ＮＡＶＩＧＡＴＩＯＮ
ＢＯＯＫ
ナビゲーション

ブック

R
○

入所から卒業までのご案内

目

次

・

はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ｐ．１

・

事故のない社会づくり・・・・・・・・・・・・・・

Ｐ，２～３

１

各種のご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ｐ．４～６

２

第１段階の学科教習と仮免前効果測定・・・・・・・

Ｐ．７～９

３

第１段階の技能教習、予約方法など・・・・・・・・

Ｐ．１０～１２

・

指名教習制度など・・・・・・・・・・・・・・・・

Ｐ．１３

４

技能教習の受け方・・・・・・・・・・・・・・・・

Ｐ．１４～１５

・

よくある質問コーナー・・・・・・・・・・・・・・

Ｐ．１６

・

インターネット学科効果測定練習アドレス・・・・・

Ｐ．１７

５

修了検定 ～仮免許試験について

Ｐ．１８

６

仮免学科試験など

７

第２段階の学科教習と卒検前効果測定・・・・・・・

Ｐ．２０～２１

８

第２段階の技能教習・・・・・・・・・・・・・・・

Ｐ．２２

９

卒業検定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ｐ．２３

・ 運転免許センター受験案内・・・・・・・・・・・・

Ｐ．２４

・ 案内図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ｐ. ２５

MEMO

その１・・・・・

～仮免許試験について

その２・

Ｐ．１９

はじめに
このナビゲーションブックは、みなさんが晴れて免許証
を取得するまでの案内役です。
入所から卒業までに、たくさんの課程を履修しなければなりま
せんし、実技と学科の試験もあります。
運転に必要な知識と技術を早く、確実に習得するために、この
ナビゲーションブックを活用してください。
大事なインフォメーションについては

マークを付けてあります。

しかし、できるだけ早く卒業するためのコツは、なんと
いっても教習所の職員（指導員・事務員）に聞くこと

です。わからないことや、不安に思うことがあれば、
どんな質問でもかまいませんから、 ためらわないで質
問してください。
お互いが理解しあうまで、とことんコミュニケーショ

ンを持つことは、自動車の運転でも絶対に必要なことです。
それも「教習の一部」と私たちは考えています。
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KANTAN!

じつは、自動車の運転は

カンタンなんです。
おまけに自動車の運転は、

オモシロイし、

TANOSHIIIII ♡

HE～N・SHINnnn!

なんといっても、あなたの

らいふ

すたいる

も変わっちゃうかも!

でも、うっかりすると・・・残念！
だいじな財産や生命が失われます。

KONNA
HAZUDEWA・・・
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みなさんが、はやく免許をとりたい気持ちは、
だれよりも私たち指導員がよく知っています。
HAYAKU MENKYOGA
HOSHIIYONE!

でも、
あなたの一生のあんぜんやあんしんのために、
自動車や交通についてたくさん学習してください。
GAKUSHUGA
DAIJI !!

つまり、
となんは、みなさんといっしょになって、
事故のない社会を創っていきたいのです。
SONNANO
KANKEINAI‼

Ee～！
MENDOKUSAI

・ ・・なんて言わないでネ♥
とても大切なことですから。
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１

各種ご案内

１-① 教習所の休業日


毎週月曜日



年末年始（年末年始の休業日は掲示等の方法で別途お知らせします。）

１-② 営業時間


窓口業務は、午前８時４０分から午後８時までです。

１-③ 教習時限
１時限目から１０時限目までです。 ※各時限の開始時間と終了時間は下表のとおりです。
午

前

午

後

夜

間

1 時限目

9：10～10：00 4 時限目

13：00～13：50

8 時限目

17：10～18：00

2 時限目

10：10～11：00 5 時限目

14：00～14：50

9 時限目

18：10～19：00

3 時限目

11：10～12：00 6 時限目

15：00～15：50 10 時限目

7 時限目

19：10～20：00

16：00～16：50

１-④ 教習の期限について
（ア）教習期限は教習開始日から 9 ヶ月です。延長はできません。
（イ）教習開始日
 学科教習 1「運転者の心得」を受講した日が教習開始日です。
 学科試験免除者（自動二輪免許の所持者など）は、技能教習の
初回「模擬運転」を受けた日が教習開始日です。
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１-⑤ 教習原簿、教習生証の取扱い
（ア）教習原簿
教習原簿は教習等の履歴を記録するもので、技能検定の受検資格の
もととなる大切な書類です。
教習にあたっては、まず教習原簿をお受け取りください。→下の（ウ）参照

