ものづくりのプロとして、設計・加工技術を極める

生産技術科

Department of Production Technology

時代の要請に応える実践技術者

豊富な実習で
高い技能を手に入れる
生産技術科では金属加工技術を柱とし、その設計から製
作までの流れを習得することを目標に掲げています。その中
でも、“最先端のものづくり”を習得することは大きなテーマ
です。最 新 鋭のC A Dシステムを使った設 計技 術や、コン
ピュータ制御の工作機械を主とした加工など、実際のマシン
や機器を使用することで、生産技術の進展に適応できる実
践技術者を育成します。製品の高付加価値化が進んでいる
現在、複雑で高い精度を要求される部品を作れる人材の需
要はますます高まっています。当科修了時には、学生ひとり一
人が、
技術者として巣立っていきます。

生産技術科に関わる

1

３つの技術と関連科目

機械設計
機械部品や機械装置の設計技術、
及び加工情報作成手法を学びます。

2

機械加工
各種工作機械・器具の操作方法と
プログラムを使った加工技術を習得します。

TOPIC
3

制御/計測
機械装置の制御技術と
高精度な計測技術を習得します。

技能検定にチャレンジ!
生産技術科では恵まれた設備と教員の熱心な指導
のもと、
技能士取得を目指すことができます。
1年生で2
職種以上を取得し、
2年生でも同職種の二級技能士や、
その他関連する他職種の三級技能士を目指すことがで
きます。国家資格である技能士取得者は、採用時や給
与面で優遇されます。

基礎製図

機械図面に関する規格等を正しく理解し、
図面の読図及び基礎的な作図方法を学習します。

機械設計製図

機械装置の仕組みを理解し、
CADシステムを利用した設計手法を学びます。

CAD/CAM実習

3次元CAD/CAMシステムを使用して、
加工情報を作成するまでの技術を習得します。
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機械加工実習

汎用工作機械を利用して、
金属切削加工技術を習得します。

機械工作実習

板金及び溶接作業等の金属加工技術を習得します。

数値制御加工実習

NC旋盤やマシニングセンタの操作、
及びプログラミング技術を習得します。

油圧・空圧制御

油空圧制御の特徴と利用分野、動作原理、
及び汎用的な回路について学びます。

シーケンス制御

シーケンス制御の機器や基本論理回路について学びます。

測定実習

精密測定に欠かせない各種測定機の使用法と精度、
及び測定技術を習得します。
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生産技術科
Department of Production Technology

STUDENT VOICE

在校生の声

年生

年生
髙野 樹広

つくる技術者への第一歩
私は高校生の時、
ものづくりの知識と経験をもっと得たいと思うように
なり実習の多い生産技術科に進学しました。

越川 翔輝

私は工業高校で電子科でしたが、旋盤やマシニングなどの機械を
使ったもの作りや、
CAD・CAMに興味があったので生産技術科へ進学

様々な実習が用意され、
どの実習も恵まれた環境で行えるのでより一

しました。
電気関係から金属などの加工分野に行くことで不安がありまし
たが知識豊富な先生や、
学生同士で助け合いながら勉強に励んでいま

り、
ゆっくりわかりやすく教えてくれるので難しそうな専門知識でも簡単に

す。
この学校では実際に企業で使われている最新の設備を使用して実

理解ができました。

習を行うため、実践的な技術を学ぶことができます。少人数での作業を
行っているため、
授業でわからないことも気軽に質問し基礎から丁寧に

ができ、
さらに力を上げたい人は技能検定という国家資格を受験するこ

指導していただけるため、
クラスの半分以上が普通科出身ですが不安に

ともできます。
私も1年生の夏に機械検査3級を取得し、
現在は普通旋盤

なることがなく安心して作業を行えます。
この学校で国家資格の技能検

3級と機械製図CAD作業3級の取得に向けて同期の友達と一緒に練習

定を受けることや、
試験のコツなども教えていただけます。
私は一年生の

しています。

夏に普通旋盤3級を、
二年生の夏に機械保全3級を取得しました。
どちら

わからないところがあっても放課後に友達同士楽しく教えあったり、
先
生が個別で教えてくれたり和気あいあいとした雰囲気で学校生活を送っ
ています。

も放課後、
先生とマンツーマンで練習、
勉強を行って緊張せずに試験に
望めたため無事に合格しました。
修了後は学校で学んだCADの知識を活かしたプラント設計を行う企
業に内定をいただけました。
これからも生産技術科で学んだことを使って
知識・技術を高めていきたいです。

