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員寄稿 株式会社八幡自動車商会
代表取締役社長

池田　等

長挨拶 山形職業能力開発専門校
校長　大沼　勇

　４４名の新入生を迎え入れ、平成２５年度がスタートして３ヶ月余りが経過しました。１年生、２年生

ともに、概ね順調に学習・実習を積み重ねてきているものと思っております。

　時折、実習場に足を踏み入れますと、先生方の熱心な指導のもと、真剣に実習に取り組む生徒たちの姿

が見られます。自動車整備や住宅建築に携わるという明確な目標を持って本校に入校してきた生徒たちで

す。そうした気概が、実習に臨む姿に溢れています。生徒のモチベーションを維持しつつ、優秀な技能者

として活躍できる人材に育て上げ、社会に送り出してやることが本校の使命であります。今後とも、職員

一丸となって取り組んでまいる所存であります。

株式会社八幡自動車商会です、よろしくお願い申し上げます。

当社は車検のコバック・板金のモドーリー・軽未使用車専門店finoというお店

を展開しており、お客様のカーライフをトータルサポートする仕事をさせていた

だいております。自動車のことなら何でも当社に頼っていただけるよう、購入か

ら車検、修理と、幅広い内容で、お客様との末永いお付き合いをさせていただい

ております。

５０年前の創業当時は小さな会社でしたが、お客様のご声援・ご指示を賜りま

して、販売台数・車検台数ともに順調に増え続けて参りました。たった５人から

始まった当社も、いつの間にか総勢８４人。このような大ファミリーに成れまし

たのも、従業員１人１人が「地域の人を幸せにしたい」という思いを守り続けて

きた結果だと信じております。

また、当社の最大の売りは「人」です。スタッフ１人１人の笑顔、明るさ、こ

れが私たちの宝です。１人１人の個性が集結し、大きな力が生まれる。大きな事

を実行出来る。悩みは皆で相談し、解決し、喜びは皆で分かち合う。高い目標を

一致団結し、目標を実現していく力が私たちにはあります。たくさんある自動車

会社の中で当社を選んでくださり、足を運んで下さるお客様に感謝し、日々更な

る成長をしていきたいと思っております。
これから皆さんは夢を叶えるにあたり、数々の壁にぶつかることがあると思

います。ぜひ、それを困難ととらえず、壁の向こうにいる自分にワクワクして

乗り越えていければと思います。

　最近の経済雇用情勢について、国の分析などをみますと、景気は「緩やかに

持ち直し」ており、雇用情勢は「依然として厳しさが残るものの、このところ

改善の動きが見られる」とされておりますが、県内をみますと、まだ国の分析

のように改善されてきてはいないのが実情ではないかと思っております。こう

した中、今年３月の修了生の就職率は、自動車科、建設技術科ともに１００％

でありました。これもひとえに、協力会の会員の皆様のご支援があってこその

結果であります。これまでも、本校を巣立った数多くの修了生をしっかりと支

えていただいておりますこと、誠にありがたく感謝いたしております。今後と

も、ご支援をいただきますようお願いする次第であります。



　平成２５年度協力会役員会・総会は、５月１７日

に開催され、役員の選出、昨年度の事業報告及び

決算案、今年度の事業計画及び予算案についてご

審議いただき、次のとおり承認されました。

平 成 25 年 度 協 力 会

役 員 会 ・ 総 会 告の 報

事業区分 事業内容 時期 適　用

会 　議 総会
役員会

５月
２月

事業計画、予算等の審議、
運営等の協議

事　 業

広報

学校行事支援

技術研修

７月
３月

７月
１０月

適時

会報Ｎｏ．３２号の発行
会報Ｎｏ．３３号の発行

オープンキャンパスへの助成
専門校祭の作品製作等の助成

会員、指導員、校生の資質向上策
自動車科、建設技術科施設見学等の助成

褒　 賞 会長賞の表彰
会員の慶弔

３月
適時 修了式において各科１名に会長賞を授与

事務費 渉外
事務経費 随時 関係機関等への加入負担金、

通信費、会議用印刷費、その他の事務用品等

事業計画

協力会役員名簿

【会長】

鈴木　重行　　(一社)山形県自動車整備振興会　

【副会長】

鈴木　吉徳　　山形県自動車販売店協会　

畠山　重信　　山形建築組合

【幹事】

齋藤　和啓　　山形三菱自動車販売㈱

杉山　宏夫　　トヨタカローラ山形㈱

斎藤　正弘　　日産プリンス山形販売㈱

