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山形県立産業技術短期大学校
〒990 -2473 山形県山形市松栄 2 丁目 2 -1

TEL: 023 -643 -8431

FAX: 023 -643 -8687

Email: nyushi@yamagata-cit.ac.jp
産技短ホームページ

www.yamagata-cit.ac.jp

産技短 YouTube チャンネル

産技短 Twitter
教育研究振興会ホームページ

www.y-cit-shinkokai.jp

技 術が広げる未 来への可 能 性
「ものづくり」を究めた
機械エンジニアを
目指す
デジタルエンジニアリング科

未来社会を支える
情報技術者へ
情報システム科

P.8

ＳＦの世界を実現する
テクノロジーを学ぶ

Ｉ
ｏＴ×ＡＩで
新しい社会を
創る技術者へ
知能電子システム科

P.26

メカトロニクス科

P.10

P.14

「ふるさと」と
「人々のくらし」を支える
土木技術者になる
土木エンジニアリング科

P.18

地球にやさしい
建物をつくる
技術者になる
建築環境システム科

P.22

柔軟さと
バイタリティ
そして優れた能力
山形県立産業技術短期大学校は、山形県の産業界の発展に貢献す
る、優れた人材の育成を主たる目的に掲げて、平成 5 年 4 月に開
校された、全国で初めての県立職業能力開発短期大学校です。開
校以来、ほぼ 100％の就職率を維持し、これまで 2,700 名を超え
る卒業生が実践的技術者として活躍しています。本校は、県産業界
のニーズに対応できる柔軟さとバイタリティ、さらに優れた人材を育
成する能力を持っています。ものづくりが大好きで、強い意欲とチャ
レンジ精神を持った若者には、ぜひ本校に入学され、そして多くの先
輩たちに負けない活躍をしていただくことを心から期待しています。
山形県立産業技術短期大学校
校長
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尾形健明

イントロダクション
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機械システム系

アドミッション・ポリシー 【入学者受け入れ方針】

デジタル
エンジニアリング科

Admission policy

学科構成

【基本理念】

産業構造の高度化、多様化、さらには情報化に対応する
豊かな感性と創造性を備えた実践技術者を育成確保し、
本県の技術力の向上と産業界の振興に貢献する。

【三本の柱】

【求める学生像 】

Department composition

知能電子システム科

［ 定員： 20 名］

［ 定員： 10 名］
■ 3 次元 CAD を駆使した設計・

ものづくりに興味のある人
■ 精密機械加工技術を身に付け

たい人
■ 金型を作って製品づくりをし

てみたい人

［定員：30 名］

メカトロニクス科

■ エレクトロニクス・ソフトウェ

アに興味のある人
■ ロボットやメカニズムに関心

のある人
■ 機械・電子や情報技術に広く

興味のある人
■ プログラムで機械を動かして

みたい人

■ IoT・クラウド・AI に興味の

ある人
■ IoT のシステム設計やプログ

ラミングを学びたい人
■ 信号・画像処理や計測制御技

術を学びたい人

P.08 へ

P . 10 へ

P . 14 へ

情報システム科

建築環境システム科

社会人や短大・四大卒など対象

［ 定員：20 名 ］

［定員：20 名］

土木
エンジニアリング科

産業技術専攻科
［定員：10 名］

［定員：20 名］

■ 産業現場での課題解決に取り組

1
2
3

地域産業に密着した
人材育成機関とする
開かれた短期大学校
とする
地域産業の技術開発
に貢献する

産 技短の歴史
平成 4 年 10 月

History

全国初の職業能力開発促進法に基づく県立職業
能力開発短期大学校として、山形県立産業技術
短期大学校の設置が労働大臣により認可

平成 5 年 4 月 山形県立産業技術短期大学校が開校（メカトロ
ニクス科・情報制御システム科・情報管理システ
ム科・建築環境システム科 4 学科）

■ システム開発に興味のある人

■ 建築や住宅に興味のある人

■ 社会基盤に興味のある人

■ ネットワークや情報セキュリ

■ 建築の設備に興味のある人

■ 地図に残る大きい仕事に興味

ティ技術を学びたい人

ものづくりへの
興味・関心
発想が豊かで、柔軟
性があり、新たな価
値・モノを創造しよう
とする情熱のある人

挑戦しようとする
積極性と実行力

社会に貢献
しようとする心

好 奇 心、感 性 にあふ
れ、積極的、主体的に
色々なことにチャレン
ジし、実行できる人

異なる考え方や文化を
尊重するとともに、地域
を愛し、社会に貢献しよ
うとする意欲のある人

■ プログラミングなどのソフトウェア
開発技術を身に付けたい人

■ 環境やエネルギー分野に興味

のある人
■ 3 次元 CAD に興味のある人

■ 自然災害からみんなを守りた

い人
■ 社会基盤の設計、施工管理の

■ データサイエンスや AI などに興
味がある人

P . 18 へ

のある人

技術を学びたい人

P.22 へ

P . 26 へ

みたい人
■ 習得した技能・技術をより高め

たい人
■ 新しい技能・技術を身につけた

い人
■ ものづくり現場の生産改善・付加
価値向上に興味のある人
■ IoT システムの開発を通じて課題
解決に取り組みたい人

P . 30 へ

私 達は「 産 技 短 」を応 援しています
私達、教育研究振興会会員企業（会員企業約 360 社）は「産
技短」を応援しています。是非、皆さんも「産技短」で大い
に勉強し、将来私達の企業に来て、それぞれの専門知識、
技術を大いに活かしてください。
皆さんの先輩と共に、心よりお待ちしております。

平成 7 年 3 月 第一期生卒業
平成 9 年 4 月 山形県立産業技術短期大学校庄内校が開校
平成 9 年 10 月

米国コロラド州プエブロ・コミュニティ・カレッジ
と姉妹校締結

平成 15 年 4 月

産業情報専攻科設置

平成 22 年 4 月

4 学科から 5 学科へ学科改編（デジタルエンジニ
アリング科の新設及び情報 2 科の改編）
産業情報専攻科から産業技術専攻科へ学科改編

平成 29 年 4 月

5 学科から 6 学科へ学科改編（土木エンジニアリ
ング科の新設）
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山 形 県 立産業技術短期大学校
教育研究振興会
会長 加 藤 昌 宏
（ 株 式 会 社 天童木工 取締役社長）

アドミッション・ポリシー / 学科構成
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Campus map

［産技短の特徴］
1 就職率は 100％を達成
県内有力企業への就職を実現

最先端の機器を備えた実験研究棟や実習棟をはじめ
スポーツ施設から学生寮まで、様々な活動で利用で
きる施設が整っています。

就職ガイダンス、就活ワークショップの実施

充実した環境と開放感あふれるキャンパスで実りあ
A

大講義室

C

るキャンパスライフを満喫しましょう。

250 人を収容でき、液晶プロジェクター
やテレビモニターなどが設置され、大人
数の講義や講演会に対応します。

学生食堂

日替わり定食、日替わり丼、麺類、カレー
など、豊富なメニューを安価で食べるこ
とができます。学外の方も利用できます。

D

実験研究棟

各学科の実験室・実習室のほか、ゼミ室
や教員の研究室が配置されており、展示
スペースや休憩ホールもあります。

令和3年度業種別就職先

のほか、県内外有力企業約 360 社からなる
本校の支援団体である教育研究振興会が主催
する企業説明会など、万全のサポート体制を
とっています。
就職率は 100%（県内就職率約 90%）を達成