（イ）教習原簿の取扱い上の注意点


教習原簿はすべて教習所で保管します。

短時間であっても教習所の

外には絶対に持ち出さないでください。


教習原簿を教習所の外に持ち出して紛失した場合や、教習原簿の内容
を書き換えるなどの行為があった場合には教習がすべて無効になります。

教習原簿はカルテのようなもの。
教習の履歴がわからなければ適正な教習がで
きません。なくしたり、内容を書き換えたりしては
大変です！

（ウ）教習原簿を受け取るとき、返却するとき


受け取るときは、総合受付のカードリーダーにＩＣカードをかざしてください。



帰宅するなど、

教習所の外に出る際は総合受付に返却してください。

（エ）教習生証の取扱い・・・教習生証は教習内容の控えです。


教習にあたっては教習原簿に挟んで入れてください。



教習終了後は必ずお持ち帰りください。
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1-⑥ 教習等に必要な料金（1 回あたり単価）
料金項目名

単価（税込）

技能教習料金

4,320 円

仮免前効果測定料

2,160 円

修了検定料

6,480 円

路上割増金（第 2 段階の初回の技能予約時）

10,800 円

卒検前効果測定料

3,240 円

卒業検定料

6,480 円

その他（公安委員会納付金）
仮免学科試験証紙代

2,850 円

仮免学科試験再受験料

1,700 円

※ 入所手続の際、卒業までの料金を一括で支払われた方やローンで
申し込まれた方は、料金の不足分が発生しましたらその都度お支
払いください。

1-⑦ 入金機をご利用の方
入金機にＩＣカードなどをかざして、入金を希望する
項目を選択し、入金してください。
ご利用時間 ８：30～19：10

1-⑧ お知らせください
教習所を卒業するまでの間に、次の内容に当てはまることになった場合には
速やかに受付の職員にお申し出ください。修了検定や卒業検定を受検でき
なくなる場合があります。


本籍、住所または氏名の変更があった場合



運転免許証をお持ちの方で、免許の更新をした場合



運転免許証をお持ちの方で、免許停止や取り消しの処分を受けた場合



その他、免許の欠格事由に該当することとなった場合
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Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
を
か
ざ
す
場
所

２ 第１段階の学科教習と仮免前効果測定
入所説明と運転適性検査の後、学科教習がスタートします！
※自動二輪免許所持者など学科試験が免除となる方は,第１段階の学科教習は受講不要です。

2-① 第 1 段階の学科教習について


第１段階の学科教習はすべて 第 1 教室（２階）で行います。
総合受付で教習原簿を受け取り、



開始時間までに入室してください。

教室内で指導員が 教習原簿 と教習生証 を回収します。教習原簿の中に教習
生証を挟んで入れてください。






教習終了後、教習原簿と教習生証に担当者印があることを確認してください。

学科教本を忘れると受講できません。筆記用具もご用意ください。
第１段階の学科教習は全部で合計１０時限です。
学科１番『運転者の心得』を受けませんと、その他の技能教習と学科教習を受
けられません。

学科２～１０番は予約制ではありません。また番号順に受ける必要はありません。
時間割表を確認して効率的に受講してください。


昼コースでお申込みの方も学科教習については全日コースの方と同様にすべての営
業日、時間帯で受講できます。



第１段階の学科教習のすべてを履修した方は

仮免前効果測定（→次ペ

ージ）に早めに合格するようにしてください。
仮免前効果測定の受験場所は、「学科測定室」（2 階）です。

学科教習を受講しながら、技能教習も同時に進めることができます。
ただし、技能教習のみきわめを受けるためには、仮免前効果測定に合
格していることが条件となっています。
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2-② 仮免前効果測定について
（ア）仮免前効果測定
第１段階の学科教習（学科１～学科１０）をすべて履修した方に対す
る「学科の予備テスト」です。
これに合格していないと、技能教習の「みきわめ」を実施できません。
※技能教習の「みきわめ」は、『教習効果の確認』とも言います。
1

（イ）仮免前効果測定の受け方
受験資格 第１段階の学科教習をすべて履修した方
受験場所 学科測定室（２階）
受付時間
料金

午前の部

9：10～11：00

午後の部 13：00～19：00（土、日曜日は 17：00 まで）
1 回につき 2,160 円

出題範囲 第 1 段階の学科教習の内容すべて
持ち物
その他

教習原簿、教習生証
予約は必要ありません。
受付時間内に学科測定室にお入りください。

③ 注意事項


受付時間を過ぎると受験できません。



再受験は、前回の試験終了時間から 1 時間以上経過後にお申込みく
ださい。

※ 学科測定室の練習機を利用するなど、練習問題をたくさん解
くことが合格への近道です。
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気を付けて！