大江　義和　　山形ダイハツ販売㈱

木嶋　誠二　　山形日産自動車㈱

藤井　和男　　㈱ホンダカーズ山形

江目　一正　　山形県軽自動車協会

小野　和行　　小野建設㈱

市村　清勝　　㈱市村工務店

【監事】

柏倉　   隆　　㈱流通団地オリエントオートサービス

東海林　誠　　㈱東八

【顧問】

校長　　 大沼　勇　

会費 483,000 ４４企業・団体

繰越金 145,201 前年度よりの繰越

雑収入 799 受取利息

合計 629,000

会議費 諸会議費 33,000 総会、２回の役員会経費

報償費
会長賞費 28,000 会長賞

慶弔費 5,000

事業費

広報費 60,000 会報印刷代（Ｎｏ．３２,３３）

学校行事支援費 230,000 専門校祭等の経費助成、
オープンキャンパスの助成（保険代）

技術研修費 140,000 会員、指導員、校生の資質向上

事務費
渉外費 20,000 関係機関への加入負担金

事務費 40,000 通信費、事務費等

予備費 53,000

合計 629,000

収
　
入

支
　
出

協力会費予算

※平成２５年度新規加入７社

平成25年度入校生の状況

科　名 定　員
(人)

応募者数
(人)

応募倍率
(倍)

受験者数
(人)

合格者数
(人)

入校者数
(人)

備　考

自動車科 ２５ ３９ (２) １．５６ ３６ (１) ２５ (１) ２５ (１) ( )は女性で内数

建設技術科 ２０ ２２ (１３) １．１０ ２２ (１３) １９ (１３) １９ (１３) ( )は推薦で内数

【選考結果】

【出身地域・出身校別構成】

科名

出身地域別　(人) 出身校別　(人)

県内
県外 中卒者

高卒者 短大・
大卒者

その他
村山 最上 置賜 庄内 普通科 工業系 農業 商業系

自動車科 １７ ４ ２ ２ ０ ７ １５ １ １ ０ １

建設技術科 １２ １ ４ ２ ０ １ ７ ９ １ １ ０ ０



 

 入校時の緊張も解け、専門校生活にもすっかり慣れた様子です。今年度も男子の

中にクラスの花となる紅一点の女子がいます。実習では悪戦苦闘しながら作業をし

ているようです。 

 訓練は工作、溶接、測定作業と基本となる訓練を終え、やっと各自の工具で実習

車を使って、シャシ関係ではクラッチとエンジン分解組立てを行っております。ま

た、この間に行事である球技大会クラスの対抗戦では、1年生ながら良くがんばって

くれました。これを機にクラスの親睦も図れたと思います。（ご褒美に焼肉という声

が、んー。）この頑張りを学科にも期待しているのですが、両立できない状況に頭を

抱えています。がんばっているようですが。（焼肉は御預けだ）確かに教科の数が多

く、授業時間が長い。また、テストの回数が多いなど高校生活とは別世界、これも

整備士になるため、学ぶべきことはたくさんです。（勉強するのは、今でしょう。）

夢叶い、周りからも励まされて入校したわけですので、初心を忘れず 2 年間の専門

校生活を楽しく充実したものにして欲しいと思います。訓練生各自の車に対 

する想いをこの 2 年間に行動として示してほしいと思います。          

 今年の２年生は１７名と ２年目の船出となりました。 

 進級してまだ３ヶ月 ４月１８日の企業説明会を皮切りに、

本格的に就職活動が始 ピークを迎える採用試験の真っ只中と

いったところで、会社説明 気ぜわしい時期となっております。

 そんな中でも今年の 席がほとんど無く、その点に関しては

１年生の時から口うるさく かなと密かに喜んでおります。 

 しかし授業の方は、 ってきているせいか、集中力が続かな

かったり、テストでい 訓練生が多くなっているような気がし

ます。就職が決まり落 点数も上昇してきてくれることと期待

しています。 

 これから７月になると夏 すればこんなに長期の休みが続く

こともないでしょう 杯楽しんで欲しいと思います。そ

して元気を一杯蓄えて、２学期に行われる専門校祭、来年３月の資格取得へ向け

て充実した専門校生活を送っていってもらいたいと思います。 

担任：伊藤 篤 

いうことで、少数精鋭での

ですが、進級するとすぐの

まりました。現在は６月に

会や採用試験などなにかと

２年生は、遅刻、早退や欠

指導してきた効果があった

１年次より高度な内容とな

わゆる赤点をとってしまう

ち着いた暁には、テストの

休みがやってきます。就職

から、最後の夏休みを目一

担任：皆川征人 



 

