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[ドアミラー分解作業の様子] 

[今回ベンチマークしたドアミラー] 

「ドアミラー」の仕組み「ドアミラー」の仕組み「ドアミラー」の仕組み「ドアミラー」の仕組みや，会社で働く大変さや，会社で働く大変さや，会社で働く大変さや，会社で働く大変さを学びましたを学びましたを学びましたを学びました    生産技術科１年 17101   
株式会社株式会社株式会社株式会社石﨑本店石﨑本店石﨑本店石﨑本店 平成30年２月19日（月）～２月23日（金）  ◆実習先インフォメーション 【所在地】 広島市安芸区矢野新町一丁目２番15号 【主な事業内容】 自動車用ドアミラーの製造・販売 自動車用ガラスの加工・販売 

 ◆主な実習内容 【１日目】 会社の概要説明及び社内工場，設備見学 車輌用ドアの分解及びドアミラーの取外し ドアミラーの作動音測定 【２日目】 ドアミラーのターンランプ（ウインカー） の光度測定 他社製品※ベンチマーク作業 【３日目】 自社製品，他社製品のパーツ比較 【４日目】   他社製品ベンチマーク作業 【５日目】   まとめ及び社内報告会 
 

 

  

◆インターンシップを終えて  インターンシップに参加した目的は，自分が社会人になる前に何が足りないか，会社で働くとはどういったことなのかを知ることです。 初めは緊張していて，分からないことを担当者や社員の方に質問できませんでした。これではいけないと思い，自分から積極的に，あいさつをしたり，疑問に思ったことは質問するよう心がけることで，コミュニケーションの必要性を感じることができました。 

今回のインターンシップでは，主に他社製ドアミラーを測定，分解をし，自社製ドアミラーとの性能を比較する作業をさせて頂きました。  分解時にどこのパーツをどのように取外していくかを計画して行わないと，分解しても何のパーツか分からなくなってしまうので，整理整頓の大切さを改めて感じました。  社内報告会をする５日目，17時までに報告会の資料を作成するよう指示を受け，なんとか時間内に作成することができました。報告時に担当者から，「１日で作成した割にはしっかりと資料ができていた」と言って頂けたので，一生懸命やればできるということを経験できました。  ◆今後へ向けて  今回のインターンシップで，会社で働くには，人とかかわる時のコミュニケーション能力，整理整頓，何事も一生懸命やりとげる力がとても大切だということを勉強させて頂きました。残りの学生生活では，その３つのことを心がけ，自己向上に努めていきたいと思います。 

[石﨑本店 広島本社] 

※ベンチマーク作業とは他社製品を測定，分解し， 自社製品の性能，品質等を比較すること。 
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私が身に付けるべきこと私が身に付けるべきこと私が身に付けるべきこと私が身に付けるべきこと    制御技術科１年 17201   
湧永製薬株式会社湧永製薬株式会社湧永製薬株式会社湧永製薬株式会社    広島事業所広島事業所広島事業所広島事業所 平成30年２月19日（月）～２月23日（金）  ◆実習先インフォメーション 【所在地】 広島県安芸高田市甲田町下甲立1624番地 【主な事業内容】 キヨーレオピン等の医薬品・健康食品の製造・研究・販売   ◆主な実習内容 【１日目】  作業服準備,部長挨拶,業務説明,安全教育,工場見学 【２日目】 容器包装についての説明，空調設備点検の見学，精製水についての説明，真空機の解体 【３日目】 物性評価の説明と試験,空調機点検の見学,真空機の組み立て 【４日目】 包装設計・評価の説明と試験,制御機器実習,電磁弁の交換 【５日目】 製品品質についての説明,品質リスクマネージメントについての説明,製造衛生管理についての説明,レーザー印字機実習   

        [実習中(試験)の写真]      

 ◆インターンシップを終えて   インターンシップに参加して様々な知識を得ることが出来ました。 製造技研課は工場の設備・保全だけではなく,工程の改善や固定資産管理,設計試験など幅広く仕事をされていて,その仕事内容などをインターンシップの期間中に教えていただきとても勉強になりました。 包装設計,物性評価,品質管理のやり方など学校の授業だけでは学べないようなことを学べました。これらのことは製造に携わっていくのに重要な知識なので今後の自分に活かしていきたいです。  ◆今後へ向けて 今回のインターシップを通じてするべきことがたくさんあると感じました。  工場見学で工作機械の制御盤とＰＬＣのプログラムを見せてもらったとき，今までに見たことがない命令があったので,ＰＬＣについてもっと勉強する必要があると思いました。  また,仕事の中では,様々な人と関わっていくので誰とでも円滑に人間関係を築けるようなコミュニケーション力を身に付けることが今の自分に必要だと感じました。  最後に,お世話になった皆さまには感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。  

