
募集期間 選考日 合格発表日

７月２４日～

　　 ７月２９日

無料　（教科書代など授業料以外の費用は自己負担となります）

◆定員 　 ２５名

科の概要 　

修了後の就職先・職種

取得目標資格等 　◆プラスチック成形加工会社

　◆国家技能検定プラスチック成形２級技能士 　◆その他関連会社

　◆国家技能検定プラスチック成形２級技能士 　プラスチック成形技能者や機械オペレータとし

　　 　て働きます！

板橋校で学ぶ生活 　最近の就職率

　◆授業日　月曜日から金曜日まで　 26年4月生 26年10月生27年4月生 27年10月生

１～２時限   必要経費 86% 100% 100% 100%

３～４時限   ◆入校選考料・授業料は無料です。　　　　　　　平成28年6月20日現在

５～６時限   ◆教科書等（約5,000円）

７～８時限   ◆実習着･安全靴等（8,000円） 　

清　　　　掃 　

入校生

平成２８年10月生

１６：３０～１６：４５   ◆レクリエーション・見学時の交通費等

８月３０日

見学会
（各木曜14時集合）

７月７日・１４日・２１日

 プラスチック成形加工に必要な射出成形機などの機械取扱い、金型の保守メンテナンス、製品成形に必要な材料・
成形法などについて、国家技能検定試験２級程度の知識と技能の習得を目標としています。識と技能の習得を目標
としています。

◆授業料

８月２３日

　９：０５～１０：３５

１０：４５～１２：１５

１３：１５～１４：４５

１５：００～１６：３０

 パソコン、携帯電話、車、家電製品など、身の回りにある製品の多くはプラスチック素

材でできています。これらを製作するには、製品によって高い技能・技術が要求され、その

製造方法や材料知識など、多くのノウハウが必要とされます。 

生徒作品例 



科の設備

　◆休　日 　　土曜日、日曜日、祝日 ◆射出成形機 ７台

　　　　　　　　　年末・年始休み（平成28年12月27日から ◆射出成形用金型 ３０型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成29日1月6日）

　◆就職に向けて 職業講話、労政社会（労働法） 　　流動性試験用スパイラルフロー金型

　◆行事等 技能祭、体育大会など ◆工作機械 　

　　（旋盤１台、フライス盤１台、平面研削盤１台）

カリキュラムの内容
時限数

安全衛生 ４ 安全作業、環境マネジメント

社会人基礎 １２ プレゼンテーション技法、ビジネスマナー、文書作成

生産工学概論 ２４ 生産の合理化、計画と統計、品質管理、工程管理

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ成形機の構造 ２４ 電気の基礎、射出成形機械の基本内部構造

成形用金型の構造 ２４ 金型の構造、材質、加工法

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ材料 ２４ 各種成形材料、配合剤、物性試験

機械工作法 ２４ 工作機械、機械要素、機械材料

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ成形法 ３２ 射出成形法、その他成形法、二次加工法

安全衛生作業 ８ 作業環境の整備、作業安全

測定基本作業 ３２ ノギス、マイクロメータなどによる測定作業

製図基本作業 ５６ 機械製図基礎、成形品の製図、CAD操作

金型の保守及び修正作業１９６ 金型の整備、修正加工、機械保全作業

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品成形作業 ２８４ 金型の着脱、射出成形作業、周辺機器取扱

総合演習作業 ８ 総合製作課題

　　２枚構成金型、３枚構成金型  その他スライドコア付金型

科　　　目　　　内　　　容教　科　目

実
　
技

学
　
科



募集期間 選考日 合格発表日

７月２４日～

　　７月２９日

◆定員 　 ３０名

◆選考内容 筆記試験（国語と数学）・面接

科の概要 修了後の就職先・職種
　三次元CADソフトはＣＡＴＩＡを使用し、部品の作成、組立、　◆製造業全般
二次元図面変換、解析などの基本操作を中心として機械 　◆機械設計アシスト
分野で必要とされる基礎知識・技能を習得します。 　三次元CAD設計補助として働きます！

取得可能資格等 最近の就職率

　◆三次元ＣＡＤ利用技術者試験 26年4月生 26年10月生 27年4月生 27年10月生

66% 39% 52% 73%

板橋校で学ぶ生活 平成28年6月20日現在

　◆授業日    月曜日から金曜日まで  　 　
１～２時限 　９：０５～１０：３５ 必要経費
３～４時限 １０：４５～１２：１５ ◆入校選考料・授業料は無料です。
５～６時限 １３：１５～１４：４５ ◆教科書、作業服代等は自己負担です（約20,000円）
７～８時限 １５：００～１６：３０ ◆レクリエーション・見学時の交通費、食事代等
清　　　掃 １６：３０～１６：４５

