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　新型コロナウイルス感染症対応が継続される厳しい状況の中、皆様におか
れましては大変なご苦労があるかと存じます。本校においても授業運営に支
障のないよう、感染防止対策を確実に実施し、学生の皆様、職員の安全を確
保して授業を継続しております。
　このような状況下ではございますが、東京オリンピック・パラリンピック、北
京オリンピック・パラリンピックが開催され、多くのアスリートから勇気と感動
を頂きました。�日も早くコロナが収束することを願っております。
　さて本校は、地域社会および経済の発展に寄与することを目的に､「高い
技能と技術および学識を持つ､創造性豊かな実践技術者」の育成を理念とし
て、神奈川県により����年に設立された厚生労働省所管の職業能力開発短
期大学校です。「生産技術科」「制御技術科」「電子技術科」「産業デザイン
科」「情報技術科」の５科で構成されています。
　本校の特徴ですが､各学科とも２年間で４年制大学に匹敵する単位を修得
し､一人一台の実習設備と少人数制（チューター制度）によるきめ細かな指導

により高度な実践技術者の育成を図っています｡ 資格取得､各種競技会､地域･企業との連携プログラムにも積極
的に参加しています。また、「ものづくり」を学ぶ学校としては女子学生の比率が高いことも特徴の一つで、女性の
感性に合った商品開発が求められている中で、「ものづくり」分野での活躍を目指す女子学生の皆さんのニーズに
合った技術力を身に着けることが可能です。
　今年３月には、全国の職業能力開発短期大学校に先駆けて受け入れた外国人留学生の第一期生が卒業し、国
内の企業に就職しており、グローバル化が求められている県内企業の人材ニーズの一助となっております。また、
神奈川県、神奈川県教育委員会及び日本アイ・ビー・エム株式会社の３者の連携と協力により、生徒・学生が家庭
の経済環境に左右されることなく、ITに関する知識・技術を身に付け、生涯にわたって社会で活躍するIT人材の
育成をめざす取組「かながわIT人材教育モデルP-TECH」も始まっております。
　本校の学生は、企業の皆様からも「しっかりとしたものづくりの知識と技術・技能を身に付けていて､伸び代が
ある。」と、高い評価をいただき､設立以来の平均就職率は��％以上を保持しており、卒業生は神奈川県内の企
業を中心に、「ものづくり分野」のリーダーとして活躍しています。

入学を検討している皆さんには、本校の教育目標、アドミッションポリシーを理解していただき、本校で学び、実
際のものづくりにおける「実践技術者」となって、地域産業のリーダーとして活躍していただきたいと、心より願って
おります｡おります｡おります

校 長  松永 和彦
Matsunaga kazuhiko

神奈川県立産業技術短期大学校

校長からごあいさつ
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神奈川県立産業技術短期大学校アドミッションポリシー
（入学者受入方針）

　本校は、専門分野における高い技能と技術及び学識を持つ技術者を育成し、その技術者が地域産業の発展
に寄与することを目的としています。こうした技術者を育成するために、次のような学生を求めています。

ものづくりに関心があり、専門的な知識と幅広い技術を身につけたい人

他者とのコミュニケーションを大切にし、自らの考えを積極的に発信しようとする人

将来の目標を自ら設定し、日々努力を怠らない人

1.
2.
3.

教 育 目 標
新しい時代に柔軟な対応ができる実践技術者の育成

実践技術者（テクニカル・エンジニア）を育てます

創造力と豊かな人間性を育てます

コンピュータサイエンスの基礎・応用力を育てます

実践技術者とは、研究・開発部門と生産部門の双方の立
場を理解でき、実際の製造過程で生じる様々な問題を解
決しながら、ものづくりを円滑に行えるようにする技術者
のことです。めまぐるしい世の中の変化とともに、必要な
技術、技能も大きく変わってきており、変化に柔軟に対応
できる技術者が求められています。

めざせ!!実践技術者
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　大きな学校のように一クラス百数十人ではなく、一クラス��名と、高校並みの定員で授業を展開しています。一人ひとり
に目が届き、きめ細かな指導ができるため、確実に実力を伸ばせます。
　実習機材については、コンピューターはもとより、工作機械などは工場並みの設備があります。また最新の機器だけで
はなく、実際の現場で使われている機器で実習を行うため、社会に出てすぐに身につけた技術・技能を職場で活かすこと
が可能です。

充実した学習環境

　学ぶ内容には、専門科目の学科や実習の他に、周辺知識と
なる専門学科や、仕事や社会生活で活用できる教養科目、そし
て資格取得向けの科目等様々なものがあります。
　本校では、技術や技能を中心とした実践力を養成すること
に力を注いでいます。そのため、実習の割合が６割以上である
ことが特徴となっています。また教養的な科目についても、専
門科目の理解の基礎となる科目や仕事をする上で必要な内容
を選定しています。

実習中心のカリキュラム

体系的な実・学融合の教育システム

産業技術短期大学校の魅力と特色

専
門
教
育
科
目

知的財産概論/マーケティング概論/労働法概論/社会経済概論/環境概論/マネジメント概論/
日本語能力試験対策／ビジネスマナー /ビジネス会話/文章表現力演習/職業能力基礎演習/
英語（日本語・日本文化（留学生等向け））/体育
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　研究開発された技術をもとに、次々と新しい製品が企画され生み出されていきます。この製品を実際に作り送り出すの
が「ものづくり」の現場、つまり製造現場となります。
　本校は皆さんのアイデアを実際に形にできる、全国でも数少ないものづくり系の短大の一つです。そして、各学科で学
ぶ内容は様々な製品開発の工程の各分野に密接に関係しています。

実際に製品を生み出すのはものづくりの現場です。

ものづくりに関係した５学科
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令和�年度から実習服が
新しくなりました

機械設計
ものを作る前には、必ず「設計図」を作りま
す。決められたスペースにものが収まるか
を考え、部品の動きや力のかかり具合を検
討しながら、パソコン上で一つ一つの部品
の形を決めていきます。
機械設計・力学・工業材料・機構学などの
学科で知識を深め、機械製図実習・
CAD/CAM演習・CAE演習などの実習で技
術を身につけていきます。

機械加工
旋盤（材料を回して刃物を当てて削る）や
フライス盤（刃物を回して部品に当てて削
る）などの工作機械や手仕上げによって、
機械部品を作ります。慣れてくると「きれい
に」、「手早く」作業できるようになります。
機械加工学・塑性加工学・測定法などの学
科で知識を深め、機械加工実習・塑性加工
実習などの実習で技術を身につけていき
ます。

機械制御
機械を自動で動かすためには、どのような
動きをすれば良いのか教えてあげる必要
があります。それが制御で、この動作の次
にはこれをやってくださいと手順に沿って
プログラムを組んでいきます。
制御工学概論・機械制御などの学科で知
識を深め、制御工学実習などの実習で技
術を身につけていきます。

生産技術科
Advanced Manufacturing & Design

自分のアイデアを
形にできる力をつけよう！
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はじめは、機械技術の基礎を学科や実験実習を通して学びます。
分かりやすい授業なので安心です。
工作機械や測定器の使い方などの技術と材料の種類や強さなど
の知識を身につけます。また、すべてのものづくりの始まりである
「設計図」も�本�本の線を大切に書き上げます。

基礎を大切に
しっかりとした基礎知識・技術の上に、最先端の技術をプラス！
�次元CADと呼ばれるソフトを使い、パソコン内で部品の設計を行
います。実際にものを作る前に、パソコンの中で部品を組み合わせ
たり、力を加えた時にどのように変形するか計算したりできます。そ
の図面を自動工作機械に送ると、パソコン内のモデルが現実のも
のになります。

最先端技術に触れる 

�年生の前半では、身についた技術を使って「動くもの」を作ります。
自動で「もの」を動かすために制御技術をグループワークで学び
ます。一人一人が加工した部品を組み立て、調整して、動きを作っ
ていきます。今まで学んできた設計・加工・制御の知識や技術をフ
ル活用して、スムーズに動く機械をチームで製作しましょう。

技術を使いこなす
�年生の後半は、自分の頭の中にある「アイデア」を形にするときです。�年生の後半は、自分の頭の中にある「アイデア」を形にするときです。�年生の後半は、自分の頭の中にある「アイデア」を形にするときです
訓練の締めくくりは卒業研究です。これまで築きあげた「技術の引
き出し」からアイデアを出し、担当講師と相談しながら知りたいこ
とや作りたいものに挑戦しましょう。研究の終盤にはクラスメイト
が協力し合って作業する姿も見られます。卒業研究発表会では、各
自が胸を張って成果を発表し、毎年様々なアイデアあふれる作品
が登場します。

自分のアイデアを形に

「こんなこといいな できたらいいな」
その思いから“ものづくり”は始まります。

機械を上手に操って、自分の手で、
社会に役立つものを作り出そう。
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手押し式缶潰し器の製作
ねじを利用して缶コーヒーのアルミ缶の缶潰し器
を製作しました．缶をセットしてふたを閉めると、変
形しにくい部分に取り付けた釘状の部品で缶に穴
をあけることができ、潰しやすくするところがこの作
品の工夫点です。

