
                                               

 

 

 

 

一般社団法人日本鋳造協会（以下、当協会）では、2020年度も例年通り鋳造入門講座（１

３日間・３６コマの講義と現地研修）を開催致します。 

 新卒の新入社員から鋳造経験３年程度の若手社員の方を主な対象として開講して

いる講座で、コースは鋳鉄コースとアルミニウム鋳物コースです。 

会員企業の皆様には若手社員教育の一環として是非ともご利用頂きたくご案内申

し上げます。 

１.内容  

 主に若手社員用を対象とした３６コマの講義です。鋳造カレッジ等で実績のある先生、気鋭の経

営者の方などに講師をお願いしております。 

 

 

 

 

 

 

鋳造入門講座 於：機械振興会館 

・講義３６コマ・１２日間（２６コマ＝共通講義、１０コマ＝鋳鉄・アルミニウム鋳物各専門講義） 

・現地研修１日 

（2019年実績 ①日産自動車㈱ 栃木工場 （量産鋳物工場における鋳造工程自動化の実際） 

②㈱木村鋳造所 群馬工場・群馬 FM工場（鋳造工場における先端的５Ｓ活動の実際） 

（講義内容） 

① 鋳造基礎講座 …日本の工業・鋳造業に関わる歴史・経済に関する知識 

② 鋳造技術講座 …鋳鉄・アルミニウム鋳物の入門講座（原理・原則と基礎的な技術） 

③ 鋳造関連講座 …安全、品質、原価などの管理の初歩的な知識 

 

 

２.開講日  

２０２０年４月１０日～ １０月１７日 の６ヶ月間（講義１２日間＋現地研修１日） 

  

 

①  開 講 式 ：２０２０年 ４月１０日（金） 

②  講   義 ：２０２０年 ４月１０日（金）～ １０月１７日（土）（金土の2日間×6回＝12日） 

③  現地研修 ：２０２０年 ９月１８日（金）予定 

④  修 了 式 ：２０２０年１０月１７日（土） 

 

 
２０２０年度鋳造入門講座 募集要項 

 

 

「鋳造入門講座」 

・36コマ＝12日間 

・現地研修＝1日 

 



３.対象  

  

 

 

 

４．定員・受講料  ※鋳鉄コース・アルミニウム鋳物コース 合わせて４０名 

 

 

 

 

     

 

 

 

５．申込期間と受講決定までの流れ  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

６．修了認定  

 

 

 

 

 

 

 

７．お問い合わせ  

 

 

 

 

認定要件 ①出席率：  ２／３以上 

②課題評価： ６０点以上 （未達は再テスト） 

３８コマ（講義 36コマ＋現地研修 2コマ分）全てにテストやレポート  

の課題があり、欠席の場合も含めかならず提出して下さい。 

 

申込受付期間（消印有効） 

２０２０年１月６日（月）～ ２０２０年２月１０日（月） 
※本要項末尾の 申込書 一般用 または 新入社員用（採用前の社員さん用）  に記入捺印 

のうえ、7.の事務局までご郵送下さい。 

 

① 申込書受領後、担当者宛メールで受付を通知します。  

② 新人教育研修プログラム委員会（２月末）にて選考の上、受講者を決定します。 

  大幅な定員超過の際など、場合によっては受講いただけないこともあるのでご承知下さい。 

③ 遠隔地からの受講生には7月～9月のオリンピック開催期間近くの日程での宿泊施設の予約が確保され

ているかを確認させていただき、その上で申込受付とさせていただく場合がございます。 

④ 受講決定者には「受講決定通知」をお送りします。（３月中旬頃） 

⑤ ２０２０年４月１日付の請求書に沿って受講料を納入（指定銀行口座あて振込）して下さい。 

 

 
 ４０名 

定員超過の場合は 

1社１名等の制限を 

設ける場合あり 

新入社員から鋳造経験３年程度の若手社員 

（鋳造業、鋳造関連企業の技術・技能者、営業担当者など） 
 

 

会員価格：１６０，０００円    

非会員価格：２６０，０００円   

           別途消費税 10％がかかります。 

 

