次世代社会を創造するイノベーション

電気エネルギー制御科

Department of Electrical Systems and
Energy Control Technology

環境・エネルギーの
有効利用で
明るい未来へ

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
電気エネルギー制御科では、
「電気･電子技術」
「環境･エネ
ルギー技術」
「 制御技術」の3つを柱として､クリーンエネル
ギーで注目されている太陽光発電や風力発電の電力制御技
術や電気自動車やロボットなどで利用されるモータの効率的
な利用技術､工場の自動化技術や省エネ化技術を習得し､次
世代を担う実践的な技術者を育成します｡基盤技術としては､
電気･電子工学､制御工学、情報工学､機械工学､環境工学等
を､また応用技術として､環境･エネルギー有効利用技術や小
型ロボットの制御技術等を学びます。
修了後は､建築･プラント･鉄道電気設備に関する機械設置
や保守メンテナンス､生産工場の自動化やロボット制御､省エ
ネルギーシステムの設計･開発､省エネルギー化の提案･推進
に関わるコンサルティング､電気設備の設計･施工管理など､
電気やエネルギーに関連する幅広い分野で活躍できるエン
ジニアを目指します。

電気エネルギー制御科に関わる

1

電気・電子技術

電気の理論と回路設計･製作に必要な技術を学びます。

３つの技術と関連科目
2

環境・エネルギー技術
環境技術や各種エネルギーを有効に
利用するための技術を学びます。

TOPIC
3

制御技術
ロボットや産業用機械を
コントロールする技術を学びます。

電気の資格に挑戦！
電気エネルギー制御科では､在学中に国家資格であ
る第二種電気工事士､第一種電気工事士､第三種電気
主任技術者､電気工事施工管理2級(学科試験のみ)な
どの資格に挑戦しています。
これらは､電気工事の仕事はもちろんのこと､電気設
備の保守･管理やメンテナンスの仕事において必須の
資格であり､特に電気系においては技術や能力の評価
として最も一般的な資格です｡当科では､2年間の在学
期間中に多くの学生が資格取得に向けて挑戦してい
ます。

電気回路

電気回路の基礎理論や電気と磁気の関係などを
学びます。

電子工学

アナログ回路やディジタル回路の基礎理論と
設計･製作方法を学びます。

電気機器

モータや発電機などの電気機器と
実際の応用事例や制御方法を学びます。
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環境エネルギーエ学

環境基準､環境保全､省エネルギー技術などを学びます。

電気エネルギー概論

各種エネルギーを活用する発電方式､貯蔵方式､
送配電方式を学びます。

環境・エネルギー実験

省エネルギー技術や自然エネルギーを
有効に利用するための技術を学びます。

シーケンス制御

シーケンス回路の配線作業や点検方法を学びます。

マイコン制御実習

ロボットや産業用機械をマイコン､ＰＬＣで
コントロールする技術を学びます。

機械加工関連科目

機械装置を構成する部品の設計や
加工･組立技術を学びます。
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電気エネルギー制御科
Department of Electrical Systems and Energy Control Technology

STUDENT VOICE

在校生の声

年生

年生
岡田 昇也

充実した学習ができる場
私は普通科高校だったので、
学業についていけるかとても不安でした。
しかし先生方の丁寧で熱心なご指導があること、少人数制のため先生

加藤 鈴乃

私はエネルギー分野について学びたいと考え電気エネルギー制御科
へ進学しました。科には女子が私しかおらず、女子校出身だった私は不

方との距離が近く、
わからないことや疑問に思ったことをすぐ質問できる

安もありましたが、友人達にも恵まれ、
わからないことを教え合いながら
楽しく過ごすことができています。

置いた実践的なカリキュラムで学ぶことができます。
また、
電気の世界では必須の資格である第一種、
第二種電気工事士
の資格取得を行います。
放課後の時間を使って先生方が試験の対策を

主な職種

技能と技術を学べる学校

環境であること、
の理由から幅広い技術を得ることができました。
実習で
は企業で使用している最新機器を用いて授業を進めます。
実習に力点を

修了後の職業

授業ではシーケンス制御や電力管理など幅広い分野を学んでいます。
特に総合制作の授業では草創期のラジオ製作に取り組んでいて、
鉱石
検波器の担当をしています。
わからないことも多いですが文献を調べな
がら楽しく製作に取り組めています。

行ってくださいます。
進路に関しても先生方や就職支援アドバイザーの先

私はテク
ノインストラクターの仕事を目指しており、
その目標のため進学し

生との面談の機会が設けられ、
手厚いサポートを受けながら就活を進め

ます。
電気エネルギー制御科では、
将来に有用な多くの関連資格の習得

ていくことができます。

に向け先生方が指導してくださいます。
学ぶことは多く大変ですが、
やる

電力設備管理エンジニア
主な 仕 事 内 容

家やビル､工場､学校､病院､鉄道など､あらゆる建
築物の電気設備に関して､設計･工事･監督･メンテナ
ンスなどを行います｡電気工事士や施工管理技士､
電気主任技術者等の国家資格を伴う仕事です。

