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〝 も の づ く り 〟プロフェッショナルへ 確 か な 道

夢に向かって、第一歩を！

Messag e f ro m P r e s i de n t

今や急速な発展を続ける高度情報社会を背景に第4次産業革命の時代と言われ、
あらゆる産業で、
IT
（情報技術）
やビッグデータの活用に加えて、
IoT
（もののインター
ネット）
やAI
（人工知能）
が積極的に導入されるようになっています。
本校
（千葉キャンパスと成田キャンパス）
では、
第4次産業革命をはじめとする様々

ポリテクカレッジ千葉

千葉キャンパス

2つのキャンパスに6つの学科

電気エネルギー制御科
新しいエネルギーを学び、
地球との関わりを考えるエンジニア

定員20名

電気・制御・機 械
加工技 術に最 新の

住居環境科
建築を基礎から学び、
実践することで成長する

環境・エネルギー技

な世の中の変革に十分対応できる技能・技術と適切な判断力をもつエンジニア・実
践技術者を育成するために、
専門課程の2年間で、
基礎的な専門知識から、
生産現場

に、インテリア等の

との関わりを意識し

科目も設置。修了時

た未来志向のエンジ

には一級・二級建築

ニアを育成します。

生を送り出してきました。

建 築計画・構 造・
施工の基礎から応用
までを学習すると共

術をプラスして、
地球

で即応できる技能・技術までを体系的に習得できるカリキュラムとなっており、
国立の
工科系短期大学校
（ポリテクカレッジ）
として平成3年の開設以来、
約3,900名の修了

定員20名

士の受 験 資 格が 取
得できます。

修了生の多くは企業の中核的人材として活躍しており、
また、
成田キャンパスには、
国公立の大学等で唯一航空機整備科があり、
各航空会社の整備士として国内外で
活躍しています。
本校の特徴は、
1クラス10名から30名の少人数制で学べ、
学生一人一人に向き合っ
校長

たきめ細やかな指導ができることと、
多くの時間が、
原理・原則を理解する
「実験」
と
実際の企業でも使用されている最新の機器を使用しての
「実習」
に充てられ、
即戦力

下町 弘和

電子情報技術科
知力と通信手段をもった
「道具」
を
生み出すエンジニア

となりうる人材を育成することです。

SHIMOM A C HI Hi rokazu

さらに、
より高い技能と技術を身につけたい学生は、
関東職業能力開発大学校等の
応用課程
（大学後期の3・4年相当）
に進む道もあり、
修了すると四年制大学としての就
職や本校のような職業能力開発施設の先生
（職業訓練指導員）
になる道も開けます。
両キャンパスで夢を共有する仲間とともに、
創造力、
実践力を磨き、
ものづくりの基
盤人材として、
ものづくりを通じて社会へ貢献しませんか。
ぜひ、
一緒に第一歩を踏み出しましょう。

工場におけるオー
トメーションシステム
点検ができるエンジ
ニアの育成を目指し

な 電子 通 信 社 会を

ます。
（日本版デュア

支える人材を育成し

ルシステム）

ます。

明確な目標を抱きながら学んでいるため、
積極性も生まれ、
多くの企業から高い評価
をいただいており、
毎年、
ほぼ100%の就職率を達成しています。

定員10名

の設 計製 作や 保守

器の開発など、高度

携わってみたい」、
「建築関係の仕事や航空機に関係した仕事に就きたい」といった

革

体通 信 機 器に代 表

メカニクスとエレクトロニクスを
学び実践する

能を 備えた 電子 機

く、
ものづくりに関する各種競技会やイベントにも積極的に参加し、
優秀な成績を収
めています。
そして何よりも学生は、
「ものづくりに興味がある」
「
、ものづくりの仕事に

沿

情 報 家電や移動

メカトロニクス技術科

される情 報 通 信 機

また、
学生の多くは在学中に就職後に役立つ資格取得にチャレンジするだけでな

夢

定員25名

10月入校
詳細はお問い合せください。

成田キャンパス
生産技術科

豊富な実習で
高い技能を手に入れる

定員20名

最新鋭のCADを

航空機整備科
業界と連携した実学的プログラム

使った設 計と、コン

を学び実習で裏付け

機 械で機 械 加工を

千葉職業能力開発短期大学校は「職業能力開発促進法」に基づき国により設置
された2年制の工科系短期大学校です（厚生労働省所管）。1991年4月に、制御技
術科・生産技術科・電子技術科・情報システム科・住居環境科・デザイン科・航空機

