
小林高校（宮崎）出身
生産電気システム技術科
野元 大生

私は普通科高校出身です。入
校当初、工業知識はゼロでし
たが、１年のときから座学と
実習を同時平行で学ぶこと
ができたので、多くの知識を
身につけることができまし
た。理数科目が苦手の人でも
講義についていけるので、安
心して入校してください。

九州産業大学付属九州産業高校（福岡）出身
生産技術科
伊藤 　集

専門分野を幅広く学ぶので、自分のやり
たい事や、それに関係する事の知識を
しっかりと身につけることができます!!!

専門的な分野を多くの実習や演
習などを通して学ぶので実践的
な技術が身につきます。また、学
生と先生との距離も近く学習面
での疑問点など丁寧に受け答え
してもらえますよ。普段のたまっ
た疲れは放課後のサークルでリ
フレッシュさせましょう！！

九州国際大学付属高校
（福岡）出身
生産電気システム技術科
重枝 睦知

八幡高校（福岡）出身
生産電子情報システム技術科
石井 聖人

１年の時から半分は実習！通常の
大学よりもかなり高い実践力が手
に入ると思います。経済的負担が
軽いのも嬉しいポイント！

小倉商業高校（福岡）出身
生産電子情報システム技術科
山本 綾音

北九州高校（福岡）出身
電子情報技術科
松村 悠成

川辺高校（鹿児島）出身　
生産機械システム技術科
村方 秀平

実習が多いので「習うより
慣れよ」って人にはおすす
めの学校です！！仲間と助
け合いながら取り組めるの
も魅力のひとつです！！ 

普通科出身なので最初は不安でした
が、習ったことは早い段階で実習で
使うので案外何とかなるかなと思い
ます。逆に一部座学は、高校で習っ
た内容が活かせるので楽かもしれま
せん。定期テストがあるのできちん
と勉強しましょう。

先生との距離も近く、丁寧に
指導してくれます。
実習も多いので実践力が身
につき、仕事に活かせます！

別府翔青高校（大分）出身
電子情報技術科
福田 　匠

普通科高校出身なので専門の勉強に不
安を感じていたけど、授業は基本的な
ところから始まるので、１つ１つ理解
することができます。わからないとこ
ろがあれば先生に詳しく教えてもらう
ことができるので心配ありません。そ
して筆記のテストも範囲をきちんと教
えてもらえるので準備ができます。

小倉東高校（福岡）出身　
生産機械システム技術科
力丸 智宏

専門課程の間でたくさん
の機械を使うことができ
るので、ほかの大学では
できないようなことも経
験できます。

武岡台高校（鹿児島）出身　
建築施工システム技術科
鮎川 奈生

専門課程を経て、応用課程では建築の施工・
施工管理について専門的なことを深く学べ
ます。学生寮では同じ学科の同級生と勉強
を教え合ったり、先輩方の経験やアドバイ
スをもらったりなど、楽しく過ごせます。

福山明王台高校（広島）出身
建築施工システム技術科

深井 綾乃

学費も安く寮費も安いので
この大学校に入学すること
に決めました。応用課程で
は在学中に２級建築士の資
格を取得することができる
のも魅力です。
就職率も高くサークル活動
も楽しめるので元気に大学
校生活を送れます。

この学校の魅力は、実践的な授業が多いことで
す。座学で学んだことを実際に実習を行なうの
で実践的な技術が身につきやすいです。また、
学生と先生の距離が近いので、質問しやすく、
わからないことがあっても丁寧に教えていた
だけます。

八幡南高校（福岡）出身　
生産電気システム技術科
江副 　圭

九州産業大学付属九州産業高校（福岡）出身
生産電気システム技術科
濵田 宗治　

負担の少ない授業料と高い就職率に
惹かれて入学を決意しました。同じ
科の仲間とはとても仲が良く、楽し
いキャンパスライフがすごせます！

大津緑洋高校（山口）出身
生産電気システム技術科
中村 裕介

専門分野を１から学ぶの
で普通科出身でも不安な
く学習できます！グルー
プでの実験、実習では、自
然と他のメンバーと会話
するようになり、友達もす
ぐ増えました！

国分高校（鹿児島）出身
電気エネルギー制御科
平田 大樹

実習が多く、わからないことがあっても友達と教えあえる
のでとても楽しくがんばれます。
また、専門的な資格も取れて就職に便利だし、本格的な機
械を使っての授業なので就職してから即戦力で働けます。