気のある学生には得るものが多いのでお勧めです。

OB INTERVIEW

エネルギー有効利用エンジニア

修了生インタビュー

応用課程進学

主な 仕 事 内 容

八洲電機株式会社

2020年度修了

2020年度修了

応用課程進学の
キッカケと学べる事
私が応用課程進学を決めたキッカケは、応用課程の見学会です。

太陽光や風力などの自然エネルギーを利用した

企業就職

関東職業能力開発大学校
生産電気システム技術科

松田 宗士

発電設備の設計･工事･管理監督や電力網への接続
など､新たな発電設備を安定的､有効的に構築する
仕事を行います。

田添 直也

電エネは実践技術と
資格取得に全力です！
私は電気エネルギー制御科に入るまでは電気や機械などの知識は全

見学会でグループワークをしている先輩の姿や応用課程2年時に行わ

くありませんでしたが、
２年間の様々な実習を通して体系的に電気の技術

れる開発課題の制作物を見て、
自分もこのような実習をしてみたいと

を学ぶことができました。
また、
電気エネルギー制御科は資格の取得に力

思い応用課程進学を決意しました。

を入れており、
丁寧に教えてくれる先生方と充実した実習環境の中で多く

実際に応用課程に進学し、実習を行うことでさまざまな能力を向上
させることができました。
グループワークの実習ではグループ内で各自

産業機械制御エンジニア
主な 仕 事 内 容

製造業全般に関して､製品を生産する工場におけ
る機械設備のセンサーやモーター制御､電気系保全

電気エネルギー制御科

教員からのメッセージ

資格の為、
大きなアドバンテージとなります。

の役割を意識して、
コミュニケーションをとり協力し合うことで、生産現

私は現在、
八洲電機株式会社で鉄鋼関係の会社様を相手に設備更

場で必要なものづくり能力を習得することができました。今後はさらに

新の見積、提案の業務を担当しており、大学で学んだ知識や技術が大

企業に就職した際に活かせる能力を向上させるために学んでいきた

変役に立っています。
まだまだ覚えることも多くありますが、
大変やりがい

いです。

のある仕事だと感じています。

Message from
the teacher

管理､自動化システムの構築などの仕事を行います。

の資格に挑戦できます。
どの資格も就職してから業務に直結する重要な

栗秋 亮太

主な就職先（順不同）

近年、災害による停電復旧、建設需要の増加や電気
自動車などのテクノロジーの進化に伴い、電気技術者
の需要はさらに高まっております。

■株式会社IHI物流産業システム

■株式会社ダイキンエアテクノ

を進めながら自分がどのようなエンジニアを目指したいかを先生方に相

■八洲電機株式会社

■中川化学装置株式会社

談しながら最終的な進路を決めることができます。
入校当初は将来につ

■昭和アステック株式会社

■富士フェステック株式会社

ボットやマイクロコンピュータなどの制御技術だけでな

■フジテック株式会社

■中立電機株式会社

く、
機械加工やCADによる製図など、
電気系技術者に

■日本リーテック株式会社

■冨田電機工業株式会社

■株式会社エスシー･マシーナリ

■日立グローバルライフソリューションズ株式会社

当科では様々な関連資格の取得を積極的にサポート

■ヤマサ醤油株式会社

■株式会社橋本電業社

しており、高い資格取得率とそれによる幅広い分野の

電気エネルギー制御科は幅広い分野を2年間かけて学習します。
学習

いて不安になることもあるかと思いますが、豊富な選択肢の中から自分
に合った進路先を見つけることができると思います。

■株式会社エヌ･ティ･ティ エムイー
■ダイキンエ業株式会社
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電気設備施工実習
制御盤製作実習
FAシステム実習
シーケンス制御実習

電気エネルギー制御科では次世代の電気技術者を
養成すべく、ビルや工場などの電気設備のしくみやロ

求められる知識・技術について基礎から学習します。
ま
た、
電気系職種には関連資格の取得が重要です。

進路選択が可能なことも魅力の一つです。
ものづくりが好きで、
技術や知識、
資格を手に入れた
いと考えている方！我々と一緒に学んでいきましょう！
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人と自然に優しい社会を支えるテクノロジー