時間割の変更な
どのお知らせが
あります。
掲示板に注意し
てね。

学科教習は遅刻
したら受けられ
ません。
時間になったら
ドアが閉まるよ。
閉まっている
ドアを開けて
教室に入っては
ダメ！

授業中の携帯電
話の使用は絶対
にダメ！！
バイブも意外に
うるさい。
電源をオフに。
教科書などには
教習生番号と名前を
記入してね。

写真の教科書を
必ず持ってきて。
教科書を忘れる
と授業を受けら
れないよ。

効果測定は結構
難しいよ。
しっかり練習問
題をやってから
テストを受けて
ね。

教室では、携帯電話の
電源は切ってね。
メールも禁止！！

教室内では、食べたり
飲んだりしないでね。
飲食は１階でね。
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３ 第 1 段階の技能教習、予約方法など
予約を取得して技能教習を開始しましょう。

3-① 予約の方法、予約回数の制限


予約にはあらかじめ技能教習料の入金が必要です。（→8 ページ）



所内に設置の予約機やインターネット予約でお取りください。（→次ページ）




1 日に最大 2 回（2 時限）まで予約可能です。
手持ちの予約回数は２回までです。
（※時季等により変更する場合があります。）

3-② 予約の回数に応じて予約名が変わります。（下表を参照）
（ア）ＡＴ車（オートマチック限定）の方の技能予約
□ 最短時限が 12 時限の方
予約の回数

1 回目

2～11 回目

12 回目以降

予約名

ＡＴ模擬

Ａ限所内

Ａ限１総

※ここまでに仮免前効果測定に合格 →

□ 最短時限が 10 時限の方（※学科試験免除者）
予約の回数

1 回目

2～9 回目

10 回目以降

予約名

ＡＴ模擬

Ａ限所内

Ａ限１総

（イ）ＭＴ車の方の技能予約

9 回目は、ＡＴ車を使用した教習
を実施します。

□ 最短時限が 15 時限の方
予約の回数

1 回目

2～8 回目

9 回目

10～14 回目

15 回目以降

予約名

ＭＴ模擬

ＭＴ所内

ＡＴ１

ＭＴ所内

ＭＴ１総

※ここまでに仮免前効果測定に合格 →

□ 最短時限が 13 時限の方（学科試験免除者）
予約の回数

1 回目

2～8 回目

9 回目

10～12 回目

13 回目以降

予約名

ＭＴ模擬

ＭＴ所内

ＡＴ１

ＭＴ所内

ＭＴ１総
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3-③ インターネット予約の方法
（ア）パスワードを決める


インターネット予約は、パソコンや携帯電話等で行います。（２４時間受付）



予約にはパスワード（６ケタ）の設定が必要となります。



パスワードは、半角英数字（小文字）で６ケタです。記号は使えません。
※例えば



abcd56

です。先頭に０（ゼロ）は使えません。

新規登録や変更はご自身で行ってください。

（イ）パソコンで予約
http://www.tonan-go.jp/



アドレス



インターネット（技能予約）を選択し、教習生番号（５ケタ）
とパスワード（6 ケタ）を入力して、画面の指示にしたがって
予約をお取りください。

（ウ）携帯電話で予約
http://www.tonan-go.jp/k



アドレス



技能予約を選択し、教習生番号（5 ケタ）とパスワード（6 ケタ）を入力して、画
面の指示にしたがって予約をお取りください。

※最後に、予約確認画面で予約が取れていることを確認してください。

3-④ 予約機による予約の方法

ご利用時間 8：40～19：10

カードリーダーに IC カードをかざしてください。
↓
予約が可能な時限は緑色で表示されます。
ご希望ところをタッチしてください。
↓
予約が取れると表示が緑色から黄色に変わります。

キャンセルは同じところをもう一度タッチしてください。
※予約の内容を印刷して手続きを終了することができます。
- 11 -

3-⑤ 技能教習をキャンセルするとき
（ア）キャンセルの方法


技能教習のキャンセル（予約の取り消し）は、予約機やインターネット予約、または
電話連絡のいずれでも可能です。



予約機やインターネット利用の場合は、ログイン後の画面にしたがって手続きしてくだ
さい。



電話の場合は、0120-829-106（フリーダイヤル）または 046-253-5151 にて、
口頭でお知らせください。電話での受付は、

（イ）次の場合には


営業日の午後 7 時までです。

キャンセル料（1 時限につき 1,000 円）が発生します。

乗車日の前日（火曜日の乗車分については日曜日）の午後 7 時までにキャンセ
ル手続きが行われていない場合（キャンセル手続きの時間が変更になる場合は、メ
ール等でお知らせします）