OB INTERVIEW

企業就職

飯島・東洋株式会社
技術部金型課

2020年度修了

2019年度修了

応用課程進学

盤は作業者が自分の手でハンドルを動かし加工を行い、NC工作機械は作業
者がNCプログラムを作成し、作成されたプログラム通りに機械が加工を行い
ます。

アーク溶接作業
三次元測定作業
フライス盤作業
測定作業

CAD技術者
主な 仕 事 内 容

設計士として2次元CAD、
3次元CADを使用し、
機械図面などを作成する仕

主な 仕 事 内 容

工場にある産業機械、
空調や運送機械設備の

小池 康貴

ポリテクでの技能・実習を活かして
私は、
社内のプレス機で使用するモータコアの金型部品を製造してい

ベルなものを学べる事、
さらに応用課程の特徴であるグループ学習の1

ます。
担当している業務内容は、
マシニングセンタを使用して金型のダイプ

年次で機械科内で行う標準課題と応用課題、
2年次で電気、
情報、
機械

レートやバッキングプレートなどを加工しています。
私が主に使用するマシ

整備・点検をする仕事です。各工場でメイン稼働

ですが、
その他にも一回り大きい開放型の縦型マシニングセンタや、
製品

行っています。
その中で私は機械部リーダーの役割を務めており、
主に機

を横向きに取り付ける横型マシニングセンタを担当することもあります。
加

械工作を行う際に中心となって他の部門リーダーと共に、
班員に指示を

工プログラムも自分で作成することが多く、
使用するソフトやプログラムの

出して作業を進めています。

コードなどの仕様が学校で使用していたものと少し異なるので最初は少

す。様々なトラブルに対応できるだけの幅広い知
識を持っていることが重要です。

生産技術科

教員からのメッセージ

主な就職先（順不同）

浦辺 義明

生産技術科では形のある物（製品）
を色々な機械を

■ANAエンジンテクニクス株式会社

■株式会社糸川製作所

3年次ということもあり就職を考える時期になりました。
修了後はこれま

し苦労しましたが、
基本的なことについては変わらないので、
学校で学ん

でに学んだことを活かせる職に就きたいと考えており、
機械工作、
施工管

だことはしっかりと活かせています。
入社後もどのようなプログラムを組め

理に関する企業を検討しています。

■ANAエアロサプライシステム株式会社 ■しのはらプレスサービス株式会社

ば効率良く加工出来るかなど、
学ぶことはたくさんあります。
今後も生産技

■ANAスカイビルサービス株式会社

させて行こうと思います。

Message from
the teacher

している機械によって求められる作業は異なりま

ニングセンタは比較的小型で、
在学中に使用していたものとほぼ同サイズ

11月現在では同じ科のメンバーと班を組み、
自動判別装置の製作を

術科で学んだことを活かしながら、
更に上を目指して知識や技能を向上
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切削工具や工作機械を用いて機械の部品などを加工する仕事です。工作
機械には旋盤、フライス盤、NC工作機械などが使用されます。旋盤、フライス

機械メンテナンス

私は専門課程で習得した機械工作の知識と技術よりも、
さらにハイレ

の3科合同で行う開発課題に興味を持ち進学を決めました。

主な 仕 事 内 容

ピュータソフトです。

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

安永 和真

機械加工・NC技術者

事です。CADとは機械図面などの設計の補助をするために作成されたコン

修了生インタビュー

応用課程進学

主な職種

実践を学べて良い学校です

層深く経験することができます。
実習だけではなく専攻学科も充実してお

１年生のうちに製図、
機械加工、
溶接などものづくりの基本を学ぶこと

修了後の職業

■株式会社IHI物流産業システム

■ANA成田エアポートサービス株式会社 ■日産自動車株式会社
■株式会社荏原エリオット

■株式会社日南

■山一電機株式会社

■株式会社MOLDINO（旧：三菱日立ツール）

■飯島・東洋株式会社

■堀口エンジニアリング株式会社

■MHIハセック株式会社

■株式会社吉野工業所

■スズキ株式会社

■ダイキン工業株式会社

使って作り出すことができます。
例えば、
スマートフォン、
テレ
ビ、
自動車、
飛行機の部品の形あるものが機械を使ってで
きています。
当科は機械を使えるように勉強し、
製品製造の
会社に就職するための技術・技能を身に着けるための科
です。機械関係の仕事は分野が広く、機械設計、機械加
工、計測、制御、
メンテナンス、溶接・板金と種類と就職先
が多くあります。迷っている人は勉学中に自分に合った就
職先を見つけることができます。
日本は精度の高いものづ
くりを得意としている国です。
AI化やロボット化の進む世の
中ですが、人の手でしか作れないものもあります。世界で
必要とされるみなさんの技術を当校で学んで世の中に貢
献できることを期待します。