電子情報技術科

Department of Electronics and
Information Technology

エレクトロニクスとソフトウェアと
情報通信の融合

知力と通信手段をもった
「道具」
を
生み出すエンジニア
電子情報技術科では、エレクトロニクス（電子工学）とソフ
トウェア技術と情報通信技術を融合した組込み技術を担う
ことができる実践技術者を育成します。基本技術の習得に
重点をおき、
多彩な展開に対応できる基礎力を養います。
私たちの生活を支える
「スマートデバイス」
はエレクトロニクス
の登場により、
より高性能で便利になりました。
さらに近年、マイクロコンピュータや情報通信技術の発展
にともない、知力と通信手段を備えた「スマートデバイス」は
使いやすさと安全、安心、省エネルギーなどの付加価値を生
み出しています。要素技術としてそれぞれの基礎理論を背景
とし、電子回路設計、ソフトウェア設計・開発、ネットワーク通
信技術などについて学びます。修了生の活躍分野は電子回
路の設計開発、組込みソフトウェアの設計開発、及び工場の
自動化設備の構築・保守などに広がっています。

電子情報技術科に関わる

1

エレクトロニクス
(電子工学)

エレクトロニクスの基礎理論と
電子回路の設計に必要な技術を学びます。

３つの技術と関連科目
2

ソフトウェア技術
情報通信工学
情報通信の基礎理論と、ソフトウェアの設計に
必要な技術、
ネットワーク技術を学びます。

TOPIC
3

組込みシステム

エレクトロニクス、ソフトウェアと情報通信技術を
融合化した組込みシステム設計技術を学びます。

展示会の見学や競技会への参加
電子情報技術科では、授業で学ぶ技術の先にある
応用製品や最先端の技術動向を学ぶため、年に1〜2
回、東京や千葉で開催される展示会の見学を行なって
います。
日々進歩する電子・情報分野で働くためには、産業
界の技術動向や企業が力を注いでいる技術について
の知識が必要です。展示会で企業の方に質問したりす
ることで展示物やその企業の概要などを知ることがで
きます。
また、競技会に参加することで学外の方々との積極
的な交流も図っています。競技会では自身の技術・技
能のレベルとともに他校の競技者のレベルもつぶさに

電気理論

電磁気学、電気回路などの科目で
電気現象と電気回路の基本法則を学びます。

電子回路

アナログ回路や、ディジタル回路の基礎と設計、
製作方法を学びます。

電子CAD

電子CADを学び、オリジナルの基板に
電子部品を実装します。
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情報通信

データ通信の原理、さまざまな通信方式、
伝送技術について学びます。

ソフトウェア

C言語プログラミングやデータ構造とアルゴリズム、
組込みオペレー
ティングシステムや組込みソフトウェア設計について学びます。

ネットワーク技術・構築

コンピュータ間の通信原理・規格・設定方法を学びます。
また通信ネットワークの構築やサーバを構築する実習をします。

組込み技術

マイクロコンピュータ、電子回路、通信ソフトウェアを
融合したシステムの設計方法を学びます。

インタフェース製作

知ることができるた
め、更なる知識・技
術の向 上に努力し
ようとする気 概 が
生まれます。

電気信号の形態と電子回路を用いた
信号変換技術を学びます。

組込み機器製作実習

オリジナルの基板設計からマイクロコンピュータの
プログラミングを行い組込みシステム設計技術を学びます。
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電子情報技術科
Department of Electronics and Information Technology

STUDENT VOICE

在校生の声

年生

年生
森田 安彦

一年間学んでみて
私は高校生の時に進路として4年生大学を考えていました。
しかし
4年間も続けて勉強できる自信が持てなかったため、2年間でしっかり
学べる進学先を探したところ現在の学校を知りました。
カリキュラムは電
子系全般とプログラミングを学ぶことができ、
座学と実習を組み合わせ
た内容となっており、
自分に合っていると思い進学先として決定しました。
入校前までは学習内容が広い為に難しいと感じていましたが、
実際
の講義や実習を受けたところ、初心者にも分かりやすい説明とそれに
関連した実習のおかげで理解が進み、
楽しく学べています。
また少人数
制の環境により教員との距離が他校と比べて近く、
授業の質問なども直
ぐに対応してくれるので、
短い期間でもしっかりと学習を行う事が出来ま
す。
今では2年間では物足りないと感じ、
応用課程への進学を考えてい
ます。
短期間で実践的に技術を学びたい人には合っている学校だと思い
ます。

柴﨑 雄暉

圧倒的就職率！
徹底的実習数！
本校で他の4年制大学に負けない点は、実習がとにかく多いこと、進
学・就職に対して強いことです。
実習がほぼ毎日行われ、
機材は基本的
に全員が触れる台数があります。
自分はプログラミングや基板設計を初めて学びました。
先生に親身に
なってご指導していただき、
今では
「わかる」
が
「できる」
になった科目もあ
ります。
基礎科目からプログラミング、
回路組立てとたくさん学べるので、
幅広い
分野を学びたい人にオススメです。
さらに、
本校には就職アドバイザーの方がいらっしゃるので、
就職に関
する様々な情報を入手し、
学習でき、
必ず社会に出ても役に立ちます。
まだ将来の夢が決まっていない方は、
ここで一緒に自分の未来を考え
ませんか。