ジャイロコマの製作
ジャイロコマとはジャイロ効果の原理を応用した
科学玩具のことで、通常のコマは全体が回転して
いるため、回転を止めずに触ることは困難です
が、ジャイロコマは回転する円盤部分と軸が分か
れているため、軸を傾けることができます。３分以
上回転するジャイロコマを製作することができま
した。

若年者ものづくり競技大会に参加！

・「CAD」職種
第�� 回 若 年 者ものづく
り競技大会が愛媛県松
山市の愛媛 県武 道 館で
開催されました。磯貝蓮
さんが「CAD」職種の競
技に出場しました。大会
では日頃の練習により実力（技術力）を発揮し、敢
闘賞（入賞）を獲得することができました。

・「旋盤」職種
第�６回若年者ものづくり競技大会が愛媛県松山
市の愛媛職業能力開発促進センター（ポリテクセ
ンター愛媛）で開催されました。鈴木源太さんが
「旋盤」職種の競技に出場しました。
練習に使用していた施盤とは機種が違うハンディ
キャップを乗り越え、入賞は逃しましたが健闘し
ました。

主な学科と実技科目

卒業制作・研究

缶バッチマシンの製作
缶バッチを製作するための機械のことであり、オー
プンキャンパスや文化祭などのイベントで来校さ
れた方が、自分好みのバッチを作れるように、電源
不要で持ち運びできる缶バッチマシンを製作しま
した。

TOPICS トピックス

日本語能力試験対策

シミュレーションCAD／CAM

技能検定（機械加工） 技能検定（機械製図手書き）技能検定（機械製図手書き）技能検定（機械製図手書き）技能検定（機械製図手書き）技能検定（機械製図手書き）技能検定（機械製図手書き）技能検定（機械製図手書き）技能検定（機械製図手書き）技能検定（機械製図手書き）技能検定（機械製図手書き）技能検定（機械製図手書き）技能検定（機械製図手書き）技能検定（機械製図手書き）技能検定（機械製図手書き）技能検定（機械製図手書き）技能検定（機械製図手書き）技能検定（機械製図手書き）技能検定（機械製図手書き）
　　　 （機械製図CAD）（機械製図CAD）（機械製図CAD）（機械製図CAD）（機械製図CAD）（機械製図CAD）（機械製図CAD）（機械製図CAD）（機械製図CAD）（機械製図CAD）

技能検定（機械加工）（機械保全）技能検定（機械加工）（機械保全）技能検定（機械加工）（機械保全）技能検定（機械加工）（機械保全）技能検定（機械加工）（機械保全）技能検定（機械加工）（機械保全）技能検定（機械加工）（機械保全）技能検定（機械加工）（機械保全）技能検定（機械加工）（機械保全）技能検定（機械加工）（機械保全）技能検定（機械加工）（機械保全）技能検定（機械加工）（機械保全）技能検定（機械加工）（機械保全）技能検定（機械加工）（機械保全）技能検定（機械加工）（機械保全）技能検定（機械加工）（機械保全）技能検定（機械加工）（機械保全）技能検定（機械加工）（機械保全）技能検定（機械加工）（機械保全）
若年者ものづくり競技会若年者ものづくり競技会若年者ものづくり競技会若年者ものづくり競技会若年者ものづくり競技会若年者ものづくり競技会若年者ものづくり競技会若年者ものづくり競技会若年者ものづくり競技会若年者ものづくり競技会若年者ものづくり競技会若年者ものづくり競技会若年者ものづくり競技会若年者ものづくり競技会若年者ものづくり競技会若年者ものづくり競技会緑字
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在校生のメッセージ

卒業生からのメッセージ

母国の学校で、機械関連の勉強をしていた私は日本でも同様の学問に取り組みたいと考え、その前提として日本での機械設
計、加工などを身に付けるため、本校を選びました。卒業後､日本での就職を目指しています。本校は実習重視で社会に出てか
ら実際に役立つ技術が身につけるので就職率が高いです。それも本校志望の理由の�つです。設備にも力を入れています。将来
働く現場と同じ環境が用意されています。スキルアップのために資格取得のサポートがあります。チューター制度により、学問や
生活に質問がある時も、先生は親切に相談に乗ってくれるので安心できます。また、部活や文化祭などがあるので、学校生活を
楽しめます。

ATテクマック（株）／NECファシリティーズ（株）／愛宕精工（株）／荒木工業（株）／オサ
機械（株）／河西工業（株）／（株）佐々木鉄工所／（株）共栄エンジニアリング／（株）
ETSホールディングス／（株）アテック／（株）テクノステート／（株）マイスターエンジニ
アリング／（株）勝栄電業社／（株）テクモ／（株）安田製作所／（株）山喜／国家公務員
（外務省）／新菱工業（株）／日本端子（株）／フレアーナガオ（株）／ワッティー（株）／
（株）ＲＥＪ／（株）オカモトオプティクス／（株）クレール／（株）タシロイーエル／（株）工
研／（株）湘南精機／（株）足立機械製作所／京浜産業（株）／三和工機（株）／三和電
機（株）／産和産業（株）／昭和精工（株）／湘南技術センター（株）／相模コンベヤー
工業（株）／日本ギア工業（株）／日本クロージャー（株）／堀硝子（株）

◆ガス溶接技能講習
◆アーク溶接等の業務に係る特別教育
◆研削といしの取替え等の業務に係る特別教育
※上記４つの資格は授業で取得できます

その他

機械技術一般
5％

過去３年の過去３年の過去３年の過去３年の過去３年の過去３年の過去３年の過去３年の過去３年の過去３年の過去３年の過去３年の
就職分野就職分野就職分野就職分野就職分野

（（令和元年度～3年度令和元年度～3年度令和元年度～3年度令和元年度～3年度令和元年度～3年度令和元年度～3年度令和元年度～3年度令和元年度～3年度令和元年度～3年度令和元年度～3年度令和元年度～3年度令和元年度～3年度令和元年度～3年度令和元年度～3年度令和元年度～3年度令和元年度～3年度令和元年度～3年度）

機械加工・機械加工・
製造技術関連製造技術関連
6060％

機械設計・製図・
CAD関連

15％

機械保守・
メンテナンス関連

8％

研究・開発関連研究・開発関連
8％

４４％％

将来は自分でつかめ！
実際に企業で使用している設備と、おなじものを使って実習をすることができます。
工作機械やCAD/CAMなど、実際にものづくりをするための技能・技術を初歩から順を追って丁寧に学ぶことができます。ほんの
少しでも製造業や機械、機構などに興味があれば、まずは見学に来てください。興味が増すようでしたら、ぜひ、生産技術科で一
緒に学びましょう。

生産技術科ってどんなところ？

棟田 宏二郎 先生

王 玉山 さん

私がこの学校を知ったのは、就職活動で悩んでいた時のことでした。幼少の頃からものづくりが好きだったこともあり、入学を決
意しました。入学前はそれまで本格的にものづくりについて学んだことがなかったため、勉強についていけるか不安に思うこと
もありましたが、短期大学校では機械に関する基礎知識を一から学ぶことができました。また、座学だけではなく実習も並行し
て行うので、学んだことが偏ることなく身に付いたのではないかと思います。卒業後はチョコレート専門機械メーカーに就職し、
今は機械を組み立てる仕事をしています。一見すると学校で習った分野とは違うように思えますが、蓋を開ければ学生時代に勉

強したことは何一つとして無駄になることはありませんでした。ものを組み立てるには図面が読めなければならないですし、部品の追加工を行うために自ら切
削機械を使用することもあります。学校で講習を受けた溶接やグラインダーも日常的に扱っていますし、入社してから大きな工事に携わる機会があり、その際は
電気的な基礎知識も大いに役に立ちました。また、この学校では勉強だけでなく、就職活動にも力を入れています。夏季・冬季のインターンシップや就職説明会
に参加している企業はとても多いです。また個人で就職活動をしていた時に苦労した、ビジネスマナーや履歴書の書き方なども授業で身に着けることができま
した。ものづくりが好きな人や、少しでも興味がある人、もっとものづくりの知識を身に着けたいという人なら短期大学校で得られるものがたくさんあると思い
ます。是非この学校でものづくりを学び、自分の目指す技術者になってください。