28

航空機の知識から整備まで、総合的に学んでいく

航空機整備科

Department of Aircraft Maintenance

翼に載せた可能性で
世界をいっそう身近に

業界と連携した実学的プログラム
航空機の整備は空を飛ぶという特殊性から、深くて広範な専門知識
と、
確かな技術力、
それに国家資格が必要になります。
航空機整備科で
は経験豊富な教員が、
航空機の知識から整備方法を分かり易く指導し
①航空機整備職として就職②国家資格
「二等航空運航整備士」
の取得
を目標としています。航空機整備分野では、全国で唯一の国が設置す
る職業能力開発施設で昭和47年から開講しています。毎年就職率は
ほぼ100%で、修了生の大多数はエアライン等に整備職として就職し、
活躍しています。一般的に、エアライン等で航空整備士として活躍する
には、機種毎に設定された一等航空整備士の国家資格を複数取得し
ていくことが不可欠とされています。
そのため、
当科の2年間の教育訓練
では、
就職してから重要かつ不可欠となる3つの要素
（①職業人としての
資質の向上②一等航空整備士の資格取得に役立つ基礎知識と勉強
方法③的確な整備作業を実現できる整備の基本技術Ⅱなど）
の習得を
目指したカリキュラム、大手エアラインから出向した現役の一等航空整
備士の養成訓練経験を有する教員を含む充実した指導体制ならびに、
余裕を持った実習場や豊富な訓練機材、
緑豊かな校庭など様々な学習
資源を駆使したものとなっています。

航空機整備科に関わる

1

知

３つの技術と関連科目

識

1年次に飛行機の基本的な知識を身につけます。

2

実

習

2年次に実際の飛行機で整備作業の方法を学びます。

TOPIC
3

資

格

2年間で二等航空運航整備士の資格を取得します。

航空整備士への道のり
入校後すぐ授業が始まり、
航空整備士資格取得の第
一歩を踏み出します。
1年後の3月に航空局が行う学科
試験を受験しますが1年間学んだ科目をきちんと理解し
ていれば問題ありません。
2年生になると4月初めから航
空関係の就職試験がスタートします。
2年生の授業は実
習が主体、英文マニュアルと格闘しながら整備作業方
法を習得しています。
2年生の10月には
「基本技術Ⅱ」
、
2
月には「専門技術」の審査を受験します。この審査は実
技のみならずその内容を口頭で説明しなくてはなりません。
審査期間中は緊張の連続ですが皆整備士になる目標
を胸に頑張っています。

航空力学・航空法規

飛行機はなぜ飛ぶのか、
飛ぶためのルールは何か…を学びます。

材料学・機体学・機構学

飛行機はどんな構造か、材料は何か、
どのように動くのか…を学びます。

発動機・プロペラ・装備学

エンジンやプロペラはどうして動くのか、
装備品は何か…を学びます。
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整備基礎・機体実習

二等航空運航整備士学科試験

電気・電子・計器実習

基本技術Ⅱ試験

ボルト・ナット・リベット等の接合方法、
機体の整備方法を学びます。

国家資格の第一歩で1年生の期末に
3科目の学科試験を受けます。

電気部品・無線機器・計器等の取扱いや
整備方法を学びます。

2年生の10月に航空機整備基礎関係の
技能審査を受けます。

発動機整備実習

二等航空運航整備士専門技術試験

エンジンやプロペラの取扱いや整備方法、
試運転の方法を学びます。

2年生の2月に当校の飛行機で
専門関係の技能審査を受けます。

※技能審査練習風景
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航空機整備科
Department of Aircraft Maintenance

STUDENT VOICE

在校生の声

年生

年生
廣田 慧

東 育美

航空整備士への第１歩目
幼い頃から飛行機に乗る事が多く飛行機に憧れを持ち将来は航空
関連の仕事に就きたいと思い航空整備士を目指すようになりました。

信頼される整備士を目指して
私は空を飛ぶ大きな機体の飛行機を整備する航空整備士になりたい
と思い当校に入校しました。
2学年では実習中心となり特に実機を使った

航空機整備科は実習や座学を少人数で行うため、
先生に遠慮なく分か

実習では自分達でアクセスパネルを開け飛行機の中身や仕組みが分

らない所を質問することができるのが良いところです。
また、
授業外で整

かってきて感動と発見で毎日とても充実しています。

備士として働いていた頃の話を聞くことができ、
より具体的に航空整備士
という職業についての知識を得ることができます。

また、
仲間と協力し作業を成し遂げたときは大きな達成感があります。
学ぶ事が多く大変ですが同じ夢を持つ仲間の存在が大きな力となって

座学中心で聞き慣れないことが多く大変ですが、
学友と教え合い、
理
解を深めていくことで、
また、
実習で技術が身につくことで整備士に一歩
近づけたことを実感することができます。
私は当校に入校し毎日充実した
日々を送ることができています。
整備士への道はまだ長いですが、
学友と

います。就職活動では先生方や就職支援アドバイザーのサポートもあり
第一志望の航空会社に内定を頂く事が出来ました。
現在は二等航空運航整備士の資格取得のため猛勉強中です。
信頼
される整備士になれるよう日々邁進して行きます。