きる実 践 技 術 者を

プ ロペラ 機 から
ジェット機まで、
理論

ピュータ制御の工作
行い、日々進歩する

定員30名

を行い、
次代のニーズ
に応える航空整備士

技能・技術に適応で

を育成します。

育成します。

整備科の7科により、千葉市と成田市に開設しました。

「ポリテクカレッジ」とは、Poly（多様な）+Technic（技術）=Polytechnic（諸工芸）
とCollege
（大学）を語源とする職業能力開発（短期）大学校の愛称です。
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6つの強み

少人数制（10名〜30名）で学ぶ、実践的な教育プログラム
作業の流れを理解する実習と原理・原則を理解する実験を学習する
ことで様々な状況に対応できる知識と能力を身に付けます。

充実した就職支援体制で高い就職率と職場定着率
就職率97.8%、求人倍率7.6倍、職場定着率75.9％。
将来性の高い評価をいただいております。

企業で使われている実験・実習設備
実際の企業で使用されている機器で実習を行い、即戦力となりうる
人材を育成します。

4
5
6

各種資格取得への支援
実際の企業で使用されている設備で実践的な技能を学ぶ
ことによって、就職後役立つ資格取得を支援します。

応用課程(プラス2年)への進学
全国の職業能力開発大学校の応用課程へ
進学することができます。 →P6

入校料、授業料などは公立短大と同等
入校料169,200円
（専門課程）、授業料（年額）390,000円
入校料・授業料減額・免除制度、奨学金制度（融資）あります。
2