担任：大嶋英利 

 担任：服部純一 
 ４月に建設技術科１９名の新入生を迎え入れてから早や 3 ヵ月。上級生となった建設 2 年生 10

名は先輩としての自覚を持って「学業」と「就職活動」に臨んでいかなければなりません。超多

忙な一年になるはずです。 

入校式終了後すぐに 2 年生は就職の履歴書用の顔写真を撮影しました。いよいよ就職活動のス

タートです。春休み中に記入してきた「進路調査書」を基に個人面談も行いました。そうした段

階を踏まえて、就職に対する希望を具体的に絞っていく事が大切になります。求人票の受理件数

も順調な滑り出しを見せていますので、家族ともに熟考を重ねて→企業見学→3 日間の現場体験実

習→応募書類作成→採用試験(面接や作文、時に一般常識・適性検査など)→内定！に到るまでの長い道の

りを辿っていってほしいと思います。 

 実習においては年度末からの継続作業である「寄棟小住宅」の造作作業からスタートし、室内

の窓・窓枠・幅木・階段などを納めて、石膏ボードで壁や天井を仕上げていきました。指導員も 3

人体制となって担当作業ごとに生徒の傍でサポートします。指導員の大声が飛びかいます。 

   そして次の課題に控えているのは訓練の集大成ともいえる 2 階建て住宅です。現在、部材

加工の真っ最中ですが、9 月末の完成に向けて期待に胸を膨らませながら毎日の作業に当

たってほしいと思います。専門校祭にてどうぞご覧ください！ 

 今年の１年生は、ほぼ定員に近い人数でスタートしました。半数の生徒が“建築を学ぶの

は初めて”という状況で、右往左往しながら３ヶ月が過ぎようとしています。クラスの印象

はとにかく熱心かつ賑やか。課題に対して真剣に向き合い、時には仲間同士で出来具合を比

べ、難しい内容では相談するなど、クラス全体で取組んでいる雰囲気です。 

 さて、授業では、基本的な継手・仕口の課題を通して、鋸やノミ、鉋などの手工具の使い

方や手入の仕方を学んでいます。初めはギクシャクしていた動きも、徐々に板についてきた

ようで、最近では出来栄えにこだわる気持ちも出てきました。当初から各課題の作業の速い

４～５人の生徒に授業の進捗を合わせ、遅れた分は休み時間だろうが放課後だろうが自分で

取り戻すように仕向けています。そのためか、朝は 7：30 から夕方は 18：30 まで、ほぼ毎日

誰かが実習場で作業をしており、多少大変かな？と思うことも懸命に乗り越えています。こ

ちらもその意気込みに負けまいと授業に臨んでいます。 

 今後は、継手・仕口の復習としての模型や各種小屋組みの小住宅等に取組み、使用工具も

手工具から電動工具へ徐々にシフトする予定です。10 月 20 日に行われる学校祭にて、実習の

過程がわかるようにそれまでに作った作品を展示しますので、是非ご覧になって下さい。 

 



4/18
実施

　協力会会員企業の強力な
バックアップで、本人の志望と
企業が求める人材を合致させ
ています。

企 業 説 明 会
　自動車科２年生を対象とした企業説明会が４月１８日に行われました。

　今年は各社様とも採用意欲が非常に高く、昨年を上回る１７社２５名の採用担

当者の方々にご参加頂き、非常に熱気溢れるものとなりました。

　会社の概要、仕事の内容などはもちろんですが、ポリシーや人材育成に対する

考え方など、説明される方々の熱意に引っ張られるように、説明を受ける方の訓

練生達も真剣な眼差しで熱心に聞き入っている様子が見られました。

　訓練生には、１年次の工場実習の段階から就職をしっかり考えるように指導を

行ってはいたのですが、あまり現実のものとして感じていない訓練生もいたよう

でした。しかし、今回の企業説明会を通して、就職ということを近い将来の自分

のこととして認識できたようで、訓練生の就職に対する姿勢が確実に変化したこ

とを感じています。

　今回御参加いただいた会員企業の皆様には、工場実習や企業説明会など色々と

お世話になっておりますことに感謝申し上げ、就職さらには就職後の育成等、今

後ともご支援ご指導の程宜しくお願い致します。

【指導員　皆川　征人】



ものづくり
　コンテスト

高校生

～木材加工部門～

6/15
実施

　　【結果】
　　１位　米沢工業高校（３年）　田中　凱　君・・・・・東北大会出場
　　２位　米沢工業高校（３年）　髙山　雄一郎　君
　　３位　神室産業高校（３年）　伊藤　春樹　君