配車時間に間に合わないなどの乗車日の当日のキャンセルの場合

（ウ）キャンセル後に再予約ができないときは・・・


キャンセル料が発生した場合は入金後に予約を取得してください。



キャンセルによって教習順番が変わった場合は再予約ができないことがあります。
教習所までお問い合わせください。

3-⑥ 技能教習のキャンセル待ち


総合受付の「キャンセル待ち名簿」にお名前等を記入してください。
キャンセル待ちは名簿に記入したご本人に限り有効です。なお、キャンセル
待ちの呼び出し時に、受付に来られない場合は無効となります。



名簿への記入は先着順で、

毎朝８時４０分から受付します。

８時４０分の時点で希望者が複数の場合は抽選等で記入順を決定します。


キャンセル待ちをするときは、前もって教習料金を入金してください。



平日昼間コースの方はキャンセル待ちで夜間や土日等の教習を受けられます。



危険予測教習と高速教習のキャンセル待ちについては受付職員にお尋ねください。



先行学科の履修が必要な技能教習にご注意ください。



キャンセル待ちの状況についてのお電話でのお問い合わせはご遠慮ください。
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※指名教習制度など
個々の指導員を指名して技能教習を受けることが可能です。


ロビーに設置してあります技能予約機から指名したい指導員の登録をお願いします。



マイペースプランでお申し込みの方に限り、指導員指名が可能です。



次の教習等については指導員の指名はできません。


修了検定や卒業検定



自動二輪教習や普通二種教習、大型特殊教習



複数教習
複数教習とは、指導員１名に対して教習生の方２～３名で実施する教習です。
第２段階の「特別項目」、「自主経路設定」、「危険予測教習」及び「高速教
習」が該当します。



指名料は無料です。同じ指導員を何回でも指名できます。途中の指名変更も可能です。



予約機やインターネット予約によって、ご希望の指導員を指名して予約を取得してください。



指名した指導員が当日の業務の都合で乗車できないことや病気などで休みになること
があります。あらかじめご了承ください。
このようなとき、教習のキャンセルをご希望の場合には無料でキャンセル手続きをさせて
いただきます。（そのまま指名無しでの乗車も可能です。）



忌避制度
特定の指導員が教習の担当にならないような手続きが可能です。詳しくは窓口でお尋ね
ください。
※ただし次の教習等については忌避制度を利用することができません。


修了検定及び卒業検定



自動二輪教習、普通二種教習、大型特殊教習



複数教習（危険予測、高速教習など）
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４ 技能教習の受け方
4-① 技能教習を受けるには
※ 技能教習を受けるには、まず技能教習の予約を取得してください。（→Ｐ10）

4-② 予約した技能教習を受けるとき～技能教習当日の手続き～
（ア）配車券を受け取る



教習開始時間の「４０分前」から「１５分前」まで の間（２５分間）
に、総合受付の配車用カードリーダーにＩＣカードをかざしてください。配車券が発行さ
れます。

※ 配車券には使用する教習車番号と担当指導員の名前などが印字されています。
※ 料金の不足などがあった場合には、配車券が発行されないことがあります。受付の係員に
お知らせください。


やむを得ず、配車の締め切り時間に遅れそうな場合 は、必ず１５分前
までに電話でお知らせください。配車の締め切りを１０分間延長いたします。
（開始時間の５分前までお待ちします。）
ご連絡がない場合には配車締め切り時間の延長はできません。



配車の締め切り時間に遅れて乗車できなかった場合はキャンセル扱いとなり、

キャンセル料（1,000 円）が発生します。

（イ）乗車するとき


教習原簿に、教習生証と配車券を挟んで入れてください。



案内放送（予鈴）の合図

で配車券に書かれている教習車に直接集合

してください。案内放送は教習開始の３分前に流れます。
※コース内の車両には十分にご注意ください。
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（ウ）２時限連続で教習を受けるとき
技能教習や学科教習の次の時限に技能教習を受ける場合、次の時限の技能教習につ
いては直接配車の手続きができないこととなります。

次の時限分の配車券を配車の係員が発行しておきますので、配車券を取りに
来て下さい。
例：１時限目に技能（または学科）教習を受け、２時限目に技能教習を受けるとき。
9：10