進路
専門課程

Course

二年間

二年制 + 二年制

の教育訓練システム

応用課程

（千葉キャンパス・成田キャンパス）

二年間

（関東職業能力開発大学校）

「応用課程」
は、専門課程修了者、又は同等の技能と知識を有する方などを対象に、

「専門課程」
は、高校卒業者等を対象に、基礎的な技能・技術から専門分野に必要な高度な技能・技術までを
体系的に習得する二年間の訓練課程です。

さらに高度な技能・技術や企画・開発などを習得する二年間の訓練課程です。
→P6

1年次

2年次

3年次

4年次

基礎と基本の習得

実践力の習得

専門分野を深める

生産現場リーダー

専門分野の技能･技術を深める
とともに､関連する技能･技術を
習得し､それらを活用する能力を
修得します。

ワーキンググループ方式によっ
て､生 産現場に密着した製品の
企画開発から製作･評価までの
創造的･実践的なものづくり能力
を修得します。

ものづくりに必要な基礎的な理
論と基本的技術・技能を一体的
に学習します。

総合制作実習

推薦
一般

ものづくりに必要な高度な理論
と技術・技能を学習し、実践技術
者としての素地を身につけます。

生産技術科
千葉キャンパス

実践技術者

千葉キャンパス

メカトロニクス技術科
電気エネルギー制御科

製品の生産を実践できる
エンジニア
航空整備士
国家資格
「二等航空運航整備士」、
「基本技術Ⅱ」
を取得し
航空関連企業へ就職

10月開講

千葉キャンパス

就職

電子情報技術科
千葉キャンパス

住居環境科
成田キャンパス

航空機整備科

又 は ︑一 般 入 校 に よ り 進 学 ！

専門課程修了後 就職の場合、
工科系短大卒業と同等の待遇で採用されます。

推薦入校

成田キャンパス

標準課題実習

入試
入試

開発課題実習

生産機械システム技術科
○精密加工応用実習
○センシング応用実習

○超精密加工実習
○自動化機器応用実習

○CAD/CAM応用実習
○生産自動化システム実習

生産電気システム技術科
○パワーエレクトロニクス実習
○自動化システム応用実習

○CAD/CAM応用実習
○電動力応用実習

応用課程修了後 就職の場合、
工科系大学卒業と同等の待遇で採用されます。

就職

製品の開発から生産まで
実践できるエンジニア

生産電子情報システム技術科
○組込み技術

○ネットワーク技術

○電子回路技術

建築施エシステム技術科
◯施工図書実習Ⅰ〜Ⅲ
◯基礎構造物設計実習
◯山留め・構台施工管理実習

◯鉄筋コンクリート造施工・施工管理課題実習
◯鋼構造施工・施工管理課題実習
◯木質構造施工・施工管理課題実習

生産現場のリーダー

進学

大学院・指導員養成への道
大学院の受験が可能になります｡
また､職業訓練指導員（テクノインストラクター）
として就職する道も開けます。

※国土交通大臣指定航空従事者養成施設のため、
応用課程への進学はありません。

専門課程修了後、応用課程に進む ことによって、
さらに高度な技能・技術が学べます。

3

4

る！
て活動でき
自信を持っ

自分に合ったところを
じっくり選べる

求人倍率

7.6倍

就職

“ものづくり”ができる
学生は強い！
多くの先輩方が
社会で活躍中

就職率

97.8%

過去6年間の就職率は、ほぼ100%。
修了生の努力と実力が企業より高く評価
されることの証で、“ものづくり”の現場で活
躍できる
「ちから」
があるからです。

※2020年度実績

ミスマッチのない
就職

職場定着率

75.9%

職場定着率とは、就職後３年経過時に
その就職先で働き続けている割合です。
就職先の企業から、修了生の働きと将来
性について高く評価されており、何年も続
けて求人をいただく企業も多くあります。
そんな企業では、先輩修了生とのネット
ワークが着実に築かれています。
※2020年度調査

将来の生産技術・生産管理部門のリーダーを育成

｢専門課程｣を修了し、
さらに上を目指す学生には､職業能力開発大学校の｢応用課程｣へ進む道が用意されています。
千葉職業能力開発短期大学校の本校である関東職業能力開発大学校（推薦入試）をはじめ､他の職業能力開発大学校（一般入試）
へ､それぞれ進学することができます。
｢応用課程｣は高度な技術や企画･開発力などを修得する二年間の教育訓練課程です｡応用課程修了後は生産現場のリーダーとしての
※
活躍が期待されます｡また､大学院に進むことも可能となるほか､職業訓練指導員
（テクノインストラクター）
として就職する道も開けます。

実学融合の
高度教育訓練システム
2018ｰ2021 進学状況

実学融合とは理論と技能・技術をそれぞれ切り離して学ぶのではなく、それらを有機的に結びつけて学ぶ教育訓練
システムです。実践技術者育成を目的とした「専門課程」
（二年制）と、さらにその後技能・技術を深め生産現場のリー