オサ機械株式会社  門屋 愛弓 さん（平成��年度卒業）

資格取得や就職をバックアップ！

◆技能検定（旋盤）
◆技能検定（手書き製図）
◆技能検定（CAD 製図）
◆技能検定（機械保全）

資　格

■デザインエンジニア
自動車や家電製品等の機構や製品の設計を行います。

■プロダクトエンジニア
機械、機器、製品の試作と製造及び生産マネジメント
を行います。

■メンテナンスエンジニア
生産ラインや機械装置の構築、保守、修理、検査等を行
います。

就　職 機械設計・加工・制御等を学ぶことにより、実践型エンジニアとして企業から大いに期待されています。
さらに開校以来就職率���％の記録を更新中です。

令和元年度～令和３年度 卒業生の主な就職先

就職率

100％100％
令和4年３月
卒業生実績
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機械系メカトロニクス制御
全自動洗濯機のような身の回りにある家
庭用電気機器をはじめ、信号機・自動販売
機・エレベータや産業用ロボット、自動化
生産ラインに至るまで、様々な設備に使わ
れている制御技術です。
部品や製品の大きさ・形状を決めるために
設計図の描き方や、その図面を元に旋盤
やフライス盤などの各種工作機械による
加工法を学びます。

電子系メカトロニクス制御
スマートフォンや家電製品などの電子機器
にはこれらを制御するための専用コン
ピュータが組み込まれており、センサなどの
入力機器とモータなどの出力機器との間を
高速で正確な制御を実現しています。
デジタル・アナログ回路の基礎を学び、目的
の動作に対応した回路基板を製作します。さ
らに、電子機器のコントロールのためにマイ
クロコンピュータのプログラムを学びます。

システム系メカトロニクス制御
巨大な工場のオートメーションシステムや、流通
倉庫の商品の分別管理、飛行機や電車の交通
管制など生産活動や普段の生活に密着したシ
ステムのコントロールに活用される技術です。
シリンダーやセンサなどの空気圧や電気信号で
動作する制御機器を用いた模擬生産ラインを
作成し、電気配線や空気圧配線の仕方やプログ
ラマブルコントローラによるシーケンスプログラ
ムの作成方法を学びます。

制御技術科
Robotic & Control Systems

想いのままにシステムを
コントロールしてみよう！！
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機械・電気・情報の各分野の基礎を広く学びます。講義は初めて耳
にする言葉ばかりで戸惑うことも多いと思います。しかし基本を
しっかり身につけて土台としなければ、高度な知識も技術も身に
つきません。毎日行われる丁寧でわかりやすい講義を聴くこと、与
えられた課題を自分の言葉で考えること、この繰返しがこれからの
皆さんの骨格になります。

調べる・考える
十分に吸収した知識を実習作業で経験に換えます。ＣＡＤによる機
械設計、各種工作機械による金属加工、コントローラ・マイコンに
よる制御プログラム、電気・電子部品による配線作業など、いろい
ろな実習を通して、講義で学んだ知識を実体験の中で再確認しま
す。教科書を読んだだけで終わる知識はありません。

実体験する

講義と実習により定着した技術は資格取得という目標を掲げてよ
り高いレベルに引き上げることができます。｢フライス盤加工｣｢旋
盤加工｣の『３級技能検定』の課題や『第二種電気工事士』に取り
組むことにより、「やったことがある・使ったことがある」という経験
レベルから、「使いこなせます」という実践レベルにワンランクアッ
プすることで、就職活動での自信にもつながります。

使いこなす
２年生の後半に入るといよいよ卒業制作がスタートします。今まで
の知識や技術を最大限に活用して機械系・電気系・システム系い
ずれかのメカトロニクス制御に関係するオリジナリティーに富ん
だ作品を作ります。失敗と試行錯誤を繰り返し、学友や指導にあ
たる先生方とひとつの作品作りに没頭します。

作品にする

ロボットが生活や産業をサポートする時代になりました。

ロボットを動かしている基礎技術がメカトロニクスです。
あなたもメカトロニクスエンジニアの世界へ！
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切粉専用ロボット掃除機の製作
切削加工等で発生する切粉を効率的に除去するこ
とができる自律型ロボットを作製しました。特徴と
しては、車輪にメカナムホイールを使用することに
より、任意の方向に移動することができることで
す。メカナムホイールとは、任意の方向に移動でき
るように特別に設計されたホイールです。車輪円
周上に��度の角度でローラーが取り付けられてい
ます。モータの駆動力の伝達により、従来の車輪と
同じ動きをすることに加え、フリーになっている
ローラーで��度の方向に移動できます。�つのモー
タの回転方向と速度を調整することで、車輪の回
転とローラーの動きによって全方向に移動が可能
です。

スターリングエンジンの製作
スターリングエンジンとは，外側から熱を与え空
気を熱し膨張させ、冷却部で空気を冷やし収縮さ
せる。この空気の圧力の差を利用して動かす、外
燃機関の一つです。車やバイクなどのエンジン
の、爆発を利用した内燃機関とは違いとても静か
なのが長所です。この卒業制作を通して感じたこ
とは，設計構想と図面の重要性です。部品加工と
組み立ての段取りや修正の容易さは、全て設計図
面の完成度によって大きく影響されました。

３Ｄプリンタによる
卒業制作課題の部品製作

制御技術科の卒業制作・研究は、多くの学生の
方に�D-CADを使って、それぞれのテーマの装置
を設計し、積極的に�Dプリンタを使用して部品
製作に利用しています。素早く形状確認ができ、
組立後の動作確認など、幅広く活用しています。

第二種電気工事士を取得するには筆記
試験と技能試験に合格する必要があり
ます。制御技術科では試験対策の授業
を選択することができます。

主な学科と実技科目

卒業制作・研究

物の運搬が可能な多脚ロボットの製作
八足の多脚走行ロボットを制作しました。このロ八足の多脚走行ロボットを制作しました。このロ
ボットは 、通常の八 足歩 行 の 他 に六 足で 歩 行
し、残りの２足の足をアームとして使い、物の運
搬を行うことを可能としています。また、このロ
ボットの制御は、無線操縦のコントローラを用い
て遠隔 操 作で行うことができます。さらに、ロ
ボットの最も高い位置には、周囲の状況を確認
するために、回転する赤外線センサを取り付け、
一定距離に物が近づくとスピーカーの音で知ら
せるという機能も付けました。制作において一番
工夫した点は、八足と言う多脚のために重量が
重くなってしまい、軽量化に苦労したことです。

第二種電気工事士試験に挑戦

TOPICS トピックス

電子工学実験Ⅱ　　センサ工学

技能照査

英語Ⅰ英語Ⅰ 英語Ⅱ英語Ⅱ

電気工事士・技能検定（機械）

CAD技能向上演習
プログラム設計演習 自動化システム実習

機械工学実験Ⅰ　CAD演習
機械工学実験Ⅱ　数値制御実習

生産工学

研削と石

メカトロニクス工学Ⅱ
シーケンス制御実習Ⅰ・Ⅱ
制御工学実験・実習
空気圧制御実習
メカトロニクス実習
産業用ロボット安全作業実習

塑性加工実習

機械加工実習Ⅲ

機械組立作業実習

数学基礎演習数学基礎演習
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在校生のメッセージ

卒業生からのメッセージ

制御技術科では、勉強する分野が多岐にわたります。CAD、機械加工、電気・電子回路、シーケンス制御、プログラミング
など幅広い分野の技術を学ぶことができるため、就職活動でも多くの業種を検討できます。「技術系」といってもイメージが
わかない方、就職に不安を感じる方にも向いています。実際に授業を受けてから、興味をひかれた分野への就職ができます。
私は電気関係を学びたいと思い、電気工学・シーケンス制御のカリキュラムが一番充実している制御技術科を選択しました。
目指していた第二種電気工事士試験に合格できたのも、日々の実習や実験で基礎を養えたからだと思います。将来は � 次元
CAD やメカも扱える電気技術者として就職を目指したいです。

(株)ＩＨＩ／(株)アイティ・イット／(株)アマダプレスシステム／荒木工業(株)／ＡＧＣ
(株)／(株)エクシオジャパン／(株)エクシオジャパン／(株)エクシオジャパン ＮＥＣファシリティーズ(株)／応用電機(株)／(株)オシ
キリ／(株)オリンピア・システムズ／(株)カナメックス／川崎自動車工業(株)／関東総
業(株)／京浜産業(株)／(株)光電社／(株)佐々木鉄工所／三和工機(株)／産和産業
(株) ／シークス(株)／城山工業(株)／新光ネームプレート(株)／図研テック(株)／
(株)須藤製作所／セントラル電子制御(株)／(株)テクノステート／(株)デストプラン／(株)デストプラン／(株)デストプラン
東亞合成(株)／(株)ニコンエンジニアリング／(株)ニコンエンジニアリング／(株)ニコンエンジニアリング 日産自動車(株)／日東エレベータ製造
(株)／日本エンジニアリングソリューションズ(株)／日本ギア工業(株)／日本電設通
信工事(株) ／日本ビルコン(株)／日本リーテック(株)／ハル・エンジニアリング(株)／ハル・エンジニアリング(株)／ ／
(株)ビーネックスソリューションズ／(株)日立産機システム／(株)マーク電子／(株)マーク電子／(株)マーク電子 (株)マ
イスターエンジニアリング／イスターエンジニアリング／イスターエンジニアリング (株)マグトロニクス／マルマテクニカ(株)／(株)ミクニ／
守谷輸送機工業(株)／山村フォトニクス(株)／ワッティー(株)