9：25

9：55

10：00

10：10

２時限目

１時限目 教習中
２時限目の技能教習
配車受付時間
１時限目の開始１５分

配車の係員があらかじめ

１時限目終了後、２時限目

前までに配車券を発行し

配車券を発行しておきま

の配車券を受け取って下さ

て下さい。

す。

い。

4-③ 教習にあたっての注意事項


眼鏡等の条件が付いている方は、眼鏡等を忘れると教習を受けられません。
コンタクトレンズは視力補正用のものに限って使用が認められます。
ただし、装飾の強いものは使用できません。（カラーコンタクトレンズ等）



服装や履物は運転に適したものを着用してください。
サンダル、ハイヒール、下駄などは運転に適さないため、教習を受けられなくなります。
（その他、運転に適さないもの：クロックスサンダル、インヒールシューズなど）



酒気を帯びている場合（二日酔いも含む。）は、すべての教習と技能検定等
を受けられません。体調管理にもご注意ください。



運転免許証をお持ちの方は次の時点で免許証を確認いたします。
 技能教習の「みきわめ」のとき
 技能検定を受けるとき
確認できない場合には「みきわめ」の教習と技能検定を受けられなくなります。
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よくある質問コーナー
Ｑ：仮免許証をもらうと、教習期限が延びるって本当ですか。
Ａ：いいえ、延びません。教習期限は、あくまでも学科①を受けた日から
９ヶ月間です。たとえば、学科教習①を受けた日が２月３日であれば、
教習期限は１１月２日です。
そして、仮免許証の交付を受けた日（仮免学科試験に合格した日）が
５月２１日だとすると、仮免許証の有効期限は１１月２０日ですが、
この場合でも、教習期限は１１月２日までです。
（二輪免許所持の方は、１段階の技能１時限目（模擬）を受けた日から
９ヶ月です）

Ｑ：ＡＴ免許証とＭＴ免許証は、どちらがいいですか？
Ａ：現在の車社会では、ＡＴ車が多く走っています。特に乗用車はほとんどが
ＡＴ車ですから、普通に運転ができればいいと考えている人は、ＡＴ免許
証でも充分だと思います。
将来、大型貨物自動車等の運転をする人は、ＭＴ免許証のほうがいいかも
しれません。しかし、ＡＴ免許証を取得した後で、ＭＴ免許証へ変更する
ことは可能です。教習所に来て、４時限以上の技能教習を受けて審査に合
格すると、ＭＴ免許になります。

Ｑ：引越しをして教習所に通えなくなりそうなのですが、どうした
らいいですか？
Ａ：教習所は、普通の学校と同じで『転校』ができます。都南で受けた教習は、
新しい教習所に行っても原則として有効です。ですから、転校してもゼロ
からのスタートではなく、都南からの続きの教習を受ける形になります。
したがって、教習期限や仮免期限もそのままです。新しい期限の設定や延
長はありませんので、注意してください。
また、転校先の教習所では、必要な料金が異なります。相手先に問い合わ
せてください。なお、都南で受けなかった教習料金などは返金します。た
だし、返金できない料金もありますので、ご了承ください。
引越しや就職などで教習所に通えなくなりそうな方は、あきらめずに早め
に窓口に相談してください。
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インターネットを使って自宅で出来る、学科・効果測定用
練習問題へのアクセスは下記のＩＤパスワードで！！

インターネット学科効果測定練習アドレス
○ケータイ＆パソコン共通アドレス

http://ｗｗｗ.musasi.jp/tonan/

教習生用ログインＩＤ＆パスワード
ＩＤ

４５０５５

パスワード

０１２３４

※ＩＤとパスワードは携帯＆ＰＣ共通です（全て半角数字で）

○当教習所のホームページにパソコンでアクセスしてください。
・「現在入所の方」 → 「教習案内」 → 「学科練習問題」
の順にお進み下さい。
・ムサシの画面になりましたら、上記のＩＤとパスワードを
入力してください。
※学科合格の秘訣は、早めにたくさんの問題を解いておくのがカギです！
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５ 修了検定

～仮免許試験について その１～

第１段階のみきわめ合格後にお申込みください。

5-① 修了検定について
第２段階の技能教習や卒業検定を受けるには「仮免許証」が必要です。
この「仮免許証」を取得するための運転技能の試験を「修了検定」といいます。

