実践に強い、
整備士を育てる

国土交通大臣指定 ２級自動車整備士養成施設

一歩上のスペシャリストを目指して。
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メッセージ

これから入学するみなさんへ期待している方々がいます。

校 長 から

整備士に必要なものとは。

校長

花田 惇

日本の自動車産業は、世界にもっとも誇る産業

用化がされ、これからの整備士に必要なものは

のひとつであり、貿易黒字の半分以上を生み出

何かを聞きただしながら、本校も未来に向けて

しております。そんな状況下の自動車産業の中

進んでいかなければなりません。東北屈指の教

で、製造技術と並んで世界的に評価を得ている

育施設と機器・機械設備、これからを担う生徒

のが自動車整備技術なのです。しかし法定業務

たちに必要な未来教育。

と言われる車検業務がより簡素化していく中で、

今回、各機器・機械設備がどのような進化をし

自動車整備士も進化をしていかなくてはなりま

ていくのかも重要なカギであり、いち早く社会

せん。環境問題や安全性など自動車を取り巻く

進出するための大切なことだと自負しています。

状況が変化しつつある中で、自動車の各装置の

私たちはこれまでもこれからも、最高の設備と

電子制御化や個性化が進んでいます。ハイブ

最高の教員による、自動車整備士養成校日本一

リッドカ一、電気自動車、燃料電池車などの実

を目指します。

企 業から

仕事の苦労や努力が、
やりがいや充実に変わる 魔法の言葉
青森三菱自動車販売株式会社／青森スズキ自動車販売株式会社 代表取締役
お客様の満足度レベルが十人十色であるように、

佐々木 聡 さん

仕事を通じ、 魔法の言葉 となるでしょう。

学生が会社を選ぶ基準もまちまちです。そこで

入社１年生から、この 魔法の言葉 を聞けば

学生の皆さんに考えて欲しい事があります。そ

聞くほど仕事が楽しく、会社が楽しく思うは

れは、当社が目指すテーマ=【お客様から「あ

ずです。

りがとう！」と言われるいい仕事をする事】。

青森全県で三菱とスズキの二大メーカーの販売

お客様に良いサービスを提供できた時、お金を

権を持つ、当社グループならではの幅広い経験

頂いたお客様から「ありがとう！」と感謝され

を積んで、職場の仲間達とワクワクしながら、

ます。この一言は、仕事の苦労や努力が、やり

一緒に人生を楽しみしましょう。

がいや充実に変わる 魔法の言葉 です。
２級自動車整備士の資格を取得することによっ
て自分自身への自信に繋がります。その自信が

次の 100 年に向けて！未来の自動車整備士に！
株式会社青森ダイハツモータース 代表取締役社長
自動車整備士の一番大きなやりがいは、人々の移動
を『安心・安全・快適』に支えていることです。通
勤、買物、レジャー、通院などいろいろな目的で、多
くの人たちが車で移動します。その車の『安心・
安全・快適』を担っているのが自動車整備士です。
今、自動車業界では「100年に一度の大変革期」と
いわれる大きな変化の波が起きています。19世紀
に誕生して以来、人々の生活を支えてきた自動車
は、私たちの生活だけでなく物流や産業にも大き
な変革をもたらし、社会を発展させてきました。
そしてこれからは、AIをはじめ様々な電子機器を
活用して「電動化」や「自動運転」
、
「無線でつなが
る」等、新しい技術革新が進んでいきます。当然 、
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高橋 勉 さん

いままで以上の知識や技術を必要とするでしょう
が、働き方もスマートに変化していきこれからの
自動車整備士は、まさに最先端技術を扱う仕事に
なります。
しかし、自動車技術や環境が変わったとしても耐
久性や安全性、快適性の重要度は変わりません。
最先端の技術力で人々の『安心・安全・快適』を支
える自動車整備士の仕事。今まで以上に社会的ス
テータスも上がっていくでしょう。いやこれから
は、呼び方ももっとスマートで未来的な名前に代
わるかもしれません！これからの『安心・安全・
快適』な未来を支える！そんな若い人がたくさん
増えることを期待しています。

