
山梨県立

Yamanashi Industrial Technology Junior College

■生産技術科　■電子技術科　■観光ビジネス科　■情報技術科

産業技術短期大学校
山梨県立

Yamanashi Industrial Technology Junior College

産業技術短期大学校

教務学生課 TEL.0553-32-5201
E-mail:kyomu@comm.yitjc.ac.jp
URL http://www.yitjc.ac.jp

■やまなし森の印刷紙
この印刷紙には、FSC○森林管理認証を取得した
山梨県有林からの木材が使用されています。

R

2018 学校案内



01 02

設
置
学
科・学
科
紹
介

生
産
技
術
科

電
子
技
術
科

観
光
ビ
ジ
ネ
ス
科

情
報
技
術
科

キ
ャ
ン
パ
ス
カ
レ
ン
ダ
ー

キ
ャ
リ
ア・
就
職
支
援

入
学
案
内

Q
&
A

オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス

阿部 　彦校長

こんな人材を育てます！

4年制大学や専門学校出身者も産短大に入学し直して、
キャリアアップを目指しています。

　経済のグローバル化が進み、産業構造が激変する中で、技術立国として世界をリードしてきた日本もア

ジアを始めとする新興国に猛追されるようになりました。さらに、国内では少子高齢化が進み「Japan 

Quality」の維持が困難になりつつあります。

　本県においても、リニア中央新幹線の開業、中部横断自動車道の全線開通、２０２０年の東京オリン

ピック開催などを機に県の発展が期待できる反面、産業の高度化に対応するための技術者不足が懸念

されており、山梨の将来を担う若い技術者の育成は喫緊の課題となっています。

　本校は、幅広い専門知識や高度な技術を習得し、豊かな創造力と判断力を兼ね備えた技術者を育

成して、県内の産業や経済の発展に寄与するため、平成11年4月に「ものづくりとホスピタリティ」の教育

理念のもと開校しました。山梨の主力産業である機械・電子工業の発展に貢献すべく「生産技術科」・

「電子技術科」を、急速に進行するICT技術に対応すべく「情報技術科」を、さらに観光立県山梨を担う

おもてなしのスペシャリスト育成を目指し「観光ビジネス科」を設置しています。各科とも基礎から最新技

術まで学べるよう質・量ともに十分な実験・実習設備を備え、充実した学習環境を提供しています。また、

社会適応能力の養成もカリキュラムに取り入れており、本校を巣立った卒業生は各方面より高い評価を

いただいています。

　さらに、技術系の人材不足を懸念する富士・東部地域の産業界からの要望に応える形で平成25年4

月に、「生産技術科」・「電子技術科」の2科を擁する都留キャンパスが開校しました。

　これからの日本を支えていくには、他国には真似できない高い付加価値を持った製品やサービスをつ

くっていかなければなりません。そのためには、臆することなく何事にも積極的にチャレンジする姿勢が重

要です。自然豊かな山梨には日本を、さらには世界を舞台に活躍している企業が数多くあります。ひとりで

も多くの若者が本校に集い、互いに切磋琢磨しながら成長し、山梨の、日本の未来を切り開いてくれるこ

とを切に願っています。

未来の
プロフェッショナルを
育成します。

ご あ いさつ

ものづくりを支える
専門的な知識と技術を
身につけた人材

知識・技術を備えた
ホスピタリティ
あふれる人材

広い視野や
主体的に取り組む
社会適応能力を
持った人材

　山梨県立産業技術短期大学校は、幅広い専門知識や最新の技術を習得し、
豊かな創造力と判断力を兼ね備えたプロフェッショナルを育成しています。

■バランスのとれた教育
学問的な理論と実験・実習とのバランスのとれた教育を行います。

■最新鋭の実験・実習設備
最新鋭の実験・実習設備でハイレベルな教育を行います。

■徹底した少人数教育
1クラスの学生数が15～30人。学生一人ひとりの個性や適性に応じた教育を行います。

■就職率ほぼ100%
一人ひとりの就職活動を支援し、開校以来ほぼ100％の就職率を維持しています。

■誰でもキャリアアップが可能
学びたいという思いがあれば、文系・理系の出身を問わず、高度な資格や技術を習得することができます。

■充実している一般教育科目
専門科目以外に、広く社会の状況を知り、一般教養を高めるために、外部から講師を招いて企業が
求める人材や時事問題、地域社会の動きなどの講義を行い、就職に備えています。