 

一般社団法人日本鋳造協会 新人教育研修プログラム 鋳造入門講座事務局 金井   

〒105-0011 東京都港区芝公園三丁目５番８号 機械振興会館５階５０１号室 

TEL：03-3432-2991   FAX：03-3433-7498   E-mail：kanai@foundry.jp 

 

mailto:kanai@foundry.jp


８.受講生＆企業担当者（2019年度）の感想   

  
① 受講生の感想 

 

＊ 今回参加させていただき他の企業の方と交流ができ仕事の話しだけでなくプライベートな交

流もできたことがとても良い経験になりました。普段行っている作業内容で何が目的でやって

いるのか解らなかった事が理解でき、講座を受ける前と比べ意識を高く持ってこれからの業務

に取り組んでいけると思います。今後も資料を見直しもっと勉強して将来的にはカレッジを受

けられるようこれからも努力していきたい。 

 

＊ この講座には鋳物の事だけでなく改善活動やＱＣツールの講義などもあり非常に参考になっ

た。自分の部署の問題点は誰か上層部の人が解決してくれるのではなく、まず自分にできるこ

とは何かないかなと考え、完ぺきにこなすのではなく少しずつ始めてみることが大事なのだと

気づかされた。半年間で得た人脈も活用して他社との交流も行い、日本全体の鋳造レベルを上

げ、他の国に負けないような技術力向上が出来ればと考えています。 

 

＊ 今回の講座を終了して思った事は自分の部署の事に正しい知識を持って向き合うことは大変

大事なことだが、会社全体はそれだけで動いているわけではなく他の部署の仕事もしっかりと

学ぶことが大切だということに気づいたことです。頂いた資料を見直しながら、次に入ってく

る人にきちんと作業の意味を説明できるように、又、他部署との連携を密にしてお互いに良い

製品を作るために技術力を向上していけるようもう一度勉強して理解を深めたいと思う。 

 

② 現地研修についての受講生の感想 

 

＊ 同業他社の工場見学をする機会がないため有意義な経験だった。初めて大規模な鋳造工場を見

学して、働きやすい職場環境を追求していくことが必須だということに気づかされ、このこと

を自分の会社に戻って活かしていきたいと思う。 

＊ 現状に満足することなく常に気づいたところを変えていく意識が非常に高い工場を２社見学

させていただいた。社員同士の距離が近く、仕事をしやすい環境で、一人一人が改善に取り組

む姿勢が会社の発展につながっている点を見習っていきたいと強く感じた。 

＊ 質疑応答の際、担当ごとにその内容にくわしい方が回答して下さった。少しでも現場に近い方

の話をきけて楽しく、分かりやすい共感しやすい話を伺えて良かった。 

 

③ 派遣元企業担当者の感想 

 

＊ 受講生に期待していた仕事に向き合う姿勢の変化が見受けられ狙い通りの効果が見受けられ 

感謝している。 

＊ 日に日に成長する姿を見ることができてとてもよかった。即成果があったとはいかないが、本 

人に積極性が出てきたことを実感している。 

＊ 優良工場の見学は大変貴重な機会で勉強になる。また講義以外にも普段は接点を持つことのな

い同じような業務に携わる同業他社の方との交流から大きな刺激を受けたようで、意識面の変

化が感じられ今後の成長が楽しみです。 

 

 



 

 

 

 

日程 ： ２０２０年４月１０日（金）～１０月１７日（土）１３日間   場所 ： 機械振興会館  

 

※ 講義日程・場所は変更する場合がありますが、ご了承ください。  

※ 毎回講義日ごとに課題の解説講義及びグループ討議等を第４時限目（16：40～17：30）に行います。 

※ コマ番号★１３～１８、★２２～★２４、★２８の１０コマは鋳鉄コース専門講義です。 

 

コマ№  日 程  時 間  科 目・内 容 講師（予定） 

 

4月 10日 (金) 