庄内2％

卸売小売業2％

県外
8％

最上4％
サービス業
5％
製造業
43％

情報
通信業
14％

置賜
15％
村山
71％

建設業
26％

し、県内有力企業への就職を実現しています。
B

令和3年度地域別就職先

その他10％

図書館

蔵書 29,000 冊以上。専門書・雑誌が豊
富に揃い、卒業研究やレポート作成に励
む学生の姿が見られます。学内のパソコ
ンで必要な図書が検索可能です。

2 安価な学費と充実した支援制度
学生寮、学生食堂を完備
●初年度納入金

※令和 4 年 4 月現在

入学料

授業料

合計

14 万円

39 万円

53 万円

〈他大学などとの初年度納入金比較〉

充実した支援制度
1. 一定の条件（成績及び家族の収入）により、
授業料が全額又は半額免除されます。
2. 厚生労働省が所管する奨学金制度もあります。

学生寮
遠隔地に自宅のある学生のために敷地内に学

県内技術系専門学校 約 101 万円
生寮があり、安い寮費で利用できます。
都内私立大学工学部 約 154 万円 こんなに 【食事】月〜木：朝夕食 金：朝食
違う！
国立大学工学部
約 82 万円
【寮費】月額 36,300 円

〈初年度必要経費の概算（令和 4 年 4 月現在）〉 学生食堂
上記のほかに、教科書、事務用品・作業着等、8
万 5 千円から 12 万 5 千円程度の必要経費がか
かります。金額は学科によって異なります。

日替わり定食、カレーライス、
ラーメン、
うどん、そ
ばなど、安くてボリュームのあるメニューがそろっ
ています。麺類は夏限定のメニューもあります。

G

3 最先端の機器と実務経験豊かな教職員を配置
E

数々の最新の教育機器が備えられ、工学系の
学校としては、四年制大学にも引けをとらな
い、3D スキャナーやドローンなどの最先端

業が使用しているものと同じ機器をマスター
することで、即戦力の技術者となることがで
きます。実務経験豊かな教職員が、実践的な

の実習機器をそろえています。また、3 次元
CAD などは 1 人 1 台を実現しています。企

教育により人材を育成しています。さらに、
資格取得などの支援を実施しています。

4 きめ細かな指導が受けられる少人数での授業体制
で、普通科出身者も専門能力を新たに習得可能
教員 1 人に学生 6 〜 7 人と、少人数で指導を
受けることができる体制で、一人一人の個性
と能力を伸ばすことができます。ものづくり
に携わる仕事に就きたい思いがあれば、工業
E

広場

土木エンジニアリング科

勉強の合間や昼休み時間などに

F

土木実験実習棟

くつろぐことができます。

G

土木教室棟
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系だけでなく普通科出身者も専門的な知識
やスキルを習得し、県内企業へ就職した後、
技術者として活躍しています。

令和4年度課程別入学生

令和4年度地域別入学生
庄内1％

県外1％

最上7％

普通科でも
大丈夫！
普通
29％

置賜
19％
実業
71％

村山
72％

キャンパスマップ／産技短の特徴
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Digital Engineering Course

デジタルエンジニアリング科の学び
デジタルエンジニアリング科では、一年次にメカトロニクス科と合同で機械システム系基礎科目によって、ものづくりの基礎を
学習します。二年次前半からはデジタルエンジニアリング科履修科目により金型製作を通してものづくりに必要となる専門知
識と経験を養います。実習では、学生のアイデアを製品企画に採用して、設計・加工・組立て・製造におけるコンピュータを活
用したデジタルエンジニアリング技術を習得します。なお、過去には名刺入れや風鈴などを製作しました。また、二年次後半か
らは卒業研究によって、さらに高度な専門技術を深め、ものづくり企業で活躍できる実践技術者を目指します。

機械システム系共通科目
専門学科目
材料工学
材料力学

パワーエレクトロニクス
機械加工学 電気工学概論

数値制御
制御工学概論
機械運動学
油空圧機器 情報工学概論
機構学
安全衛生工学
工業力学
機械設計Ⅰ 基礎製図
生産工学
機械設計Ⅱ

デジタルエンジニアリング科履修科目
専門学科目

実験実習科目
機械工学実験
機械工作実習Ⅰ
機械工作実習Ⅱ

プログラム言語
シーケンス制御実習
基礎工学実験

設計製図実習
CAD/CAE 実習
電気工学基礎実験

安全衛生作業法
ゼミナール
企業実習

卒業研究

【技能照査により学科試験免除になる資格】

プレス加工
金型設計

機械加工技能士／仕上げ技能士

モールド加工
熱流体工学
CAE 特論

切削工具研削技能士／機械検査技能士
機械保全技能士／機械・プラント製図技能士

測定法

産業技術論 産業人材育成論

学生金型グランプリヘの挑戦
（銀賞受賞）

実験実習科目

【在学中に取得実績のある資格】
機械加工技能士（普通旋盤、 数値制御旋盤、

射出成形加工実習
プレス加工実習
金型加工実習
CAD/CAM 実習
金型設計実習

［ 取 得 可 能な資 格 ］

フライス盤、数値制御フライス盤、マシニングセ
ンタ）／放電加工技能士／機械検査技能士／
プレス加工によるぐい呑みの
製作

機械保全技能士／機械・プラント製図技能士

機 械システム系

デジタルエンジニアリング科

3D スキャナーによる立体モデル計測

金型の測定と組立て

NC 工作機械による精密加工

金型実習で成形した製品

Digital Engineering Course

「ものづくり」 を究めた機械エンジニアを目指す
私たちの身の回りにあるスマートフォンやゲーム機は金型を使って大量生産されていますが、新製品
のデザインはより複雑になり、モデルチェンジの期間はさらに短くなってきています。デジタルエン
ジニアリングとは、ものづくりにまつわるデータを数値化し、コンピュータの活用によって、作り出す
ものの価値や品質を最大化、あるいはコストや期間を最小化するという意味の言葉です。デジタルエ
ンジニアリング科では、機械工学の技術が凝縮されている金型を教材として、3 次元 CAD を駆使し
、試作回数を少なくするためのシミュレーショ
た設計や NC 工作機械用の自動プログラミング（CAM）
ン（CAE）
、3D スキャナーによる最先端の計測技術（CAT）などを習得することで、生産現場で活躍
できるハイレベルな実践技術者を目指すことができます。
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機械システム系

デジタルエンジニアリング科

09

Mechatronics Course

メカトロニクス科の学び
メカトロニクス科では、一年次にデジタルエンジニアリング科と合同で機械システム系基礎科目によって、ものづくりの基礎を
学習します。二年次前半にはメカトロニクス科履修科目によりロボットや自動化機器に関する専門知識と経験を養います。特に
実習では、模擬的な FA ラインをグループ課題とし、機械要素の選定や 3 次元 CAD を使用した設計、部品の機械加工、組立、プ
ログラミング、動作検証を通してメカトロニクス技術を習得します。なお、過去には機械部品の自動搬送ロボットなどを製作し
ました。また、二年次後半からは卒業研究によって、さらに専門的な技術を深めていき、ものづくり企業で活躍できる実践技術
者を目指します。