◆産業用ロボットの教示等に係る特別教育
◆アーク溶接等の業務に係る特別教育
◆研削といしの取替え等の業務に係る特別教育
◆電気取扱業務に係る特別教育（低圧）
※上記４つの資格は授業で取得できます

その他

過去３年の過去３年の過去３年の過去３年の過去３年の過去３年の過去３年の過去３年の
就職分野就職分野就職分野就職分野就職分野就職分野就職分野就職分野

（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）

機械電気設備・
保守管理メンテナンス

24％

生産技術
15％ 22％％

「制御」と聞いて、みなさんは何を思い浮かべますか？今、街には制御技術を用いた機械装置が溢れています。全自動洗濯機、自
動車、エレベータ等挙げていけばきりがありません。制御技術科では、そういった装置を作るために必要な技術を学ぶことがで
きます。具体的にはCAD、機械加工、電気・電子回路、シーケンスプログラムなどです。これらの技術を習得すれば、CADで設計
し、その図面を基に加工や�Dプリンタで部品を作り出せます。電気配線を施し、モータ等を用いて動かすことができます。シーケ
ンスプログラムを組み込めば、自動で制御することができます。卒業制作ではこれらの技術を駆使し、装置を作っていきます。完
成した装置が思い通りに動く感動を一緒に味わいましょう。

制御技術科ってどんなところ？

生形 政樹 先生

清水 彩花 さん

私は現在、制御盤の回路と、シーケンサのプログラムを設計する制御設計という仕事に就いています。
直近では、特殊ロボットの制御設計と、新製品の制御設計に携わっております。
高校は普通科でしたが、�年時に電気、制御、機械の基礎をしっかり学び、�年時には選択授業で自動化システム実習を選択し、
実際に弊社機械に搭載されていたシーケンサの理解を深める勉強もしました。
卒業製作ではACサーボモータの配線から、制御までを�人でこなすことができる様になりました。

短期大学校での�年間は非常に密度が濃く、様々な分野の勉強をするので大変だと感じる部分もありましたが、実務上でも大学時代の講義内容が役に立って
いると感じることが多々有り、有意義な�年間であったと思います。
進路に迷っている方、この分野に興味があるけど難しそうだと考えている方、制御技術科での学習を経て、未来のエンジニアを目指しませんか？
教鞭を執ってくださる先生方は優しく知識豊富で、業界にも精通されています。
一から学ぶ不安を感じさせない環境で、自分の得意な分野を探し出し将来を確かな物にできるよう頑張って下さい。

資格取得や就職をバックアップ！

◆技能検定（旋盤）
◆技能検定（フライス盤）
◆技能検定（CAD 製図）
◆第二種電気工事士

資　格

■電気機械器具製造・機械加工
さまざまな工作機械・電気機器を試作・製造します。

■機械電気設備・保守管理メンテナンス
工場の生産ラインや機械などの保守・修理・検査をし
ます。

■電子・機械設計
小さな電子部品から工場の生産ラインまで設計します。

■プログラマ
機器を自在に動かすためのプログラミングをします。

■生産技術
製造現場の維持管理をする仕事です。

就　職 幅広い技術を学ぶことにより実践型エンジニアとして多方面で活躍できます。特に機械、電気・電子、
情報など複合的な技術が求められる分野で期待されています。

令和元年度～令和３年度 卒業生の主な就職先就職率

令和４年３月
卒業生実績

88.2％88.2％
機械電気器具製造・機械電気器具製造・
機械加工機械加工
4040％

電子・機械設計・
プログラマ
19％

株式会社アマダプレスシステム　シナジー商品開発部　制御G/R  板　 憲悟さん（平成��年度卒業）
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エレクトロニクス
ＬＥＤを光らせたり、センサの情報を読み
取ったり、電子回路は至るところで生活を
支えています。アナログ、デジタルといった
電子回路の設計、製作方法や測定方法を
学びます。
ＣＡＤを用いた回路図作成や基板の配線
パターンの設計技術も身につけます。

コンピュータ制御
身の回りの電子製品のほとんどに、マイコ
ンと呼ばれる小さなコンピュータが組み
込まれています。
スマートフォンがタッチパネルで操作でき
るのも、おいしいご飯が炊けるのも、マイコ
ンによるところが大きいです。
電子回路を意識したプログラミング技術を
身につけ、モノを制御する方法を学びます。

情報通信・ネットワーク
インターネットやスマートフォンは、私たちの
生活の社会基盤となっています。
Bluetoothなどの無線技術やネットワーク
によるデータ通信技術、放送に用いられる
通信技術などを学びます。

電子技術科
Electronic Device＆Communication Systems

IoTを支えるエレクトロニクス！
人と未来をつなぐ！
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「オームの法則」を始めとする電気理論や基本的な電子部品の特
性を、テスターやオシロスコープなどの計測器を使って測定し、電
気回路の考え方や測定方法を学びます。目に見えない電気の世界
をイメージできるようになるといいですね。

基礎を学ぶ
電子回路や電子部品の基本特性を学んだら、目的の動作をする回
路を設計します。動作仕様を満たすように部品を選定し、抵抗値の
大きさなどを計算します。回路設計後は、部品をハンダ付けし、回
路基板を製作します。できあがった回路に電気を入れ、動いたとき
の喜びは、作った者にしか味わえません。

電子回路を作って動かす

電子回路に実装されたマイコンにプログラムを書き込むことで、
電光掲示板に文字を表示したり、モータを回したり、様々な目的に
沿った機能を実現することができます。自分で作ったプログラム
が、思った通りに動くと「もっとこうしたい！」と次の機能を考えたく
なります。

マイコンでものを動かす
「こんなものがあったら便利だな」というものを具体的な形にする
のが卒業研究です。
勉強してきたハードウェアとソフトウェア技術を活用して、オリジナ
ルな電子機器を作っていきます。
あらゆるものがインターネットに接続されIoTの時代を迎えます。
今までの常識にとらわれない発想で、ものづくりにチャレンジして
みませんか。

こんなものいいなを形にする

人やモノがいつでもどこでもつながる時代がやってきています。

スマートフォンも自動車も通信機能をもった電子回路が必要です。

インターコネクション時代の
エレクトロニクスエンジニアをめざそう！
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若年者ものづくり競技大会に出場しました。

����年�月�日（木）に、愛媛県で開催された第��回若年者ものづくり競
技大会「電子機器組立て」職種に、電子技術科�年生の田邉慶祐さんが出
場しました。
����年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、無観客での開催
となりましたが、各選手の意気込みの伝わる大会でした。

主な学科と実技科目

TOPICS トピックス

日本語能力試験対策

アナログ電子回路Ⅱ
アナログ電子回路実験Ⅱ

コンピュータ工学実習Ⅱ
電子回路製作実習（選択）
プログラム設計実習（選択）

・

魔法のチェスの制作

遠隔で対戦できるチェスボードを製作
しました。ボードの下の磁石で駒を移
動させ、光センサーで駒位置を、カ
ラーセンサーで駒の種類を調べます。

Raspberry Piを用いた
多目的電光掲示板
フルカラーマトリクスLEDを使った置
時計です。日付・時間だけでなく、内蔵
センサにより測定した気温と湿度の
表示ができます。また、モードを切り替
えることにより、メッセージの表示も
できます。

卒業制作・研究

オーディオセットの制作

真空管によるアンプ、ワンチップチュー
ナーICによるAM／FM放送受信、トー
ンコントロール機能付きプリアンプか
ら構成される、オーディオセットです。

車体にカメラとロボットアームが搭載
され、スマホの画面をみながら荷物を
遠隔操作で移動させることができま
す。

スマホで操作できる探索ロボット
カメラ＆アーム機能付き
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在校生のメッセージ

卒業生からのメッセージ

私は、親や兄の影響で小さいころから電子技術に興味があり、電子技術について深く学べるこの学校の電子技術科に入学しようと
思いました。
私は、普通科高校からこの短大に入学しました。入学前は電子技術に関する知識が一切ありませんでしたが、一からわかりやすく丁
寧に教えてもらえたのでしっかりと授業についていくことができました。実習では、回路図を設計してはんだ付けで基板を作ったり、
マイコンを使ってプログラムを動かしたりしています。基板やプログラムが完成して実際に動かした際に設計通りに動かなかったり
するときもあり間違いを修正するのが大変ですが、設計通りに動いてくれた時は達成感を感じることができます。
将来については、基板の制作などが好きなので、基板実装などができる会社に就職しようと思っています。
ものづくりが好きな方もそうでない方も大歓迎です。みなさんも産業技術短期大学校を進学先の�つとして視野に入れてみてはい
かがでしょうか？