5-② 実施日など
実施日

毎週火、木、土曜日（年末年始の休業日を除く）

集合時間・場所

朝 8 時 45 分に第二教室（2 階）に集合です。

受検料

1 回につき 6,480 円（税込）です。
※再受検の場合は受検料の他に補習教習の料金が必要です。

5-③ 受検資格


年齢が 18 歳以上であり、第 1 段階の技能教習のみきわめが良好（合格）
であること。再受検の場合は 1 時限以上の補修教習が終了していること。



教習期限が有効であること。

5-④ 受検のお申し込みと締め切りなど


検定予約カウンターでお申込みください。スケジュールﾌﾟﾗﾝの方も同様です。



受検希望日の前日（火曜日の受検をご希望の方は、日曜日）の１０時限目
終了までにお申し込みください。

5-⑤ 検定のキャンセル方法など
キャンセル方法
キャンセル期限
キャンセル料
検定の再予約

直接来所または電話で受け付けます。（メール等は不可。）
受検日の前日（火曜日受検の方は日曜日）の１０時限目終
了までにキャンセルの手続きがない場合、キャンセル料（3,000 円）
が発生します。
直接来所してお申込みください。（電話やメール等は不可。）

修了検定の合格有効期限は合格日から３ヶ月です。この期限内に適
性試験と仮免学科試験に合格しませんと仮免許証を取得できません。
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６ 仮免学科試験など ～仮免許試験について その２～
修了検定に合格した方を対象に、適性試験と仮免学科試験が行われます。

6-① 適性試験、仮免学科試験の実施日とお申込みなど
実施日

毎週火、木、土曜日（年末年始の休業日を除く）

集合時間・場所

13 時 00 分に第二教室（2 階）に集合してください。

受験料

2,850 円（再受験の場合は１回につき 1,700 円）

お申込みなど

お申し込みについては、修了検定の合格発表の直後にご案内します。
キャンセルは無料です。再予約は来所または電話で受け付けています。

6-② 受験資格
適性試験

教習期限の有効期間内であることの他、次のとおりです。
修了検定に合格した日から３ヶ月以内であること。
次のいずれにも該当する方

仮免学科試験

6-③ 適性試験




修了検定に合格した日から３ヶ月以内であること。



適性試験に合格した日から１ヶ月以内であること。
色彩識別、運動能力及び視力検査

裸眼での視力が規定の基準に満たない方は、眼鏡等を必ずお持ちください。

コンタクトレンズは視力補正を目的とするもの以外は使用できません。また、視力
補正が目的であっても、


装飾の強いものは使用できません。

適性試験の合格から１ヶ月以内に仮免学科試験に合格しませんと、適性試験を
再び受けることになります。

6-④ 仮免学科試験について


学科教習第 1 段階の内容のすべてが出題範囲です。1 問 1 点の問題が 50 問
出題され、9 割以上（45 点以上）の得点で合格です。

6-⑤ 仮免許証の交付について


仮免許証の交付日は、仮免学科試験合格日の翌日（土曜日に合格した方は翌
週の火曜日）です。（※免許センターの休業日の関係で変わる場合があります。）



仮免許証の有効期限は、仮免学科試験の合格日から
※表紙に記入欄があります。
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6 ヶ月です。

７ 第 2 段階の学科教習と卒検前効果測定
7-① 第 2 段階の学科教習


開始時間までに第二教室にお入りください。（学科 13、14 は応急救護処置室です）
受講には、教習原簿、教習生証、学科教本が必要です。



第２段階の学科教習は全部で１６時限です。番号順に受ける必要はありません
ただし、先行学科「25 経路の設計」、「26 高速道路での運転」およ

び「12 応急救護処置」（→次ページ）はなるべく早い時期に受けてください。


予約制の学科は、「13・14 応急救護処置」と「21 自動車の保
守管理」です。（→次ページ） ※実習を伴うため定員が設けられています。
予約機等の画面で予約制の学科を選択後、応急１３または保守管理を選択して
予約をお取りください。



学科 13・14「応急救護処置」と学科 21「自動車の保
守管理」は動きやすい服装で受講してください。スカートの着用は
お断りしています。髪の長い方は髪留めをご用意ください。



学科 16「適性検査結果に基づく行動分析」を受講する際は、

×
ＯＤ式

安全性テストの結果をご用意ください。


学科試験免除の方

も「学科１１」と「学科２６」の受講が必要です。

「学科２６」はご自分で時間割表を確認して早めに履修してください。


学科教習のすべてを履修後は、

「卒検前効果測定」に早めに合格してください。

※技能教習のみきわめを受ける前までに合格してください。
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先行学科と予約制の学科教習一覧表
学科番号「項目名」
学科１１