主な職種

エレクトロニクスエンジニア
主な 仕 事 内 容

電子回路を設計する技術者です。主な仕事として、電子CADソフトを
使用した電子回路設計、シミュレーション、プリント基板設計および試
作、テストを行います。プリント基板設計はアートワークとも呼ばれ、繊細
かつ丁寧な作業が求められます。

組込みエンジニア
主な 仕 事 内 容

電子機器のソフトウェアを開発する技術者です。主な仕事として、ソフト
ウェア仕様書の作成、各種プログラム言語を使用したプログラムの作成、テス
トを行います。チーム作業が多いため、的確に物事を伝えるコミュニケーショ
ン能力が求められます。また、ハードウェアの知識も求められます。

OB INTERVIEW

ネットワークエンジニア

修了生インタビュー

応用課程進学

主な 仕 事 内 容

アイフォーコム株式会社

2020年度修了

2016年度修了

田中 陸登

応用課程で基礎を固める
専門課程では
「電子回路技術・ソフトウェア技術・通信技術」
の３つの
分野について、
初心者でも分かりやすく丁寧に教えてくれます。
授業や実
習を通して、
自己理解も深まり、ITエンジニアへの基礎が身に付きます。
応用課程へ進むと専門課程と比べグループを組んでの実習が多くなりま
す。
一つの課題について、
グループ内で意見を出し合い、
役割を決め課題
に取り組みます。
技術的な知識や経験だけでなく、
自分の意見を相手に
伝える能力やわからないことを自分で調べる能力が養われ、
よりITエン
ジニアへの基礎が固まります。
まだ就職のイメージがついていない方や
もっと知識や経験を身につけたい方は、
応用課程へ進むことを検討して

トワークの構成や機器の決定、ネットワーク機器の設置、設定、テスト、故障や
トラブルへの対応を行います。ユーザーと接する機会が多いため、要求を的確
に理解し、速やかに対応する能力が求められます。

伊藤 拓実

ポリテクカレッジでの生活を通じて、
自分の目標が見えてきました
私は、
普通科高校出身で入校時には電子情報系の知識が全く無く不
安がありましたが、
先生方の熱心な指導、
充実した設備環境、
良いクラス
メイトに恵まれ、2年間でとても多くの専門知識や技術を身に付けること
が出来ました。
また、
専門的な知識だけでなく、
ビジネスマナーといった社

電気系メンテナンスエンジニア
Message from
the teacher

主な 仕 事 内 容

エレベータ、
工場設備等の大型電気機器のメンテナン
スをする技術者です、主な仕事として、機器の製造、設
置、保守を行います。作業現場は過酷な環境であること
も多く、
体力が求められます。
また、日頃から信頼を得られるよう誠実さや愛想の良
さ、期限厳守の意識が求められます。

電子情報技術科

教員からのメッセージ

坂本 雄志

会人としての心構えもポリテクカレッジで学ぶことが出来ました。
現在は、
ソフトウェア関係の業務に携わっていますが、
職場でもポリテクカ
レッジで学んだことが非常に役立っています。
これからも覚えることはたくさんありますが、
ノウハウや知識をより吸収
し、将来は一人前のソフトウェア技術者になれるよう努力していきたいと
思います。

電子情報技術は皆さんの身近にあるスマホ、家電、車

主な就職先（順不同）
■丸善石油化学株式会社

■アイフォーコム株式会社

■ダイキンエアテクノ株式会社

■ANAスカイビルサービス株式会社

■株式会社SCREEN GP サービス東日本
■クマリフト株式会社

■ハイテクシステム株式会社
■株式会社テイ・アイ・シイ
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ETロボコン
競技会用
制御プログラムの制作
キーボードの自作から学ぶ
電子回路設計製作
機材の作成
マイクロマウス大会のための
ロボット制御
プログラムの作成
組込みLinuxボードを用いた
自立型走行車の制作

ネットワークの設計および構築、保守する技術者です。主な仕事として、ネッ

企業就職

関東職業能力開発大学校
生産電子情報システム技術科へ進学

みてください。

修了後の職業

そして職場にある機器やシステムまであらゆるところに浸
透している技術で、今後も発展が期待される分野のひと

■株式会社朋栄

つです。
当校の電子情報技術科ではこれらの学習を基本的な

■フジテック株式会社

ところからスタートします。実習を通して現場で必要になる

■富士ソフト株式会社

の保守メンテナンス」
から
「システムエンジニア」
や
「プログ

■スズキ株式会社

■図研テック株式会社
■京設工業株式会社

■株式会社インテック

技術を一通り学ぶことで、例えば「組立て・製造」、
「機器
ラマ」、
「ネットワークエンジニア」
までを仕事として視野に
入れることができます。我々教員は分かりやすい教材を
作成し、理解しやすい授業を心がけ常に見直しを行って
います。電子情報分野の技術者として就職を目指す方は
電子情報技術科への入校を御検討ください。
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建築を基礎から学び、実践することで成長する

