
学年 区分・学科・実習 科 目 名 総時間 期 

４ 
実務実習 

評価実習 
故障原因探求 260 

前期 

後期 

使用教材 担当教員 

日本自動車整備振興会連合会 １級自動車整備士 

“エンジン電子制御装置＆シャシ電子制御装置＆” 

 

青木 浩志 

目 的 

 インターンシップ実習に備えての、基本作業･基本整備、安全作業･安全整備

を再確認させる 

 エンジン電気装置＆エンジン電子制御装置の基本点検、基本整備、保守管理、

故障診断の方法を知る（バッテリ、始動装置、充電装置、点火装置、燃料装

置） 

 日常点検＆１年定期点検整備の点検項目と点検方法、判定基準を及び整備の

方法を知る 

 一級自動車整備士・国家筆記試験問題を探求する 

(1).エンジン電子制御装置関係の過去国家筆記試験問題を解説し、問題分析

を行い、出題予想問題の作成を行う 

(2).シャシ電子制御装置関係の過去国家筆記試験問題を解説し、問題分析を

行い、出題予想問題の作成を行う 

 

内 容 

 

 詳細は教育計画および進行表のとおり。 

 

 

備考欄 

 

 成績は学則の採点基準に従い、優・良・可・不可の４段階にて評価する。 

（参考資料 「試験・成績」を参照）  

 



【Ｎｏ．1】

項　　　　目 内　　　　容 実施予定日 実施予定時間 実　施　日 実 施 時 間

※．導　　入

1．カリキュラム

　　 1).授業実施予定内容と授業目標

　　 2).学生、授業目標の設定

Ⅰ-(1)．導入実習 【8.0Ｈ】

１．基礎整備作業の実習計画と、 4.0h
　　その実施指導実習 4.0h

Ⅰ-(2)．指導実習

2．高度整備機器の取り扱いの
　　実習計画と、　その実施指導実習

Ⅱ．体験実習事前準備実習 【36.0Ｈ】

１．日常点検（自家用乗用自動車等） 4.0h

2．１年・定期点検整備 4.0h
　　（自家用乗用自動車等）

4.0h

3．各種・分解整備作業 4.0h

　1．各種エンジン・駆動ベルト　脱着 4.0h

　2．フロント・ディスク・ブレーキ　Ｏ／Ｈ 4.0h

　3．リヤ・ドラム・ブレーキ　Ｏ／Ｈ 4.0h

　4．ブレーキ・マスタシリンダ　Ｏ／Ｈ 4.0h

　5．フロント・サスペンション　脱着　分解 4.0h

　6．リヤ・サスペンション　脱着　分解

　7．フロント・ハブ＆ドライブ・シャフト　脱着

　8．ＦＦ車／トランスアクスル　脱着

　9．ＦＲ車／タイミング・ベルト　脱着

　10．体験実習事前説明（要項＆日誌）

☆．体験実習期間 【00.0Ｈ】

（5/10木～6/29金）

Ⅲ．エンジン電装故障原因探究 【56.0Ｈ】

１．バッテリ 〔8.0Ｈ〕

　1．バッテリの点検・整備に関する 4.0h
記録用紙作成

年 間 教 育 計 画　及び　進 行 表  　　　　　 ＜令和 ２年度 ・ 前期＞

第４学年　　区分 ； 実　習　 　科目 ； 故障原因探究 Ⅰ　 〔実施予定時間 ；120時間〕

担　当 ； 青木 浩志
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4.0h

　2．バッテリの点検・整備

　3．整備説明　／　整備アドバイス

２．始動装置 [12.0Ｈ〕

　1．始動装置の点検・整備に関する 4.0h
記録用紙作成

4.0h

　2．始動装置の点検・整備 4.0h

　3．整備説明　／　整備アドバイス

　4．始動装置に関する、故障探究

　5．始動装置に関する、故障探究

３．充電装置 [12.0Ｈ〕

　1．充電装置の点検・整備に関する 4.0h
記録用紙作成

4.0h

　2．充電装置の点検・整備 4.0h

　3．整備説明　／　整備アドバイス

　4．充充電装置に関する、故障探究

４．点火装置 [12.0Ｈ〕

　1．点火装置の点検・整備に関する 4.0h
記録用紙作成

4.0h

　2．点火装置の点検・整備 4.0h

　3．整備説明　／　整備アドバイス

　4．点火装置に関する、故障探究

５．燃料装置 [12.0Ｈ〕

　1．燃料装置の点検・整備に関する 4.0h
記録用紙作成

4.0h

　2．燃料装置の点検・整備 4.0h

　3．整備説明　／　整備アドバイス

　4．燃料装置に関する、故障探究

Ⅳ．日常点検 及び 定期点検整備 【20.0Ｈ】

１．日常点検（自家用乗用自動車等） 4.0h

　　の点検項目と点検の実施、及び 4.0h
　　点検内容の説明

4.0h

2．１年・定期点検整備（自家用乗用 4.0h

　　自動車等）　の実施と記録簿の 4.0h
　　作成、及び点検整備説明の実施

実施予定
合計時間

120.0時間



年間教育計画及び進行表　（令和2年度　前期）　　　　　　　　　 1/1

第４学年　　区分：実習　　科目：故障原因探求Ⅱ 担当： 天野玲雄

項目 内容 実施予定日予定時間(H) 実施日 実施時間(H)