機械システム系共通科目
専門学科目
材料工学
材料力学
機械運動学
機構学
機械設計Ⅰ
機械設計Ⅱ

パワーエレクトロニクス
機械加工学 電気工学概論
数値制御
制御工学概論
油空圧機器 情報工学概論
工業力学
安全衛生工学
基礎製図
生産工学
産業技術論 産業人材育成論

専門学科目
制御工学
電子工学
計測工学
電子回路設計
コンピュータ工学
ロボット工学

実験実習科目
実験実習科目
機械工学実験
機械工作実習Ⅰ

プログラム言語
シーケンス制御実習

機械工作実習Ⅱ
設計製図実習
CAD/CAE 実習

基礎工学実験
安全衛生作業法
ゼミナール

電気工学基礎実験

企業実習

［ 取 得 可 能な資 格 ］

メカトロニクス科履修科目

メカトロニクス実習
制御工学実験
電子工学実験
電子回路設計実習
情報処理演習
コンピュータ制御実習
生産システム実習Ⅰ
生産システム実習Ⅱ

卒業研究

【技能照査により学科試験免除になる資格】
機械加工技能士

ウェアラブルデバイス化した
上着による
ロボットのマスタスレーブ制御

【在学中に取得実績のある資格】
機械加工技能士（普通旋盤、フライス盤、 マシ
ニングセンタ）／電子機器組立て技能士／電
気機器組立て技能士／機械検査技能士／機械
保全技能士（電気系保全作業）

3D プリンタ（左）と
卓上 NC フライス盤（右）

機 械システム系

メカトロニクス科

3 次元 CAD を用いたロボットの設計

電子回路製作

FA ラインのプログラミング

電線自動圧着装置

Mechatronics Course

SFの世界を実現するテクノロジーを学ぶ
私たちの身の回りにある製品の生産現場では、力やスピード、正確さについて人間の能力を上回るロ
ボットや自動化機器が稼働しています。これを実現させるためにはモータのように電気エネルギを運
動エネルギに変換するアクチュエータや、回転運動を複雑な動きに変換する機構、荷重や摩耗に耐え
られる材料や形状、判別のためのセンサや画像認識、それらを合わせて制御するコンピュータやプロ
グラム、安全で効率的な工程の立案など、様々な知識や経験が必要です。メカトロニクス科では機械工
学や電気電子工学、制御工学、情報工学、安全工学、生産工学など、広範囲の分野に対する座学や実験、
実習を通して、自動化機器を製作できる実践技術者を目指すことができます。
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機械システム系

メカトロニクス科
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Digital Engineering Course / Mechatronics Course

機 械システム系 ｜ 山 形 で 活 躍する卒 業 生

学生の声

ものづくり技術を楽しく身に付けることができます。
武田侑喜

さん 山形中央高校出身

私は高校生のころ、将来は形あるもの、普段身近に使っているものに使用される機械を作る仕事に就き
たいと考え、デジタルエンジニアリング科に入学しました。普通高校出身で工業高校出身者と比べてス
タートラインに立つのが少し遅くなってしまって不安だったのですが、先輩やクラスメイト、先生方が丁
寧に教えてくれるので、安心して技術を磨くことができました。1 年から 3 次元 CAD や CAM を駆使し
た設計や、汎用旋盤、NC 工作機械を使った授業、2 年ではプレス加工や金型実習を行うことができ、も
のづくりが好きな人はすごく楽しく技術を身に着けることができます。初めて工業系に触れる人も経験
者の人も技術を身に付け、磨くことができます。新しい発見が多く、充実した学生生活を送っています。

ロボット技 術 者へ成 長できる選 択 肢
堀米温人

さん 谷地高校出身

私は高校時代からプラモデルを作るのが好きだったという理由をきっかけに、山形のものづくりに携
わってみたいと思いメカトロニクス科に進学しました。メカトロニクス科では機械、電子、情報などの幅
広い分野について学ぶことができます。普通科出身の人でも基礎的な所から学ぶことができるので学習
については問題ありません。最終的にはロボットや自動機の開発や組立をする技術者へ成長することが

山形航空電子株式会社
生産技術部

切磋琢磨しあった仲間は、今も支え合う存在に。

できます。短大での講義のほかに、技能検定に挑戦することができ、自分のスキルアップやできることの
幅を広げることができます。ぜひ、皆さんの進路の選択肢に考えてみてはいかがでしょうか。

先生と学生、また学生同士の距離が近く、コミュニケーションを図りながら切磋琢磨し合える
ところが産技短の良さ。卒業した今も、お世話になった先生や友人たちと交流を続けていま

小屋孝明 さん

す。主に精密コネクタの開発・製造を行う当社で、私が取り組んでいるのは量産を目的とし

新庄神室産業高校 機械システム科出身

た新規製品の金型製作です。デジタルエンジニアリング科の企業現場に即した授業が仕事に

■デジタルエンジニアリング科
平成 27 年度卒業

直結していることを肌で感じています。産技短では資格取得も積極的にサポート。フライス

機械システム系：進路情報
［教員メッセージ］

［ 就 職 先の分 野 別比率 ］

盤の資格を取得し、技能五輪全国大会にも挑戦した経験が仕事への意欲に繋がっています。

デジタルエンジニアリング科

新しい “もの” を
機械加工

創れる技術者になろう！

16%

生産技術

金型設計・製造

14%

19%

機械システム系 2 科は産業界で
活躍できる技術者を育成するた

その他

めに、機械・電子・制御の技術を
基礎として、ものづくりのための

設計・組立

生産技術

す。機械システム系で “世の中に
できる技術者を目指しましょう！

機械加工

22%

様々な専門分野の教育をしていま
ない新しいもの” を形作ることの

1%
1%
設備保全 3%
設備保全

加藤和憲

11%

13%

教授

［専門］機械設計製図

メカトロニクス科

［主な就職先・進 学 先 ］

ハイメカ株式会社
SDD ユニット
4 グループ

デジタルエンジニアリング科

メカトロニクス科

積極的に学ぶ姿勢が社会に出てから即戦力に。

朝日金属工業株式会社
アリオンテック株式会社

高校で勉強したプログラミングのスキルアップに加え、機械全般について学ぶため、メカ

株式会社 IBUKI

住理工山形株式会社
株式会社デンソー FA 山形
株式会社ニフコ山形

芦野工業株式会社
株式会社片桐製作所
株式会社かわでん

トロニクス科を選びました。産技短は、授業のカリキュラムがしっかりしているので目標が

株式会社片桐製作所
株式会社かわでん

フジクラ電装株式会社

株式会社管製作所
サンリット工業株式会社

松根みづささん

立てやすく、熱心に勉強する友人たちの姿に刺激を受けながら、充実した時を過ごすこと

米沢工業高校 電気情報類出身

ができました。会社では、各部署から集ったメンバーが 1 つのチームとなり、機械装置を造

■メカトロニクス科
平成 30 年度卒業

り上げるプロジェクトの一員として電気制御回路の設計を担当。在学中に取得した「シー
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ケンス制御作業」等の資格と、機械と電気の両面から学んだことが仕事に役立っています。