住居環境科

Department of Housing Environment

快適で豊かな
住環境を支える

建築を基礎から学び、
実践することで成長する
住居環境科は、建築科の流れを汲む工学系の科です。建
築計画、建築構造、建築施工について、基礎から応用までを
学んでいきます。科目は、CADから構造力学、測量、施工方
法、さらに3D制作やインテリア設計まで幅広く用意されてい
ます。また、木造やコンクリートの強度を確かめる構造実験
や、具体的な敷地に要求条件を満たした設計案を考案し、設
計を実施する実習科目も設置、実践的な技術の習得が可能
です。
修了時には、
国家資格である二級建築士と木造建築士
の試験に合格できるように、実践力を高めます。また修了後
には建築の設計・施工管理など幅広い職種に就けるのも特
徴です。

住居環境科に関わる

1

３つの技術と関連科目

建築計画
建築物の計画や設計に関する
知識と技術・技能を習得します。

2

建築施工

建築物の工事に関わるすべてのことを学びます。

TOPIC
3

建築構造
建築物に作用する力が骨組みや
基礎へ及ぼす影響を学びます。

建築士受験資格が最短でとれる！
住居環境科の2年間の課程を修了すると、国家資格
である二級建築士と木造建築士の受験資格が取得で
きます。これらは、設計監理業務においては必須の資
格であり、技術や能力を測る1つの物差しと言えます。
建築士資格は、多くの企業で優遇されるなど、社会で
必要とされる資格です。また二級建築士の資格取得
に関わらず、同様に修了後、指定の実務経験4年で一
級建築士の受験資格を得ることができます。

建築設計実習

木造建築物の建て方と、鉄筋コンクリート造建築物の
躯体工事について、正しい施工方法と
実務処理の能力を習得します。

インテリア設計実習

建築・測量実習

室内設計の基礎と理論を学び、設計実習を通して
設計技術を習得します。

プレゼンテーション実習

各種プレゼンテーション技法について画像等を用い
実習を通して習得します。
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建築施工実習

設計監理を業とする建築士を目指す実力を養成する
実習で、住宅から複雑な機能を持つ大規模な建築物までを
対象に、設計手法と納まりを習得します。

建築物の調査・企画・施工に必要な測量技術を習得します。
（主に、
平板測量、
多角測量、
水準測量についての技術を習得）

施工図実習

木造軸組構法の構造図・鉄筋コンクリート造の
施工図面を作成し、構造と仕組を理解します。

構造力学

建築構造力学の基本、断面の性質、応力と変形の関係、
座屈等について理解する事を目標とします。

構造設計

建築構造物（特にコンクリート系構造物）の
基本的な設計の理解を目標とします。

建築材料実験

写真：修了生の渡辺麻紀さん
（一級建築士）
向後構造設計事務所勤務

構造材料破壊実験を通じて、構造材料の特性の
理解を深めることを目標とします。
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住居環境科
Department of Housing Environment

STUDENT VOICE

在校生の声

年生

年生
間野 雄太

座学と実習のバランスの
良い授業

星合 来

私は幼いころからものづくりに興味があり、
建築に関する知識や技術

私がこの学校を選んだ理由は建築のことを基礎から学べることと、
実
習の授業が多いからです。私は普通科高校出身で、建築の知識は何も

なので授業についていけるか不安でした。
しかし、授業は少人数制なの

ありませんでした。
ですが、
授業はとても丁寧で分かりやすく、
学生が少人

で質問や意見などが通りやすく、
先生方も親身になって教えてくれるので

数のため先生との距離も近いので分からない事があれば、
すぐに聞くこ

知識を身につけ理解を深めることができました。

とができるので授業においてかれることはありません。
1年生の後期から実習の時間が多くなり、
学科で学んだ事をすぐに活

きます。
設備や実習用具も充実しているので、
いろいろなことが体験でき

かせるので、
とても効率よく理解することが出来ます。
また、
家の設計をす

てとても楽しいです。

るなど、
実践的な授業もあり、
仕事へのイメージがしやすく将来の進路が

座学でも実習でもしっかり学べる環境がそろっているので、
２年間とい
う短い期間ですが建築に関してたくさん学ぶことができます。
また、
スポー
ツ大会や文化祭、集中実習などの行事もあるので楽しく充実した2年間

決めやすくなり、
達成感もあじわうことができます。
2年間という短い期間で、
建築の事を深くまで学ぶことができ、
どこの学
校よりも充実した学校生活を送ることができます。