 9：00～10：00 開講式・オリエンテーション  

1 10：00～11：50 鋳物の歴史 佐藤万企夫（元日本鋳造工学会） 

2 12：40～14：30 日本の工業と工業用材料 櫻井大八郎（ものつくり大学） 

3 14：40～16：30 鋳造とは 鈴木克美（ものつくり大学） 

4 

4月 11日 (土) 

10：00～11：50 鋳物の用途 森田茂隆（元日立金属素材研究所） 

5 12：40～14：30 鋳造法の種類 森田茂隆（元日立金属素材研究所） 

6 14：40～16：30 生産システムの基礎 北澤幸廣（エフテックス） 

7 

5月 8日  (金) 

10：00～11：50 作業安全鉄鋳物の種類 釘宮浩己（日立金属) 

8 12：40～14：30 労働衛生・環境保全 釘宮浩己（日立金属) 

9 14：40～16：30 労働基準法と関連法規 北澤幸廣（エフテックス） 

10 

5月 9日 (土) 

10：00～11：50 原価のしくみ 北澤幸廣（エフテックス） 

11 12：40～14：30 金属加工法と日本の鋳物作り 森田茂隆（元日立金属素材研究所） 

12 14：40～16：30 日本の鋳物の現状 森田茂隆（元日立金属素材研究所） 

★13 

6月5日 (金) 

10：00～11：50 鋳造の原理原則 鈴木克美（ものつくり大学） 

★14 12：40～14：30 鉄鋳物の種類 森田茂隆（元日立金属素材研究所） 

★15 14：40～16：30 自硬性鋳物の工程 菅野利猛（木村鋳造所） 

★16 

6月 6日 (土) 

10：00～11：50 生型鋳物の工程 鈴木克美（ものつくり大学） 

★17 12：40～14：30 鋳鉄鋳物製品の事例 鈴木克美（ものつくり大学） 

★18 14：40～16：30 溶解法 鈴木克美（ものつくり大学） 

19 

7月 3日 (金) 

10：00～11：50 鋳型の種類 北澤幸廣（エフテックス） 

20 12：40～14：30 工業技術の基礎知識 鈴木昇（田口型範） 

21 14：40～16：30 模型の種類と作り方 鈴木昇（田口型範）） 

★22 

7月 4日 (土) 

10：00～11：50 溶湯処理 鈴木克美（ものつくり大学） 

★23 12：40～14：30 鋳鉄の熱処理 鈴木克美（ものつくり大学） 

★24 14：40～16：30 鋳鉄の生産技術 鈴木克美（ものつくり大学） 

25 

9月 17日 (木) 

10：00～11：50 中子 山口一男（神戸理化学工業） 

26 12：40～14：30 砂・造型法 橋本邦弘（新東工業） 

27 14：40～16：30 5S活動 中村友和（ＳＰＲ） 

 9月 18日 (金) 07:30-18:30 現地研修 （詳細は後述） 

★28 

9月 19日 (土) 

10：00～11：50 鋳造方案 張 博（張技術事務所） 

29 12：40～14：30 鋳造特別講演Ⅰ 招待講演者 

30 14：40～16：30 グループ討議;工場見学で学んだこと 北澤幸廣（エフテックス） 

31 

10月 16日 (金) 

10：00～11：50 後処理と検査 岡崎清治（伊藤鉄工） 

32 12：40～14：30 品質管理の基礎（1） 鈴木克美（ものつくり大学） 

33 14：40～16：30 品質管理の基礎（2） 鈴木克美（ものつくり大学） 

34 

10月 17日 (土) 

09：00～10：50 設備管理の基礎 北澤幸廣（エフテックス） 

35 11：00～12：50 改善活動と自己啓発 北澤幸廣（エフテックス） 

36 13：40～15：30 鋳造特別講演Ⅱ 招待講演者 

 15：40～16：30 修了式・オリエンテーション  

 

※ 昼休み・・11：50～12：40 

 

カリキュラム（鋳鉄コース） 
 



 

 

 

 

日程 ： ２０２０年４月１０日（金）～１０月１７日（土）１３日間   場所 ： 機械振興会館  

 