㈱REJ／㈱アイテクノ／㈱アイテクノ／㈱アイテクノ ㈱IJTT／㈱IJTT／㈱IJTT ㈱アイティ・イット／アンドールシステムサポート㈱
／㈱イクス／出光興産㈱／AGC㈱／㈱エム・イー／エムデン無線工業㈱／応用電機
㈱／大森電機工業㈱／㈱オキサイド／㈱カナメックス／技研電子㈱／共同カイテッ
ク㈱／㈱ケイテック／㈱ケイテック／㈱ケイテック ㈱ 古賀電子／㈱ 古賀電子／㈱ 古賀電子 ㈱コムニック／㈱コムニック／㈱コムニック サンコースプリング㈱／三波工
業㈱／㈱ジェイエスピー／シークスエレクトロニクス㈱／㈱シノザワ／㈱シミズ・ビ
ルライフケア／ルライフケア／ルライフケア ジャパニアス㈱／新興電設工業㈱／新日本電子㈱／㈱須藤製作所
／ソレキア㈱／タカ電子工業㈱／㈱ティー・エム・シー／㈱デジタルフォルン／㈱デジタルフォルン／㈱デジタルフォルン 東電
同窓電気㈱／東洋通信工業㈱／トランスコスモス㈱／日産自動車㈱／㈱日本アシ
スト／日本エンジニアリングソリューションズ㈱／日本ギア工業㈱／日本電設電車
線工事㈱／日本ビルコン㈱／プライムエンジニアリング㈱／㈱マイスターエンジニ
アリング／アリング／アリング ㈱マグトロニクス／㈱mirate／ワッティー㈱

◆技能検定（電子機器組立て作業）３級・２級
※ただし２級は、技能五輪予選として実施

◆情報処理技術者試験（ITパスポート試験）

普段使っているスマートフォンやゲーム機は、さまざまな電子部品を組み合わせた回路で作られており、マイコンで制御されています。
「電子技術」には生活を便利にし、楽しくする力があります。何気なく利用しているこれらの機器を実現しているのが電子回路の
「頭脳」であるマイコンです。難しそうに思えますが、電子技術科に来れば大丈夫！！基本からスタートするので、初心者でも「電子
技術者」をめざせます。
あなたも、電子機器の設計・製作・測定・プログラミング技術を学んで、電子技術者の仲間入りをしてみませんか？

電子技術科ってどんなところ？

相原 邦生 先生

田中　康太さん

私が勤めている日本ビルコン株式会社は、エアコンや付帯設備の工事・メンテンス・改造を行っています。その中で私は、メンテナ
ンス部門に所属し、エアコンの修理・保守管理・新規エアコンの試運転を行っています。
私は入学時、明確な進路が決まっていませんでした。学んでいくうちに、ものづくりの知識や、難しさ・楽しさを知り、「動きを考える
→考えを元に作ってみる→実験する→結果を出す」という事に夢中になり、そういった仕事に就きたいと思い始めました。
今振り返ると、学校生活で学んだ「考え、行動する力」や部品・工具の使い方が仕事に活かされ、学んだことが土台になっている
と実感しています。�年間という時間を集中して学び、しっかりと土台を作り自分だけの進路を作っていってください。

日本ビルコン株式会社 大和サービスセンター所長  石田 聖吾さん（平成��年度卒業）

資格取得や就職をバックアップ！
資　格

■電子設計技術者
電気・電子機器の設計、試作、製作、検査を行います。

■電子製造技術者
電気・電子機器を製造、組立てます。

■サービスエンジニア
電気・電子設備の検査、保守、運用などのメンテナンス作
業を行います。

■プログラマー・システムエンジニア
マイクロコンピュータのプログラム開発のほか、パソコン
やネットワーク上のシステム開発を行います。

就　職 電子技術の応用範囲は広く、卒業生は、電子機器、情報・通信、音響映像、ソフトウェア開発、電気設備
など、さまざまな分野で活躍しています。

令和元年度～令和３年度 卒業生の主な就職先

就職率

令和4年３月
卒業生実績

100％100％ 進学
1％

過去３年の過去３年の過去３年の過去３年の過去３年の過去３年の過去３年の過去３年の過去３年の過去３年の過去３年の過去３年の過去３年の過去３年の過去３年の
就職分野就職分野就職分野就職分野就職分野就職分野就職分野就職分野就職分野就職分野

（（令和元年度～3年度令和元年度～3年度令和元年度～3年度令和元年度～3年度令和元年度～3年度令和元年度～3年度令和元年度～3年度令和元年度～3年度令和元年度～3年度令和元年度～3年度令和元年度～3年度令和元年度～3年度令和元年度～3年度令和元年度～3年度令和元年度～3年度令和元年度～3年度令和元年度～3年度令和元年度～3年度令和元年度～3年度令和元年度～3年度令和元年度～3年度令和元年度～3年度令和元年度～3年度令和元年度～3年度令和元年度～3年度令和元年度～3年度令和元年度～3年度令和元年度～3年度令和元年度～3年度令和元年度～3年度令和元年度～3年度令和元年度～3年度）

その他
3％

電子機器設計電子機器設計
4343％

サービスエンジニア
12％

電子機器製造・組立電子機器製造・組立
14％

電気工事・
電気設備点検

77％％

プログラマー・
システムエンジニア

20％
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デザインワークを学ぶ
すべてのデザイン分野に共通する知識や
技術を基礎に、グラフィックデザイン、プロ
ダクトデザイン、スペースデザインの企画・
設計から制作までのデザインワークを学
びます。しなやかな感性と美的感覚を持
ち、現代社会に活用される製品を生み出
すことのできる技術を学ぶことができま
す。

総合的な学習
「造形論」では造形活動における発想、展
開に必要な知識を、「色彩学」では色彩の
原理及び特性を学び、デザインをする上で
の基礎力をアップします。「基礎製図」や
「描画表現実習」では、投影図、三面図、
パースなどを学び、基礎的な描写表現力
を養います。また、「デッサン」では、形の構
成要素である幾何学形体を中心に描画を
行い、観察力、描写力、表現力を養います。

専門的領域の選択
一年生の後半（10月）からそれまでに広く学んだ
基礎デザインを基に、３つの専門的領域の中か
らひとつを選択し、より深くデザイン活動におけ
る企画力、表現力を学びます。３つの専門的領域
とは、印刷物制作や平面的な表現を中心に学ぶ
「グラフィックデザイン」、工業製品など商品の企
画・設計や製作過程を中心に学ぶ「プロダクトデ
ザイン」、店舗や商空間の企画-設計や施工方法
を中心に学ぶ「スペースデザイン」です。

産業デザイン科産業デザイン科
Creative Industrial Design

デザインの世界 !
ものづくりに
かかせないもの！
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主に商業印刷物、出版物などの実践的な制作プロセスを学びま
す。また、印刷実習や写真実習等の体験型訓練に加え、現在のグラ
フィック表現に必要不可欠なコンピュータによる描画や写真画像
の加工及び編集のためのソフトウェア操作を基礎から応用まで学
びます。

グラフィックデザイン
主に工業製品・工芸品など量産されたものについて実践的な製品
計画プロセスを学びます。また、インダストリアルクレイなど、さま
ざまな材料による工業製品モデルの制作方法を習得します。さら
に、コンピュータによる３Ｄ表現や各種図面技法を基礎から応用ま
で徹底して学びます。

プロダクトデザイン

主に店舗設計・舞台美術などの実践的な設計・企画のプロセスを
学びます。また、コンピュ一夕による図面作成及び３Ｄ表現のため
のソフトウェア操作を基礎から応用まで徹底して学びます。さら
に、店舗等の緻密な模型製作法を学びます。

スペースデザイン

私たちの身の回りにあるものは、

すべてがデザインされています。

デザインは「ものづくり」になくてはならないもの。
ここではそんな 魅力的なデザインの世界 が

待っています！

入念にアイディアを検討します

集中して真剣に受講しています
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持続可能な地域モビリティに
ついての提案
自動車の使用が必要不可欠な地方に住む高齢者
の生活改善を目指すため、持続可能な地域モビリ
ティを提案しました。作品は3DCADを用いたレン
ダリングで表現しました。

実習場の荷物置き場のリデザイン

スペースデザイン選択の学生が実習で使用して
いる、実習室の荷物を置く棚が使いづらい事、
デザイン性に欠けている事、老朽化しているとい
う問題に着目し、収納とベンチを兼ねた個人用
の収納スペースと簡易的な休憩スペースを製作
しました。

主な学科と実技科目

卒業制作・研究

本学校ホームページ
リニューアル案の提案リニューアル案の提案
Webサイトのレスポンシブ化や入学希望者の増
加を目的とし、改善点のピックアップ、ヒアリン
グ等を経て、デザイン・コーディングを行いまし
た。

若年者ものづくり競技大会出場

技能を習得中の20歳以下の若年者がものづくりの技を競
い合う大会です。産業デザイン科では第４回大会から「グラ
フィックデザイン職種」の
部に毎年１名～２名が出
場しており、 これまでに厚
生労働大臣賞(第１位)を
受賞するなど、多くの大会
で優秀な成績を修めてい
ます。

