
                                               

 

一般社団法人日本鋳造協会では、この秋に新カリキュラムによる鋳造入門講座を開催致します。講

義内容が刷新され演習を含む図面・データの読み方や鋳造分野の新技術の紹介などを加えて、より

具体的に日々の業務に活かせるカリキュラムになりました。新入社員から鋳造関連業務 3～4年程度

の若手社員を対象とした 36コマでの講座で、コースは鋳鉄コースとアルミニウム鋳物コースです。 

１.講座の進め方  

 月に一回、１日に３コマ、金・土の２日間でテキストとパワーポイントの資料を使用し東京の機

械振興会館の会場で講義を行います。新しく完成したテキストを基に予習、当日の PPT資料は印刷

配布して講義時間内に質疑応答時間も設けています。毎回の宿題は１週間以内に提出し採点した答

案は解説授業の際に資料とともに返却されます。 

２.開講期間  

２０２１年９月１７日(金)～２０２２年２月１９日（土） （講義１２日間、現地研修は実施しない）  

新型コロナ感染予防の徹底した対策により開講します。入室前の検温、マスク・手洗いの励行等にご協力下さい。

感染拡大予防の観点から、どうしても東京の会場にお越しになれない場合はZOOMによるオンライン受講もしていた 

だけるハイブリッド講座の形式を取り入れる予定です。尚、あくまで会場開催の講座なので質疑応答など一部受講

内容に制限のある場合があります。また講師の方も会場にお越しにならず WEBによるLIVE配信で講義することもあ 

る点ご承知下さい。 

３. 定員・受講料  

  ５０名（鋳鉄・アルミ併せて） 
   最少催行人数：45名程度 

  大幅な定員超過の際は受講いただけない、又は 

1社１名等の制限を設ける場合もあります 

４．申込期間と受講決定及び受講までの流れ  

 

 

  

  

 

 

 

 

５．修了認定  

 

 

 

６．お問い合わせ  

 

 

 

 

認定要件 ①出席率：  ２／３以上 （講義時間中は ZOOM画面で顔を見て出席を取ります） 

②課題評価： ６０点以上 （未達の場合は再提出して必ず基準点を取る事） 

テスト課題は欠席の場合もかならず提出して下さい。 

 

申込受付期間（消印有効） 

２０２１年５月１７日(月) ～ ６月３０日(水) 募集期間延長しました 
※本要項末尾の 申込書   に記入捺印のうえ、6.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にて選考し受講決定者には「受講決定通知」をお送りします。（7月下旬） 

③ オンライン講義に対応いただく場合を考慮して、事前にZOOMアプリを各々のＰＣにインストール（マニ

ュアル有）して受講環境を整備し開通確認作業にご協力下さい。詳細は受講決定の際ご案内します。 

④ 8月中に請求書をお送りするので開講日までに受講料を納入（指定銀行口座あて振込）して下さい。 

 

2021年度鋳造入門講座 募集要項 

会員価格：１６５，０００円   

    非会員価格：２７５，０００円          

消費税 10％を含む総額表示 

＊オンライン受講の方も受講料は同額となります。 

 

 

 

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 香  

〒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 
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日程 ： ２０２１年９月１７日（金）～２０２２年２月１９日（土）の１2日間    

※ 講義日程及び感染症状況によるWEB講義への切替等事前周知の上変更する場合があるのでご了承下さい。  

※ 毎月金曜日には課題の解説講義や班活動等を第４時限目（16：45～17：30）に行います。 

※ 番号に★のついているコマ№１０～１５，１９～２４，３４，３５の１４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） 

 

9月 17日 (金) 

 9：00～10：00 開講式・オリエンテーション  

1 10：00～11：50 金属材料とは 中江秀雄（早稲田大学名誉教授） 

2 12：45～14：35 鋳物とは 佐藤万企夫（元日産自動車） 

3 14：45～16：35 金属材料の中の鋳物 鈴木克美（ものつくり大学名誉教授） 

4 

9月 18日 (土) 

10：00～11：50 原価のしくみ 北澤幸廣（エフテックス） 

5 12：45～14：35 鋳造の工程 山田 聡（元ｱｲﾒﾀﾙﾃｸﾉﾛｼﾞｰ） 

6 14：45～16：35 鋳造法の種類 橋本邦弘（新東工業） 

7 

10月 15日  (金) 

10：00～11：50 世界、日本での鋳造品生産状況 石原安興（石原技術士事務所) 