啓装工業株式会社山形工場
株式会社カネト製作所

株式会社マルコーエンジニアリング
ミドリオートレザー株式会社
山形航空電子株式会社

株式会社山陽精機山形工場
株式会社鈴木製作所

山形電子株式会社
株式会社山本製作所

株式会社鈴木製作所
株式会社でん六
株式会社デンソー FA 山形
日産自動車株式会社

日本電子山形株式会社
ハイメカ株式会社
株式会社ハッピージャパン
富士電子株式会社
株式会社マイスター
ミクロン精密株式会社
山形航空電子株式会社
関東職業能力開発大学校（進学）
東北職業能力開発大学校（進学）

機械システム系
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Intelligent Electronic Systems Course

知能電子システム科の学び
知能電子システム科のカリキュラムでは「エレクトロニクス」、「組込・制御技術」
、
「ICT（情報通信技術）
」の専門科目で講義と
実習を通して基礎力を身に付け、PBL（プロジェクト形式学習）と卒業研究で実践的な課題に取り組むことで課題解決力を養
成します。また、講義と実習を連携させ、
「一般教養」を踏まえた上で、
「基礎技術」
「専門基礎」
「応用技術」を学ぶ期間を経て、
「総
合開発技術」へと学期毎にステップを踏みながら学ぶことにより、初歩から少しずつ知識と能力を身に付けていけるようなカリ
キュラムになっています。

品

卒業研究（課題解決）

デジタル家電

データ可視化

製

AI
デバイス

電

クラウド

画像認識

輸

家

送
機
器

Wi-Fi • Bluetooth • TCP/IP

IoT社会
エレクトロニクスと ICT で
様々なモノやサービスをつなぐ

器

機

療

FA
・ロ
ボッ
ト

医

LabVIEW
Arduino
C/C++

Digital
Analog
Sensor

Linux
Raspberry Pi
Python

組込・制御技術

エレクトロニクス

ICT（情報通信技術）

エネルギー・インフラ

専門基礎／一般科目／共通科目
Copyright (c) 2010 – 2017 YCIT. All rights reserved.

知能電子システム科
Intelligent Electronic Systems Course

体表面のサーモ画像で体温測定

実習室でプログラミング作業中

卒業研究製作物（AI を用いた FA システム）の確認

ブレッドボードによる電子回路の測定

IoT×AIで新しい社会を創る技術者へ
現代社会において、スマートフォンから家電・自動車に至るまで、様々なモノに超小型のコンピュー
タ（マイコン）が電子回路と共に組み込まれ、内蔵されたソフトウェアで高度な制御が行われ動作して
います。これらがネットワークを介して結びついてより大きなシステムを構成し、そのシステム自体
が人やモノの動きなどの状況を認識して自動的に様々なサービスを提供する仕組みが IoT（Internet
of Things）です。この IoT の仕組みが社会の至るところに浸透して様々なサービスを提供する「IoT
社会」がすぐそこまで来ています。
知能電子システム科では、エレクトロニクス、組込・制御技術と ICT（情報通信技術）を中心に学び、
「IoT 社会」の実現に貢献できる電子情報技術者の育成を目指します。
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知能電子システム科
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Intelligent Electronic Systems Course

知 能 電 子システム科 ｜ 山 形 で 活 躍する卒 業 生

学生の声

これからの社会を創る技 術 者を目指します。
小川花菜

さん 山形工業高校出身

私は高い県内就職率と幅広く知識と技術を学ぶことが出来ることに魅
力を感じて、知能電子システム科に入学しました。知能電子システム科
では、専門的な知識がない人でも、先生が学生一人一人に基礎的な内
容から丁寧に教えてくれるため、とても学びやすい環境です。勉強する
内容も新しい社会を創るために必要な不可欠な電子回路、マイコン、プ
ログラミング、クラウド、IoT、AI など幅広い分野となっているため、自
分のやりたいことを見つけ、これからの人生に繋げることが出来ます。
知能電子システム科で IoT や AI 等の最先端の技術を学んでみませんか。

知能電子システム科：進路情報

［教員メッセージ］
NEC エンベデッドテクノロジー株式会社
生産部
第三生産課

［ 就 職 先の分 野 別比率 ］

整った学習環境の中で学んだ、ものづくりの基礎。
産技短の良さは、学ぶ環境が整っているところですね。知能電子システム科では 1 人ひと

IoT 社会を

りに最新の機器が与えられ、充実した環境の中でハードとソフトウェアの両面から知識や

実現する技術者へ。

高橋恭平 さん

技術を習得することができました。当社は基板実装と装置組立を行っており、現在、私は

長井工業高校 電子システム科出身

セキュリティ端末装置の品質管理を担当しています。ものづくり企業として品質管理は重

■知能電子システム科
平成 25 年度卒業

要な業務。各部署と協力して業務を円滑に進めていかなければなりません。改善力や気づ
く力が必要とされる仕事ですが、産技短で学んだ濃厚な時間が私のベースとなっています。

サービス・
その他

5%

機械系

だけでなく、あらゆるモノがイン
ターネットにつながる IoT 社会は

ませんか？
草刈徳之

情報
技術系

講師

11%

［専門］ソフトコンピューティング

［取得可能な資 格 ］
電子機器組立て技能士（2 級・3 級）※
※

技能照査合格により学科試験免除になります。
技能照査合格で技能士補となります。

【関連資格】
組込みソフトウェア技術者クラス 2 （ETEC Class2）／

就職率の高さが、進学の決め手となりました。
県内企業への就職率が高いことを知り、産技短に入学しました。在学中は、今学んでいるこ
とが仕事とどう結びつくのかイメージできない部分もありましたが、実際の現場では 2 年

佐藤奈夢 さん

間の実践的な学習がとても役立っています。当社では様々な研究開発の場で使われる電子

山形工業高校 情報システム科出身

顕微鏡を製造しており、私が担当しているのは走査電子顕微鏡の調整と性能確認を担う重

■知能電子システム科
平成 28 年度卒業

要な仕事です。自分が関わった製品が研究分野の土台を支え、社会貢献に繋がっているこ
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とに責任の重さとやりがいを感じながら、この道のプロになれるよう頑張っています。

ディジタル技術検定 2 級（制御部門、情報部門）／

IT パスポート／基本情報技術者／品質管理検定／
LabVIEW 準開発者（CLAD）／ IoT システム技術検定／
IoT 検定／ AWS クラウドプラクティショナー

［主な進学先］
関東職業能力開発大学校

26%

20%

の IoT 社会を支える技術者になり

※

電気電子系

電気機械系

これから急成長するでしょう。そ

日本電子山形株式会社
SI 生産部
EP 調整課

電子・組込み系

22%

16%

5G の登場で、パソコンやスマホ

東北職業能力開発大学校

［ 主な就 職 先 ］
伊藤電子工業株式会社
株式会社エクセルソフト

NEC エンベデッドテクノロジー株式会社
オプテックス工業株式会社
クアーズテック株式会社小国事業所
オリエンタルモーター株式会社鶴岡中央事業所
ケミコン山形株式会社
株式会社コア
株式会社コスモスウェブ
AGC ディスプレイグラス米沢株式会社
シヤチハタエンジニアリング株式会社山形工場
株式会社ソリトンシステムズ
タムス・ファームウェアー株式会社
TDK 庄内株式会社
株式会社天童木工
株式会社デンソー FA 山形
東北電力株式会社
株式会社ニクニアサヒ
株式会社ニクニ白鷹
日本電子山形株式会社