を過ごすことができると思います。

構造設計
主な 仕 事 内 容

設計者がその建築物に対して、どのような空間、機能を必要としているのか
を意匠担当者や設備担当者と打ち合わせをし、構造計画を行います。構造計
画によってまとめられた骨組みの安全性を構造計算によって算出し、構造図
を作成するといった流れの仕事内容です。
木造建築物の制作
木造仕口の検討
基礎製図
デッサン

建築施工管理
主な 仕 事 内 容

OB INTERVIEW

設計者の求めに応じ、工事が設計図書にもとづいて正しく行われるよう、指
導・監督・助言などを行います。
具体的には、
①施工計画、
施工図、
材料、
設備な

修了生インタビュー

応用課程進学

関東職業能力開発大学校
建築施工システム科へ進学
福岡職業能力開発促進センター
飯塚訓練センター職業訓練指導員
2014年度修了

主な職種

基礎を固め将来に
継げられる

を学びたいと思いこの学校に入校しました。
私は普通科高校の文系出身

後期になると実習の授業が多く、
より実践的な技術を身につけることがで

修了後の職業

島野 仁

即戦力になる実践的なカリキュラム
もともと、建築関係に興味があり、住居環境科に応募しました。
この学
校の良いところは一般大学より実習の授業が多いため、
社会にでてすぐ
に即戦力となれるような実践的な事を学べます。
木造住宅の建て方を行ったり、
コンクリートを作成し実験を行ったりと、
現場に直結する内容が多いです。
私は2年間の専門課程を終えた後、
進
学しもう2年間応用課程として学びました。
応用課程では専門課程よりも高度な内容になり、
より専門的な技能・
技術を学ぶことができます。
木造だけでなく鉄筋コンクリートや鉄骨造の

どの検討・承諾②施工についての指示・立ち合い③その他関連工事との連絡・
調整といった仕事内容です。

企業就職

株式会社ＳＰＣ設計
2019年度修了

意匠設計
主な 仕 事 内 容

坂東 秀人

ポリテクカレッジで学んだ2年間
ポリテクカレッジ千葉では、2年間という短い期間でとても充実した学
生生活を送ることが出来ました。住居環境科では、
2級建築士取得に向

意匠設計者は施主から要望を聞き取り、それを反映し
図面上で建物を敷地に配置し、部屋の間取りや、建物の
外観、内部仕上げなどの設計・デザインを担当します。ま
あり、
コミュニケーション能力も必要となる仕事内容です。

けた勉強や図面の書き方、
実務で使用しているソフトの操作方法などを
学びました。
また、
実習では、
住宅の骨組みを実際に建てたり、
コンクリー

住居環境科

トを調合して試験をしたりなど実務的な内容を多く学ぶことが出来たの

教員からのメッセージ

で、
就職した際に大きなアドバンテージを得ることが出来ました。
クラスは
少人数制なので、学生間だけでなく先生方とも結び付きが強く、親身な
指導を受けることが出来るのがこの学校の大きな強みだと思います。
現
在は、
建築構造設計の実務の傍ら一級建築士資格の取得へ向けて勉
強に励んでいます。

主な就職先（順不同）

府川 直人

住居環境科は住宅を主とした建築に関して学習する学

■株式会社カトウ建築事務所

■栗本建設工業株式会社

か、
クラスが少人数の為、
先生方に質問しやすい環境であり、
疑問や不

■株式会社ピーディーシステム

■佐藤工業株式会社

明な点をなくすことができます。
また、
実験器具等の設備も充実しています

■株式会社小野設計社

■株式会社建匠舎

建築物の施工も行います。
担当の先生方や周りの厚いサポートもあるほ

ので自分のやりたいことができるので充実した生活を送れました。

Message from
the teacher

た、建築設計全体のプロデューサー的な役割を担うことも

■株式会社山田工務所

■株式会社フォーエス

■株式会社向後構造設計事務所

■株式会社SPC設計

■新日本建設株式会社

■平山建設株式会社

■株式会社装備

科です。数学や物理の知識を生かした工学的な分野か
ら、歴史や設計などデザインに関する分野、施工や測量と
いった技術的な分野まで幅広い専門知識を2年間という
短い期間で学びます。
もちろん課題や宿題もたくさんこなさ
なければなりませんが、
仲間とともに課題を経験していくこ
とで、達成感や充実した感覚を体験することでしょう。
もの
づくりに興味をもっているなら、
建築は一生をかけて取り組
むのにふさわしい分野のひとつだと考えます。
一緒に建築
を学んでみませんか。

■有限会社山辺構造設計事務所
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技術を身に付け、
エンジニアになる