卒 業 生から

整備士としての目標

平成28年度卒業

青森三菱自動車販売株式会社

大野 真武 さん（青森山田高等学校出身）

高校、専攻科と自動車のことを学んできました。実際にお客様のお車を点検・整備をするとなると、とて
も緊張しますが、作業が終わると充実感に変わります。まだ整備士としての経験が少ないですが、職場の
先輩方に色々と指導をしてもらい、少しずつですが整備士として知識や技術が身についていると思います。
また先輩方の様に、お客様との対話でトラブルの原因などのポイントを聞き出せたり、整備の内容をくわ
しく説明したり、お客様に信頼される整備士になりたいと思います。お客様に『安心・安全』なお車を提
供できる様に頑張っていきます。専攻科の学生の皆さんも信頼される整備士を目指して頑張って下さい。

平成29年度卒業

女性だからこそ

青森トヨペット株式会社

毛内 未来 さん（五所川原農林高等学校出身）

卒業して実際に現場に立つと、不安や戸惑いでいっぱいでした。「女の人に任せて大丈夫？」とお客さま
も思うのではないか。そんな気持ちを和らげたのは、専攻科で学んだことでほかの新入社員より解るこ
と・出来ることに差が出たことで自分に自信が持てたことです。職場は、先輩方の優しく丁寧な指導もあ
り、楽しく仕事ができています。更なる自信ためにも「女性だから」ではなく、「女性だからこそ」でき
ることを見つけ、よりやりがいが持てるよう頑張っていきたいと思います。

スキルアップを目指して

平成30年度卒業

青森マツダ自動車株式会社

工藤 一義 さん（青森商業高等学校出身）

専攻科を卒業して、青森マツダ自動車株式会社に就職しました。実際にはわからない事が多く、ミスをし
ないようにと緊張していましたが、先輩方がとても優しく、わかりやすく教えてくれるので少しずつ落ち
着いて作業が出来るようになりました。専攻科で細かく自動車の事を学べたこと、２級自動車整備士資格
を取得できたことで、マツダ独自の資格制度・自動車検査員などの更なるスキルアップを目指すという目
標ができました。高校生の皆さん、まずは専攻科で、２級自動車整備士という目標を持ってみませんか。

女子募集

平成30年度卒業

ネッツトヨタ青森株式会社

成田 麗唯 さん（五所川原工業高等学校出身）

自動車の事は全く分からず、
「車が好き」というだけで入学しましたが、実習を中心とした授業で基礎から
学ぶことが出来ました。国家資格である２級自動車整備士も先生方の試験対策授業で無事合格出来ました。
実際、現場での仕事は、戸惑いや不安がありますが、女性整備士は、まだまだ少数なので「すごいね。」と
お客様から声を掛けられるとモチベーションが上がります。
『報告・連絡・相談・確認』を日々忘れずにこれ
からも整備士を頑張ります。同じ女性整備士の後輩ができることを楽しみにしています。女子集まれ〜！

在 校 生から

憧れの整備士

令和３年度入学

田村 拓暉さん（北斗高等学校出身）

中学生の頃、親の車がエンジントラブルで故障した時、整備士さんが来てくれて故障の原因を探している
姿を見て、すごく憧れました。その時に自分も車を修理してみたいと思いました。車を修理するには、整
備士の資格が必要だと知り、青森山田高等学校自動車専攻科に入学しました。整備士になる為の知識や技
術を学び、２級自動車整備士の資格を取り、あの日憧れた整備士さんになれるように頑張ります。
整備士に興味ある方は、是非、青森山田高等学校自動車専攻科に入学して整備士を目指しましょう。
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特長

業界との厚い信頼で抜群の就職率を達成しています。

100%
就職内定率

2021年度求人状況

666人 50社 39.2％
求人数

求人企業数

求人倍率

毎年 100％の就職内定率を達成
自動車産業における安全性、環境保護の面から自動車整備士の果たす役割は、ますます大きく
なっており、メカニックから顧客サービス部門まで、自動車整備士の仕事の幅もどんどん広がっ
ています。就職率もここ10年以上100％を達成しています。

employment ！

就職後、即戦力として活躍できる専門知識と技能を学んでいる本校の卒業生は、自動車メー
カーや自動車販売会社から、実践的なスペシャリストとして高い評価を得ています。多くは第
一志望の企業に採用され、個人重視の就職相談によって、自分にあった企業への就職を叶えて
います。

※昨年度本校にきた県内外の求人票を基に算出した数値です

青森のクルマたちを支える、優秀な人材を育てます。
本校は、２級自動車整備士一種養成指定校です。
そのため、卒業と同時に、実技試験免除で、2級自動車整備士（国家試験）の受験資格を得るこ
とが出来ます。これは現在の制度の中で、最も早く2級自動車整備士の取得が可能な道筋です。
また、在学中に他の資格を取得すれば、卒業後の就職の選択肢はさらに広がります。
2級自動車整備士資格を取得することで認証整備工場や指定整備工場での自動車の修理・定期点

s u p p o r t !