福岡工業大学附属城東高校（福岡）出身
生産電気システム技術科
中村 健伸

ポリテクでは座学より実習を
メインとした授業で、実際に
自分の体を動かし、より実践
的な技術を教わることができ
ます。普通科出身の学生が主
なので、みんな同じスタート
ラインから始められます。

広島観音高校（広島）出身
生産技術科
山口 　瑛

この学校は実習が多いから、
ものを作ることが好きな人
にはおすすめです！

明豊高校（大分）出身
生産機械システム技術科
岡　 凌太

高校生の頃は、普通科の高校に通っていたの
で機械系の勉強をしてきていなく不安もあり
ましたが、先生方や友達のサポートなどもあ
り、今では難なく過ごすことができています。
学校生活も休みは少ないですが、毎日充実し
ています。工業系の高校に通っている人もで
すが、普通科の高校に通っていて機械に興味
のある方にも、ぜひこの学校に来て欲しいと
思います。

鞍手高校（福岡）出身
生産技術科
権藤 冬太

１年生から授業の半分程が実習なので、実践的な
技術を学びたい方には、とてもお勧めです。学校生
活においても、少人数で同じ授業を受けるためク
ラスの雰囲気も良く、充実してとても楽しいです。

熊本中央高校（熊本）出身
生産技術科
工藤 翔太

この学校には、工作機械やパソコンを
使った実習がたくさんあります。少人
数なので、先生たちが確実に教えてく
れます！
　生産技術科はとても明るい科なの
で、とてもおすすめな科ですよ！

育徳館高校（福岡）出身　
生産機械システム技術科　
中村 太地

ポリテクは実践的な授業が多い
ため即戦力としての技術が身に
つきます！そして楽しい！

海星高校（長崎）出身
生産機械システム技術科
笹田 大耀

連休は短いですが、座
学よりも実習が多いの
で現場での基礎をしっ
かり学べます。

九州国際大学附属高校（福岡）出身
建築施工システム技術科
池田 聖美

自然に囲まれた学校で、実習を中心に専門
知識をじっくり学べます。少人数なのでク
ラスみんなの仲がよく、先生との距離も近
くて雰囲気はとてもいいと思います。

那覇国際高校（沖縄）出身
建築施工システム技術科
宮田 正明

在学中に建築士の受験がで
きることや他大学では学べ
ない実践的な実習は、ほか
の大学生には得られないメ
リットになりますよ！

高鍋高校（宮崎）出身
建築施工システム技術科
漆山 将広

座学の授業でわからなかった
ことも、実習で実際にやって
みて理解できる！そんな学校
です。実習を通して、友人とも
仲良くなれて、とても楽しく学
校生活が送れています！

戸畑高校（福岡）出身
生産電子情報システム技術科
林　 茜里

家から近く、学費が一般大
学に比べて安いことからこ
の大学校に入学することを
決めました。そして何より
実習が多く実践力が身につ
きます。就職率が高いのも
魅力の１つです！

青豊高校（福岡）出身
生産電子情報システム技術科
尾野 初美

普通科高校出身のため、実習に対し
不安なこともありましたが、少人
数クラス単位の授業なので、みんな
で切磋琢磨し、時に先生方の力を借
りながら楽しく実習に取組んでい
ます。１つ１つの課題をこなして
いくうちに、だんだん自分のスキ
ルアップにつながり、また、それを
実感しやすい授業なので、向上心
を持って授業を聞いています。

中津南高校（大分）出身
建築科
後藤 未夢

私は来年から近畿職業能力開発大学校
の応用課程に進学します。九州の大学校
だけでなく、近畿などの他県にも同じ職
業能力開発大学校があるので、応用課程
からまた新しい気持ちで学ぶために、九
州の大学校だけでなく他県の大学校へ
進学することも出来るのはこの学校の
魅力だと思います。

福岡工業大学附属
城東高校（福岡）出身
建築科　荒牧 正梧

僕の在籍している科は忙しいと
きは、すこぶる忙しいですがそ
の分知識や技術が身についてい
ると実感しています。
先生のサポートも厚く、設備も
充実しているので勉強や実習に
集中出来ます。
とてもいい環境なので、ぜひ候
補の一つにしてみてください。

光陵高校（福岡）出身
生産電子情報システム技術科
向　 洋司

普通科高校卒ですが、実習や普通科で
は履修してこなかった科目など、ほと
んど物理・数学の延長です。物理に
至っては、やった事ほとんどが授業で
使え、円滑に授業を理解できます。普
通科の方も気兼ねなくこの学校へ！