8 12：45～14：35 生産システム 北澤幸廣 

9 14：45～16：35 身近な鋳物あれこれ 鈴木克美 

★10 

10月 16日 (土) 

10：00～11：50 鋳鉄鋳造の原理原則 鈴木克美 

★11 12：45～14：35 鋳鉄の種類と用途 米田博幸（元近畿大学） 

★12 14：45～16：35 溶解炉  米田博幸 

★13 

11月19日 (金) 

10：00～11：50 溶解作業 川畑恭朗（クボタ） 

★14 12：45～14：35 溶湯処理 尾鼻美規（ツチヨシ・マテック） 

★15 14：45～16：35 鋳鉄の製造技術 鈴木克美 

16 

11月 20日 (土) 

10：00～11：50 
鋳造の最新の進歩 

（３Dデータの活用） 
小岩井修二（コイワイ） 

17 12：45～14：35 
図面の書き方・読み方  

(含;演習) 
櫻井慎吾（田口型範） 

18 14：45～16：35 湯流れと押湯の原理原則 鈴木克美 

★19 

12月 17日 (金) 

10：00～11：50 主型（砂型）・塗型 佐藤和則（日本鋳造工学会） 

★20 12：45～14：35 中子 佐藤和則 

★21 14：45～16：35 検査 小西邦彦（小西技術士事務所） 

★22 

12月 18日 (土) 

10：00～11：50 鋳造方案 前田安郭（大同大学） 

★23 12：45～14：35 後処理 岡崎清治（伊藤鉄工） 

★24 14：45～16：35 鋳鉄の組織観察 五十嵐芳夫（元日立金属） 

25 
2022年 

1月 21日 
(金) 

10：00～11：50 労務管理 北澤幸廣 

26 12：45～14：35 安全・衛生、環境管理 釘宮浩己（日立金属) 

27 14：45～16：35 5S活動 中村友和（ＳＰＲ） 

28 

1月 22日 (土) 

10：00～11：50 改善活動 正久哲也（元日立金属） 

29 12：45～14：35 鋳造特別講演Ⅰ 招待講演者 

30 14：45～16：35 グループ討議 北澤幸廣 

31 

2月 18日 (金) 

10：00～11：50 設備管理 北澤幸廣 

32 12：45～14：35 品質管理 佐藤万企夫 

33 14：45～16：35 
問題解決のためのデータの採り

方・活かし方 
鈴木克美 

★34 

2月 19日 (土) 

09：00～10：50 鋳鉄鋳物の Q＆A 鈴木克美 

★35 11：00～12：50 
鋳鉄の新しい製品・製法・管理技

術の動向 
鈴木克美 

36 13：50～15：20 鋳造特別講演Ⅱ 招待講演者 

 15：30～16：30 修了式・オリエンテーション  

 

※ 昼休み・・11：50～12：45  ※ 初日・修了日は9：00～と開始時刻が1時間早まるのでご注意下さい。 

 

カリキュラム（鋳鉄コース） 
 



 

 

 

日程 ： ２０２１年９月１７日（金）～２０２２年２月１９日（土）の１2日間    

※ 講義日程及び感染症状況によるWEB講義への切替等事前周知の上変更する場合があるのでご了承下さい。  

※ 毎月金曜日には課題の解説講義や班活動等を第４時限目（16：45～17：30）に行います。 

※ 番号に★のついているコマ№１０～１５，１９～２４，３４，３５の１４コマはｱﾙﾐﾆｳﾑ鋳物コース専門講義です。 

 

コマ№  日 程  時 間  科 目・内 容 講師（予定） 

 

9月 17日 (金) 

 9：00～10：00 開講式・オリエンテーション  

1 10：00～11：50 金属材料とは 中江秀雄（早稲田大学名誉教授） 

2 12：45～14：35 鋳物とは 佐藤万企夫（元日産自動車） 

3 14：45～16：35 金属材料の中の鋳物 鈴木克美（ものつくり大学名誉教授） 

4 

9月 18日 (土) 

10：00～11：50 原価のしくみ 北澤幸廣（エフテックス） 

5 12：45～14：35 鋳造の工程 山田 聡（元ｱｲﾒﾀﾙﾃｸﾉﾛｼﾞｰ） 

6 14：45～16：35 鋳造法の種類 橋本邦弘（新東工業） 

7 

10月 15日  (金) 

10：00～11：50 世界、日本での鋳造品生産状況 石原安興（石原技術士事務所) 

8 12：45～14：35 生産システム 北澤幸廣 

9 14：45～16：35 身近な鋳物あれこれ 鈴木克美 

★10 

10月 16日 (土) 