検・車検などの整備業務に従事できます。また、自動車の重要な部分の分解整備後の確認がで
きる「整備主任者」になることができます。「整備主任者」の実務を1年以上経験することによ
り、自動車の車検業務には欠かせない「自動車検査員」の受験資格が得られます。さらに経験
を積むことにより、自動車整備工場（認証及び指定整備工場）の開業も可能となります。

POINT１

２年間の一貫した
クラス担任制

実践に即した
カリキュラム

●生徒本人・保護者との密なコミュニ

●現場経験の豊富な教員が専門知識と

ケーションが可能
●能力や適性に応じたオリエンテー
ションや個別カウンセリングを実施
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POINT２

技術を指導
●2級自動車整備士の学科試験に向け
た強力なサポート体制

POINT３

キメ細やかな指導で
万全の就職試験対策
●早い時期からの求人票の開示
●一般常識やマナー対応の学習・模擬
面接の実施

スペシャリストになるための
基礎を身につける

実習中心のカリキュラムで
実践的に学ぶ

変化を続ける自動車企業が求める人材の教育を中

1年次…主に、自動車の構造や走行の仕組みなどの理
論と基礎的な技術を習得します。自動車の部品一つ一
つが高度な技術で造られていることを知り、
その役目
と構造を実習を通して理解していきます。これまで自
動車に触れたことが無い人でも自動車の仕組みが十分
に理解できるよう、基礎から丁寧に指導していきます。
2年次…1年次に修得した知識や技術を復習しながら
主に実習車を使用し、実践に即した、応用的な内容の
授業に移ります。自動車の構成部品の点検や調整と
いった応用技術を習得し、電装品の構造やエンジンの
仕組み等の学習にも取り組みます。

心に、本校独自の様々な実践的授業展開で、自動
車業界の即戦力となる自動車整備士のスペシャリ
ストになる為の基礎を身につけていきます。本校
では、2級自動車整備士の学科試験（実技試験は
免除）に向けて、強力な支援をしていきますの
で、工業系以外からの入学でも、充実した授業内
容とも相まってプ口の自動車整備士への道を確実
に歩むことができます。

現場で活躍してきた
経験豊富な教員が
専門知識や技術を指導

幅広い車種や教材に
より多くの時間触れる
使用している実習車は、ガソリン・エンジン車、
ジーゼル・エンジン車、トラック、ミニバン、軽
自動車、外車など幅広い車種を使用して実習を
行っています。使用するエンジン教材や部品単体
の教材は、国産全メーカーの教材がほぼ揃ってお
り、メーカ一問わず知識や技術を習得することが
できます。

自動車専攻科の教員は、実際に自動車整備の現場を
経験しています。大型自動車から軽自動車、大型特殊
自動車までの専門知識と技術。車検整備の完成検査
には欠かせない自動車検査員の資格を持った教員。
雪国という地域特有の故障など、現場で経験し、培っ
た幅広い技術や専門知識を実践に即した指導をする
ことができます。また、自動車専攻科で取得できる中
古自動車査定士、低圧電気取扱資格、危険物取扱者な
ど専門的な知識を指導することもできます。