※ 講義日程・場所は変更する場合がありますが、ご了承ください。  

※ 毎回講義日ごとに課題の解説講義及びグループ討議等を第４時限目（16：40～17：30）に行います。 

※ コマ番号★１３～１８、★２２～★２４、★２８の１０コマはアルミニウムコース専門講義です。 

 

コマ№  日 程  時 間  科 目・内 容 講師（予定） 

 

4月 10日 (金) 

 9：00～10：00 開講式・オリエンテーション  

1 10：00～11：50 鋳物の歴史 佐藤万企夫（元日本鋳造工学会） 

2 12：40～14：30 日本の工業と工業用材料 櫻井大八郎（ものつくり大学） 

3 14：40～16：30 鋳造とは 鈴木克美（ものつくり大学） 

4 

4月 11日 (土) 

10：00～11：50 鋳物の用途 森田茂隆（元日立金属素材研究所） 

5 12：40～14：30 鋳造法の種類 森田茂隆（元日立金属素材研究所） 

6 14：40～16：30 生産システムの基礎 北澤幸廣（エフテックス） 

7 

5月 8日  (金) 

10：00～11：50 作業安全鉄鋳物の種類 釘宮浩己（日立金属) 

8 12：40～14：30 労働衛生・環境保全 釘宮浩己（日立金属) 

9 14：40～16：30 労働基準法と関連法規 北澤幸廣（エフテックス） 

10 

5月 9日 (土) 

10：00～11：50 原価のしくみ 北澤幸廣（エフテックス） 

11 12：40～14：30 金属加工法と日本の鋳物作り 森田茂隆（元日立金属素材研究所） 

12 14：40～16：30 日本の鋳物の現状 森田茂隆（元日立金属素材研究所） 

★13 

6月5日 (金) 

10：00～11：50 ｱﾙﾐﾆｳﾑ鋳物の種類 北岡山治（日軽エムシーアルミ） 

★14 12：40～14：30 ｱﾙﾐﾆｳﾑ鋳造の原理原則 北岡山治（日軽エムシーアルミ） 

★15 14：40～16：30 砂型鋳物の工程 森田茂隆（元日立金属素材研究所） 

★16 

6月 6日 (土) 

10：00～11：50 ｱﾙﾐﾆｳﾑ鋳物製品の事例 北岡山治（日軽エムシーアルミ） 

★17 12：40～14：30 溶解法・溶湯処理 北岡山治（日軽エムシーアルミ） 

★18 14：40～16：30 金型・低圧鋳造鋳物の工程 森田茂隆（元日立金属素材研究所） 

19 

7月 3日 (金) 

10：00～11：50 鋳型の種類 北澤幸廣（エフテックス） 

20 12：40～14：30 工業技術の基礎知識 鈴木昇（田口型範） 

21 14：40～16：30 模型の種類と作り方 鈴木昇（田口型範）） 

★22 

7月 4日 (土) 

10：00～11：50 鋳造方案 森田茂隆（元日立金属素材研究所） 

★23 12：40～14：30 ｱﾙﾐﾆｳﾑ鋳物の熱処理 森田茂隆（元日立金属素材研究所） 

★24 14：40～16：30 ｱﾙﾐﾆｳﾑ鋳物の生産技術 森田茂隆（元日立金属素材研究所） 

25 

9月 17日 (木) 

10：00～11：50 中子 山口一男（神戸理化学工業） 

26 12：40～14：30 砂・造型法 橋本邦弘（新東工業） 

27 14：40～16：30 5S活動 中村友和（ＳＰＲ） 

 9月 18日 (金) 07:30-18:30 現地研修 （詳細は後述） 

★28 

9月 19日 (土) 

10：00～11：50 表面処理 平田政司（元日立金属） 

29 12：40～14：30 鋳造特別講演Ⅰ 招待講演者 

30 14：40～16：30 グループ討議;工場見学で学んだこと 北澤幸廣（エフテックス） 

31 

10月 16日 (金) 

10：00～11：50 後処理と検査 岡崎清治（伊藤鉄工） 

32 12：40～14：30 品質管理の基礎（1） 鈴木克美（ものつくり大学） 

33 14：40～16：30 品質管理の基礎（2） 鈴木克美（ものつくり大学） 

34 

10月 17日 (土) 