技能とセット

注意事項


「危険予測ディスカッション」 
学科１２

先行学科

「応急救護処置」
学科１３、１４

予約制

「応急救護処置」

学科２１

予約制

「自動車の保守管理」
学科２５

先行学科

「経路の設計」

技能教習の項目１３番「危険を予測した運転」の予約
によって受講できます。（技能とセットでの教習です。）
時間割表に記載はありません。

学科１３、１４に先行して受講しなければなりません。



予約制・・・予約機等で応急１３を選択



集合場所は２階の応急救護処置室です。



２時限連続の教習です。



服装にご注意ください。（→前ページ）



予約制・・・予約機等で保守管理を選択



服装にご注意ください。（→前ページ）

技能教習の項目１２「自主経路設定」に先行して受講
しなければなりません。

なるべく技能教習の項目８

終了までに受講してください。

学科２６

先行学科

「高速道路での運転」

技能教習の項目１４「高速道路での運転」に先行して
受講しなければなりません。

なるべく技能教習の項目

８終了までに受講してください。

7-② 卒検前効果測定の受け方
受験資格

第２段階までの学科教習をすべて履修した方

受験場所

学科測定室（２階）

受付時間
料金
出題範囲
持ち物
その他

午前の部

9：10～11：00

午後の部 13：00～19：00（土、日曜日は 17：00 まで）
1 回につき 3,240 円
第 1 段階～第 2 段階の学科教習の内容すべて
教習原簿、教習生証


予約は必要ありません。



受付時間内に学科測定室にお入りください。



100 点満点で 90 点以上の得点で合格です。
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８ 第 2 段階の技能教習
8-① 教習にあたっての注意事項


仮免許証が必要です。その他、運転に必要なものを忘れずにお持ちください。

8-② 予約の回数と制限、教習の順番など


1 日に 3 回まで教習を受けられます。3 回の教習を受ける場合、1 時限以上の
空き時間を少なくとも 1 回入れることが必要です。
例えば、「２時限目＋3 時限目＋昼休み（1 時間）＋4 時限目」は教習可能で
す。



手持ちの予約回数は、最大３回です。項目 8 番終了後に予約の変更
手続きを行うと 6 回に変わります。変更手続きには指導員の指示が必要です。



予約の順番は下表のとおりです。（ＡＴ車、最短時限で卒業の場合）
予約回数

１

予約名

Ａ２初回

Ａ限路上

～

予約回数

１０

１１

予約名

Ａ限路上

予約回数
予約名

２～ 項目８番終了まで

８

９

Ａ限路上

at 路上

Ａ限路上

１２

１３

１４

※

AT 特別

AT 自主

危険シミ

危険予測

危険学科

１５

１６

※

１７

１８

１９

高速自主

高速

高速２

Ａ限路上

Ａ限路上

Ａ限２総

※危険学科は、学科教習 11 番「危険予測ディスカッション」です。
※高速２は、高速道路までの移動にかかる予備時間で、教習料金はかかりません。
※ＭＴ車の方は、「Ａ２」を「M２」、「A 限」「AT」を「MT」、「at」を「mt」と読み替えてく
ださい。

教習項目 8 番終了後は、下図のとおり予約の変更手続きを行います。
変更手続きをしませんとＡ限路上以外の予約を取得できません（※１）
変更手続き後は※２の流れで教習を進めることができます。
Ａ限路上