切磋琢磨し努力していきたいです。

OB・OG INTERVIEW

主な職種

運航整備士
主な 仕 事 内 容

発着整備を主に担当し到着した航空機に異常がないか点検し異常
があった場合は修復作業を行い飛行に問題ないことを確認する。

機体整備士
主な 仕 事 内 容

定期的に格納庫で実施される定期点検を主に担当し
詳細点検、修復作業および改修作業を行う。

主な 仕 事 内 容

機体から取り卸したエンジンを分解・洗浄・点検・修理・組立作業および性

修了生インタビュー

ANAラインメンテナンステクニクス株式会社
中部整備部

指宿 夏輝

ポリテクで夢が叶いました
幼い頃にドラマを見て、
出演している航空整備士がとてもかっこよく見

能向上のための改修作業を行う。

企業就職

株式会社JALエンジニアリング
成田航空機整備センター
運航点検整備部 機体システム整備室
第2機体システム整備課
2018年度修了

臼井 まどか

整備士を目指したきっかけと新たなる夢
幼い頃から飛行機が大好きで将来は航空関係の仕事につきたいと

えたのが、
航空整備士を目指したきっかけでした。
ポリテクカレッジでは、

思っていました。
高校生の進路を決める段階で航空整備士という職業が

二年間で二等航空運航整備士の資格を取得する為、
毎日のように勉強

あることを知り飛行機が飛ぶ仕組みや構造を学べて、
かつ間近で飛行

する必要がありますが、
そこで学んだ飛行機の知識は今の仕事でも大い

機を整備出来ることに惹かれこの仕事を選びました。初めて格納庫に

に役立っています。
また、
スポーツ大会やものづくり体験教室など、
勉強以

入った時の感動は今でも覚えています。
私は現在成田で点検整備をして

外でも非常に充実した学校生活が送れます。

おり、
主にエンジンの整備をしています。
夢は一等航空整備士を取得して

現在、
私はライン整備士として中部国際空港で働いています。
難しい不具合への対応や夜間の長時間作業など大変なこともあります

海外でライン整備士として働くことです。
最終的には自分が得た知識を伝
える
「マイスター」
になりたいと思っています。

が、
自分が整備した飛行機が飛んでいく姿を見るときに、
大きな達成感を

ポリテクカレッジでは、
教科書には載っていない豆知識や整備士魂を

得ることができます。
航空整備士を目指す上で、
ポリテクカレッジで学ぶ内

教えて頂きました。
学校で学んだ事がそのまま実作業に生かすことが出

容は必ず役に立ちます。多くの困難があるかと思いますが、努力すれば

来ていると実感しており学費も安く就職率も良いこの学校を選んでよかっ

必ず結果がついてきますので、
皆さん頑張ってください！

たなと感じています。

装備品整備士
主な 仕 事 内 容

機体やエンジンから外された計器・無線機・発電機や
ポンプなどの装備品の修理・調整・改修作業を行う。

航空機部品製造

Message from
the teacher

主な 仕 事 内 容

エンジンや客室装備品のギャレー（台所）
・ラバトリー
（トイレ）
・シートなどの製造を行う。

航空機整備科

教員からのメッセージ

小川 雄生

飛行機を見たり、乗ったりした時に憧れや感動を経

主な就職先（順不同）

験したことはありませんか?航空機の安全を担う整備
士は、とてもやりがいのある仕事です。

■ANAベースメンテナンステクニクス株式会社

■スカイマーク株式会社

■ANAラインメンテナンステクニクス株式会社

■ジェットスター・ジャパン株式会社

■ANAエンジンテクニクス株式会社

■株式会社ジャムコ

■ANAエアロサプライシステム株式会社

■アイベックスエアラインズ株式会社

■ANAスカイビルサービス株式会社

■MRO Japan 株式会社

■株式会社JALエンジニアリング

■官庁（国土交通省・海上保安庁・自衛隊等）

■日本エアコミューター株式会社
■ Peach・Aviation株式会社
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ベンチ作業
機体実習

エンジン整備士

企業就職

2015年度修了

修了後の職業

航空機整備科では、国家資格である“二等航空運航
整備士（飛行機・ピストン）の取得”および“航空業界へ
の就職”を2大目標としています。
カリキュラムは、1年次は座学を中心に整備に必要
な基礎知識を身に付け、2年次は実習が中心となり、
飛行機や訓練設備を使用した整備実習を行います。
担当講師全員が 航 空整 備士の資格を所持してお
り、航空業界の経験者である為、講義中だけでなく就
職活動時に様々なアドバイスを貰うことができます。
“航空業界で活躍する人材”を目指し、我々と共に頑
張りましょう。
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