        [実習中(講義)の写真] 
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社会に出る社会に出る社会に出る社会に出るためためためためにににに必要必要必要必要なことなことなことなことを学びました！を学びました！を学びました！を学びました！        生産技術科１年 17102   
平賀金属工業株式会社 平成30年２月19日（月）～２月23日（金）  ◆実習先インフォメーション 【所在地】  本 社：広島市中区舟入川口町５-10 実習先：安芸高田市吉田町吉田1489-29 【主な事業内容】 銅合金鋳物製造，機械加工・組立，アルミニウム鋳物製造 

   ◆主な実習内容 【１日目】 鋳造工程の概要説明，安全作業教育，鋳造作業全体の見学，木型の作製 【２日目】 木型の作製，型込めの見学・作業 【３日目】 塗型の見学・作業，注湯作業見学，解枠作業 【４日目】 機械加工(小型機械)の概要説明，バリ取作業 【５日目】 機械加工(大型機械)の概要説明，不良箇所のある部品の修復作業，タッピングペーストを塗る作業          [注湯作業の様子] 

◆インターンシップの目的 私は今までアルバイトの経験がなく，働くということはどの様なものなのかということを深く知るために参加しました。  ◆インターンシップを終えて  私はこの５日間でとても貴重な体験をさせていただきました。鋳造作業の見学や体験を３日間，機械加工の見学や体験を２日間させていただきました。鋳造工程では，自分で木型の作製をし完成までの工程を順を追って体験させていただきました。各作業を行っていると，ミスをしたり作業にムラがあったりし，迷惑をかけてしまうこともありました。しかし会社の方々は，とても親切により効率的でミスの少なくできるように指導をして下さいました。鋳造作業をしていく上では丁寧な作業も大事ですが，素早く行わないと鋳物の品質が変わり使えなくなってしまうので，そのバランスを考えながら作業を行わなければならないという事を学びました。 機械加工では，一人でそれぞれの機械を操作しています。各々が任された仕事をどのくらいの時間で終わらせることができるのかということを報告する為に，作業時間を逆算できるようになる判断力が大切なのだと学びました。  ◆今後へ向けて   今回のインターンシップで，私は働く上ではただ丁寧にすれば良いというわけではなく，あまり時間をかけてはならない時には，きちんと優先順序を考慮しながら作業を行う必要があることを学びました。自分の受け持った仕事は自分である程度，作業にかかる時間を逆算し把握しておく必要があるので，そのようなことを意識しながらこれからの就職活動に活かしていきたいです。    最後に，大変お忙しい中，貴重な経験をさせて下さいました平賀金属工業株式会社の皆様，本当にありがとうございました。  

[ 実習先の外観 ] 
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[理化学検査 ] [ 微生物検査 ] 

[ 異物混入防止 ] 

見えない優しさとこだわり！！見えない優しさとこだわり！！見えない優しさとこだわり！！見えない優しさとこだわり！！    制御技術科2年  17202  
オタフクソース株式会社オタフクソース株式会社オタフクソース株式会社オタフクソース株式会社 平成30年２月19日（月）～２月21日（金）  ◆実習先インフォメーション 【所在地】 広島市西区商工センター7丁目4－27 【主な事業内容】 ソース・酢・たれ・その他調味料開発 製造・販売             ◆主な実習内容 【１日目】  会社説明，計量，調味料の運搬  かごの清掃，安全衛生 【２日目】  ライン課での研修，工場案内，シートの補助  パッケージの確認 【３日目】 品質管理課での研修，理化学検査 微生物検査，官能検査                   