企業様からご依頼いただいたデザインテーマ
（企画・提案）に学生が取り組みます。

産学連携デザインの取組

TOPICS トピックス

デザイン史

関



2121

過去３年の過去３年の過去３年の過去３年の過去３年の過去３年の過去３年の過去３年の過去３年の過去３年の
就職分野就職分野就職分野就職分野就職分野就職分野就職分野

（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）

CADオペレータ・設計CADオペレータ・設計
10％

ディスプレイ・プランナー・
舞台美術・展示会・映像

3％
製造（品質管理等）・施工管理

7％

企画・営業
8％

その他（販売等）
1717％％ デザイン

（印刷・サイン・Web等）（印刷・サイン・Web等）

19％

DTP・CTP・
印刷オペレータ
7％

モデラー・モデラー・
デジタルデザインデジタルデザイン
29％％

在校生のメッセージ

卒業生からのメッセージ

私は昔から絵を描いたりモノを作ったりすることが好きで、もっとデザインと技術を学びたいと思い、産業デザイン科に入学し
ました。立体物の製作が好きなため、選択授業ではプロダクトデザインを専攻しています。実際に自分でデザインしたものを
形にしていくことはとても楽しいです。
クレイモデル制作の授業では自分の出したアイデアを具現化していきました。クレイを削るのが大変でしたが外部講師の方や先
生方に教えてもらいながら制作・検討を繰り返し、そしてクレイモデルが完成した時には達成感を感じました。
そしてプレゼンテーションの準備では、自分の作ったものを見る人に伝えるための大事な資料なので真剣に作りました。
ここで経験したことを将来に活かしていけるようにしっかりと学んでいきたいです。

湘南技術センター㈱／情報印刷㈱／北斗㈱／大成技研㈱／㈱エイジェック／㈱ノ
ムラプロダクツ／㈱ユニバーサル建設／㈱文典堂／㈱シバックス／日本ステージ
㈱／ヨコキ㈱／㈱コア・エレクトロニックシステム／㈱佐々木鉄工所／㈱ＳＡＫＵ
ＲＡＧ／㈱オクタノルムジャパン／㈱日産オートモーティブテクノロジー／㈱ホリ／
㈲フォトスタジオアライ／三松堂印刷㈱／㈱ビットエイ／シグノシステムジャパン
㈱／㈱光電社／コミヤ印刷㈱／四元工美㈱

◆有機溶剤業務従事者安全衛生教育
※上記資格は授業で取得できます

デザインとは社会や人々の暮らしを豊かにするための方法論です。私たちは多くのモノやサービスに囲まれて日々生活してい
ますが、それらは何かしらのデザインがされています。誰に、何を、どのように、そしてどんな考え（コンセプト）なのか。こ
れらはデザインの重要なプロセスの一つと言えます。
進路を考える中で、「描くのが好き」や「つくるのが好き」というだけで仕事としてやっていけるのか不安を感じるかもしれま
せんが、「誰かの役に立つ」ことが好きな人なら、ぜひチャレンジしてほしいと思います。
産業デザイン科ではこれまでデザインについて学んだことのない方でも基礎から学ぶことができます。グループワークやプレゼ
ンテーションなども繰り返しトレーニングすることで自信が持てるようになります。まずは社会人としてスタートラインに立つこ
とが目標です。そんな目標を持った仲間たちと、悩み励まし合い充実した 2 年間を過ごしてみませんか？ 

産業デザイン科ってどんなところ？

若島 英司 先生

髙信 みづき さん

現在、私は株式会社 SAKURUG にて WEB デザインを担当しております。
業務内容としては主に、クライアント会社に常駐し、バナーやロゴ、アプリトップのデザインから WEB サイト運用、イラスト制作まで幅広く活
動しています。
基本現場勤務ということで環境が変化しやすい勤務形態ですが、その分多岐にわたる分野や技術がすぐに身につく為、日々自分の成長を実
感しながら取り組めております。

本校の特徴である、早い段階で幅広いデザインを学び今ある様々な業界について知ることができる受講プロセスを通じて、現場でも十分に通用する技術を学ぶことができました。
また在学中にやりきれなかった反省点や課題点を、今後業務を通して改善していきたいとも思っております。
産業デザイン科ではデザインの枠に捉われない非常に様々なスキルを学ぶことができるので、自身の視野が広がる画期的な二年間になると思います。

株式会社SAKURUG　WEBデザイナー　  白井 花乃さん（令和元年度卒業）

資格取得や就職をバックアップ！

◆グラフィックデザイン検定
◆色彩検定
◆商業施設士 (スペースデザイン選択者)

資　格

■グラフィックデザイン
印刷会社でのＤＴＰオペレータ
ソフトウェア会社でのWebデザイナー

■プロダクトデザイン
製造会社でのモデラー・デザイナー
モデル試作会社でのモデラー・ＣＡＤデザイナー

■スペースデザイン
空間企画会社でのデザイナー
展示・ディスプレイ会社でのディスプレイ施工管理者

就　職 グラフィック、プロダクト、スペース各分野で学んだ技術を活かし、活躍しています。

令和元年度～ 令和３年度 卒業生の主な就職先

就職率

令和4年３月
卒業生実績

97％97％
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プログラミング
パソコンは命令を与えなければただの箱
です。どのような機能が必要か考え、設計
図を作ります。設計図からプログラムを作
ります。プログラミングの基礎から学習し
て、様々なアプリケーションを開発する能
力を身につけます。C言語から学習して、１
年生の後期にC++言語とJava言語のコー
ス選択になります。

データベース
SQLというデータベースを定義・操作する
言語を使用したデータ操作や、データベー
スの設計・構築方法について学習します。
これらの学習を通じ、リレーショナルデー
タベースを設計・構築する能力を身につけ
ます。

ネットワーク
通信の取り決めをはじめとするネットワー
クの基本を学習した上で、実際にLinux系
OSを使ってサーバー構築を経験します。講
義と実習を通じて、サーバーやネットワー
クを設計・構築・運用する能力を身につけ
ます。

情報技術科
Information ＆ Network Systems

きみも目指せ！
プログラマー・
システムエンジニア！
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初心者でも初めから丁寧に指導します。
パソコンはあまり使ったことがないので、授業についていけるか心
配だと考えている人も多いと思います。 本校の授業は実習中心で
行いますが、パソコン初心者を対象に授業を行うので、学ぶ意欲が
あれば心配する必要はありません。ひとつひとつ基礎から学んでい
きましょう。

基礎から学ぶ
最新のWindowsパソコンを一人一台使って実習を行います。
プログラミング実習では、開発ツールを使って学習します。仮想化
環境を利用することにより、１台のパソコンでWindowsやLinuxな
ど複数のオペレーティングシステム(ＯＳ) を動作させる授業もあり
ます。

最先端の設備で学ぶ

１年次～２年次前期で、 開発に必要な知識とプログラミング能力
が習得できます。が習得できます。が習得できます
システム開発は、分析→要件定義→基本設計→詳細設計→プロ
グラム作成→テスト→運用・保守という手順で行います。授業で
は、その手順の一つ一つを、講義と実習で勉強します。この学習内
容が２年生後期から始まる「卒業制作・研究」に活かされます。

必要な能力がつく
IT業界を学んで、内定を勝ち取ろう！
１年生の３月から就職活動が始まります。 就職活動も勉強です。 自
己分析、企業研究をしっかり行うことが大切です。 希望企業にどう
やったら合格できるのかを考えるのではなく、「この企業に入って、
こんなプログラムやシステムを作るぞ」という未来像を伝えられる
ようになりましょう。

未来を伝える

「こんな機能があったら
　　　　　いいな 作ってみたいな」
怖がらずに、手を動かして、キーボードをたたいてみよう
パソコンを自在に操って、自分で考え、自分で作ろう!
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情報処理技術者試験に挑戦！

情報処理技術者試験は、経済産業省が主催する国家試験です。IT 業界では認知
度が高い試験であり、システムエンジニア、プログラマー等の職種で就職を目指す
学生にとって有効な資格の一つです。情報処理技術者試験の中で、本校の学生が
主にターゲットにしているのが、「基本情報技術者試験」と「IT パスポート試験」
です。

主な学科と実技科目

卒業制作・研究

TOPICS トピックス

知識と実技の仕上げ

C++言語プログラミング
図形処理プログラミング

ネットワークプログラミング

Java言語プログラミング
サーバーサイドプログラミング

データベース
プログラミング

ネットワーク構築

卒業研究

一般教科選択科目

C++言語プログラミング
Java言語プログラミング

プログラミング応用（選択）

マイコンプログラミング
組み込みOSプログラミング

Androidプログラミング

組み込み（選択）

システム設計

英語Ⅰ英語Ⅰ 英語Ⅱ英語Ⅱ

手書きの計算式（四則演算）を自動
で計算するアプリの作成
コンピュータに手書きの文字の画像を学習させ、
文字を判定できます。この仕組みを使って数字と
演算子を学習させ、手書きの計算式を自動で計算
するアプリケーションです。
学習させる文字は � ～ � の数字 �� 種類と、四則
演算記号 �つを合わせた計 �� 種類です。
そのためアプリケーションで行える計算は、整数の
四則演算のみとなります。