青森トヨタ自動車（株）

（株）マツダアンフィニ青森

いすゞ自動車東北（株）

トヨタカローラ青森（株）

（株）青森ダイハツモータース

ＵＤトラックス（株）

青森トヨペット（株）

ネッツトヨタ青森（株）

ネッツトヨタみちのく（株）

（株）スズキ自販青森

青森スバル自動車（株）
ホンダ青森販売（株）

日産プリンス青森販売（株） （株）ホンダ四輪販売 北・東北
青森日産自動車（株）

青森三菱自動車販売（株）
青森マツダ自動車（株）

（株）ヤナセ

（株）モトレーン青森

ツカハラエンタープライズ（株）

青森三菱ふそう自動車販売（株）
青森日野自動車（株）

（株）エムエフノースジャパン
（株）サンライズモータース
森山ディーゼル（株）

（株）青森資源

青森県外

青森県内

主な就職先

ネッツトヨタ神奈川（株）

神奈川三菱ふそう自動車販売（株）
トヨタカローラ神奈川（株）
ヤマトオートワークス（株）

ケーユーホールディングス（株）
エム・エス・ケー農業機械（株）

（株）オートテクニックジャパン

陸上自衛隊

06

学科・実習

『2 級自動車整備士国家資格（ガソリン・ジーゼル）
』の取得を
第一目標に、一般常識を養う授業も展開しています。

カリキュラム

１日の流れ
単位数
学

教育科目

学
科
専門科目
小

年

合計

１年

２年

エンジン構造

3

―

3

シャシ構造

2

―

2

電装品構造

2

2

4

自動車力学・数学

―

1

1

自動車工学

2

―

2

エンジン整備

―

2

2

シャシ整備

―

2

2

電装品整備

―

2

2

整備機器

1

―

1

自動車法規・検査

―

2

2

計

10

11

21

19

19

38

19

19

38

1

―

1

1

―

1

30

30

60

HR

8：30

12：25

授業準備

昼休み

8：45

１時間目

13：10

学科

休憩10分

５･６時間目 実習

9：45

２時間目

15：00

学科

清掃

休憩10分

HR

10：45

３･４時間目 実習

工作作業
測定作業
実

エンジン

習

シャシ
電装
故障原因探求
自動車検査作業

小

計

教
養

学校設定科目

小

一般教養

計
合

計

一般教養
会社で役立つ電話対応、名刺交換といったビジ
ネスマナーの基本をはじめ、企業講話や一般常
識などの学習を通して、社会人としての幅広い
知識と教養を身につけます。

実習服
充実した機能を揃え、ステッチや配色
にもこだわったハイパフォーマンス・ツ
ナギ。肩・肘や膝に補強の為、綿を入
れた当て布を施し強度アップさせた、
プロフェッショナル仕様。

女子用
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男子用

女子用

男子用

実践に活かすための最新の設備を導入。
学ぶにふさわしい環境が整っています。

施設・設備

１｜ ヘッド・ライト・テスタ

６｜ インジェクション・ポンプ・テスタ

ヘッドライトの明るさ（光度）と照
らす方向（照射方向）を正確に測定
します。照射方向が上下左右にずれ
ていれば、調整して正しい方向に修
正します。２人１組で点検・調整し
ます。

ジーゼルエンジンのインジェクショ
ン・ポンプの点検調整をします。

２｜ ホイール・バランサー

７｜ タイヤ・チェンジャ

大型自動車用のタイヤ・ホイールのバ
ランスを点検する装置で、これは自動
車から取り外したタイヤ・ホイールを
点検する「オフ・ザ・カー・タイプ」と
呼ばれるものです。

タイヤをホイールに組み込んでいま
す（タイヤ組み替え作業）。タイ
ヤ・チェンジャを用いると、タイヤ
をホイールに効率よく組み付けられ
ます。

（オフ・ザ・カー・タイプ）

３｜ ホイール・バランサー

８｜ 故障診断器

（オン・ザ・カー・タイプ）
自動車に取り付けられたままでのタ
イヤ・ホイールを点検するホイール・バ
ランサで「オン・ザ・カー・タイプ」と
呼ばれるものです。

電子制御化が進んだ近年の自動車に
は必要不可欠である「外部診断器・
スキャンツール」で、自動車を制御
しているシステムをチェックします。

４｜ スーパー・シャシ・アナライザ

９｜ トルコン・チェンジャ

車検中です。この装置でスピード
メーターの誤差、ブレーキの性能を
測定します。
（［出力］も測定できます。）

AT車の汚れたフルードを新しいフ
ルードと交換します。フルードとは
AT（自動変速機）の内部で使用さ
れている作動油のことで、出力伝達
のなかだちをしたり、摩耗や焼き付
きを防ぐ役割を果たしています。

５｜ スタータ・オルタネータ・テスト・ベンチ
スタータ（エンジン始動用モータ）
とオルタネータ（発電機）の性能を
テストする装置です。エンジン本体
を分解・組み立て作業と並行して行
い、始動後の万全を期します。
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講習・研修
特別講習

