平成２５年２月２８日発行
(第 63 号)

～進みたい未来へ！ 君の夢を応援します～

清水技術専門校では、訓練生たちが 2 年間の訓練のまとめとして各々で決めた課題を、計画・設計から
製作・施工までを 10 月からの半年間で行います。現在訓練生は、作品も完成し発表会に向けてプレゼン
テーション資料の作成に取り組んでいます。昨年度に比べて訓練生の人数も多く、バラエティーに富んだ
作品があふれていますので、皆様の聴講お待ちしております。
発表会は以下の日程で行います。

日 時 ： 平成 25 年 3 月４日(月)・3 月５日(火)

AM９：００～

場 所 ： 清水技術専門校 別館 2 階 Ｃ２０１教室
ここで 3 月 4 日（月）の一部をご紹介します。
科名

名前

機械技術科

櫻井 貴史

機械技術科

澤島 旬

電気技術科

電気技術科

設備技術科

杉村 貴彦
出野 健人
芦澤 健悟
小瀧 将禎
市川 洋平
井上 久慈

題名

時間

技能五輪全国大会選手選考会「旋盤職種」競技課題の加工

9:10 ～

9:30

油圧シリンダと万力の製作

9:30 ～

9:50

引き込み及び内線工事課題の制作

10:00 ～

10:20

快適な事務所の設計・施工

10:20 ～

10:40

ホントに使える洗い場の設置

10:50 ～

11:10

聞こえる水栓でエコ意識の向上

11:10 ～

11:30

杉山 幸輝
設備技術科

牧野 佳那太
望月 貴文

裏面で発表者の作品をさらに少し紹介します。

１．技能五輪全国大会選手選考会「旋盤職種」競技課題の加工 櫻井 貴史
今年度、若年者ものづくり大会出
場者の櫻井君が今度は技能五輪の
課題に挑戦してくれました。
自分のスキルだけでなく加工・作業
手順など今後の出場する選手のこと
も踏まえた発表です。

２．油圧シリンダと万力の製作

澤島 旬
バルブの旋回軸の穴によって、油
の出入りをして油がシリンダ内に入
り、その圧力によってピストンが動き、
そのピストンに押された移動アゴが移
動しワークを挟む。

３．引き込み及び内線工事課題の制作

杉村 貴彦 出野 健人

電気工事の内線・外線両面を踏ま
えた中部電力が行う引込および内線
工事技能オリンピック大会題材とした
工事課題の作成です。若年者ものづ
くり大会出場者した二人のらしいテー
マで発表します。

４．快適な事務所の設計・施工

芦澤 健悟 小瀧 将禎
電気工事科実習場内の一部分を
事務所と想定し照明・コンセントから
エアコンなど関連するものの設計・施
工を行いました。

５．ホントに使える洗い場の設置 市川 洋平 井上 久慈
屋外での実習で使用したスコップや
安全靴などの泥を落とすための洗い場
を訓練生の動線や使い勝手を考慮し、屋
外に設置した総合実習です。実際の仕事
と同じような真剣なテーマです。

６． 聞こえる水栓でエコ意識の向上 杉山 幸輝 牧野 佳那太 望月 貴文
二年間学んだ知識と実技を活かした
節水の面で省エネ意識の向上を目的と
した「聞こえる水栓」の施工です。近
年の省エネ意識を踏まえた斬新な総合実
習です。

科名

木工科
2 月 20 日(水)～
3 月 21 日(木)
3 月 27 日(水)
4 月 11 日(木)～
9 月 20 日(金)
10 人
家具及び木工職に必要と
なる基礎的な技能と技術を
習得する。

申込期間
選考日
訓練機関
定員
訓練内容

離転職者訓練

(委託) 離転職者訓練

介護福祉士養成講科
申込期間

ＣＡＤ科
3 月 1 日(金)～
3 月 29 日(金)
4 月 2 日(火)
4 月 11 日(木)～
8 月 6 日(火)
10 人
機械ＣＡＤソフトを使用
し、機械部品の 2 次元図面
作成に必要な技術を習得す
る。

(委託) 離転職者訓練

パソコン経理事務科①
申込期間

ＩＴ事務科
3 月 1 日(金)～
3 月 29 日(金)
4 月 3 日(水)
4 月 11 日(木)～
6 月 11 日(金)
10 人
中小企業の事務職に求め
られるパソコンによる事務
処理能力を習得する。

(委託)

介護サービス科
申込期間

平成25年2月25日～
平成25年3月5日～
平成25年3月4日～
3月18日
3月25日
3月25日
定員
訓練期間

5人

定員
訓練期間

２0人

定員
訓練期間

２0人

平成25年4月3日～
平成23年4月23日～
平成23年4月24日～
（2年間）
7月22日
7月23日
訓練内容

訓練内容

介護福祉士養成課程を通じ
介護職員として必要な職業能
力を習得、国家資格を目指
す。

離転職者訓練

介護員養成研修（ホームヘルパー2級課
程）、福祉用具専門相談員研修及び動向援護
従業者（一般課程）を受講し、介護・福祉分
野での就労に必要な幅広い職業能力を習得す
る。

筆記試験の対策講習を行います。その他
にも、太陽光発電などの環境対策設備の
工事に関する内容も講習の中で行いま

(委託)
(委託) 離転職者訓練
す。
オフィスマスター科①
ＰＣビジネス科①
(パソコン操作経験者対象)
申込期間：3 月 4 日( 月) から３月２2 日（火)
申込期間
申込期間

(委託) 離転職者訓練

医療介護事務科①
申込期間

訓練内容

ワープロ・表計算など基礎から
学び日商簿記検定3級程度の知識
を習得し実践的なデータ処理と経
理事務ができる技能を身に着ける

第二種電気工事士試験合格に向けた

平成25年3月18日～
平成25年3月18日～
平成25年4月1日～
定
員：10 人
4月8日
4月8日
4月22日
定員
２0人
定員
２0人 訓練期間：平成 25 年 4 月 2 日(火)
定員
２0人
訓練期間

訓練期間

訓練期間

平成25年5月8日～
平成25年5月14日～
平成25年5月23日～
8月2日
8月8日
8月22日
訓練内容

訓練内容

訓練内容

～ 5 月 30 日(木)計 22 回
時 間 帯：１９：００ ～ ２１：００

医療機関や福祉関連施設における
文章作成および表計算をなどビ
ビジネスソフトの効率的な活用
受付・会計業務、請求業務に関す
ジネスソフトの活用についてより
方法を学び、事務職への就労に必
ることなどこの分野の事務のスペ
深く学び、事務職を中心とする分
要となる職業能力の習得
シャリストを育成します。
野へ必要となる職業能力を習得し

詳しくは電話・ＦＡＸ又はホームページで！
静岡県立清水技術専門校

〒424－0881

静岡市清水区楠 160 番地

電話：054-345-2032

／

FAX：054-345-2921

HP ：http://www.shimizu-tc.ac.jp
E-mail：info@shimizu-tc.ac.jp