◆インターンシップを終えて   インターンシップに参加した目的は，これから社会人になるためにどんな事をしていけばいいのか，また社会人になるための知識やマナーを身に着けることです。   実習先で私が一番驚いたことがあります。それは，職場が賑やかで雰囲気がとても良く感じ，こんな職場で働けたら楽しいと思いました。   オタフクソース様では，ワークライフバランスといって有給休暇の取得促進や残業時間の削減といった取り組みをされておられます。働き続けたいと思われる会社を目指すという目標が徹底されているのでそれが職場の雰囲気の中にオタフクソース様の優しさが津々と出ていると思い
ました。私も実際に行ってみて肌でその優しさと温もりを感じることができました。 またオタフクソース様ではお客様と二人三脚でお客様の困ったを解決します。例えば，アレルギーがある人でもおいしく食べられるようにとアレルギー成分を調べ，ソースと調合する際にアレルギーのあるものが入れないようにする機械があったりとお客様への優しさとお客様の満足度と信頼についてのこだわりが一番強いと私は思いました。   こだわりの味を維持していくのに，こう  こういった心配りが必要だと改めて実感しました。   最後に，私に足りないものがありました。それは挨拶とメモでした。特にメモはとても大切であると社会人になる上で重要な  スキルだと教えていただき，日頃の生活   に取り入れていきたいと思いました。             お世話になった皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。  

[ 本社工場 ] 
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[ NC プログラム作成の様子 ] 

      [完成したタービン] 

ものづくりの厳しさと楽しさを学びました！ものづくりの厳しさと楽しさを学びました！ものづくりの厳しさと楽しさを学びました！ものづくりの厳しさと楽しさを学びました！        生産技術科１年 17103   
株式会社株式会社株式会社株式会社シンコーシンコーシンコーシンコー 平成30年2月19日（月）～2月23日（金）  ◆実習先インフォメーション 【所在地】 広島市南区大州5-7-21 【主な事業内容】 駆動用タービン，荷揚げ用ポンプ，陸用発電機タービンの生産，海外への販売，品質管理 

   ◆主な実習内容 【１日目】 工場見学及び生産技術部の概要説明，機械修理報告書のファイル整理， タービン部図番表の欠落箇所の修正 【２日目】 図番表修正，生産ラインの見学，NCプログラムの作成 【３日目】 CADによる図面の作成，NCプログラムの作成など 【４日目，５日目】 インフルエンザのため実習中止 

   

◆インターンシップを終えて  インターンシップに参加した目的は，自分が技術者になれるかどうかを見極めることと，今の自分には何が足りないのかを知ることでした。 実習先では，主にタービン部で実習を行いました。部署の方々は暖かく迎え入れてくださり，様々な作業を教えていただきました。 特に，NCプログラムを作成する作業は，普段学校で学んだ作業の応用だったので，今自分が持つ知識を活用して取り組みました。 また，社員の方々は業務中でも常に明るく，楽しく業務を進めておられました。 私は，“ただ働くだけが仕事ではなく，それぞれの部署間の連携があって，初めてものづくりができる。”ということを学びました。タービンには，多種多様なパーツが存在し，様々な部署で製造をしています。そのため，一つの部署の作業が滞ってしまうと，タービン全体の生産が遅れてしまいます。 ただ仕事ができるだけではなく，迅速に部署内で連携を取り合いながら仕事を進めていく能力が必要不可欠です。  
     私は仕事を共有し，協力することで，初めて技術者になれるのだということを学びました。  今の私に足りないものは， NCデータの知識でした。いざ業務を体験してみると，ヘリカル加工やボールサイクルなど，まだ知らないコードが工場で活用されていました。力不足を感じ日々精進するべきだと学びました。 最後に，大変お忙しい中，丁寧にご指導くださいました坪井課長様をはじめ，シンコーの皆さまありがとうございました。 

[会社の外観] 
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社会人になる上で自分に何が足りないかが確認できた社会人になる上で自分に何が足りないかが確認できた社会人になる上で自分に何が足りないかが確認できた社会人になる上で自分に何が足りないかが確認できた    制御技術科１年 172023   
広島アルミニウム工業株式会社広島アルミニウム工業株式会社広島アルミニウム工業株式会社広島アルミニウム工業株式会社 平成30年２月19日（月）～２月23日（金）  ◆実習先インフォメーション 【所在地】 本 社：広島市西区横川町３丁目６-３ 実習先：広島市安佐北区大林４丁目１-１ 【主な事業内容】 自動車用のアルミニウムの設計から販売 樹脂製部品の設計から販売  ◆主な実習内容 【１日目】 会社の紹介，導入教育 【２日目】 製品設計，製図法，CAD・CAE作業実習 【３日目】 八千代センターの見学 組織評価準備作業，介在物評価試験作業 

 [ 研磨作業 ] 【４日目】 ダイカスト鋳造法・砂型鋳造法について 新郷工場の見学（砂型鋳造法） 【５日目】 本地工場の見学（ダイカスト鋳造法） 安佐工場の見学（樹脂の製造方法） 