パイオニアシステムテクノロジー株式会社
ハイメカ株式会社
和光電機通信工業株式会社
フジテック株式会社
富士電子株式会社
株式会社マイスター
丸菱食品株式会社
ミクロン精密株式会社
ミネベアミツミ株式会社山形事業所
ミドリオートレザー株式会社
株式会社山本製作所
山形航空電子株式会社
山形サンケン株式会社
富士フイルム BI 山形株式会社
山形電子株式会社
山形パナソニック株式会社
凌和電子株式会社
渡辺ヒーティング株式会社
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社
株式会社 IBUKI

知能電子システム科
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Information Systems Course

情報システム科の学び
1 年次は、e-Learning も活用しながら情報基礎の学習を進めると共に、専門技術について学びます。カリキュラムは国家資格
である基本情報技術者試験の午前試験免除制度が適用されていますので、初めて情報技術分野を学ぶ学生でも資格を取得する
ことができます。2 年次では、専門技術に加え、プロジェクト型課題（Project Based Learning）実習でチームによるシステム
開発を行い、実践力とコミュニケーション能力を高めます。

カリキュラム構成図

超スマート社会
サイバー空間

PBLⅡ
（情報システムの実装）/ 卒業研究

プログラム
Python, PHP
HTML, JavaScript

AI
SNS

セキュリティ

PBLⅠ
（情報システムの企画と設計）

Web
デジタル活用

サーバ
情報の蓄積

ビッグデータ
ネットワーク

データベース
新たな価値

システム基盤の構築と管理

ソフトウェア開発

情報通信システム基盤
ソフト
データ デジタル
プログラム ウェア
情報
サイエンス コンテンツ
データ
ネット
言語
テスト
セキュリ
Linux/OS
AI
開発
ベース ワーク
技法
ティ

現実空間

情報基礎
基本情報技術者試験 午前試験免除認定

工学基礎 / ソフトスキル
情報システムの企画・設計〜開発・運用まで網羅

情報システム科
Information Systems Course

プロジェクト型課題実習

アプリケーション開発

ネットワークシステム構築

マルチディスプレイ環境での開発実習風景

未来社会を支える情報技術者へ
現代社会では、スマートフォン、タブレット、PC、家電、ロボット、自動車など現実空間（フィジカル空間）
にあるすべてのモノが情報通信技術（ICT 技術）によってサイバー空間と呼ばれる仮想空間につながって
います。これらサイバー空間に集まる膨大な情報をビッグデータという形で蓄積し、人工知能（AI）やソフ
トウェアを活用してデータ解析することで、新たな価値を創造することができます。このような仕組みによ
り、今までより便利で賢い社会（超スマート社会）が、近未来に誕生しようとしています。情報システム科
では、超スマート社会を支えるために必要な情報システムの構築、ソフトウェア、ネットワーク、データ解
析などの知識とスキル、情報システムを安全に活用するための情報セキュリティ技術を、体系的にしかも豊
富な実習体験を通じて学んでいきます。また、グループワーク学習などを通してコミュニケーション能力を
養い、近い将来高度 ICT 技術者となる高品質なシステム開発ができる実践人材の育成を目標としています。
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Information Systems Course

情 報システム科 ｜ 山 形 で 活 躍する卒 業 生

学生の声

確かな技術で情 報 社 会を支える人 材に。
大泉航

さん 上山明新館高校出身

私は入学当初、情報に関する専門知識がなかったため、授業や実習に
ついていけるかという不安がありました。しかし、授業では先生方が基
礎から丁寧に教えてくださり、少しずつ技術、知識を積み重ねることが
できました。今では、ネットワーク構築やプログラミングなども自分で
できるようになりました。また、グループで活動することも多くあるた
め、コミュニケーション能力や協調性を伸ばしながら、実践に活かすこ
とのできるスキルや知識を学ぶことができます。これまでにない初め
ての体験、学びが多くあり、日々成長を感じます。皆さんもぜひ、情報
システム科で一緒に知識と技術を伸ばしましょう。

情報システム科：進路情報

［教員メッセージ］
株式会社 YCC 情報システム
産業システム部
システムエンジニア

太田勝也 さん

［ 就 職 先の分 野 別比率 ］

学外の大会にも参加、刺激にあふれた学生時代。

その他

入社後すぐに、自社製品の eSEED（イーシード）の開発に携わりました。完成したシステ
ムが世に出た時の感動は、今でも忘れることができません。在学中はゼミの先生からの薦め

ICT で価値を創 造する

で、技能五輪全国大会やビジネスプランコンテストなど、学外の大会や活動にも積極的に参

技術者を目指す。

米沢東高校 普通科出身

加して賞をいただきました。その時の積み重ねが、今の自分を形成していると実感していま

■情報システム科
平成 28 年度卒業

す。夢はお客様と向き合えるフィールド SE。直にお客様とやり取りをしながら、相手のニー

世の中の生活基盤を支える情報シ

ズに沿ったシステム開発ができるエンジニアになれるようスキルを高めていきたいです。

ステムの開発や運用管理に必要な

2%
生産技術

技術営業

3% 12%

社内システム管理

ICT（情報通信技術）の実践力を学

19%

び、価値あるソリューションを創
造できる技術者を目指しましょう。
佐藤啓一

システムエンジニア

64%

主任講師

［専門］データ工学、計算機工学

［取得可能な資 格 ］

株式会社エム・エス・アイ
営業本部
カスタマーサポートグループインストラクター
あかり

吉野 星

さん

山本学園高校（現 惺山高校）商業科情報処理コース出身

■情報システム科
平成 29 年度卒業
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IT パスポート
情報セキュリティマネジメント
基本情報技術者（午前試験免除制度あり）
応用情報技術者
情報処理安全確保支援士
（旧情報セキュリティスペシャリスト）

産技短での経験が、今の仕事の土台に。
自治体や一般企業などから業務改善の依頼を受け、解決に向けたシステムの構築や導入の
ご提案、操作指導からアフターまでをトータルにサポートするのが私の仕事です。産技短
では、様々な角度から IT を学び、自分の強みを得ることができました。在学中に参加した
「若年者ものづくり競技大会」では、同年代の学生と交流しながら、どんなことを学んでい
るのかを知ることができたのも貴重な経験です。社会に出ると、自分の考えをクライアント
にどう伝えるかが大切。人前でプレゼンテーションしたその時の経験が力になっています。

※技能照査合格で技能士補となります

【関連資格】
ネットワークスペシャリスト
データベーススペシャリスト
Cisco 技術者認定&&1$ &LVFR&HUWL¿HG1HWZRUN$VVRFLDWH）
Cisco 技術者認定 CCT（&LVFR&HUWL¿HG7HFKQLFLDQ）
Web デザイン技能検定 3 級・2 級
G 検定（ジェネラリスト検定）

［ 主な就 職 先 ］
株式会社アクティブクリエイト
株式会社ウィルド
ASE ジャパン株式会社
ABC システム株式会社
株式会社エクセルソフト
NEC エンベデッドテクノロジー株式会社
エヌ・デーソフトウェア株式会社
株式会社エム・エス・アイ
株式会社大風印刷
オビサン株式会社
株式会社管理システム
ケミコン山形株式会社
国際通信企画株式会社
株式会社システムフォーサイト
シヤチハタエンジニアリング株式会社
株式会社タイレルシステムズ
株式会社チノー山形事業所
株式会社 DNP ディジタルソリューションズ
株式会社ティーワイテクノ