Bluetoothを使用した鉄道模型
パワーパックとそのアプリの開発
自作したパソコン用の専用アプリを使って、鉄道
模型の無線遠隔操作が行えます。アプリは、
Bluetooth 経由でマイコンに指示し、マイコン
に組込んだプログラムが列車とポイントを制御し
ます。また、要所に物体検出センサーを配置し、
列車が安全に運行できるような仕組みも設けて
います。

就職活動支援システムの開発

学生が就職活動を行う際、紙に手書きで行って
いる手続きをシステム化し、事務処理の効率化を
図りました。パソコン上で利用できるＷｅｂアプリ
ケーションで、アカウント管理、時間割管理、就
職活動申請・許可、就職活動報告の４つの機能
があります。ユーザーは指導員と学生の２種類を
用意し、それぞれで利用できる機能を分けました。
全機能の設計とアカウント管理及び時間割管理
の実装が完了しています。
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プログラマー・
システムエンジニア等開発

76％

ネットワークエンジニア

11％

運用・保守運用・保守
4％

総合・事務
3％

その他
6％

在校生のメッセージ

在校生のメッセージ

IT化が進む中で、私もITを基礎から学習して実践してみたいと思うようになりました。
そこでITの実践技術者を育てるという言葉に魅力を感じ、この学校に入学することを決めました。
入学前はITに関する知識がなく不安でしたが、いざ授業が始まると、短い期間で多くの知識を身につけることができました。
今では、自分の力でプログラムを書くことができます。
プログラムでエラーが出た時も何故エラーが出るのかを考える力がつきました。
ITの知識がなくても、自分のペースで学べるので、ITに興味がある方はぜひ検討してみてください！

アークシステム㈱／㈱アールシーエス／㈱アイオライト／アウェイクアイ㈱／㈱アクロ
イト／㈱アバールデータ／㈱アプリコット／㈱エイジェック／エクシオ・システムマネ
ジメント㈱／㈱エスシー･マシーナリ／㈱エフ･トレード／オオイテクノ㈱／㈱オリンピ
ア･システムズ／技研電子㈱／㈱クロステック／㈱ケイテック／国際通信企画㈱／㈱
コスモ／㈱コスモス／㈱三技協イオス／㈱ジェイエスピー／㈱システムクリエーショ
ン／システムパック㈱／システムワークスジャパン㈱／㈱ソフテム／㈱タシロ／㈱たま
や／テクニカルジャパン㈱／㈱テクノウェア／㈱テクノシステムズ／㈱デジタルフォル
ン／㈱東京コンピュータシステム／東西㈱／日本エンジニアリングソリューションズ㈱
／㈱ハクエイ／ハル・エンジニアリング㈱／㈱ＶＩＰワークス／富士ソフト企画㈱／㈱
フジソフトラボ／㈱山一情報システム／山下マテリアル㈱／リックソフト㈱

◆情報処理技術者試験(基本情報技術者試験)
◆情報処理技術者試験(ITパスポート試験)

過去３年の過去３年の過去３年の過去３年の過去３年の過去３年の過去３年の過去３年の過去３年の過去３年の過去３年の過去３年の過去３年の
就職分野就職分野就職分野就職分野就職分野就職分野

（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）（令和元年度～3年度）

今や買い物を出かけることなく自宅から行えるような便利になった世の中ですが、これらは情報技術の発展によってもたらされ
ました。
情報技術科に入学する学生さんは、これまで情報技術について経験がない方がほとんどですが、授業でキーボードのタイピング
練習から始まり、コンピューターの知識、プログラミングといった技術を基礎から学ぶことができ、卒業するまでには一人でイチ
からアプリケーションを作成することができるようになります。また、不安なことやわからないことは職員一同サポートしますの
で、やる気さえあれば高い情報技術力を身につけることができます。私たちと一緒に学び、便利な世の中を作る一員を目指して
みませんか。

情報技術科ってどんなところ？

大蔵 将利 先生

島田 月稀 さん

私は高校生の時に化学を専攻していましたが、情報について学ぶ機会があり、化学より情報の方が面白いと思い情報の道に
進むことを決めました。
この学校の特徴は先生との距離が近いことだと思います。授業でわからないことがあってもその場で質問しやすい環境です。
また放課後や休み時間などに質問しに行くとわかるまで教えてくださるので、細かいところまで知りたいと思う方はこの学校
があってると思います。
将来情報技術関係の仕事がしたいと考えている方は是非、情報技術科への入学を考えてみてください。

橋本 直歩さん

資格取得や就職をバックアップ！
資　格

■プログラマー
コンピュ一夕一システムを動かすためのプログラムを
作ります。作ります。作ります

■システムエンジニア
業務を分析して、ハードウェアやソフトウェアの設計、
開発プロジェクトの管理をします。

■ネットワーク工ンジニア
ネットワーク運用に関する設定、インターネットの接続
やメンテナンスをします。

就　職 プログラミング・データベース・ネットワークの�本柱に関する知識・技能を学ぶことで、IT企業での活
躍の場が広がります。

令和元年度～令和３年度 卒業生の主な就職先

就職率

令和４年３月
卒業生実績

96.4％96.4％
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令和３年度
卒業生の就職状況 （令和４年３月卒業）

就 職

業種別就職者数業種別就職者数業種別就職者数業種別就職者数業種別就職者数業種別就職者数業種別就職者数業種別就職者数業種別就職者数業種別就職者数業種別就職者数業種別就職者数業種別就職者数業種別就職者数業種別就職者数業種別就職者数業種別就職者数業種別就職者数業種別就職者数業種別就職者数業種別就職者数業種別就職者数業種別就職者数業種別就職者数業種別就職者数業種別就職者数業種別就職者数業種別就職者数業種別就職者数業種別就職者数業種別就職者数業種別就職者数業種別就職者数業種別就職者数業種別就職者数業種別就職者数業種別就職者数業種別就職者数業種別就職者数業種別就職者数業種別就職者数業種別就職者数業種別就職者数業種別就職者数業種別就職者数業種別就職者数業種別就職者数
（���人）（���人）（���人）（���人）（���人）（���人）（���人）（���人）（���人）（���人）（���人）（���人）（���人）（���人）（���人）（���人）（���人）（���人）（���人）（���人）（���人）（���人）（���人）（���人）（���人）（���人）（���人）（���人）（���人）（���人）（���人）

（令和�年度）（令和�年度）（令和�年度）（令和�年度）（令和�年度）（令和�年度）（令和�年度）（令和�年度）（令和�年度）（令和�年度）（令和�年度）（令和�年度）（令和�年度）（令和�年度）（令和�年度）（令和�年度）（令和�年度）（令和�年度）（令和�年度）（令和�年度）（令和�年度）

製造業
����人（��.�%）人（��.�%）

サービス業サービス業
��人（��.�%） 人（��.�%） 

その他
�人（�.�%）人（�.�%）

建設業
��人（��.�%）

卸売・小売業卸売・小売業
�人（�.�%）人（�.�%）

情報通信業情報通信業
��人（��.�%）

学術研究、専門・技術サービス業
�人（�.�%）

生活関連サービス業、娯楽業
�人（�.�%）

求人状況求人状況求人状況求人状況求人状況求人状況求人状況求人状況求人状況求人状況求人状況求人状況求人状況求人状況求人状況求人状況求人状況求人状況求人状況求人状況求人状況求人状況求人状況求人状況求人状況求人状況求人状況求人状況求人状況求人状況求人状況求人状況求人状況求人状況求人状況
（���社）（���社）（���社）（���社）（���社）（���社）（���社）（���社）（���社）（���社）（���社）（���社）（���社）（���社）（���社）（���社）（���社）（���社）（���社）（���社）

（令和�年度）（令和�年度）（令和�年度）（令和�年度）（令和�年度）（令和�年度）（令和�年度）（令和�年度）（令和�年度）（令和�年度）（令和�年度）（令和�年度）（令和�年度）（令和�年度）（令和�年度）（令和�年度）（令和�年度）

製造業
���社（��.�%）

サービス業サービス業
��社（��.�%）社（��.�%）

建設業建設業
��社（��.�%）社（��.�%）

�社（�.�%）

情報通信業情報通信業
������社（��.�%）

その他
卸売・小売業

��社（�.�%）社（�.�%）
��社（�.�%）

学術研究、
専門・技術サービス業

機械器具製造業 ………………………………48
情報通信機械器具製造業 …………………… 4
輸送用機械器具製造業 ………………………14
電気機械器具製造業 …………………………12
電子部品・デバイス・電子回路製造業 ……17
印刷・同関連業 ……………………………… 2
金属製品製造業 ………………………………21
その他の製造業 ………………………………20