 [ 3DCAD 実習 ] 

◆インターンシップを終えて  今回のインターンシップで主に印象に残っていることは３つあります。１つは設計でのCAD作業でした。私はCADが得意ではなく，今回使用するCADも学校とは違うソフトでしたので，モデリングができるのか不安でした。しかし，担当の方が大変わかりやすく指導してくれたおかげでなんとかモデリングをすることができました。  上記のことから，今の自分がすべきことはCADに関する知識をつけること，操作を習得することはもちろんですが，学校で習っていることが仕事をする上で基本となっていることが分かったので，しっかりと学校で習っていることを習得し，仕事で活用できるようにしていくことだと認識しました。  ２つめは新入社員の安全教育についてです。八千代センターで実際に体験をさせて頂いたのですが，工場のどういったところが危険なのかを実際の機械を使って説明されているので，とてもわかりやすく初めて機械を見る人でも理解できるように工夫がされていたこと。また危険な場所には必ずセンサーの設置やカバーがされていたので，安全には特に注意をしていることがわかりました。  ３つ目は，当然のことなのですが働く時は社員の方一人ひとりが集中して作業を行っているが，休憩時間になるとしっかりと身体を休め，周りの同僚の人達とコミュニケーションをとっていて，働く時と休憩とのメリハリがしっかりできていると感じました。私は学校では授業時間と休憩時間の切り替えがうまくできず，授業の最初のほうでは休憩時間を引きずっている感じになっているなと改めて考えさせられ，これからはしっかりとメリハリをつけてやっていきたいと思います。 最後に,とても丁寧に設計や各種作業について教えていただき感謝しています。５日間という短い間でしたが,アルミや樹脂で製造される自動車部品の特徴などを知ることができたこと，また多くの貴重な体験ができたことは私にとってかけがえのないものになりました。学校に戻ってもこの体験を通じて感じたことを活かして頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。 
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働く時の大切なことを学びました！働く時の大切なことを学びました！働く時の大切なことを学びました！働く時の大切なことを学びました！        生産技術科１年 17104   
東洋省力株式会社東洋省力株式会社東洋省力株式会社東洋省力株式会社 平成30年２月19日（月）～２月23日（金）  ◆実習先インフォメーション 【所在地】 広島市佐伯区石内北5丁目4番22号 【主な事業内容】 ステンレス・アルミの精密板金・精密製缶加工 

   ◆主な実習内容 【１日目】 会社概要，服務規律，安全について，仕事の流れについての説明，キャリアビジョンの作成，ものつくり現場に求めるもの，リーダーの役割についての座学 【２日目】 材料，加工方法，図面についての説明，サイコロの展開方法の検討，CAD/CAMを使いデータ作成 【３日目】 レーザー加工の見学，バリ取り作業の体験，ベンダプレスの曲げ加工の見学 【４日目】 ベンタプレスの曲げ加工の体験，溶接の体験 【５日目】    溶接の体験，振り返り  ◆インターンシップの目的   今回のインターンシップの目的は，機械加工の現場に興味があり製造現場での空気を実際に感じること。また，仕事の流れを知ることで就職した際に仕事に早く慣れるよう経験を積むことです。    

◆インターンシップを終えて 今回の実習では担当の方や社員の方々に仕事をする時に重要となることを教えていただきました。  まず，どのような仕事をするときも人とのコミュニケーションは大切ということです。 同じ考えを持った人だけではなく違う考えを持った人とコミュニケーションを取ることで，違う意見をお互いに出し合い，1つの作業においても別のやり方を考えることができ，視野を広げることができるとわかりました。   また，作業をする前に確認することが大事ということも教えてもらいました。 作業をする前にどの部分を加工するのかなど簡単な確認をするだけで防ぐことのできるミスもあり，それを怠ってミスをすると，次の作業をする人に迷惑をかけるだけではなく，納期にも響くということで，ミスを防ぐために図面内に書くサインを使って確認作業をしていたことが印象に残りました。 

     [実習の完成品]   今回の体験を今後の生活に活かして積極的にコミュニケーションをとり，実習などで作業する際には必ず確認をとるようにして，今後の学校生活や就職し，仕事をする際に生かしていきたいです。 最後に大変お忙しい中，貴重な体験をさせていただき，様々なことを教えてくださった東洋省力株式会社の皆様ありがとうございました。 
 