ダーの育成を目的とした「応用課程」
（二年制）があります。これらのシステムにより、企業ニーズに的確に対応した実
践的訓練でプロフェッショナルを育成します。

※関東能開大以外の能開大に進むことも可能です。
※年度は入校年度です。

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

生産技術科

電気エネルギー制御科
電子情報技術科
住居環境科

2

1

3

10

4

4

4

5

17

4

1

2

4

11

5

5

2

5

17

最大の特徴は

ワーキンググループ方式

学生同士が科の枠を超えてグループを編成し､共通の課題に

※2015 2020年度実績

取り組みます。
目標に向かって役割を明確にし､各自の専門性を
発揮しながら、
問題解決を進めます。
生産現場における､企

千葉キャンパスで学生の就職支援を担当しています。
千葉キャンパスでは、いつでも学生が気軽に相談できる支援室を設け、

就職支援アドバイザーからの声

就職活動そのものだけでなく、様々な相談に応じています。学生が自分自

カリキュラムに
「キャリア形成概論」
や
「職業社会概論」
といった内容を組
み込み、
社会人になるために不可欠なビジネスマナーや履歴書の書き方な

う、
学生に応じて対応方法を変えながら、
よりよい支援となるよう対応して

どの基本的な知識や、
SPI3などの就職試験対策模試などを授業で行うと

います。

ともに、就職支援専門のアドバイザーが学生の就職相談に応じており、い
つでも気軽に相談できる体制をとっています。

知、
職員や教員からのメッセージ、
また、
内定者や修了生の声、
支援室の利

成田キャンパスでは特に、
企業の求める人材・業界の特徴を学生が把握

用方法等を掲載し、
学生がスムーズに活動できるようなバックアップを行っ

できるよう求人企業の会社説明会や見学を多く実施しています。また、個
別支援に重点を置き、学生本人の価値観や特性と、応募企業が求める人

ています。
さらに現在では、オンラインでの活動が増えてきたことを鑑み、オンライ

実践力を習得

ポートができるよう、柔軟に対

小さなことでも構いませんの

応しています。

で、
気軽に相談してください。

自己 理 解

1年次

5

○自動化機器応用実習
○CAD/CAM応用実習
○生産自動化システム実習

生産電気システム技術科
○パワーエレクトロニクス実習
○自動化システム応用実習

○CAD/CAM応用実習
○電動力応用実習

生産電子情報システム技術科
○組込み技術
○ネットワーク技術

○電子回路技術

建築施エシステム技術科
◯施工図書実習Ⅰ〜Ⅲ
◯基礎構造物設計実習
◯山留め・構台施工管理実習
◯鉄筋コンクリート造施工・施工
管理課題実習

◯鋼構造施工・施工
管理課題実習
◯木質構造施工・施工
管理課題実習

応用課程修了後 就職の場合、
工科系大学卒業と同等の待遇で
採用されます。

就職

※職業訓練指導員（テクノインストラクター）への道
テクノインストラクターは、職業訓練のための施設において職業に必要な技
術・技能及びこれに関する知識を付与するために、国や都道府県等が設置す
る公共職業能力開発施設や企業等が設置する認定職業訓練施設、法務省が
設置する矯正施設で職業訓練等を行う者です。求職者、在職者、学卒者等の
様々な方を対象に、職業訓練や就職に関わる支援などを行っており、全国各地
で多岐にわたる活躍をしています。

就職支援スケジュール
ジョブカード／ワークショップ
作文練習
修了生との交流会

プレゼンテーション

思います。そんな時は、どんな

ものづくり現場のプロセスを実践

善

な休 講 の際 にも最 大 限 のサ

●リーダーシップ力

改

安や焦り等の悩みも出てくると

●問題解決能力

●生産管理能力

検証
︵性能試験︶

ンラインで実施するなどし、急

●応用力

●チームワーク力

作

は、将来への期待と同時に不

●自己研鑽力

製

進 路 の選 択や就 職 活動で

整えています。相談自体も、オ

●コミュニケーション力

●工程管理能力

企画設計

め細やかな支援を心がけています。

イン面接が受けられる体制も

●創造的能力

問題の把握・分析・解決

ン面接の練習や、
支援室を利用して、
企業からのオンライン説明会、
オンラ

材・業界の特徴の両方を的確に把握し、一対一で面接指導を行うなど、き

建築施エシステム
技術科

り能力を高めます。

千葉キャンパス・成田キャンパス両校とも、
さまざまな就職支援体制を整
えて、
学生の就職をバックアップしています。

身の将来について、少しでも不安を減らし前向きに考えることができるよ

また、
毎月発行している
『支援室だより』
では、
就職活動スケジュールの通

力･研鑚し合い､ものづく

生産電気システム
技術科

○精密加工応用実習
○センシング応用実習
○超精密加工実習

職業能力開発総合大学校等へ進学し︑

就職支援アドバイザーからの声

成田キャンパス

体験する中で､相互に協

生産電子
情報システム
技術科

生産機械システム技術科

修士の学位を取得できます︒

千葉キャンパス

生産機械システム
技術科

画･開発のプロセスを実

就職支援
アドバイザーの声

合計

4

Step up！
大 学 院への 道

入校して1年が過ぎた頃には実力も自
信も身に付き、
目指す方向性や希望する
職種など、いち早く見出しています。2年次
になるころには求人票を手に、活発な就
職活動を始めることができますので、大半
の学生が早々と内定を勝ち取っています。
2020年度は、608社という非常に多くの企
業から求人をいただいております。