テクノ・マインド株式会社
合同会社 DESIGN STUDIO K
株式会社東北情報センター
株式会社日東ベスト
日本アバカス株式会社
ハイテクシステム株式会社
株式会社ハイテックシステム
株式会社ハルシステム
フジクラ電装株式会社
富士フイルム BI 山形株式会社
株式会社マイ・コンピュータ・ソフト
山形サンケン株式会社
山銀システムサービス株式会社
株式会社山本製作所
リコージャパン株式会社
株式会社リョーサン
株式会社 YCC 情報システム
和光電機通信工業株式会社

情報システム科
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Architectural Environmental Engineering Course

建築環境システム科の学び
建物のシステム全体をハード、ソフト両面についてバランスよく学べるカリキュラムになっており、実際に「見る、触れる、造る」
実験や実習を多く取り入れています。さらに、建築業界で求められる感性を養うため、プロの建築家による設計指導や建築技術
者による講義を取り入れています。

1 年次には、建築及び建築設備を学ぶ上で必要となる基礎知識を学び、徐々に専門科目の講義を受講していきます。2 年次には、
就職・進路希望に応じた「進路別コース選択制」を導入し、より専門的な知識を深めていきます。

1 年次

建築系企業
設備系企業

設備系テーマ

設備系課題

備

建築系テーマ ゼミ／卒業研究

設

設備系課題

設備系コース

総合実習

境

建築系課題 仕様及び積算

安全衛生

環

建築系課題

境

設備系企業

環

省エネ

設備系資格対策

備

量

企業実習

設

測

建築系企業

築

築

建築系コース

進路選択

建

建

建築系資格対策 産業技術論

専門基礎

建築製図／ 設備製図／ 工作実習／ 施工実習

共通科目

2 年次

住宅設計課題（学生作品）

建築環境システム科
Architectural Environmental Engineering Course

建築製図・設備製図

3 次元 CAD 実習（建築設計・設備設計）

環境工学実験

建築設備実験

地球にやさしい建物をつくる技術者になる
住宅・建築物で使用するエネルギー消費が年々増加し、地球環境に大きな影響を与えています。住宅・
建築物の省エネルギー化が大きな課題となる中で、エネルギー消費を抑えるための知識や技術を身に
付け、地球にやさしい建物づくりができる技術者が求められています。
建築環境システム科では、建物の基本と空気・水・熱の調整技術及び環境負荷低減技術を学び、建築
と建築設備（空気調和設備・給排水衛生設備・電気設備）の計画・設計・施工管理・メンテナンスが
できる実践技術者の育成を目指します。
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Architectural Environmental Engineering Course

建 築 環 境システム科 ｜ 山 形 で 活 躍する卒 業 生

学生の声

社会に貢献する建 築 技 術 者を目指して。
伊藤那奈

さん 山形北高校普通科出身

私は将来建築設備設計の職に就きたいと思い、建築環境システム科に入
学しました。建物の外側（意匠設計や構造）と内側（建築設備）の両方の
技術を併せ持った建築技術者を目指し日々勉学に励んでいます。高校ま
で建築を学んでこなかった人も多く、私もその一人です。それでも一か
ら建築について専門的なことを学べ、企業の方から驚かれるほど充実し
た建築や建築施工に関する実習や、専用 CAD を使用した製図技術を学
ぶことができます。2 年という短い時間ではありますが、一つ一つの実
習や講義を大切にしながら、とても充実した学校生活を送っています。

建築環境システム科：進路情報

［教員メッセージ］
株式会社市村工務店
建築部 主任

［ 就 職 先の分 野 別比率 ］（過去 5 年）

自分に合った職を見出してくれる場所。
私は現在、地元の建設会社で現場監督として働いています。2011 年の震災以降建築に興味を持ち、
普通高校から産技短へ進学、就職しました。産技短では、建築の知識は勿論、PC（CAD）の使い方

阿部慎 さん

や図面の書き方など、仕事をしていくうえで必要不可欠な知識と技術を習得できます。1 学年 20

日大山形高校 普通科出身

人で、先生 1 人に 2 〜 4 人のゼミ室なので、先生方やクラスの仲間と親密な関係を作ることができ、

■建築環境システム科
平成 28 年度卒業

学校生活も楽しい日々を送れます。また、
『就職率 100％・各企業に先輩がいる』安心感は凄く、自

設計他

かたちに残る、

自営他

住宅

10%

一生の職業を見つけよう！

進学

2 2% 2
%

機械設備

%

その他

4

%

35%

建物やその設備は社会の中で人々

分に合った企業を 2 年間で選び、就職後もスムーズに仕事ができると思います。卒業した今、振り

を守り、快適に暮らすために欠か

返ると学校生活は勉強で忙しく大変でしたが、楽しかった思い出がたくさんあり、入学してよかっ

せないものです。本学科は建物の

たと思います。建設（建築）業界で働きたい方は是非入学を考えてみてはいかがでしょうか。

外側（意匠や構造）と内側（建築設

建築系

47%

備）を学ぶ事ができる全国でも珍

築技術者を目指してみませんか？

48%

35%

しい学科です。両方の技術を学び、
身につけて、社会に貢献できる建

設備系

千代麻友子

講師

一般建築

［専門］住環境設計

1
3% %

9%

電気設備

メンテナンス
その他

［取得可能な資 格 ］

弘栄設備工業株式会社
工事管理本部

社会で活躍できる人材を育成する学校。
私は現在、設備工事会社で施工図技術者として働いています。水道や空調設備の設計図（2 次元の参
「建築って楽し
考図）を元に、現場で職人さんが使う施工図（3 次元の説明書図面）を描く仕事です。

［ 主な就 職 先 ］

1 級 ･2 級施工管理技士〔建築 ･ 管工事 ･ 電気 ･ 土木〕※ 1
2 級建築士※2、木造建築士※2
建築配管作業技能士（1 級・2 級）※3
冷凍空気調和機器施工作業技能士（1 級・2 級）※3

愛和建設株式会社

東北電化工業株式会社

株式会社市村工務店

株式会社西原衛生工業所

太田建設株式会社

株式会社日設

小野建設株式会社

日本ビルコン株式会社

※1

指定学科の認定を受けています

株式会社菊池技建

沼田建設株式会社

※2

受験及び免許登録に必要な実務経験 0 年の指定科目の確認を受けています

※3

技能照査合格により学科試験免除になります

株式会社クリエイト礼文

布施建設株式会社

黒澤建設工業株式会社

前田製管株式会社

【関連資格】

弘栄設備工業株式会社

升川建設株式会社

電気工事士（第 1 種・第 2 種）／第 3 種電気主任技術者／

三建設備工業株式会社

株式会社山形環境エンジニアリング

渡邊美樹 さん

そうだし、就職率 100% だから」という理由で建築環境システム科を選びましたが、建設業で働く今、

エネルギー管理士／建築設備士／消防設備士／インテリア

株式会社三晃空調

株式会社山形企業

山形中央高校 普通科出身

建築環境システム科へ進学して本当に良かったと強く感じています。産技短は建築設備を専門的に学

コーディネーター／福祉住環境コーディネーター／シックハウ

株式会社祥建設

山形建設株式会社

■建築環境システム科
平成 26 年度卒業

ぶことができる数少ない学校です。授業内容は CAD 製図や建設現場見学・測量など仕事に直結する

ス診断士／住環境測定士／環境計量士／公害防止管理者／

株式会社新庄・鈴木・柴田組

株式会社ユアテック

科目が多いため、就職後も臆することなく仕事に臨むことができました。2 年間で基礎を習得し、社

気密測定技能者／宅地建物取引士

株式会社千歳建設

株式会社冷凍技術工業所

会で早く確実に活躍できる。それが この学校の強みです。そして建築環境システム科の先生方の中
には、実際に建設業界で働いていた方もおりますので、現場の生の声を聞けるのも魅力のひとつです。
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Civil Engineering Course