[会社の外観] 
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[ 測定実習 ] 

[プログラム入力] 

工務課でしかできない仕事内容の貴重な体験工務課でしかできない仕事内容の貴重な体験工務課でしかできない仕事内容の貴重な体験工務課でしかできない仕事内容の貴重な体験        制御技術科１年 17204   
株式会社ミツトヨ株式会社ミツトヨ株式会社ミツトヨ株式会社ミツトヨ    広島事業所広島事業所広島事業所広島事業所    志和生産部志和生産部志和生産部志和生産部 平成30年２月19日（月）～２月23日（金）  ◆実習先インフォメーション 【所在地】 東広島市志和町志和東2805-1 【主な事業内容】 マイクロメータの生産，包装 完成品の検査など        ◆主な実習内容 【１日目】 工場説明，包装実習，環境教育 製品豆知識の座学，測定実習 【２日目】 包装実習，時間観測の準備，時間観測 【３日目】 前日の振り返り，会議参加， 時間観測（作業分解） 【４日目】 時間観測（データ入力），測定練習 工場見学 【５日目】 測定練習，工場見学，資料調達 

  

◆インターンシップを終えて  インターンシップに参加した目的は，加工の実習でよくミツトヨ様のマイクロメータやノギスなど，測定機器を使う機会が多く，興味を持ったのがきっかけです。  私が実習させていただいたことは，マイクロメータの正しい使い方，測定の仕方などの座学。そして，包装実習や工務課で実際に行っている時間観測という作業です。  はじめは慣れない環境で，包装実習の際に失敗してしまい迷惑を掛けてしまいました。 しかし，その失敗を次に活かすために職場づくりの改善，標準作業の大切さなど，失敗からも多くのことを学ぶことができました。 

   また，マイクロメータの正しい測定の方法や，零点合わせの方法を教わったので，加工や加工後などでマイクロメータを使う際に活かしていきたいです。 ◆最後に  今回のインターンシップでは，正しい測定方法，より良い環境づくりをするために，時間観測や標準作業を定めることなど，あまりに沢山あり書ききれないほどです。  最後に，志和生産部工務課の鈴木様をはじめ，貴重な体験をすえる機会を頂き，大変お世話になりました。 広島事業所の皆様にお礼申し上げます。 誠にありがとうございました。    

[ ミツトヨ 志和生産部 ] 
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[ ボール盤でのタップ作業 ] 
[ 完成した実習キット ] 

働くことの働くことの働くことの働くことのやりがいやりがいやりがいやりがいと厳しさを学びました！と厳しさを学びました！と厳しさを学びました！と厳しさを学びました！        生産技術科１年 17105   
西川ゴム工業株式会社西川ゴム工業株式会社西川ゴム工業株式会社西川ゴム工業株式会社 平成30年２月19日（月）～２月23日（金）  ◆実習先インフォメーション 【所在地】 広島市西区三篠町二丁目２番８号 【主な事業内容】 自動車シール材及び産業資材製品（住宅・土木関連製品等）の設計・開発・製造・販売 

   ◆主な実習内容 【１日目】午前：本社 午後：白木工場 午前：会社概要，本社見学 午後：安全教育，安全唱和，NRC の環境問題対策，５S，工程概要，工場見学 【２日目】白木工場 午前：ＱＣ７つ道具・ストーリーについて 午後：設備製作実習（土台，部品作成） 【３日目】白木工場 設備製作実習（穴あけ，タップ立て，部品の配置決め） 【４日目】白木工場 設備製作実習（電気配線実習，電気回路作成） 【５日目】白木工場 午前：設備製作実習（電気回路作成） 午後：報告資料作成，報告会 
    

◆インターンシップを終えて  インターンシップに参加した目的は，これから社会人になる中で知識を身につけることと，他社に真似されない製品を生み出す技術を学ぶ事でした。 実習先ではさまざまな方に出会い，とてもよくしていただきました。現場の業務もとても勉強になりました。特に，社員の皆さんが会社の一員とはどのようなものかをお話くださったことで「一人一人が自分の持ち場を持って自分で考えて行動する」ということを学びました。業務に就くことはそのプロになることで，自分の仕事に自信を持って作業に取り組む姿勢を見習いたいと思いました。 私が実習させていただいた生産技術部では，工場内で使用している機械を修理，改善する部署で，修理箇所の早期発見，部品の作成に対して無駄なく作業することを心がけており，今後の学校生活で活かせるものが沢山ありました。 