導入 実習導入 0.5

オートマチック・トランスミッションに関する故障診断

症状の確認と原因の推測・基本点検の実施 1.5

ＡＴＦレベルの異常と異音との関係を推測 1.0

異音と走行不能症状との関係を推測 1.0

推測に基づき，ライン・プレッシャを測定 2.0

ATFレベルとライン圧低下との関係を推測 1.0

ＡＴＦストレーナの取り外し・清掃・取り付け 2.0

ＡＴＦレベル，ライン・プレッシャの再点検 1.0

故障診断のすすめ方についてのレポート課題

不具合設定車両の定期点検整備

受付時の問診手順，確認事項などのまとめ 1.0

手順に基づくロールプレイングの実施 1.0

問題点の洗い出しと改善案の作成 1.0

手順に基づくロールプレイングの実施 1.0

不具合発見のための点検手順の作成

運転装置・各種操作装置・乗車装置など 1.0

作業の実施と検証・改善 1.0

原動機本体・潤滑装置・冷却装置など 1.0

作業の実施と検証・改善 1.0

走行装置・制動装置・懸架装置など 1.0

作業の実施と検証・改善 1.0

計 20.0 0.0



【Ｎｏ．1】

項　　　　目 内　　　　容 実施予定日 実施予定時間 実　施　日 実 施 時 間

Ⅰ．導　　入

1．カリキュラム

　1）．授業実施予定内容と授業目標

　2）．学生、授業目標の設定

【60.0H】 【60.0H】

6.0h
6.0h

6.0h
6.0h

6.0h
6.0h

6.0h
6.0h

6.0h
6.0h

【60.0H】

6.0h
6.0h

4.0h
6.0h

6.0h
4.0h

　Ⅰ. 電子制御式ｵｰ
 ﾄﾏﾃｨｯｸ・ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ

　Ⅱ. 電動式ﾊﾟﾜｰ･
　　　　　　　　ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ

　Ⅲ. アンチロック･
 　 ブレーキ･システム

年 間 教 育 計 画　及び　進 行 表  　　　　　 ＜令和 ２年度 ・ 後期＞

　　第４学年　 区分 ； 実習   科目 ； 故障原因探究　　　〔実施予定時間 ；120時間〕

担　当 ； 

②.一級（小型）自動車整備士
　　登録（筆記）試験問題を分析

③.一級（小型）自動車整備士
　　登録（筆記）試験問題を探究

②.一級自動車整備士　シャシ電子制御装置

①.一級自動車整備士　エンジン電子制御装置

Ⅱ.一級（小型）自動車整備士　登録（筆記）試験問題を探究

①.一級（小型）自動車整備士
　　登録（筆記）試験問題の解説

　　第１章. 電気回路

　　第３章. 高度故障

　　☆.故障診断技術

　1).試験問題の問題内容 と 問題難易度
　2).試験問題の出題箇所 ／ 出題部所
　3).試験問題の出題傾向

④.一級（小型）自動車整備士
　　登録（筆記）試験模擬問題の作成

⑤.平成30年度　一級（小型）自動車
　　整備士　登録（筆記）試験対策

①.一級（小型）自動車整備士
　　登録（筆記）試験問題の解説

②.一級（小型）自動車整備士
　　登録（筆記）試験問題を分析

③.一級（小型）自動車整備士
　　登録（筆記）試験問題を探究
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8.0h
6.0h

8.0h
6.0h

実施予定
合計時間

　1).試験問題の問題内容 と 問題難易度
　2).試験問題の出題箇所 ／ 出題部所
　3).試験問題の出題傾向

⑥.一級（小型）自動車整備士
　　登録（筆記）試験模擬問題の作成

⑦.平成30年度　一級（小型）自動車
　　整備士　登録（筆記）試験対策

　Ⅳ. オート･エア･
          コンディショナ

⑤.一級（小型）自動車整備士
　　登録（筆記）試験問題を探究

　　☆.故障診断技術

120.0時間

④.一級（小型）自動車整備士
　　登録（筆記）試験問題を探究