土木エンジニアリング科の学び
土木エンジニアリング科のカリキュラムは 1 年次には、土木工学の基礎知識や技術を学び、2 年次には、就職・進路希望に応じ
た少人数教育制（ゼミ）を導入し、より専門的な知識を深めていきます。また、実践的技術を身に付けるため、多様な専門分野の
指導者からの講義も取り入れます。
基礎技術の修得を確実にするとともに、3D-CAD や UAV（ドローン）などを活用した施工管理、測量技術などを実践的に学び、

ICT に強い土木技術者を育成します。

一般教育科目

専門学科目

実践実習科目

土木技術関係諸分野の基礎知識
産業人としての
教養

構造力学、土質力学、道路工学、河川工学など

現代コミュニケーション、
英語など

材料試験Ⅰ
・Ⅱ・Ⅲ

土木施工管理の基礎及び実践
土木施工管理、土木技術者論など

施工管理実習、ICT 実習など

測量・設計の基礎及び実践
専門学科目の
前提知識

測量学、土木設計、土木積算など

数学、物理など

地域課題及び最新技術

実践経験及び課題解決演習

やまがたの地理と地質、
インフラメンテナンス学など

企業実習、現場研修、卒業研究など

測量実習、土木 CAD 製図など

土木エンジニアリング科
Civil Engineering Course

3D モデルの作成（土木 CAD 製図）

平板載荷試験（材料試験）

足場の組立て・解体による高所作業安全訓練（施工管理実習）

ドローンによる測量（ICT 実習）

「ふるさと」と「人々のくらし」を支える土木技術者になる
「土木」は、英語で “Civil Engineering” と言い、市民生活を支え、発展させるための技術です。具体的
には、道路や橋、ダムや港、公園など、私たちのくらしや経済活動を支える社会資本（インフラ）を整
備し、守っていく仕事を意味します。また、土木の仕事は交通ネットワーク整備による産業や観光の振
興、美しい街並みや景観の形成、洪水などの災害防止や早期の復旧、冬期間の除雪など、私たちの安全、
便利、そして豊かな毎日の暮らしを支える必要不可欠な仕事です。今日、建設業界では日々技術が進化
し、柔軟に適応できる人材が必要となっています。そのため、土木エンジニアリング科においては施工
管理、測量を実践的に学ぶとともに、3D-CAD や UAV（ドローン）に代表される新技術の活用に関す
る教育も行っています。土木に関する専門知識と技術の修得を通じて幅広い思考力・問題解決能力を
備えた技術者の育成を目指します。
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Civil Engineering Course

土 木 エンジニアリング 科 ｜ 山 形 で 活 躍する卒 業 生

学生の声

地元を支える土 木 技 術 者を目指して。
工藤稜馬

さん 左沢高校 総合学科出身

私は、祖父母が建設業を営んでいた事がきっかけとなり土木に興味を持ちまし
た。卒業後は『地図に残る仕事』として『道路』や『橋』の建設工事に携わりたい
と考えています。私は、普通高校出身なので土木を学んだことが無く、入学を決
意するまではとても不安でした。しかし、少人数制のため教員との距離も近く、
毎時間とても丁寧に教えていただけるのでその不安はすぐに解消されました。1
年生後期頃からは、実習も実践的なものになり、少しずつですが不安が自信に変
わってきました。建設業の仕事は私たちの生活には必要不可欠な仕事です。地元
を支える土木技術者として建設業の扉を開けて、あなたも挑戦してみませんか。

土木エンジニアリング科：進路情報

［教員メッセージ］
株式会社田村測量設計事務所
設計部設計課

［ 就 職 先の分 野 別比率 ］

授業で得た知識が仕事に活かされています。
土木設計の仕事をしている父の背中を見て、この仕事に就こうと決意。短期間で土木に関す
る専門的な知識を幅広く学べる産技短に入学しました。今、担当している業務は CAD を使っ

石田望 さん

た橋梁補修の設計計画など。図面を作成する上で専門的な知識が必要とされるので、実習な

明桜高校（秋田市）普通科出身

どの授業で得た経験は直接仕事に結びついています。産技短では先生方のサポートが手厚

■土木エンジニアリング科
平成 30 年度卒業

く、グループワークだったので不安はありませんでしたが、社会に出て仕事をしていると一人
で対応しなければならないことも多々あります。実力をつけて、早く父に追いつきたいです。

製造・
設備会社
他

暮らしを支える
土木エンジニアを

8%

目指そう！

測量・地質・
建設コンサルタント

28%

私たちの暮らしを支える道路や
橋、自然災害から暮らし守るダム

建設会社

64%

などの社会インフラをつくる実践
的技術や知識を身につけ、即戦力
となる土木エンジニアを目指して
みませんか？

冨澤渉

講師

［専門］農業土木、土木施工管理

［取得可能な資 格 ］
1 級・2級土木施工管理技士〔他に管工事・造園・建築・
電気工事・建設機械施工取得可〕※1
測量士、測量士補、小型車両系建設機械
※1

指定学科の認定を受けています

【関連資格】
國井建設株式会社
工務部

手厚い指導で、憧れの土木の世界へ。
男性社会、力仕事という印象を持たれる業界ですが、今は機械化の時代となり、女性でも働
きやすいように現場環境も整えられてきています。小学生の時から建設業に憧れていた私に、

新田舞 さん

「専門的に学びたいのなら」と母が産技短を勧めてくれました。土木エンジニアリング科は 20

技術士、 技術士補／舗装施工管理技術者／舗装診断士
／道路橋点検士／コンクリート（主任）技士／コンクリート
診断士など
【資格合格実績】※ 2018 年〜 2021 年

山形明正高校 普通科出身

人の生徒に対して先生が 6 人という恵まれた環境の中で学ぶことができ、在学中に 2 級土木

・2 級土木施工管理技士（一次） 100％（4 年連続）

■土木エンジニアリング科
平成 30 年度卒業

施工管理技士と 2 級造園施工管理技士の学科を合格しました。2 年間の実務経験を経て実地

・2 級管工事施工管理技士（一次） 100％（2 年連続）

試験に挑戦します。土木というスケールの大きな仕事にやりがいを感じる毎日です。

・2 級造園施工管理技士（一次） 92.2％（4 年平均）
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［ 主な就 職 先 ］
〈建設会社〉
羽陽建設株式会社
大井建設株式会社
株式会社柿﨑工務所
金子建設工業株式会社
國井建設株式会社
株式会社黒田組
株式会社小松組
株式会社佐藤工務
渋谷建設株式会社
東海林建設株式会社
永井建設株式会社
那須建設株式会社
日本地下水開発株式会社
沼田建設株式会社
樋口建設株式会社
堀川土建株式会社
升川建設株式会社
株式会社松田組
株式会社宮部組
山形建設株式会社