   今の私に足りないものは，電気配線に関する知識でした。図面を見ても分からない部分が数箇所あり，そこは以前授業で教わったころ，まだ教わってないところなど様々でしたが，明らかに勉強不足であり，今後はそこを重点的に勉強する必要があると感じました。 最後に，大変お忙しい中，丁寧にご指導くださいました西村様をはじめ，生産技術部の皆さま本当にありがとうございました。  

[ 西川ゴム工業株式会社 本社 ] 
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[ タービンへの配線作業 ] 

良い経験になりました良い経験になりました良い経験になりました良い経験になりました！！！！        制御技術科１年 17207   
株式会社株式会社株式会社株式会社シンコーシンコーシンコーシンコー 平成30年2月19日（月）～2月23日（金）  ◆実習先インフォメーション 【所在地】 広島市南区大洲5丁目7-21 【主な事業内容】 陸舶用ポンプ，蒸気タービン 各種省エネ自家発電プラントの設計・製作  

   ◆主な実習内容 【１日目】 企業の概要説明,安全教育,タービン工場見学及び概要説明，舶用電線製作の練習 【２日目】 電装部の業務内容説明，各種保護装置の説明，舶用電線製作の練習 【３日目】 現場作業の手伝い，延長コードの製作 【４日目】     工作機械の修理作業の手伝い，FRLユニット   の交換作業，機械保全2級の練習，在庫整理，   現場へ在庫品の配達 【５日目】     マシニングセンター修理の見学，ポンプ工場見学，機械保全2級練習の続き，舶用電線製作の続き，インターンシップ報告会 
    

◆インターンシップの目的と印象に残った事  今回のインターンシップに参加した目的は二つあります。一つ目は，自分が希望する職種の理解を深めること。もう一つは，働くとはどういう事なのかを，実習を通じて知ることです。  今回の実習で学んだことは多くありますが，その中で，特に印象に残った二つについて以下，述べます。 一つ目は，仕事に対する意気込みです。担当の方に，「仕事の”やりがい”」について質問してみたところ，「自分が手掛けた製品が世に出て社会の役に立つことは嬉しく，誇りに思う。」と答えていただきました。この話を聞いて，仕事に対するやりがいは，よりよい製品を造る原動力につながるものだと感じました。 二つ目は，安全についてです。実習を行った工場には，天井クレーンや空圧，電源などの危険源が多くあります。作業前に受けた安全教育で，「軽いケガでも業務に影響が出る」ということを教えていただきました。仕事上での，身近な危険に関する話は深く印象に残りました。 
 ◆インターンシップの結果 二つの目的に対する結果ですが，まず，職種理解については，非常に勉強になりました。実習で，電気やPLCを扱う，電装部という部署にお世話になりましたが，自分の希望している仕事内容を行っており，実習を通じて，電気関連の具体的な業務内容を，知ることができました。 次に，働くとはどういう事かについでですが，実習中，社員の方々から仕事をする目的や，仕事を通じて得たもの等々，非常に為になる話を聞かせていただきました。今回得た仕事に対する様々な考え方を参考にし，自分なりの「働くこと」に対する，より明確なイメージを考えていきたいと思います。 

[ ジョイントボックス内の配線 ] 

[ 舶用電線の製作練習 ] 
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[ 冶具の数々 ] 

[ 整理整頓された工具 ] 

今後学ぶべきことがわかりました！今後学ぶべきことがわかりました！今後学ぶべきことがわかりました！今後学ぶべきことがわかりました！    生産技術科１年 17107  
株式会社株式会社株式会社株式会社津田製作所津田製作所津田製作所津田製作所 平成30年２月16日（月）～２月20日（金）  ◆実習先インフォメーション 【所在地】 廿日市市木材港南９－６ 【主な事業内容】 輸送機器（自動車など）の試作品の加工              ◆主な実習内容 【１日目】 １週間のスケジュール説明・社内説明・注意事項，営業部の見学・質問 【２日目】 品質管理部の見学・実習 【３、４日目】    製造部の見学，梱包補助，３Ｓ活動の説明 【５日目】 総務部の見学，書類整理，意見交換  