応用課程（二年制）

Placement office

仕事理 解

企業説明会
インターン参加
先輩との座談会

活 動 準備
履歴書作成
面接対策
筆記試験対策
2年次

就 職 準備

ビジネスマナーと労働法
コミュニケーション学習
社会人の心構え

Step up！

関東職業能力開発大学校

〒323-0813 栃木県小山市横倉612-1 TEL：0285-31-1722
https://www3.jeed.go.jp/tochigi/college/
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Inter view

入試

ものづくりを支えるOB

◆インタビュー

千葉短大を知ったきっかけ

石橋 昭彦 （写真右）

高校の進路担当の先生からの紹介されたのがきっかけです。
業訓練指導員という進路があることを知り、志望しました。

2

千葉短大での思い出

千葉校では、
昼休みや放課後に体育館を開放しています。
その中で、
先輩、
クラス

1

青森職業能力開発促進センター
電気系能開指導員（2018年度修了）

学校推薦入試
（公募制）

千葉短大を知ったきっかけ

授業では、
１年生の初期の基礎を学んだ時のことをよく覚えています。
私は、
普通
科高校出身であったため、
授業についていくために勉強を頑張った記憶があります。

3

進路を決めたきっかけ

就職支援アドバイザーに相談した際に、今の会社を聞いたのが最初です。

でも職域が広がるため、自分のやりたいことに一歩近付けると思ったからです。

2

千葉短大での思い出

千葉短大で一番印象に残っているのはグループ一丸となって取り組んだ総合制

一般入試

作実習です。私のグループでは電動バギーを製作しました。初めて実際に人が乗
れるような車両を制御回路から設計して動作させることに挑んだので、完成する

4

就職活動で意識したこと

会社の雰囲気といいますか、社風を大事にしていました。私自身、運動部出身で
体育会系の中で学校生活を送ってきました。そのため、自分に性格に合うような会
社を志望していました。

3

5

学校で学んだことのうち
職場で生かされていること

シーケンスの授業は、図面をみる際に生かされています。電気の考え方や危険
だなと感じる場所はすぐに分かるようになりました。
また、当校の特に電気エネルギー制御科は幅広い分野を学習します。その中で、
色々な図面を見たときに聞いたことがある回路の名前を目にすることがあります。
そのような時は、一度授業で学んでいることで対処法がすぐに出てきます。

6

仕事でのやりがい

今、私はエスカレーターの設置に係る仕事をしています。その仕事は正直、大変

指導員を希望して就職活動を行っていたときに、職業能力開発研究学域（修士
ことを知り、指導員の採用試験と平行して学域を受験し、無事合格することができ
ました。

4

現在、作業現場の作業員として、現場監督のもとで働いています。数年後には、
また、エスカレーターの質にはこだわっていきたいです。ただ設置するだけでな
く、段差や乗り心地等利用者のことを考え、よりよいものとしていきたいです。
まだ、今の会社の先輩方の協力が必要ですが、今後は先輩達よりもいいものを
設置できるようになっていきたいです。
7

当校への入校意志が強く、
入校後も優秀な成績が期待でき、
健康
［応募資格］学業成績に優れ、
であり、
学校長が責任を持って推薦できる令和5年3月高等学校又は中等教育学校
卒業見込みの者
事前課題及び面接
［選考方法］書類審査、
※航空機整備科は書類審査、事前課題、数学Ⅰ（60分）、面接
応募期間

試験日

令和4年10月 3日
（月）〜令和4年10月 7日
（金）

令和4年10月15日（土）

（令和5年3月卒業見込みの者を含む。
）
［応募資格］高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者
又はこれと同等の学力を有すると認められる者
（コミュニケーション英語Ⅰ）
及び数学
（数学Ⅰ）
［選考方法］外国語
※航空機整備科はこのほかに面接を実施します。
応募期間

試験日

令和5年 1月10日
（火）〜令和5年 1月27日
（金）

令和5年 2月 2日
（木）

今現在の仕事内容を教えてください

（令和5年3月卒業見込みの者を含む。
）
［応募資格］高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者
又はこれと同等の学力を有すると認められる者
数学
（数学Ⅰ）
及び面接
［選考方法］書類審査、
応募期間

