
【対象者】 中小企業従業員、求職者。（大企業の従業員は受講できません。）　
※ 中小企業とは、中小企業基本法第２条で定義された「中小企業」です。

【受講料】

【申込み】

（定員になり次第締め切ります。）

　地域の中小企業の従業員や求職者を対象としたものづくり人材育成研修講座
「機械製図の基礎」、「実用機械製図」について、講義・演習など実践的に学
ぶことができます。
　本研修は、全国中小企業団体中央会「平成22年度ものづくり分野の人材育
成・確保事業（第２次募集）」の補助を受けて実施するものです。

募集人数

全国中小企業団体中央会　「ものづくり分野の人材育成・確保事業」

研 修 日・時 間

　【木曜日】　17:00～20:00 20名

20名

【研修Ａ】 「機械製図の基礎」

【研修Ｂ】 「実用機械製図」

   豊田商工会議所 ・  豊田工業高等専門学校　

研　修　講　座　名

無料（経済産業省中小企業庁　中小企業経営支援等対策費補助金）

別紙申込書に記入の上、お申込み下さい。

　【土曜日】　  9:00～16:00

ものづくりのための

『 機械製図の基礎 』・『 実用機械製図 』

受 講 者 募 集

研修講座

ものづくり分野の人材育成・確保事業



〔研修概要〕



回 講　　師

講義テキスト・資料等は配布します。
研修会場・校内は禁煙です。

　　　 実習： 部品図から組立図の作成

8月25日 (木)

17:00～20:00

9月 1日 (木)

17:00～20:00

　　 　実習： 寸法公差の計算

３．機械製図の基礎 (3)
6月30日 (木)

17:00～20:00

7月 7日 (木)

17:00～20:00
　　　 寸法公差とはめあい

7月28日 (木)

17:00～20:00

8月 4日 (木)

17:00～20:00

〔対 象 者〕

2
6月23日 (木)

17:00～20:00

２．機械製図の基礎 (2)

　　　 実習： 線の種類と使い方、投影法による品物の見方

講　義 ・ 実　習　内　容

6月16日 (木)

17:00～20:00

　豊田高専
　　　 小谷　　明
　　　 鬼頭 俊介

　　　 投影法（第三角法）の考え方

3

　　　 実習： 寸法記入、スケッチ

　豊田高専
　　　 小谷　　明
　　　 鬼頭 俊介

4
４．機械製図の基礎 (4) 　豊田高専

　　　 小谷　　明
　　　 鬼頭 俊介

　　　 実習： 第三角法による図形の表現

　　　 寸法記入法の基本

全国中小企業団体中央会「ものづくり分野の人材育成・確保事業」

　【木曜日】
　17:00～20:00

1
１．機械製図の基礎 (1) 　豊田高専

　　 　小谷　　明
　　 　中村 裕紀

　　　 図面の重要性、機械要素、文字・線の書き方、投影法

〔研修会場〕　

 中小企業従業員・求職者（大企業の従業員は受講できません）。
 機械製図を身につけたい技術者、３級機械製図技能士を目指している方

 豊田工業高等専門学校　地域共同テクノセンター

　豊田高専
　　 　鬼頭 俊介
　 　　田中 淑晴

　　 　特殊投影法、断面図示の考え方と使用法－２
7月21日 (木)

17:00～20:00

　　　 特殊投影法、断面図示の考え方と使用法－１
7月14日 (木)

17:00～20:00

５．機械製図の基礎 (5) 　豊田高専
　　 　鬼頭 俊介
　 　　田中 淑晴

　　 　実習： ねじの製図

　　　 実習： 部品図から組立図の作成

　　 　実習： 特殊投影法と断面図示

　　　 実習： 特殊投影法と断面図示

ものづくりのための

『 機械製図の基礎 』

6
６．機械製図の基礎 (6)

5

〔学習目標〕

開講日・時間

【研修Ａ】

　製造現場で必要な機械図面について、製図の基礎、JIS規格、機械要素等の基礎講
義からスケッチ等を含めた演習等により実践的に研修を行う基礎講座です。
　基礎的な製図知識、製造に対応した図面の見方、書き方を実践的に学習します。

　機械製図を再学習しようとする技術者あるいはこれから学習しようとする技術者
を対象とし、設計・製造現場における製図の基本知識の習得を目指します。

９．機械製図の基礎 (9)

7
７．機械製図の基礎 (7) 　豊田高専

　　　 田中 淑晴
　　　 中村 裕紀

8

9
　豊田高専
　　　 小谷　　明
　　 　田中 淑晴

　豊田高専
　　　 田中 淑晴
　　 　中村 裕紀

　　　 表面性状及び幾何公差の考え方と記入法

　　 　ねじの規格と図示法

８．機械製図の基礎 (8)

10
10．機械製図の基礎 (10) 　豊田高専

　　　 小谷　　明
　　 　中村 裕紀

　　　 組立図の見方

　　　 部品図から組立図の作成

　　　 実習： 表面性状と幾何公差演習



〔研修概要〕



回 講　　師

講義テキスト・資料等は配布します。
研修会場・校内は禁煙です。

10月29日 (土)