   ◆インターンシップを終えて  私は自動車部品の製造に興味があったので，自動車部品を作っているこの会社をインターンシップ先として希望しました。 

  １日目に営業部を見学した際，製造する部品の図面を見せてもらいました。図面には寸法線やデータムが多く，指示の文章が英語で書かれているものもありました。工業用英語は普通に翻訳しても正しく訳されないなど苦労する所が多いと聞きました。その話を聞き私は、今一番必要な力は図面を読む力ということが分かりました。  ２日目に品質管理部でダイヤルゲージが先端についたハイトゲージやデジタルノギス，ねじプラグなどを使い、車の部品の測定実習をしました。初めて使う測定器の扱いに慣れていなかった為，きちんとした数値が時々出ませんでした。そこで測定器を正しく扱う力が必要だと感じました。  また，３S活動（清潔としつけは３Sを徹底していると自然と身につくので３S）について説明を受けました。写真の工具のように，整理と整頓をすると時間と労力の無駄が減り，仕事の効率アップにつながることが分かりました。 ５日間を通して，依頼を受けてから納品までの流れがスムーズなことも印象的でした。特に冶具の製作がとても早いと感じました。  依頼先の企業の方が見学に来る際は，製造した製品にシートをかけるなどして隠すそうです。この会社で扱っている製品はほとんど試作品であり，とても重要なものを作っているのだと改めて実感しました。  このインターンシップでは仕事をする上で一番大切なことは，納期と秘密を守るということが分かりました。  最後に，丁寧にご指導くださいました津田専務をはじめ，株式会社津田製作所の皆様，お忙しい中インターンシップを実施してくださり，ありがとうございました。 

[会社を外から見た写真] 
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働くことの厳しさを学びました！働くことの厳しさを学びました！働くことの厳しさを学びました！働くことの厳しさを学びました！        生産技術科１年 17108   
昭和金属工業株式会社昭和金属工業株式会社昭和金属工業株式会社昭和金属工業株式会社 平成30年２月19日（月）～２月23日（金） ◆昭和金属株式会社昭和金属株式会社昭和金属株式会社昭和金属株式会社 【所在地】 広島県・月見町３-15 【主な事業内容】 自動車内装部品製造 プレス機 アーク溶接など              写真１ 昭和金属工業株式会社 ◆主な実習内容主な実習内容主な実習内容主な実習内容 【１日目】 安全衛生教育 （仕事で起こるトラブルを防ぐための心得） プレス作業の説明  （各製品ごとの注意事項） 【２日目】 プレス作業実習 【３日目】 プレス作業実習 【４日目】 プレス作業実習 【５日目】  プレス作業実習           写真２ プレス機 

 

 

 

 

 

 

 

  写真３ 150ｔプレス機 ◆インターシップの目的インターシップの目的インターシップの目的インターシップの目的    ①就職活動するにあたって今の自分に何が足りないか，何を身に付けなければならないのかを知る。 ②働くということを，実際に業務体験して学び，会社での仕事の雰囲気を感じる。 ◆インターシップを終えてインターシップを終えてインターシップを終えてインターシップを終えて    【印象深かった事】 実習先で特に印象に残っていることは，２つあります。 １つ目は、流れ作業だからこその難しさを感じた事です。今回のインターシップで自分自身に足りないものは、集中力と丁寧さでした。実際に流れ作業をしていると,作業に慣れ製品が完全に金型にはまっていない状態でプレスをしてしまい，不良品を作ってしまいました。 ２つ目は、作業員一人一人が製品に対して手際よく丁寧に作っていたことです。実際に作業をしていて感じた雰囲気は，その日の製品の目標数が決められており製造部一丸となり黙々と作業していて,会社や工場は５Sが徹底されて，とても良い雰囲気の中作業させて頂きました。 ◆◆◆◆今後に向けて今後に向けて今後に向けて今後に向けて    今回のインターシップから自分に足りない集中力や丁寧さは，学校での授業で意識し身に着け、 今後の就職活動に生かしていきたいと思います。 最後に，何もかもが初めてだった自分に最初から最後まで丁寧にご指導下さいました総務部の東様はじめ製造部の皆様，貴重な体験をさせて頂き，本当にありがとうございました。 
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働くことで得られるものと働くことの厳しさ働くことで得られるものと働くことの厳しさ働くことで得られるものと働くことの厳しさ働くことで得られるものと働くことの厳しさ！！！！        生産技術科１年 17109   
広島アルミニウム広島アルミニウム広島アルミニウム広島アルミニウム工業株式会社工業株式会社工業株式会社工業株式会社 平成30年２月19日（月）～２月23日（金）  ◆実習先インフォメーション 【所在地】 本 社：広島市西区横川町3丁目6-3 実習先：広島市安佐北区大林4丁目1-1  【主な事業内容】 ・ダイカスト，砂型，金型，低圧の各製品の鋳造及び加工・販売            ・樹脂製品の成形及び加工並びに販売   ・調理器具製品の製造並びに販売   ・各種型具の設計製作並びに販売   ・アルミニウム製品の製造・販売  