メカトロニクス技術科

Department of
Mechatronics Technology

実践力を求める
企業のニーズに
応えます

メカニクスとエレクトロニクスを
学び実践する
自動車や家電製品などの様々な製品は、
工場で、
ロボットな
どによるオートメーションによって製造されています。
メカトロ
ニクス技術科（ものづくリシステム科）では、メカニクス（機械
工学）やエレクトロニクス（電気・電子工学）、コントロール（制
御工学）、プログラミング（情報工学）などの技術を習得しま
す。メカトロニクス技術とは、これらの技術が融合したもので
あり、当科では工場におけるオートメーションシステムの設計
製作や保守点検ができるエンジニアの育成を目指しています。
※メカトロニクス技術科は、
日本版デュアルシステムの
10月入校のコースです。

日本版デュアルシステムによる 生産システムの設計・製作や保守が できるエンジニアを育てる関連科目

1

メカニクス

実習を通して機械工学の技能・技術を習得します。

2

エレクトロニクス

実習を通して電気工学の技能・技術を習得します。

3

企業実習
企業現場で実践的な技術・技能を習得します。

TOPIC
日本版デュアルシステムとは?
日本版デュアルシステムは、
政府の
「若者自立・挑戦プ
ラン」に基づき導入されました。若者を企業における実
習
（OJT）
とこれに密接に関連した教育訓練機関におけ
る学習
（OFF-JT）
を組み合わせることにより、
実践力を
備えた職業人を育てる新たな人材育成システムです。
【日本版デュアルシステムのイメージ】

旋盤、フライス盤、ボール盤などの基本的な操作と
加工技術を習得します。

数値制御加工実習

NC旋盤、マシニングセンタ、レーザー加工機などの
基本的なプログラミングと加工技術を習得します。

CAD実習

2次元CADによる機械製図、
3次元CADによる
機械部品のモデリングや3Dプリンタによる
モデル製作の技術を習得します。
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アナログ/デジタル回路実習

電子回路の基本動作の理解、設計手法、
回路を実験を通して習得します。

シーケンス制御実習

シーケンス制御の基本であるリレーシーケンス制御について、
論理回路と制御回路についての知識を習得します。

メカトロニクス実習

自動化装置をPLCに用いて
制御するための技術を習得します。

インターンシップ

企業での実習を通じて、習得した技術・技能の確認と応用を
体験します。1回1週間のインターンシップを2回実施します。

就労型実習

企業における就労を通じ、真に企業が求める実践的な知識、
社会人としてのマナー、専門的技術・技能を習得します。
6ケ月問の企業実習で実作業を行います。

２年間

機械加工実習

当短期大学校

導入教育訓練

当短期大学校

学科

企業

インターンシップ
（委託実習）

当短期大学校

学科

企業

インターンシップ
（委託実習）

当短期大学校

学科

企業

就労型実習

当短期大学校

課題解決型実習

実技

実技

実技

問題解決実習

就労型実習を通して体験した課題を解決し、
2年間の訓練の集大成を行います。
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メカトロニクス技術科
Department of Mechatronics Technology

STUDENT VOICE

在校生の声

年生

年生
渡辺 應頼

機械系エンジニアを目指して
私は設計に興味があり、CADが学べるメカトロニクス技術科に入

小谷 良明

メカトロニクス技術科は少人数のコースなので、授業では質問がし
やすいです。
また実技を多く取り入れたカリキュラムなので実践的な

私は高校卒業後、
製造工場で働いていましたが、
技術職として基礎を
エレクトロニクス(電気工学)とメカニクス(機械工学)が合わさったコース
です。
その名の通り機械や電気はもちろん、
情報や制御などを学びます。

技術を身に着けることができます。CADや金属加工を行う機械の操

特にFA(工場の自動化)に関しての技術を、
実習として実際に自分の手を

作や電気回路の多くの事が学べる事が魅力的だと思います。
２回あ

動かして学ぶ機会がとても多いです。学んだ理論を自分で形にするの

るインターンシップでの企業実習も楽しみです。

は、
やりがいもありやっていてとても面白いです。
試行錯誤した後に課題

学費が安く、
その上メカトロニクス技術科は入校料がかかりませ

を完成した時は、
かなり達成感がありました。
授業を担当する先生方は、

ん。私はこの学校で多くの技術を学び、資格も取得し会社で通用す

最前線で働いていた方が多く、
授業の内容以外にも、
現在現場でその技

る技術者になれるようにがんばりたいと思います。

術がどのように使われているのか、
仕事の経験談が聞けます。
また、
就職に関しても手厚く、
特にこの科はインターンシップや就労型
実習というものがあり、
約6か月間実際に会社で働きます。
社風や仕事内
容をよりリアルに体験でき、
会社を理解する上でとても貴重な体験ができ

制御エンジニア
主な 仕 事 内 容

家電や機械、
電子機器の動作を制御するプログラムの設計・作成をする職種
です。
温度や水量などを人間の目と手でコントロールするのではなく、
センサー
や機械を使って制御することができるのは制御エンジニアがいるからです。