■家計にやさしい学費
入学料や授業料などは、家計にやさしい水準になっています。

教育の
特色
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機械工学の基礎からコン
ピュータを使った設計、製
作及び制御、またＮＣ工作
機械等による精密機械加
工に関する技術を持ったプ
ロダクトエンジニアを育成
します。

活躍が期待される
職　業

～専門課程［2年制］～学科紹介

機械設計技術者
機械制御技術者
精密加工技術者

設置学科・定員

塩　山
キャンパス

20名
30名
20名
30名

生 産 技 術 科
電 子 技 術 科
観光ビジネス科
情 報 技 術 科

都　留
キャンパス

15名
15名

生 産 技 術 科
電 子 技 術 科

生産技術科
塩山キャンパス 都留キャンパス

電子工学の基礎からIoT
技術で重要な組込みプロ
グラミングやセンサ回路、
さらにはコンピュータ制御
まで幅広い技術を持ったエ
レクトロニクスエンジニア
を育成します。

活躍が期待される
職　業

電子回路設計技術者
電子機器製造技術者
組込みエンジニア

電子技術科
塩山キャンパス 都留キャンパス

ホスピタリティを基本理念
に、宿泊業・旅行業等の専
門的なスキルを身につけ、
経営感覚とグローバルな
視点をもった観光産業で
活躍できる人材を育成し
ます。

活躍が期待される
職　業
ホテルマン
旅行業従事者

その他観光関連産業従事者
（観光施設、交通業等）

観光ビジネス科
塩山キャンパス

ソフトウェア開発の技術を
基礎から学び、高度情報化
社会に対応できる幅広い
コンピュータ技術を身につ
けたソフトウェア開発技術
者、ネットワーク技術者を
育成します。

活躍が期待される
職　業

ソフトウェア開発技術者
システムエンジニア
ネットワーク技術者

情報技術科
塩山キャンパス
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機械設計・製作・制御など、夢をかたちにかえる
創造的なエンジニアを育成します。

機械系分野で幅広く活躍する
プロフェッショナルを目指して

生産技術科では、機械を考える「設計」の技術、機械を作る「精密加工」の技術、機械を動かす「制御」
の技術を学習します。役に立つ機械を考えて製作し、思い通りに動かす技術者を育てます。主な履修科目

　これからの日本のものづくりに欠くことのできない基幹
技術として、「CAD/CAMシステム」「精密加工」「FA生産
システム」があります。
　生産技術科では、これらの技術を基礎からわかりやすく
学び、ものづくり全体を見通すことができるエンジニアを
育成するよう、カリキュラムを工夫しています。

ものづくりのエンジニアを育成
　CADとは、コンピュータを用いて設計･製図を行うシステ
ムです。また、CAMとは、CADで作成された設計データ（形
状データ）から加工プログラムを作成するシステムです。
　生産技術科では、CAD/CAMシステムの基本機能をマス
ターし、使いこなす技術を学びます。

効率的に設計を行うCAD/CAMシステム

　海外のメーカーが台頭する現在、日本国内の企業には
他国ではできない高付加価値加工が求められています。
その中には、サブミクロン（１ミクロンの10分の１）単位の
精度を要求される加工もあり、今後精密加工技術はますま
す重要となっていきます。
　生産技術科では、加工実習などを通して精密加工の基
礎を学びます。