 [ 安佐工場の写真 ]  ◆主な実習内容 【１日目】 広島アルミニウム工業の紹介 安全面や設計部の業務について 【２日目】 設計課の業務について，製図法について， ＣＡＤ説明・実習，ＣＡＥ説明 【３日目】 八千代センターにて新人社員育成の勉強， 技術開発室で新製品の開発，材料の分析調査 【４日目】 新郷工場見学，素材技術部の業務について，エンジンについて，ダイカスト・砂型鋳造法について  【５日目】 午前は本地工場で金型や機械加工を見学 午後は安佐工場で樹脂製品の加工を見学  

◆インターンシップを終えて  インターンシップに参加した目的は，広島アルミニウム工業を就職の第一候補として希望しているからです。なぜ第一候補として希望しているのかというと，先生の勧めもありましたが兄が広島アルミニウム工業で働いており，いろいろ話を聞き自分も働きたいと思ったからです。インターンシップに行き学校とは違うＣＡＤの操作で苦戦したり，工場見学では高速マシニングセンタや樹脂を製造する機械など学校では見られないものを見学することができ，とても有意義な時間となりました。成分調査や介在物評価などの技術を見学させてもらい，興味を持ったのですが，これが自分にはできるのだろうかと少し不安になりました。ですが，お話の中で広島アルミニウム工業には新人社員育成の八千代センターがあると聞き，そこで入社から各工場に配属されるまで学べるそうなので安心しました。 
  [ 成分解析調査の写真 ] 実習先では，広島県立技術短期大学校の卒業生や様々な方に出会うことができ，少ししか話すことができませんでしたが，仕事の話や会社の雰囲気を聞くことができ大変貴重な体験でした。 今の私に足りないものは機械に対する知識だと思っています。たくさんの機械を見たのですが見たことのない機械が多く，操作や技術を見学することができ，入社してから楽しみの半面まだまだ勉強が必要だなと改めて思いました。 さいごに，大変お忙しい中，丁寧にご指導くださいました武田様をはじめ，可部工場の皆さま本当にありがとうございました。 
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自分に足りないものを知ることができました自分に足りないものを知ることができました自分に足りないものを知ることができました自分に足りないものを知ることができました    生産技術科１年 17111  
株式会社株式会社株式会社株式会社やまびこやまびこやまびこやまびこ 平成30年２月19日（月）～２月23日（金）  ◆実習先インフォメーション 【所在地】 広島県山県郡北広島町新氏神35 【主な事業内容】 小型屋外作業機械等各種機械の製造,販売  

 広島事業所産業機械本部の写真  ◆主な実習内容 【１日目】  工場及び会社概要説明，計画・保全の説明 タッピングセンタ作業 【２日目】～【５日目】 NC旋盤作業 タッピングセンタ作業  

 タッピングセンタ作業の様子  

◆インターンシップを終えて  インターンシップに参加した目的は,実際に会社で作業をすることで会社の雰囲気や,働いている方の話を聞き,今の自分に足りないもの,必要なものを知ることです。 私はインターンシップ中,担当の方に材料が汚れてないか,道具はちゃんと揃っているか,加工した後の製品の検査など自分には確認が足りないことを指摘されました。確認を怠ると材料を無駄にしてしまう場合や最悪の場合, 自分が怪我をしてしまう可能性があるので改めて確認の重要性をこのインターンシップで学びました。 実際に現場で働いておられる方の話を聞き,自分のこれからの就職活動のとてもよい参考になりました。 

  加工した製品の検査の様子 このインターンシップでは初めてすること,初て聞くことなど企業の現場でしか気づくことのできない多くのこと知ることができました。 仕事に向けての意識の高さや社会人としてのふるまいなどたくさん学ばしてもらいました。 また様々なことを懇切丁寧に教えていただき大きな失敗をすることなく,無事にこのインターンシップを終えることができました。 自分のことをとても心配してくださり初めてのことで不安でしたが,皆様にたくさん声をかけてもらい一生懸命がんばることができました。教えてもらったことを胸に刻み,これからの生活を改めていこうと思います。  お世話になった皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。   


