
授業の特徴
1）クルマづくりに必要な幅広い知識と 基礎技術・技能の修得

2）実践的な課題解決力の修得

3）豊かな人間性とチームワーク力の醸成

照査課題

企業内短大の特長を活かし、クルマづくりを経験している社員による 『活きた』講義を受講できます。
　ⅰ　「できるまでやりきる心構え」で、徹底した基礎訓練を繰り返し行います
　ⅱ　理論と実践を組合せ、「知って、できる」授業を行います
　ⅲ　マツダの最新のクルマづくりに必要な技術・技能をタイムリーに学びます

『目的思考と全体最適』で考え、『理想を追求し続け』、目的を達成させる課題解決ができる力を修得します。
　ⅰ　課題解決の進め方やツールを学び、さまざまな合宿や企画の中で実践します
　ⅱ　マツダのモノづくりプロセスに準じて、モノづくりの実践課題に取り組みます

MAZDA WAYの 7つの考え方に基づき、豊かな人間性とチームワーク力で、ものづくりをリードできる実践力を修得します。
　ⅰ　豊かな人間性　　～　とことん誠実、飽くなき挑戦
　　　社会人・企業人としての基礎を学び、チームワーク活動の中で実践します
　ⅱ　チームワーク力　～　目的思考と全体最適の観点で、チームの力を最大化
　　　異業種、異文化交流、地域貢献を通じて、多様な方々との協働活動を実践します

企業訪問研修
チームワーク研修Ⅱ
課題研究

電気工学実験、リレーシーケンス制御、情報処理

TOEICⅡ、一般教養Ⅱ 体育Ⅱ

体育Ⅱ

機械加工学、測定法、改善の進め方、品質管理、
安全衛生工学、安全衛生作業法
数学Ⅰ、一般教養Ⅰ、ビジネス文書、
TOEICⅠ

修了課題
マツダのものづくりの考え方を学び、仮想の会社を設立し、商
品の企画～量産までを習得した技術・技能を活用して、モノ
づくり実践力を身につける

カリキュラム

メカトロニクス実習

秋季合宿
問題を『見つける眼』、『解決する力』を養う

社会貢献活動（地域の祭り） 四校交流会（他企業との交流）

創業者研究
創業者の考え方や行動から
MAZDA WAYの心や自らの
行動を考える

マツダの
モノづくり 事業展開 商品戦略 生産プロセス設計

学年 学　　科 実　　習 企業人教育
（研修）

ものづくりⅡ、修了課題製作、技能照査

ものづくりⅠ、進級照査

2
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能

1
年  
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礎
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能

制御工学概論、数値制御、
シーケンス制御

CAD／CAM、機械設計製図、
材料加工（樹脂成形、表面処理）
TPM、自動車工学 TPM実習

機械工学実験

工場実習

電子工学実験、NC加工、制御工学、
シーケンス制御、ロボット、
自動化システム、
メカトロニクス設計制作

工場見学
企業訪問研修
秋季合宿
夏季合宿
安全研修
チームワーク研修Ⅰ

電気工学概論、情報工学概論

基礎工学実験、機械加工、塑性加工、
測定、旋盤、フライス盤、溶接、
手仕上げ、油圧空圧、油圧空圧制御

図学、基礎製図、材料力学、機械力学、
工業力学、金属材料、非金属材料、
材料加工（素材、車体）、機構学

進級

理解取り込み

【仕事紹介】技能系（マツダ工業技術短期大学校）
JOB INTRODUCTION

マツダ工業技術短期大学校（マツダ短大）は、革新し続ける自動車
産業において、お客様志向のクルマづくりに貢献できる人材の育成
を目的として、1988年にマツダ（株）が設立、運営している2年制の
企業内短大です。
厚生労働省の職業能力開発促進法に基づき、職業訓練短期大学校
として認定を受けています。

マツダ短大では、実務経験豊富な講師陣が、充実した教材や設備を
使って、将来のものづくり領域の中核にふさわしい、技術・技能訓練
や企業人教育を行います。
入校者は、マツダ（株）の正社員として給与を得ながら、2年間の基礎
教育と訓練を受けます。

教育目的： Mazda Wayの考え方に沿った行動で、ものづくり領域の中核として、世界で活躍できる人材を育成します。

育成目標： ①クルマづくりに必要な技術・技能
　お客様志向のものづくりに貢献できる『幅広い知識』と『基礎的な技術・技能』を修得させます。
②実践的な課題解決力
　目的思考で目標と達成プロセスを明確にして、課題解決できる力を修得させます。
③豊かな人間性とチームワーク力
企業人としての自覚と責任感を持ち、より高い目標に挑戦する気力に溢れる誠実さと、積極的かつ前向きに、自ら考え行動し、意
欲的にチームへ貢献する力を修得させます。

卒業後は、マツダのものづくりに関連する部門に配属します。

新卒者と選抜者（社内やグループ企業などで、2年以上の実務経験後、選抜試験に合格した者）で構成されており、新卒者と選抜者の割合は、お
よそ3：2です。（50名/学年）
実務経験のある先輩と新卒者が同じ立場で学ぶことで、お互いに影響を与え合いながら切磋琢磨し、共に育つことを狙っています。

授業時間は、約3900時間で、4年制大学に匹敵する時間を2年間で
行います。
実習・学科科目では、クルマづくりに必要な全領域の基礎技術・技能
について、原理原則に基づき、幅広く体系的に理論を学び、繰り返し
実践するすることで、自分で「応用できる力」「課題解決できる力」を
修得します。
企業人教育では、ステークホルダーと積極的に交流するなどの「現
場と現物による活動」で、自分の知識を広げ、価値観を構築する中
で、「自ら考え行動できる力」「チームワーク力」「社会貢献の意識」を
修得します。
そして、節目ごとの定期試験や照査試験で習得度を確認し、目標レベ
ルへの達成につなげます。

教育目的と育成目標

卒業後の配属先

入校者の構成

授業について
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