次代を支える精密加工技術
　工場生産を自動化（FA:ファクトリー・オートメーション）
するためには、モータの回転運動を直線運動に変えたり、
各種機械をコンピュータなどにより制御することが必要
です。
　生産技術科では、カムやリンクなどの機構による運動の
変換、コンピュータによる機械制御について学びます。

高度化するFA生産システム

　設計者たるもの、正しく図面を読み、正しい図面を描くことが求めら
れます。まずは、手描きでの製図を通して機械製図の決まりを学ぶとと
もに設計プロセスを知り、設計力を養い、ＣＡＤの性能限界にとらわれ
ない自由な設計思考を持った人材を育てます。

手描きによる機械製図

■材料工学
■力学（材料、機械、熱・流体）
■機械製図
■機械設計
■機械加工学
■数値制御
■メカトロニクス工学演習

［学科］

■機械工学実験
■CAD／CAM／CAE実習
■機械加工実習
■モーションコントロール実習
■FAシステム実習
■卒業研究
※科目名はキャンパスで一部異なります。

［実験・実習］

カリキュラムマップ

学びの
ポイント

授業内容

　２次元CAD・３次元CADを使った機械設計、CAMによる加工プロ
グラム作成、３Dプリンターによる試作や数値制御工作機械による加
工を学び、自ら設計、試作、製作できる人材を育てます。

CAD/CAM実習

　切削工具の経路をプログラムし、自動加工を可能にする数値制御工
作機械の実習を行います。加工プログラムや段取り作業について学
び、数値制御工作機械を使いこなせる人材を育てます。

数値制御工作機械による実習

　ロボット、自動化ラインといったファクトリー・オートメーションシステ
ムの制御について学びます。近年、製造業分野に普及しつつあるIoT
（Internet of Things：インターネットを介して情報通信機器ともの
を結ぶ技術）に繋がるコンピュータ制御を学び、これからの社会で活躍
できる技術者を育てます。

自動化システムの設計･製作

塩 山
キャンパス

都 留
キャンパス

設計 精密加工 制御

機械設計技術・精密加工技術・機械制御技術
機械系エンジニア

基礎知識
（数学、物理学、電気、情報処理、材料など）

力学　機構 機械加工　測定 メカトロニクス
シーケンス制御

企画・構想、設計・製図、部品加工、組立、モーションコントロール

設計　製図
CAD/CAM

数値制御加工
精密加工

Visual Basic C言語
FA生産システム
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課 外 活 動

■機械加工職種　普通旋盤作業・マシニングセンタ作業
■機械プラント製図職種　機械製図CAD作業　　など

カリキュラムの特長

　ＣＡＤ／ＣＡＭシステム、数値制御工作
機械など多くの機械・機器を実際に操作
することができるようになります。

豊富な実習機械・
実験機器を活用した教育

対策講座が行われる技能検定

　毎年９月頃に１年生及び２年生の合同チームを数チーム編成し、
チームごとにコマを製作します。学科内での対戦を勝ち抜いたチー
ムが、１１月に行われる「全日本製造業コマ大戦甲府場所」に出場
しています。