9:00～12:00

13:00～16:00

9
９．実用機械製図 (9)
　　 　組立図の作成の仕方

　　 　実習： 二級機械製図技能士試験練習課題

　豊田高専
　　　 兼重 明宏
　元小島プレス工業
　　　 河合 　優
　元豊田鉄工
　　　 樋口 満則

7
７．実用機械製図 (7)
　　 　組立図の機能による解読法

　　 　実習： 二級機械製図技能士試験練習課題・添削指導

10
10．実用機械製図 (10)
　　 　組立図の作成の仕方

　 　　実習： 二級機械製図技能士試験練習課題・添削指導

　豊田高専
　　　 清水 利弘
　元小島プレス工業
　　　 河合 　優
　元豊田鉄工
　　 　樋口 満則

　豊田高専
　　 　林　 伸和
　元小島プレス工業
　　　 河合 　優
　元豊田鉄工
　　　 樋口 満則

5
５．実用機械製図 (5)
　　 　寸法記入の原則・重複寸法の問題点

　 　　実習： 寸法記入の実習

8
８．実用機械製図 (8)
　　 　幾何公差・練習問題

　 　　実習： 二級機械製図技能士試験練習課題・添削指導

10月15日 (土)

9:00～12:00

13:00～16:00

　豊田高専
　　 　近藤 尚生
　元小島プレス工業
　　　 河合 　優
　元豊田鉄工
　　 　樋口 満則

3
３．実用機械製図 (3)
　　 　断面図の選定と描き方

　 　　実習： 組立図から部品図を作成

6
６．実用機械製図 (6)
　　 　円と円弧の寸法記入

　 　　実習： 寸法記入の実習・添削指導

10月1日 (土)

9:00～12:00

13:00～16:00

　豊田高専
　　　 中島 正貴
　元小島プレス工業
　　 　河合 　優
　元豊田鉄工
　　 　樋口 満則

1
１．実用機械製図 (1)
　　 　投影図の選定法

　　 　実習： 見取図から部品図を作成・添削指導

4
４．実用機械製図 (4)
　　 　線と図形の省略

　　 　実習： 組立図から部品図を作成・添削指導

9月17日 (土)

9:00～12:00

13:00～16:00

〔対 象 者〕

〔研修会場〕　

開講日・時間 講　義 ・ 実　習　内　容

2
２．実用機械製図 (2)
　 　　補助投影図、部分投影図

　　 　実習： 見取図から部品図を作成・添削指導

9月 3日 (土)

9:00～12:00

13:00～16:00

　機械製図の基礎知識（研修Ａ「機械製図の基礎」修了程度のレベル）のある方を
対象に実施する機械製図の実務講座です。
　教員と企業技術者が受講者に合わせた実践的な製図教育をします。

　機械製図の基礎（研修Ａ程度）を学んでいることを前提に、実践的な演習により
２級機械製図技能士を目指します。

 中小企業従業員・求職者（大企業の従業員は受講できません）。
 ２級機械製図技能士を目指している方

 豊田工業高等専門学校　地域共同テクノセンター

全国中小企業団体中央会「ものづくり分野の人材育成・確保事業」

【土曜日】
9:00～16:00

〔学習目標〕

ものづくりのための

『 実用機械製図 』【研修Ｂ】



　　　　豊田工業高等専門学校　地域共同テクノセンター

（豊田市栄生町２－１）

　本募集案内は、全国中小企業団体中央会補助事業「平成22年度ものづくり分野の人材育成・確
保事業（第２次募集）」の補助を受けて作成しました。

お問合せ・連絡先

【実施機関】 豊田商工会議所 産業振興部 （担当：白井）

〒471-8506 豊田市小坂本町１－25

TEL: (0565) 32-4594、FAX: (0565) 32-1000

【協力機関】 豊田工業高等専門学校 地域共同テクノセンター
〒471-8525 豊田市栄生町２-１

TEL: (0565) 36-5941、FAX: (0565) 36-5829

研修会場



【申込先】　ＦＡＸ　０５６５－３６－５８２９　

　　　　　　　　　豊田工業高等専門学校　地域共同テクノセンター　宛

【締切日】　 平成２３年５月３１日（火）
　　※ 応募状況により事前に締め切ることがあります。

募集人数

　TEL:                                                                                   FAX:

　TEL: FAX:

［実施機関］ 豊田商工会議所　　［協力機関］ 豊田工業高等専門学校

　　　　　　　　　　　　　　　　　年

連絡先

　〒

　E-mail:

受
　
講
　
者

ふ り が な

年　齢 歳　　
氏  名

所　　属
職種及び
経験年数

■ 受講申込者

企 業 名

所 在 地

　〒

 【研修Ａ】「機械製図の基礎」 20名

 【研修Ｂ】「実用機械製図」 20名

【木曜日】

17:00～20:00

【土曜日】

9:00～16:00

全国中小企業団体中央会「ものづくり分野の人材育成・確保事業」

ものづくりのための

受　 講　 申　 込　 書

■ 受講講座（希望研修講座に○を付けてください。）

希望講座 研　　修　　講　　座　　名 研 修 日・時 間

『 機械製図の基礎 』・『 実用機械製図 』