Ａ限路上

Ａ限路上

Ａ限路上

項目８終了

（変更前）

（変更前）

（変更前）

予約変更

ａｔ路上

Ａ限路上

Ａ限路上

手続き

（変更後）

（変更後）

（変更後）

Ａ限路上

※１

ＡＴ特別

※２

変更後は 6 回まで技能予約を取得できるようになります。
- 22 -

９ 卒業検定
9-① 卒業検定について
最終目標である「普通免許」を取得するための運転技能の試験です。卒業検定に合格
すると卒業証明書が発行されます。

9-② 受検資格など
次のいずれにも該当する方

受検資格

実施日

第２段階の技能教習のみきわめが良好（合格）であること。
再受検の場合は補修教習が済んでいること。



仮免許証の有効期限内であること。



みきわめ合格日から３ヶ月以内であること。（検定期限）

毎週水、金、日曜日（年末年始の休業日を除く）

集合時間・場所 朝 8 時 45 分に第三教室（2 階）に集合です。
受検料

1 回につき 6,480 円（税込）です。
再受検の場合には受検料金の他に補習教習の料金が必要です。

9-③ 受検のお申し込みと締め切り


検定予約カウンターでお申込みください。ｽｹｼﾞｭｰﾙﾌﾟﾗﾝの方もお申込みが必要です。



受検希望日の前日の１０時限目終了までにお申し込みください。

9-④ 検定のキャンセル方法など
ｷｬﾝｾﾙ方法
ｷｬﾝｾﾙ料の発生
検定の再予約

9-⑤ 卒業式

直接来所または電話で受付けます。（メール等は不可。）
受検日の前日の１０時限目終了までにキャンセル手続きが無い場
合、キャンセル料（3,000 円）が発生します。
直接来所してお申込みください。（電話やメール等は不可。）
卒業検定の合格者を対象に、合格当日に卒業式が行われます。



卒業証明書など、運転免許試験の受験に必要な書類を発行します。



受験申請の手続きについてお知らせします。



卒業式には印鑑（認印）をご用意ください。



卒業証明書の有効期限は

合格日から１年間です。
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運転免許センター受験案内
ご卒業おめでとうございます。
卒業証明書の有効期限は、検定合格日よ
り１年間です。有効期限内に住所地（住民登録をしている都道府県）の運転免
許センターにおいて適性試験、学科試験を受験し合格して免許証の交付を受け
てください。有効期限を過ぎると、すべてが無効になります。
✵ 受験地について
神奈川県内に住所のある方
神奈川県警察運転免許センター（二俣川）
☎０４５（３６５）３１１
１
相模鉄道『二俣川』駅下車、北口（相鉄ＬＩＦＥ １階 バスターミナル）
より免許センター行き循環バス乗車（乗車時間：約５分）
神奈川県以外に住所のある方
各都道府県の運転免許センターでの受験となります。
✵ 神奈川県の受付日時と受付時間
曜日

受付時間

受付場所➥３階
窓口

種別

必要書類
○ 卒業証明書

Ａ

書類提出受付

Ｃ

適性試験

午前８：３０～９：００
月曜日～
金曜日

○ 運転免許申請書
○ 運転免許証
（所持者のみ）

午前８：３０～９：００
Ｂ
午後１：００～１：３０
手数料

備考

（学科免除者）

○ 質問票など

１，７５０円

※ 教習所でも販売しています。

交付手数料

２，０５０円

※ 学科試験に合格した後、
購入してください。

計

３，８００円

※

試験手数料

所要時間は約５時間（学科免除者は約３時間）程度です。

✵ 東京都に住所のある方の受験地
・府中運転免許試験場【行き方】 京王線『調布駅』『多磨霊園駅』からバス
または、ＪＲ中央線『武蔵小金井駅』か『三鷹駅』からバス
・鮫洲試験場【行き方】京浜急行『鮫洲駅』、ＪＲ山手線『品川駅』からバス
・江東試験場【行き方】地下鉄東西線『東陽町』下車
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都南自動車教習所
〒２５２－００２１

座間市緑ヶ丘４－２０－１
○
０４６－２５３－５１５１
０１２０－８２９－１０６
R

２．入所～卒業までの教習の流れ

さあ修了検定だ
試験合格の
カギをｇet!

気楽に行こう！

落ち着いて！
７０点以上で合格だよ

仮免許前

教習診断
をうける

効果測定

学科 １を
入所申込をする。

入所説明
を聞く

一段階の
みきわめ
に合格

学科
２～１０
を受講

受講する

Ｐ７

修了検定
合格→学科試験へ
不合格→補修へ

Ｐ２０～Ｐ２１

学科試験は
４５点以上で
合格だよ

合格するまで Ｐ８
補修

スタート！
９０点以上
正解で合格
さあ卒検だ！

教習期間はここ
から９ヶ月間

学科試験

再度挑戦だ！
うひゃ～
卒業検定前

二段階の
みきわめ
に合格

仮免許

先に進めない

俺様は手ご
わいぞ

効果測定

高 速
教習を
受ける

学科
１１～２６
を受講

路上教習
開始
仮免許証を
忘れて１回

Ｐ２０

Ｐ２２

仮
免
許
証
を
忘
れ
ず
に
！

路
上
教
習
で
は

休み
補修

Ｐ２１
合格するまで

先に進めない

卒業検定
合格→卒業式へ
不合格→補修へ

Ｐ２３

技能検定は７０点
以上で合格だ！

卒業式

運転免許センター

ゴール！

卒業証明書
を受け取る

にて適性試験と
Ｐ２４
学科試験を受験

運転免許証を取得

やったー！
晴れて車の
運転だ