試験日

令和4年10月11日（火）〜令和4年10月21日（金）

令和4年10月29日（土）

令和4年11月 7日
（月）〜令和4年11月18日
（金）

令和4年11月26日（土）

令和4年12月 5日
（月）〜令和4年12月16日
（金）

令和4年12月24日（土）

令和5年 3月 1日
（水）〜令和5年 3月10日（金）

令和5年 3月15日
（水）

ため、そこで指導員として訓練生に指導する予定となっています。
実際に実地研修で指導員として訓練を担当しましたが、訓練生の年代層は幅広
く、経験も一人一人違っているため、訓練生に内容をわかりやすく伝える工夫をす
ることの重要性を痛感しました。今まで自分が訓練を受ける側だったこともあり、
担当の先生は訓練内容の分かりやすさだけではなく、面白さ等を指導する技術も
豊富であり、自分が教える立場になった今でも先生から学ぶことが多いです。

5

駅のエスカレーターを設置したことがあるのですが、それを利用する方々を見る

自分が現場監督として、引っ張っていくことを目標というより義務と感じています。

（航空機整備科を除く。）

行っています。学域修了後は青森職業能力開発促進センターに配属となっている

たびにすごく達成感を感じています。

これから数年後どのように
なろうとしていますか

自己推薦入試

現在は学域に合格したので職業能力開発 総合大学校でインバータの研究を

だなと感じる場面もあります。しかし、それ以上にやりがいのある仕事です。

7

指導員を目指したきっかけ

相当課程）において指導員として働きながら学位（修士）を取得できる制度がある

また、自己理解をする中で、自分は手先が器用であることが強みであったので、
それを生かせるような仕事を探しました。

本質を見極めようとする探究心②常に努力を怠らない向上心③人と交わるうえで

のか心配でした。実際に動作したときの達成感は今でも忘れられません。

その後に内定者と１年生の座談会や体育館で一緒に運動していた一個上の先
輩から色々話を聞いたところ魅力的な会社だと感じたことです。

当校で学ぶにあたり、ものづくりの将来を支える人材にふさわしい、①物事の

専門課程で学んだ基礎知識よりも高度な実践技術を学びたいと考えたため、兄
と同様に応用課程へ進学することを決めました。また、同じ企業に就職した場合

メイトや他の科の学生と運動していたことです。授業の合間のいい息抜きになって
いました。

当校が求める人材

な基礎学力を有する方を歓迎します。

須田 祐介 （写真左） フジテック株式会社（2018年度修了）

また、私自身もともと公務員志望であったため、関連職種を調べているうちに職

目標を捉えるための第一歩

欠かせない協調性④最後まであきらめない姿勢、忍耐力⑤当校での学習に必要

当校を修了後、当校で得た専門知識を基に社会で
活躍している二人にお話を伺いました。

1

Admission

指導員はものをつくるというより
人を相手にする仕事です。
その中でどういったことを
仕事のやりがいにしたいですか

指導員の仕事として、やはり授業を行うことが中心になるため、如何に分かり易
く、面白い授業を行えるのかがやりがいになると思います。

6

指導員の仕事の魅力は何ですか？

事業主推薦
入試

メカトロニクス
技術科
10月開講

（令和5年3月卒業見込みの者を含む。
）
［応募資格］高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者
又はこれと同等の学力を有すると認められる者
［選考方法］書類審査及び面接
応募期間

試験日

令和4年11月 7日
（月）〜令和4年11月18日
（金）

令和4年11月24日（木）

令和4年12月 5日
（月）〜令和4年12月16日
（金）

令和5年 1月11日
（水）

次のいずれにも該当する者
［応募資格］概ね55歳以下の者で、
（1）
修了後、
訓練に関連する職種で常用雇用への就職を希望される者
（2）
高等学校又は中等教育学校卒業と同等以上の学力を有すると認められた者
［選考方法］書類審査及び面接
※メカトロニクス技術科の応募期間及び試験日については、
電話でお問い合わせください。

ポリテクセンターやポリテクカレッジでは、多くの訓練生を指導する中での人と
の関わりが多くなります。訓練生の中には様々な方がいて、そのような人々をひと
つの指導法だけで目標に向かって導くのはとても難しいです。しかし、その壁を乗
り越えた時の達成感は大きく、魅力の一つだと思います。

※詳細については、募集要項をご確認ください。
（当校ホームページからも確認できます。）
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