松山南高校（愛媛）出身
建築科
松嶋 愛夏

実習が多いのが１番の魅力です！
実際に自分でやってみることで楽しく授業に
参加でき、技術も習得できます。また、他の大学
に比べて少人数クラスのため、クラスのみんな
と交流が深まり毎日充実した生活が送れます。

出水高校（鹿児島）出身
建築科
越地 創二郎

授業内容は、座学に比べ実習が多くとて
も楽しく専門的な知識と技術を身に着
けることができます。また、寮生活も充
実しており、友人もたくさんできます。
とても楽しく学校生活を送れています。

育徳館高校（福岡）出身
電気エネルギー制御科

桑田 凱斗

多い実習のなか先生との距離が近く、
すぐにやさしく指導してくれます。
授業料も安いので授業料以上の技術を
身につけることができます。

日南高校（宮崎）出身
生産電子情報システム技術科
守倉 凌弥

実習の多いカリキュラムで、自分
で考えないとできないことが多い
ので、そういった力がつき、少人数
なのでひとりひとりの距離が近
くコミュニケーション力もつく
のではないかと思います。

宮崎北高校（宮崎）出身
電気エネルギー制御科
髙木 　大

この学校は実習が多くて、楽し
く授業が受けられます。そして
1クラスの人数が少ないので先
生との距離が近くて何でも相
談することができ、充実した学
校生活を送ることができます。

神埼高校（佐賀）出身
建築科　田中 　葵

私は卒業後、山口県に本社がある株式会
社銘建にインテリアコーディネーターと
して就職します。実習を主に学ぶため、座
学で学んだことを在学中のうちに、実際
に自分たちで作業することで、より専門
的な知識を身につけて就職できるのは、
この学校の強みです。

海星高校（長崎）出身
生産機械システム技術科

河野 悠太

他の大学との違い、実践的な学習が多
く、実技も多いので自分の成長を感じ
ることができます。普通科からの入学
でも、先生方が一から教えてくださる
ので何の心配もいりません。

鹿本高校（熊本）出身
生産技術科
小泉 匡史

実習が多く座学で習っ
たことの理解をさらに
深めれるのが魅力！ま
た資格も得ることがで
き確かな技術を身につ
けることもできる。

北筑高校（福岡）出身
生産電気システム技術科
野崎 友貴

実習が多く、人数が少ないので協力しな
がら取り組むことができ、先生に質問が
しやすいです。サークルでは他科の人と
も友達になれます。

中津南高校（大分）出身
電気エネルギー制御科
上福 竜生

基礎から丁寧に指導しても
らえるので、志望分野に対
しての知識が浅くても大丈
夫です。自分の知識量が増
えていくことが実感できる
ので、やる気がおきます。

延岡星雲高校（宮崎）出身　
建築施工システム技術科
太田 明日香

寮生活は学年を越えて交流が出来、先輩
方も優しいので毎日楽しく過ごせます。
寮は大学校の敷地内なので通学時間も
ないので学習時間も十分に取れます。

八千代清流高校（熊本）出身
生産技術科　山田 沙冬子

座学も実習も専門的な内容が基礎からしっか
り学べるので、普通科高校出身でもついて行
けます。また、寮に入ると他の科や先輩との交
流もできるし、通学も楽なのでオススメです。

星琳高校（福岡）出身
生産技術科　野村 啓介

この学校は生徒の数が少ないですが、
一人ひとりの仲が良く、とても充実し
た生活を送ることができます。また、
実習が多く、クラスの仲間と協力しな
がらするので、協調性も高めることが
できます。

宮崎北高校（宮崎）出身
電子情報技術科
瀬口 岬希

普通科高校出身なので実習が
多いと聞いて最初はとても不
安だったけれど、基本的なと
ころを分かりやすく詳しく教
えてもらえるので、安心です。
また、学費の安さも九州能開
大の魅力の一つです。

熊本商業高校（熊本）出身
電子情報技術科
入家 大吾

実業高校出身ですが、高校の時よ
りも、社会に出てから必要なスキ
ルや知識が身につくと思います。
幅広い分野を勉強するので、知識
を広げたり深めたりと自身の好
奇心で勉強を進めたら楽しい学
生生活が送れると思います！

長崎日大（長崎）出身
電気エネルギー制御科
山口 隼明

経済的負担が少なく、高い
就職率に惹かれ入学しま
した。普通科高校出身です
が、少人数クラス単位の授
業なので先生方の距離が
近く、わからないこともす
ぐに質問できるので、しっ
かりと知識を身につける
ことができます。
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