09：00～10：50 設備管理の基礎 北澤幸廣（エフテックス） 

35 11：00～12：50 改善活動と自己啓発 北澤幸廣（エフテックス） 

36 13：40～15：30 鋳造特別講演Ⅱ 招待講演者 

 15：40～16：30 修了式・オリエンテーション  

 

※ 昼休み・・11：50～12：40 

 

カリキュラム（アルミニウム鋳物コース） 
 



 

 

 

 

開催日程： ２０２０年９月１８日（金） 

開催場所： ①日産自動車㈱ 栃木工場 栃木県河内郡上三川町大字上蒲生2500 

②㈱木村鋳造所 群馬工場 群馬県太田市大原町2092-5  

③㈱木村鋳造所 群馬ＦＭ工場 群馬県伊勢崎市国定町1-1-3 

 

 

 

 

 

 

●会場：機械振興会館 
 

〒１０５－００１１ 
東京都港区芝公園３－５－８ 
TEL ： ０３－３４３２－２９９１ 
FAX ： ０３－３４３３－７４９８ 

    

  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現地研修（訪問先は現時点での予定です） 
 

主たる講義開催場所 
 

 ●交通手段 

●ＪＲ 

・山手線・京浜東北線 浜松町駅 北口より徒歩２０分 

●地下鉄 

・日比谷線 神谷町駅 １番出口より徒歩８分 

・都営三田線 御成門駅 Ａ１出口より徒歩１０分 

・都営大江戸線 赤羽橋駅 赤羽橋口出口より徒歩１０分 

・都営浅草線 大門駅 Ａ６出口より徒歩１５分 

 

 
 



2020 年   月   日 

一般社団法人日本鋳造協会 行 

A. ２０２０年度 鋳造入門講座 

 申込書（一般社員用） 

受講コース １．鋳鉄コース     ２．アルミニウム鋳物コース 

受講者氏名
フ リ ガ ナ

 

 

 

生年月日 
昭和 

年    月    日 入社年数        年 
平成 

最終学歴            
鋳造関連の前

職がある場合 

前職 約    年 

（職務内容              ） 

所属部署  
具体的な職務

内容 
 

 

会 社 名  

所 在 地 〒     -        

Ｔ  Ｅ  Ｌ  

Ｆ  Ａ  Ｘ  

派遣元責任者 部署・役職氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿○印  

Ｅメール  

毎月の課題配信

等、連絡担当

者の方のお

名前と e-mail 

    部署 氏名       アドレス 

   

受講生に 

①期待する成果 

②派遣する動機 

①  

② 

人材開発支援助成金の利用予定に〇を付けて下さい      有   ・    無 

利用予定の助成金コース名 （                                ） 



2020 年   月   日 

一般社団法人 日本鋳造協会 行 
２０２０年度 鋳造入門講座 

 申込書（入社前の社員の方用） 

＊正式採用される前で社員の方のお名前・配属未定の場合はこの様式で受講予定人数を記入して下さい。 

＊新入社員の方を採用して配属先などが決定したら、A.申込書（一般社員用）の太枠内を記入して再度、事務局まで 

メール送信にてご連絡ください。 

受講コース 

（○で囲んで下さい） 
１． 鋳鉄コース      ２．アルミニウム鋳物コース 

会 社 名  

派遣元責任者 
部署・役職                         

氏 名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿○印  

所 在 地 
〒     －      

Ｔ  Ｅ  Ｌ  

Ｆ  Ａ  Ｘ  

Ｅ－ｍａｉｌ  

毎月の課題配信等 

連絡担当者の方の 

お名前とＥ－ｍａｉｌ 

    部署 氏名       アドレス 

   

受講人数 

（予定） 
               人 

入社日（予定） 2020 年       月       日 

受講生に 

① 期待する成果 

②  派遣する動機 

①  

②  

人材開発支援助成金の利用予定に〇を付けて下さい      有   ・    無 

利用予定の助成金コース名 （                                 ） 

  