学校の教育だけでなく、現場の 生きた知識 を
取り入れています。

メーカ一、ディーラーから講師を招いて最新技術の講習会、講演会を行っております。

秋のセミナー

マツダアンフィニ青森・マツダ自動車

低圧電気講習会

ネッツトヨタみちのく

クリーンディーゼルエンジン「 SKYAC T I V- D」の基本構造・特

座学で基礎知識を学び、実習では、プリウスPHVを使用し、

徴について学びました。

PHVの構成部品・充電体験・HV作業関連を学びました。

技術講習会

スズキ自販青森

増岡浩さん講演会・PHEＶ体験試乗会

三菱自動車

C S 講習・電子制御式燃料噴射について学びました。又、車両

パリ・ダカールラリー世界チャンピオンの増岡浩さんによる講演、傾斜

診断機を使用して、実車での診断やアクティブテスト等を行い

45度の体験試乗会が行われました。その他、アウトランダーPHEVの概

ました。

要、車両を使用した機能説明を受けた後、体験試乗も行いました。

エーミング講習会

青森ダイハツ

ＥＶ講習会・運転支援システム体感

日産プリンス

スマートアシスト基礎知識及び電子制御装置の整備「エーミン

ＥＶ車の概要について説明を受け、実車（リーフ）を使用して構

グ」についての説明を受けました。又、実車（タント）を使用し、

成部品の確認などを行いました。又、運転支援システム（プロパ

ターゲットを設置するための測定や調整を行いました。

イロットパーキング）の体感試乗を行いました。
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研修旅行

整備士としての知識を得るため生徒からアンケー卜を取り、イベントや工場見学などの
研修を行っています。

東京モーターショー

インターンシップ

生徒が希望する企業で、整備士としての就業体験を行っています。
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資格

２級自動車整備士資格はもちろん、
就職に有利といわれる様々な資格を取得することができます。

最短２年 ２級自動車整備士

AYAなら最短で！
高等学校卒業後、自動車整備工場で働きながら２級
自動車整備士資格を得る方法もありますが、最短で
も４年はかかります。本校に入学すると２年（卒業
時）で実技試験が免除されると共に２級自動車整備
士試験の受験資格が取得できます。

２級自動車整備士とは？
単独で分解整備作業 ができる！
自動車整備の業務で主力となる２級自動車整備士は、単独で分解整備作業
ができるレベルであり、３級自動車整備士は上位者の指示に従って、一般
的な整備業務ができるレベルを示します。
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その他の資格
本校は、２級自動車整備士を目指す単科校です。その他に就職に有利な各種資格（下記参照）も取得可能です。
これらの資格取得で、自動車業界や技術系の職種の就職に有利となり、ダブルライセンス、トリプルライセンス
が要求されるビジネス系の専門学校と比較しても、決してひけをとりません。