機械系エンジニア
主な 仕 事 内 容

術者を目標に、
この科で学んだことを生かせるよう日々努力していきたい

工場設備や施設に設置されている機械や設備機器だけでなく、
自動車など
の生産に関わる提案や計画、
設計および製作、
調達、
設置、
運用・保守などに加
え、
改造などを行う職種です。
機械設計者とも呼ばれており、
まさにモノづくり

修了生インタビュー

応用課程進学

の代表格ともいえる職種です。

企業就職

関東職業能力開発大学校
生産機械システム技術科へ進学

株式会社 テク
ノウェイ

2020年9月修了

2020年9月修了

西川 貴史

応用課程に進学して
メカトロニクス技術科在学時は、電気・制御・機械について幅広く学びました。
また、
インタ−ンシップでは、会社の方と話ができて、“ものづくり”の職場がどのよ
うなものかを体験することできました。総合制作では人の手をモデルにしたロボッ
トハンドをマイコンで制御する装置を作ることができ、
とても楽しかったです。応用
課程に進学した理由は、実際の仕事に近い実習ができることや最新のロボット
技術を学びたいということ。
そして、国際化した社会の中で得意の外国語会話を
生かしその技術をいろいろな人に教えたいと思い、指導員を目指そうとしたこと
からです。今もその気持ちで日々頑張っています。
私が進学した生産機械システム技術科では、ポリテクカレッジだけでなく県の
短大校からも学生が集まっています。現在グル−プで装置の制作をしています。
機械加工の得意な学生が多い中、私はマイコンプログラミングの知識で装置を
もっと面白くしていこうと思っています。
CADや電気回路、工作機械などについて知ることで、つくれるものの幅が広が
り、制作課題が楽しいと感じたなら、ぜひとも応用課程に進学してほしいです。
そ
のため、皆さんも授業の内容をできるだけ吸収できるように頑張ってほしいです。

工場設備管理エンジニア
主な 仕 事 内 容

工場に設置されている機械などの管理や修理、ま

根田 拓実

ポリテクカレッジで学んだことを生かして

た事前に点検を行い故障するのを未然に防ぐなど、
工
場が安全に稼働できるように保全を行う職種です。
機
械に対する知識や観察力が必要で機械好きの方に
とっては非常にやりがいのある職種です。

Message from
the teacher

私の現在の担当は、電気工事を行う上での図面作成から実際の
施工までの一連の業務を行うことです。
ポリテクカレッジに通うまでは

メカトロニクス技術科

電気や機械の知識はありませんでしたが、実習を通していろいろな

教員からのメッセージ

技術を学ぶことができました。特にＣＡＤ製図や電工実習は本業務
に非常に役立っています。
在学中のインターンシップでは現在の会社に２回、計10日間お世
話になり、業務内容や職場の雰囲気を知ることができ就職にあたっ
ても不安がありませんでした。
電気工事を行う上には、いろいろな資格が必要になってきます。
こ
れからもポリテクカレッジで学んだことを基礎とし資格を取得するとと
もに、幅広い業務に対応していきたいと思います。

主な就職先（順不同）

佐藤 玲子

メカトロニクス技術科では、工作機械、CAD、3Dプリン

■株式会社日立産機
ドライブ・ソリューションズ

■京設工業株式会社

■株式会社テクノウェイ

■ファースト・ファシリティーズ千葉株式会社

■ハイテック精工株式会社
■三伸システムエンジニアリング
株式会社
■岩崎機械工業株式会社
■株式会社進富
■株式会社ミューチュアル
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電気工学基礎実習
機械加工実習
デジタル回路実習
メカトロニクス実習

ます。
私は、
工場設備の保全員として機械も電気もどちらも対応できる技
と思っています。

OB INTERVIEW

主な職種

電気と機械のメカトロニクス技術科
学びなおそうと思い、
この学校に入校しました。
メカトロニクス技術科は、

校しました。

修了後の職業

■株式会社ナックイメージテクノロジー
■菊川工業株式会社
■タイテック株式会社

タ、
レーザ加工機などを使い、
金属だけでなくアクリルや木
材などの加工が行えます。
それらいろいろな”ものづくり”の
技術を設計から加工まで学ぶことができます。
さらに、
これ
ら機械分野の技術の他に電子回路やプログラミングなど
電気や制御分野の技術を組み合わせると、
ものを動かし
たり、
光らせたり、
音を鳴らすなどができます。
当科では、
様々な分野の技術〜ものをつくって動かす技

■株式会社テクモ

術〜を学びます。幅広い分野の就職選択が可能になるメ

■株式会社橋本電業社

カトロニクス技術科で、
どの分野に進むか迷っている方も自

■大真精機株式会社

分の進む道を見つけて就職しませんか。
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