　形状を作成）、アセンブリ（部品組立）、ドラフティング（２次元図面化）を中心に、解析、簡易加工作業なども行

　い機械工学、工業数理、機械製図などの関連学科も併せて体系的に実践的な基礎知識・技能を習得します。

◆授業料 無料　（教科書代など授業料以外の費用は自己負担となります）

８月２３日 ８月３０日

入校生

平成２８年10月生

見学会
（各木曜14時集合）

７月７日・１４日・２１日

ＣＡＴＩＡで学んで就職のステップへ！
　ＣＡＤソフトは業界内でも知名度の高いＣＡＴＩＡを採用しています。ＣＡＤ操作では、パート・デザイン（単品部品

 （６ヶ月コース） 

部品データ 

組立てデータ 図面データ 
CAM加工 



　◆休　日 土曜日、日曜日、祝日
年末・年始休み（平成28年12月27日から平成29日1月6日）

 　　　　　　　　　　　　　　　平成29日1月6日） 
　◆就職に向けて 職業講話、労政社会（労働法）

　◆行事等 ４月生：体育大会
１０月生：技能祭

教　科　目 時限数 科　　　目　　　内　　　容

製図 ４８ 機械製図

機械工学 ２４ 機械要素・工作法

工業数理 ２４ 機械設計

就業基礎 ２４ プレゼンテーション・面接技法・文書作成等

三次元CAD基本作業 ２０４ 部品モデリング・組立てモデル・図面作成

三次元CAD応用作業 ２７６ サーフェス・CAM・解析・データ変換等

総合作業 １２８ 三次元CADを使った製造の総合的作業

実
　
　
技

学
　
科

カリキュラムの内容



板橋校では、質の高い介護者の育成を目指した職業訓練を実施しており、

例年、就職率はほぼ１００％です。
介護に対して意欲のある方を募集しております。

■日　程 介護サービス科は４月生・７月生・１０月生・１月生と年に４回募集を行っています。

7月生の募集期間・見学会・選考日程は以下のとおりです。

入校生 募集期間
見学会

（各木曜14時集合）
選考日 合格発表日

７月２４日～

　　 ７月２９日

　１５　名

　介護職員として従事しようとする者

■修了後の就職先・職種

◆ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ◆ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ ◆訪問介護事業所　　◆老人介護施設

◆障害者施設 　　◆有料老人ホーム　　◆特別養護老人ホーム  等

　介護職員として働きます!

■最近の就職率 平成28年6月20日現在

27年1月生 27年4月生 27年7月生 27年10月生

100％ 100％ 100％ 93％

■介護ｻｰﾋﾞｽ科の概要

　高齢者・障害者等を対象とする質の高い介護者の養成を目指しています。
　必要とする知識・技能を習得するため介護技術・社会福祉・生活技術などを学びます。
　高齢者の多様化するニーズに対応した専門的な知識・技能を有する介護に従事する職員の
  養成を図ることを目的とします。

■選　考　内　容

■授　　 業　 　料 無料　（教科書代など授業料以外の費用は自己負担となります）

■受講対象者

■申　　 込　 　先

８月３０日７月７日・１４日・２１日２０１６年10月生

都立職業能力開発センターまたはハローワーク（公共職業安定所）

筆記試験（国語と数学）・面接

■定　　　　　　員

８月２３日

（６ヶ月コース） 

ぜひ 
ご応募 
ください！ 



　  ◆訓練期間　　　　平成28年10月３日(月）から

１～２時限 　９：０５～１０：３５ 　　　平成29年3月24日（金）

３～４時限 １０：４５～１２：１５ 　　◆休　日 土曜日、日曜日、祝日

５～６時限 １３：１５～１４：４５ 年末・年始休み（平成28年12月27日から

７～８時限 １５：００～１６：３０ 　 　　　　　　　　　　　　　　　平成29日1月6日）

清　　　　掃 １６：３０～１６：４５ 　　◆就職に向けて　職業講話、労働教育

　　◆行事等 　技能祭

　◆主な教科目

人間の尊厳と自立 生活支援技術Ⅰ、Ⅱ

社会の理解Ⅰ、Ⅱ 介護過程Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

介護の基本Ⅰ、Ⅱ 認知症の理解Ⅰ、Ⅱ

コミュニケーション技術 障害の理解Ⅰ、Ⅱ

発達と老化の理解Ⅰ、Ⅱ こころとからだのしくみⅠ、Ⅱ

医療的ケア

学
　
科

実
　
技

　◆授業日　月曜日から金曜日まで


