ自販広島

サービス責任者 課長 小松 伸幸 様

株式会社広島マツダ

サービス研修グループ 部長 森川 二郎 様

二村自動車株式会社

総務部長 岡本 直久 様

広島日野自動車株式会社

改善支援室 室長 山本 啓二 様

いすゞ自動車中国四国株式会社

経営管理部 室長 新祖 幸三 様

学

校

学校法人 古沢学園

校長 半明 英幸

4

名

専門学校広島工学院大学校

副校長 錠本 光照
自動車整備科 学科長 赤木 大作
自動車整備科 教員 上田 修

1．開会
2．学校長挨拶
3．出席者紹介
4．議題
（1） 平成 29 年度 職業実践専門課程 実績報告
・企業連携・派遣授業の実施内容を赤木学科長より報告。
会 議 録

（2） 平成 29 年度 職業実践専門課程 学生アンケート報告
・企業派遣講習会 アンケート結果・感想（小型車）を赤木学科長より報告。
（3） 平成 29 年度 自動車整備科 資格取得状況
・取得資格、合格率について赤木学科長より報告。
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（4） 職業実践専門課程に関するアンケートについて
1.職業実践専門課程の取り組み
2.学生に対して産学連携した授業展開について
3.連携授業の対象学年
4.連携授業内容について
5.インターンシップ受け入れについて
6.職員への指導力向上に対する講習会の実施について
7.オープンキャンパスへの協力について
8.学校の授業(実習)で特にスキルアップを望む整備作業について
9.入社 2 年目までに行う作業項目について
10.本校の教育活動に対する感想、意見・要望等について
・以上の項目について、32 社からのアンケート結果を赤木学科長より報告。
・7 の項目について、来年度のオープンキャンパスへの協力を依頼
・特に 8、9 の項目について各企業の意見を基に来年度、授業(実習)内容の見直しを検討。
5．1 年生後期期末実技試験の概要紹介と試験見学
・1 年生後期期末実技試験実施中で、実習場にて実技試験の見学
6．意見交換会(実習試験見学の感想他)
・人に見られていてもとても堂々と作業しており、とてもしっかりしていると感じた。実際の業務
でもショールームから客様が見学できる店舗もあるのでとても頼もしく感じた。
・しっかり練習した成果が表れており、とても良かった。
・基本がしっかりできていると感じた。
・大きな声が出ており元気が良かった、学校の取り組みである日々の発生訓練の成果が出て
いると感じた。今後も続けてほしい。
・入社後の新人研修では、基本的なことが出来ない新入社員もいるので、学校でしっかり基本
的な作業と安全作業を学んでほしい。
等の意見をいただきました。
7．学校長挨拶
8．閉会
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（写真）