製造業138社内訳
（社）

就職率 ��.�%
開校（平成７年）からの平均就職率は��.�％です。

��.�%

就職者

���人 ���人
就職希望者

���人���人



2727

　就職活動は、早目に準備を整え、意欲をもって取り組むことが大切です。そこで、学生が早くから就職を意識して、
積極的に就職活動に取り組めるよう、１年次から社会人としての基本的なマナーを学ぶ授業やインターンシップ（就
業体験）を実施しています。
　さらに、就職相談、キャリアコンサルティング、カウンセリングなど、就職に悩んだときに学生が気軽にアドバ
イスを受けられる体制を整え、企業の人事担当者の方を本校に招いて合同企業説明会を開催し、学生と企業を引き
合わせる機会をつくるなど、さまざまな方法で学生の就職活動を支援しています。

　学生の就職活動については、各科のチューター（担任）や就職
担当、学生課の求人開拓推進員が、企業選びから面接の受け方、
履歴書の書き方指導、WEB面接などで、学生のさまざまな就職活
動の支援を行っています。

充実した就職活動支援

個別就職支援
　本校では、学生の職業意識・社会人意識の醸成を目
的に、卒業生を招いて、自らの体験にもとづいた就職
活動についてのアドバイスをもらう就職対策講座を実
施しています。

卒業生からのアドバイス

１年生から準備はスタートします

２年生の活動を積極的に支援します

４月、新入生を対象に就職
活動の心構えや、最近の雇
用情勢・就職状況について
説明します。

オリエンテーション

６月、企業の人事担当者が
来校し、ブース形式で学生
に直接企業説明をしていた
だきます。

合同企業説明会

卒 業 就 職

８月、１月、企業実習（イ
ンターンシップ）を体験す
ることにより、社会人とし
て働くことの厳しさや責任
の重さを知り、学生と社会
人の違いに気づく貴重な機
会となります。

企業実習
（インターンシップ）

��月、就職活動に入る準備
として、「就職活動ガイド」
を作成、配付し、就職活動
の進め方、面接の受け方な
どを指導します。

就職ガイダンス

３月、企業の人事担当者が
来校し、ブース形式で学生
と情報交換をしていただき
ます。

情報交流会

「職業能力開発推進協議会」が短大校と学生を応援します！
　「産業技術短期大学校職業能力開発推進協議会」は、本校が実施する職業能力の開発、向上などの
事業と連携し、県内企業の人材育成に資することを目的として設立された団体です。
この協議会は、現在約���社の企業で構成され、本校の運営や学生の就職活動など、多大な御支援
と御協力をいただいています。

を作成、配付し、就職活動
の進め方、面接の受け方な

と情報交換をしていただき
ます。

ることにより、社会人とし
て働くことの厳しさや責任
の重さを知り、学生と社会

を作成、配付し、就職活動
の進め方、面接の受け方な
どを指導します。

用情勢・就職状況について

力強い応
援団！

職業能力開発

　　　　　　推進協議会

　　　　　　推進協議会

　　　　　　推進協議会

　　　　　　推進協議会
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�April ��October

��December

�January

�March

�February

����NovemberNovember

�May

�June

�July
��AugustAugust

�September

・入学式
・オリエンテーション

・文化祭

・合同企業説明会（�年生）・合同企業説明会（�年生）

・就職ガイダンス（�年生）・就職ガイダンス（�年生）
・冬休み

・インターンシップ（�年生）・インターンシップ（�年生）

・インターンシップ（�年）・インターンシップ（�年）
・夏休み

前
期
︵
４
月
１
日
～
９
月
��
日
︶

後
期
︵
��
月
１
日
～
３
月
��
日
︶

文化祭

合同企業説明会

卒業式

・スポーツフェスティバル・スポーツフェスティバル

スポーツフェスティバル

・卒業式

卒業研究発表（�年生）

入学式

・卒業研究発表会（�年生）・卒業研究発表会（�年生）
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実習棟

本館棟本館棟

体育館棟

図書室 ロビー

体育館

造形視覚デザイン実習室

学生ホール

切削加工実習室

電子CAD／基盤加工機室 制御技術実験室

就職情報コーナー就職情報コーナーマイコンプログラミング実習室
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Q&AQ&AQ&AQ&AQ&AQ&AQ&AQ&AQ&AQ&AQ&AQ&A

Q.
A.

普通高校に在学していますが、
技術系の勉強についていけるか不安です。

大丈夫！毎年工業系以外の高校出身者が��％以
上入学しています。あなたにやる気があれば、
どの科も基礎からじっくり学んで、専門的な知
識や技術を身につけることができます。また、
講師陣があなたの勉強をしっかりサポートして
くれます。

Q.
A.

授業時間や休みはどうなっていますか？

授業時間は、正規の時間割では８時��分から始
まり、��時から��時まで１時間の昼休みをはさ
んで��時��分に終了します（ただし、当面の間、
新型コロナウイルス感染症対策として公共交通
機関の混雑緩和を図るため、９時��分から��時
��分に変更しています。）。授業は１時限��分、
毎日４ 限あります。土曜、日曜、祝日は休みです。
長期の夏休み、年末年始の冬休み、学年末の春
休みもあります。

Q.
A.

女子学生はいますか？

技術系は男子ばかりだと思われがちですが、将
来、本校で学んだ技術を生かして働くことを目
標に、意欲を持って勉強に取り組んでいる女子
学生は、産業デザイン科を中心に在籍し、全体
の約��％です。（令和４年３月）

Q.
A.

学費免除はありますか？

本校が定める収入基準及び成績基準の両方に該当
する場合、授業料の一部もしくは全額を免除しま
す。また、年齢要件及び収入要件を満たした場合
に教科書・実習服を無償で支給します。
＊同制度は、年度により変更することがあります。

Q.
A.

奨学金制度はありますか？

厚生労働省が所管する技能者育成資金融資制度が
あります。所得及び成績基準の両方に該当する場
合、年�％の利子で融資されます。事前予約はでき
ません。
＊同制度は、年度により変更することがあります。
＊日本学生支援機構の奨学金制度は利用できません。

Q.
A.

費用はいくら準備したら良いですか？

入学料……………���,���円（県内に１年以上在住）

　　　　　　　　  ���,��� 円（上記以外）

授業料……………���,��� 円（年額）

教科書代等………約��,��� 円～ ��,��� 円

　　　　　　　　（学科により異なります。）

災害傷害保険料… ��,��� 円（２年間）

学生自治会費……��,��� 円（年額）

30
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▶オープンキャンパス����

＊上記の他に指定校推薦があります。
＊欠員を生じた学科のみ一般入試３回目を実施します。

試 験 日

■推薦・一般入試…令和４年��月��日（金）
■一般入試２回目…令和５年 １月��日（金）
■一般入試３回目…令和５年 ３月��日（金）

第１部

▶入学選抜試験

学校説明会　��:�� ～ ��:��
第２部 エンジニアセミナー（体験授業）

又は入試説明会　��:�� ～ ��:��
第１部と第２部どちらかだけでも参加いただけます。
※詳しくは、本校ホームページをご覧いただくか、学生課にお問い合わせください。

　皆様のご来校を心よりお待ちしています。

開催日

第１回
第２回
第３回
第４回
第５回

  ６月��日（日）
  ８月 ５日（金）
  ８月��日（水）
 ��月 ２日（日）
 ��月��日（日）

対　象
高校生など本校の受験を考えている方
及び保護者など

生 産 技 術 科
制 御 技 術 科
電 子 技 術 科
産業デザイン科
情 報 技 術 科

募集人員
各科��名

お問い合わせ・資料請求はこちらまで（学生課）

TEL ���-���-���� FAX ���-���-����
URL https://www.kanagawa-cit.ac.jp/

プログラム
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産業技術短期大学校
神奈川県立

KCIT Kanagawa Prefectural Junior College for Industrial Technology

術
技
な
か
し
た

来
未
な
か
し
た

生産技術科生産技術科

制御技術科制御技術科

電子技術科電子技術科

産業デザイン科産業デザイン科

情報技術科情報技術科

2023  入学案内

開校（1995年）からの全科合わせた 平均就職率 97.1％高い就職率

相鉄・JR線直通運転開始！ 都心　   二俣川 乗換なし通学可能！

s

中尾町
   

運転
免許
センター

運転免許センター
試験コース がんセンター

ディス
カウント
ストア

二 俣 川 駅

バス
ターミナル

● ← コンビニ
　　   

産業技術短期大学校

北口

●
ライト
センター

本 線

いずみ野線

埼
京
線

JR
直
通
線

渋 谷

海老名 大 和

湘南台

西 谷 横 浜

武蔵小杉

← 相 鉄 →

↑
JR
↓

約 12 分約 20 分 約 10 分

約 17 分

約 30 分約 45 分約 50 分

新 宿
池袋・
大宮・
川越
方面

SOTETSU

バス利用
約 10分
（徒歩含む）

徒歩
約 18分

1番のりば「旭 23」系統
「運転免許センター循環」乗車
「中尾町」下車　