低圧電気取扱業務特別教育

ハイブリッド車講習

危険物取扱者免状（乙種第４類）

近年、需要が多くなってきたハイ

危険物の取り扱い業務やガソリン

ブリッド・カーや電気自動車は、従

スタンド開業に必要となる資格で

来の自動車よりも高い電圧の電気

す。ガソリンスタンドや石油工場、

を使用しています。その為、整備に

塗装工場などで、着火性・引火性

は感電の危険も伴う作業もあり、

の強い物質の取り扱い責任者にな

この資格が必要不可欠です。

ることができます。

中古自動車査定士

自由研削砥石の取替え等特別教育

中古自動車査定士とは、中古自動

研削砥石取扱い作業者は、使用前

車査定制度に基づいて、中古車の

の点検、また、研削砥石を安全に

査定を行う資格を持った人のこと

取り扱う知識や技術を身につける

をいいます。中古車の販売・買取り

ために必要不可欠な資格です。

などの業務を行うためには、この
資格は必要不可欠です。

溶接技能

有機溶剤作業主任者
金属加工の作業を行う分野では必

労働安全衛生法に定められた作業

須で需要が高く、板金や自動車の

主任者（国家資格）のひとつで、

整備などの仕事では、必ず必要と

有機溶剤作業主任者技能講習を修

なります。金属板を形成・成型する

了した者の中から事業者により選

鈑金や部品加工を行う際に欠かせ

任されます。

ない資格が溶接関連の資格です。

フォークリフト運転者

タイヤの空気充填作業者

フォークリフ卜運転技能講習、また

タイヤ空気充填作業特別教育を修

は、
フォークリフト運転特別教育を

了した者。自動車用タイヤ（二輪

修了した者。
（労働安全衛生法第61

自動車を除く）の組立てに係る業

条、第76条〈技能講習〉、第59 条

務のうち、空気圧縮機を用いてタ

〈特別教育〉に規定。）
フォークリフト

イヤに空気を充填する業務に必要

操縦者は必要不可欠な資格です。

不可欠な資格です。
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行事
START

April

5

May

6

7

June

BBQ親睦会

Q& A

Q
Ａ

Q
Ａ

13

高校は普通科なのですが、授業についていけますか？
入学者の３割以上が、高等学校の普通科の出身で
す。そのほか商業・農業等工業系以外の実業高校か
らも多数が入学しています。整備の基礎から学ぶこ
とができるので出身学科は特に問題ありません。本
人のやる気次第です。１年次で徹底的に基礎を、２
年次に応用力を身につけます。出身校の学科に関係
なく「ゼ口」から勉強できます。

大学等を卒業してから入学する人はいますか？
過去に数名おり、
「就職に直結した勉強がしたい」
「資格を取りたい」等、しっかりとした目的（目標）
をもって入学される方が多いようです。

July

工場見学

菱自動車）

8

・ディーラー技術講習会

４

講 演会（三

・ねぶた祭り参加

・夏季休業
・ガス溶接技能講習
・１学期末考査

・ディーラー技術講習会
・ＢＢＱ親睦会

・ディーラー技術講習会
・避難訓練

・健康診断
・新入生オリエンテーション
・入学式

増 岡浩さん

体 験（三 菱
登 坂45度

August

自動車）

9

September

救命講習

Q
Ａ

社会人でも入学できますか？
もちろん可能です。これまでも、転職のため会社を
退職した社会人の方が入学されています。

Q
Ａ

2 級自動車整備士の資格でどんなことができますか？
エンジン、ブレーキ、サスペンションなど車の重要
な部分を分解整備できます。「自動車整備主任者
（分解整備の確認をする資格）」「自動車検査員
（車検業務ができる資格）」「独立オーナー」にな
れます。「２級自動車整備士」は自動車全般の整備
業務ができ、基礎となる資格とも言えるでしょう。

GOAL

October

11

November

専攻科祭
Q
Ａ

12

December

のく）
トヨタみち
習（ネッツ

１

January

インターンシップ

自動車整備士の資格とは？
自動車整備士の資格は、１級、２級、３級、特殊の
４つの級に分かれており、取り扱う自動車やエンジ
ンの種類により全部で14種類に分かれます。高校卒
業後、国土交通大臣指定の養成施設で自動車整備の
知識と技術を学び、２級自動車整備士の「ガソリ
ン」「ジーゼル」の受験資格を取得するのが一般的
です。国家試験には学科と実技がありますが、指定
校は実技試験免除の特典もあり、受験には有利と言
えます。自動車分解整備工場には、一定数以上の有
資格者を置く事が法律で定められており、自動車整
備の世界で活躍するには欠かせない専門資格です。

・整備士登録試験
・学年末考査
・卒業式
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・整備士試験講習
・卒業試験

・特別教育講習
低圧電気取扱業務

・冬季休業
・２学期末考査

・ボウリング大会
・ディーラー技術講習会
・実技修了試験
・研修旅行︵東京モーターショー︶

・インターンシップ
・ディーラー技術講習会
・普通救命講習
・専攻科祭

低 圧電 気講

Q
Ａ

２

February

３

March

ボウリング大会

授業時聞はどのようになっていますか？
8:30から始まり、15:00に終了します。１時間あた
りの授業は50分間で、１日６時間授業です。２時間
座学、４時間実習が基本です。週５日制です。

Q 車両通学は可能ですか？
Ａ 車両通学を認めています。
「 許可制になっています。（ ただし不正改造車等は
許可になりません。）」自分の車・オートバイで通学
することにより、整備の意識もより高まります。
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ENEOS

青森山田高等学校

自動車専攻科 鉄塔

44
スチューデント
プラザ

ローソン

ローソン
三上医院
郵便局

幸畑歯科

44

交番

〒030-0123 青森県青森市大字大矢沢字野田134-5
TEL.017-728-5200 FAX.017-728-5525 MAIL.y.senkouka@am.aomori-u.ac.jp
URL.http://www.y-senkouka.jp

国土交通大臣指定 ２級自動車整備士養成施設