5/24
実施球技

　  大会

　第９回目となる、県内の工業系に学ぶ高校生たちの「ものづくり

コンテスト山形県大会」が、今年も去る６月１５日(土)本校建設技

術科実習場を会場に、～木材加工部門～での、熱き戦いが繰り広げ

られました。

　県内６校の工業校建設系に学ぶ学校から今年は、５校各２名づつ

計１０名の選手がエントリーされ、２時間４５分の課題製作に、母

校の名誉と優秀者には東北大会の切符が得られるとあって、日頃の

練習の成果がどれだけ発揮できるかが鍵となる大会となりました。

　本校からも来賓として、新野副校長が選手にエールを送り、建設

技術科の先生方も審査員として大会に加わりました。

【主任専門指導員　大泉　昇】

「 白熱！ 球技大会 」 実行委員長：山﨑 大河(建設技術科２年)

　　上位入賞チームへの「景品」に釣られて、いやでもテンションが上がる球技大会(笑)が5月24日に開催されました。天候にも
　恵まれて熱戦を繰り広げるには絶好の舞台です。４月中旬から毎週、実行委員会を開いて準備を進めてきた甲斐がありました！
　　午前中はソフトボール。そして午後は体育館に場所を移し、バレーボールとバスケットボールの３種目を行いました。
　　今年の球技大会の特色を挙げてみると････。
　①職員チームを含めた史上最多の８チームがエントリー(ソフトボール)
　②大躍進が目立った自動車１年Ａチーム。
　③先輩としての貫禄を見せつけた建設科２年チーム。
　④チームの平均年齢は相当高そう(笑)だが、攻守ともに老獪な戦いぶりは今年も健在(笑)･･･ソフトボール３位入賞を果たした
　　職員チーム。

･･･これらの点が特に目立ちました。
　　出場チームの多さもあって当日は超過密なスケジュールです。対戦ルールや試合の進行時間が心配でしたが、順調に進んだ
　　ようで一安心しています。
  今年の対戦成績を発表します。 【ソフトボール】　　 １位：自動車１Ａ　２位：建設科１Ｂ　 ３位：職員チーム

【バレーボール】　　１位：自動車１Ａ　２位：建設科２年　３位：建設科１Ｂ
【バスケットボール】 １位：建設科２年 ２位：自動車１Ａ　 ３位：建設科１Ｂ 

 でした。球技大会は年１回といわず、もう一回やりたいなーと感じました！　　



行 事 予
定

　７月 ２０日　　　　

　　　 ２９日～３１日　 

　８月 ２０日　　　　 

　９月 　９日～ 　　   

 　　   １２日　　　　

　　    ２０日　　　　

１０月 １９日・２０日  

　　　 ２５日            

１１月 １１日～ 　　　

　　　 　上旬　　　　

　　　 　上旬　

　　　 ２８日・２９日　

１２月 　４日・　５日    

　１月 　下旬　　　　 

　２月　 ６日・　７日    

　３月　 ７日　　　　

　　　 １３日

　　　 ２３日　　　　 

オープン・キャンパス

工業高校生を対象にした技能検定三級実技講習：建設技術科

授業公開日

工場実習：自動車科２年生（５日間）

マイカー点検教室（１年生）

授業公開日

専門校祭：一般公開日２０日

平成２６年度生推薦選考試験：建設技術科

工場実習：自動車科１年生（５日間）

校外研修：建設技術科２年生（県外一泊二日）

校外研修：建設技術科１年生（近県日帰り）

校外研修：自動車科１･２年生（関東方面一泊二日）

平成２６年度生一般選考試験：自動車科・建設技術科

技能五輪山形地方大会：建設技術科２年生

技能照査（２年生）

レクレーション大会

修了式・修了祝賀会

自動車整備技能登録試験（二級整備士試験）：自動車科修了生

自動車科 建設技術科

募集定員 ２５名 ２０名

選考区分 一般選考 推薦選考 一般選考

募集人数 ２５名 募集定員の５割程度 募集定員の５割程度

募集期間 平成２５年１１月１１日(月)～２１日(木) 平成２５年１０月７日(月)～１７日(木) 平成２５年１１月１１日(月)～２１日(木)

選 考 日
【学力】平成２５年１２月４日(水)
【面接】平成２５年１２月４日(水)、５日(木)

平成２５年１０月２５日(金) 平成２５年１２月４日(水)

試験科目
国語（現代文のみ）
数学（数学Ⅰ及び数学A）
面接

作文・面接 国語・数学・面接

合格発表 平成２５年１２月１２日(木) 平成２５年１０月３１日(木) 平成２５年１２月１２日(木)

山形職業能力開発専門校協力会会報「News」第32号 　  編集・発行/山形職業能力開発専門校　
〒990-2473 山形市松栄2-2-1　　TEL (023)644-9227　FAX (023)644-6850

HP http://www.yamagatanoukai.jp/  携帯サイト http://yamagatanoukai.jp/infoQR.html

平成26年度募集要項

http://www.yamagatanoukai.jp/
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