山和建設株式会社
株式会社山源建設
〈製造・設備会社〉
東栄コンクリート工業株式会社
山形太平洋生コン株式会社
株式会社トーホー
〈建設コンサルタント〉
株式会社朝日測量事務所
株式会社克技術設計
株式会社金沢総合コンサルタンツ
株式会社工藤測量設計
株式会社寒河江測量設計事務所
株式会社三和技術コンサルタント
株式会社新東京ジオ・システム
新和設計株式会社
株式会社髙田地研
株式会社田村測量設計事務所
株式会社山形用地補償研究所
株式会社横山測量設計事務所
株式会社リカノス
土木エンジニアリング科

29

Industrial Engineering Advanced Course

各自の課題に応じたカリキュラムによる人材教育を行う産業技術短大の上部課程

Campus Calendar［年間スケジュール］

産業技術専攻科

仲間たちと、キャンパスライフをエンジョイ！

Industrial Engineering Advanced Course

6月
体育祭

３
Mar

２

8月
花笠まつり

Feb

１
Jan

今田翔平さん 現在、京浜パネル工業株式会社勤務。在職したまま専攻科で社
内システムと生産現場をつなげることで真の生産性向上（高付加価値化と効率
化）を実現する技術の修得を目指しています。この他、IoT 機器の開発に取組
む社会人など、各自の目的に合わせたカリキュラムで新たな技術を学んでいま
す。リモート環境などを活用し、他の機関との連携も積極的に図っています。

現場の課題を本気で
解決しながら人材育成を行う専攻科
今、我々は技術や社会の大きな変革期の中にいます。ものづくりのあり方も

IoT やロボットの活用など大きく変わりつつあり、モノづくりだけでなく、コ
トづくりにも目を向けなければならなくなっています。これまで以上の生産性
向上（効率化と高付加価値化）の実現には、技術スキルだけでなく、コミュニ
ケーション力やマネジメント能力などのノンテクニカルスキルをアップデー
トし続けることが求められています。また、これまでの経験と異なる新分野へ
の挑戦も必要になっています。短大課程の修了生や社会人を対象とした産業
技術専攻科は、産業界からの要望である「ものづくり改善コース」と「課題対
応コース」の二つから構成されています。どちらのコースも各自の目的や課題
に応じたカリキュラム編成を行うユニークな教育を特徴としています。
［コース編 成］
【ものづくり改善コース】
実際の現場の管理や改善を通して、生産管理や生産改善を進めるために必要な知識やスキルを
修得します。現場作業者から管理者まで様々な方が入学し、修了後は現場改善のリーダー、工
場長、経営者となって活躍しています。カリキュラムの一部は夕方実施する公開講座で代替さ
れており、また、工業技術センターや様々な地域の他大学と情報交換を行っています。修了後
も持続的に様々な人と交流ができます。
（取組事例）
・3S、標準化による工数把握に基づく生産計画の立案と進捗管理
・段取り改善や仕掛り数の管理による効率化と不良率低減
【 課 題 対 応コース】
本校専門課程で教育を行っている機械・電子・組込み技術・情報・建築・設備・土木などの
中から、各自の課題に応じて、より高度な技術スキルを持った人材を育成します。特に IoT 技
術の修得を希望者する社会人が増えています。
（取組事例）
・農業 IoT ソリューションの開発・工場の IoT 化に伴う人材育成
・新入社員の技術教育（電子・ソフトウエア技術）
・中堅リーダ教育（IoT 技術をベースに課題解決及びマネジメント）

［主な入 学生］
【社会人】
株式会社カネト製作所、京浜パネル工業株式会社、タムス・ファームウエア株式会社、パイオ
ニアシステムテクノロジー株式会社、株式会社マイスター、山形航空電子株式会社など
【学卒者】
城西国際大学、鶴岡高専、日本大学、山形産業技術短大など

［主な就 職先］
エンベデッドソリューション株式会社、テクノモリオカ株式会社、株式会社マイスター、フェ
ローテック・アリオン株式会社など

企業実習

学園祭
オープン
キャンパス

企業課題に対応した
魅力的なカリキュラム

3月
卒業式

Dec

11

就職率ほぼ 100% 、
4 月からは社会人の仲問入りです。

Nov

5月
企業実習

卒業研究発表会

12

総勢 100 人の踊り手が
練習の成果を発揮し元気よく踊ります。

クラス対抗でサッカー、バレーボール、
バスケットボール等の試合を開催。

企業説明会
卒業式

10
Oct

3月
企業説明会

石川諒 さん
（令和元年度修了）

関係企業のご協力をいただき、
1 週間実際の現場で実習します。

株式会社マイスター
製造業の弊社は生産改善や
問題解決として IoT を導入し
てきましたが、専門知識不足
のため、より踏み込んだ取組
みが出来ずにいました。この
状況の打破を目的に専攻科
に入学し、必要なスキルの習得を目指しました。専攻
科は働きながらでも習得できるカリキュラム設定がで
き、加速度的にスキルアップ可能な絶好の環境と感じ
ました。修了後も学校からの支援のもと、IoT 工具管
理システムを本格導入した結果、東北経済産業局主催
の「TOHOKU DX 大賞」の優秀賞を頂きました。活動
が対外的にも評価されたことが励みにもなりました。

９
Sep

８
Aug

4月
入学式

７
Jul

６
Jun

花笠まつり

約 220 社の参加をいただき、
説明会を開催。
いよいよ就職活動がスタート。

オープン
キャンパス

12 月
キャンパス
イルミネーション
10 月
学園祭
オープンキャンパス

体育祭

修了後も連携を継続する専攻科

後藤太輝 さん
（令和 2 年度修了）

企業実習
（建築環境システム科及び
土木エンジニアリング科 2 年）

５
May

校舎前の広場にある
高さ約 15 メートルのヒマラヤスギを、
スクールカラーの緑色を基調とした
LED 電球、約 5000 個が彩ります。

京浜パネル工業株式会社
専攻科では、年齢・性別
等にとらわれない誰でも
働ける労働環境作りのた
め、自社開発改善ツールに
よる現場改善とそのツー
ル開発ができる生産技術
スキルの修得を目標とし
ました。在学中、会社業務と両立しながら現場分
析と作業者の意見を基に改善ツールの考案・実
用化に取組みました。卒業後も短大と連携し、評
価・改良を継続的に行い、特許取得に向けた手続
きも行っています。開発したツールを使用する作
業者からは「体の負担が減って楽になった」との
言葉があり、専攻科での学びが役立っていること
を実感しています。

入学式

４
Apr

ビンゴ大会や模擬店の出店など
楽しい 2 日間を過ごしています。
オープンキャンパスも同時開催。
各学科で工夫を凝らした展示や
イベントを見ることができます。

SANGITAN OPEN CAMPUS 2022

7.24 sun●&10.9sun［

当日は山形駅から本校まで

］

無料シャトルバスを運行します。

夏のオープンキャンパスは、講義や実習をキャンパス内で体験！
秋のオープンキャンパスは産技短祭と同時開催！
※本校ホームページより事前申込みいただけます。
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産業技術専攻科／キャンパスカレンダー
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