10：00～11：50 アルミ合金鋳物の種類と用途 森田茂隆（森田技術士事務所） 

★11 12：45～14：35 砂型鋳造法 森田茂隆 

★12 14：45～16：35 金型・低圧鋳造法 森田茂隆 

★13 

11月19日 (金) 

10：00～11：50 鋳物合金の種類と特性 北岡山治（日軽エムシーアルミ） 

★14 12：45～14：35 アルミ鋳造の原理原則 北岡山治 

★15 14：45～16：35 アルミ合金鋳物の製造技術 北岡山治 

16 

11月 20日 (土) 

10：00～11：50 
鋳造の最新の進歩 

（３Dデータの活用） 
小岩井修二（コイワイ） 

17 12：45～14：35 
図面の書き方・読み方  

(含;演習) 
櫻井慎吾（田口型範） 

18 14：45～16：35 湯流れと押湯の原理原則 鈴木克美 

★19 

12月 17日 (金) 

10：00～11：50 溶解，溶湯処理 北岡山治 

★20 12：45～14：35 検査 森田茂隆 

★21 14：45～16：35 表面処理 平田政司（平田技術士事務所） 

★22 

12月 18日 (土) 

10：00～11：50 アルミ合金鋳物の熱処理 茂泉 健（いすゞ自動車） 

★23 12：45～14：35 後処理・後加工 金内良夫（日立金属） 

★24 14：45～16：35 欠陥の原因と対策 林 憲司（日産自動車） 

25 
2022年 

1月 21日 
(金) 

10：00～11：50 労務管理 北澤幸廣 

26 12：45～14：35 安全・衛生、環境管理 釘宮浩己（日立金属) 

27 14：45～16：35 5S活動 中村友和（ＳＰＲ） 

28 

1月 22日 (土) 

10：00～11：50 改善活動 正久哲也（元日立金属） 

29 12：45～14：35 鋳造特別講演Ⅰ 招待講演者 

30 14：45～16：35 グループ討議 北澤幸廣 

31 

2月 18日 (金) 

10：00～11：50 設備管理 北澤幸廣 

32 12：45～14：35 品質管理 佐藤万企夫 

33 14：45～16：35 
問題解決のためのデータの採り

方・活かし方 
鈴木克美 

★34 

2月 19日 (土) 

09：00～10：50 アルミ合金鋳物の Q＆A 森田茂隆・北岡山治 

★35 11：00～12：50 
アルミ合金鋳物の新しい製品・製

法・管理技術の動向 
森田茂隆 

36 13：50～15：20 鋳造特別講演Ⅱ 招待講演者 

 15：30～16：30 修了式・オリエンテーション  

※ 昼休み・・11：50～12：45  ※ 初日・修了日は9：00～と開始時刻が1時間早まるのでご注意下さい。 

 
 

カリキュラム（アルミニウム鋳物コース） 
 



 

 

 

●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 

    

  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜ 実施会場や実施形態等に関わる注意事項 ＞ 
・会場では着席位置等3密を避けソーシャルディスタンスを保ち、また休憩時間の定期的な換気や隣席との仕切り

板の設置など徹底した対策による運営を実施致します。 

・それに伴い入室前の体温測定とマスク着用、手洗いうがいの徹底にご協力下さい。基準を超えた体温の場合その

日の受講をお控えいただくこととなります。 

・講座期間中、協会主催の懇親会等は開催しません。受講生の方が交流の場を持つことを妨げませんが、充分に感

染症対策を心掛けクラスターを発生させないようご注意下さい。事前ワクチン接種もご検討下さい。 

・ 会場で実施予定の内容も事前周知の上ZOOMによるWEB講義に切替えることがあり、また講師の方が会場に

お越しにならず WEBによるLIVE配信で講義することもある点ご承知下さい。その場合講義順や日程の中での時間帯

の変更もあり得ます。また状況により最終的には日程を順延することも考えられますのでご承知下さい。 

・感染拡大予防の観点から、どうしても東京の会場にお越しになれない場合はZOOMによるオンライン受講もしてい

ただけるハイブリッド講座の形式を取り入れる予定です。尚、あくまで会場開催の講座なので質疑応答など一部受

講内容に制限のある場合があります。 
 

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 ２番出口より徒歩１０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 

 

 
 



2021 年   月   日 

一般社団法人日 本 鋳 造 協 会 行 

★. ２０２1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 
 

＊希望する受講方法に〇をつけて下さい。 会場     ・       ZOOM 

 

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 （                                ） 

  