　国家資格である技能検定に合格するために受検２～３ヶ月前か
ら、放課後に対策講座を実施しています。

　講師が学生一人ひとりの状況を確認
し、適切な指導を行っています。

少人数制による
親身な教育

　課題の製作を通して、「設計及び図面
作成」、「部品加工及び組立て」、「機械制
御」の流れを体験するカリキュラムとなっ
ています。

機械製作の流れに沿った
実践的な教育

●ＶＢによる入出力制御
●時系列法とタイマコントロール法によるプログラミング
●自動化の工程分析
●班別応用実習と成果発表

「ＦＡシステム実習」

　2年次後期にＶｉｓｕａｌ Ｂａｓｉｃ（ＶＢ）言語を用いた機械制御について学びます。

塩 山 キャンパス 塩 山 キャンパス

　学生を指導するにあたり私はいつも、基本を理解し、それを

実際の問題に適用する能力、自分で考え解決する能力を身に

つけてほしいと考えています。

　そして何よりもまず「ものづくりが好き」であることが重要だ

と思います。好きだからこそ、自分で考えるようになるのだと思

います。

　自分で考え、図面を引き、部品を作り、組み立て、調整する。

その装置が考えたとおりに動いたら、とても楽しいことだと思

いませんか？ぜひ、生産技術科で一緒に学びましょう。

み

Pick
UP

ん な の 声

准教授

松田 剛

［担当科目］
・機械加工学
・機械加工実習

Teacher
　私は総合学科出身で機械や設計に関する知識があまりな

く、はじめは旋盤、フライス盤、ＮＣなど聞いたことも見たことも

ないような言葉が出てきて、工業高校の人たちに置いていか

れないか心配でした。

　授業は少人数制で丁寧に教えて貰えるのでその心配はいり

ません。図面に描いてあるもの、自分の描いたものがかたちに

なって行くのはとても感動します。一緒にものづくりをしてみま

せんか？

在校生

志田 蒔遠

Student

山梨県立笛吹高校出身

　２年次には、これまでに学んだ知識・技術を駆使して卒業研究に取り組みます。１年間で小型機械の設
計製作を行う短期的なテーマと、数年間かけて大型機械の設計製作を行う長期的なテーマに分かれてい
ます。幅広い知識・技術や、グループで協力して行う進め方・考え方を身につけることができます。

これまでの卒業研究テーマ（短期）

平成２８年度の卒業研究テーマ（長期）

■自動販売機の設計・製作
■４軸パレタイジングロボットアームの設計・製作
■空き缶潰し機の設計・製作

■レスキュークローラーの設計・製作
■３Ｄプリンターの製作

「エコランカーの製作」

　１ℓのガソリンでどれだけの距離
を走行できるか競い合う「Ｈｏｎｄａ
エコ　マイレッジ　チャレンジ」へ
の出場を目指し、エコランカー（自
動車）を製作しています。
　平成２８年度はリヤフレームの設
計などに取り組みました。

卒業研究

コマ大戦

技能検定対策講座
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塩 山 キャンパス 塩 山 キャンパス

生
産
技
術
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横河マニュファクチャリング株式会社

　生産技術はものづくりの根幹であり、幅広い業種で必要とされて
います。卒業生は機械製造業を中心に、さまざまな企業で活躍してい
ます。

㈱アスクテクニカ
雨宮光学機械㈱
㈱エノモト
㈱サンシン精工
サントリープロダクツ㈱
シチズンファインデバイス㈱
ＴＤＫ㈱

㈱テスコ
㈱東亜利根ボーリング
㈱東京洗染機械製作所
㈱東日製作所
㈱内藤製作所
中星工業㈱
㈱中村製作所
㈱日建

㈱廣澤精機製作所
富士航空電子㈱
㈱富創
㈱牧野フライス製作所
三井金属ダイカスト㈱
㈱ミラプロ
横河マニュファクチャリング㈱
㈱吉沢鉄工所

就職先企業

　「基礎製図」「機械工学概論」「総合力学」な

どを担当。「基礎製図」は、考える力の向上をめ

ざし、「機械工学概論」は、機械に関する基礎

知識を、「総合力学」は、4大力学を使った応用

を学びます。

　各自のペースを考慮しますので一緒にがん

ばりましょう。

八巻　賢治講師（専任）

　主に３次元ＣＡＤをツールにした装置設計の

授業を担当しています。３次元ＣＡＤとは、コン

ピュータの中で仮想的なものづくりができるソ

フトです。ただし考案はしてくれません。良い

装置を考案するためには能動的に考え続ける

努力が必要です。

水上　正巳教 授

　「機械加工実習」「機械工学実験」を担当し

ています。機械加工実習では、金属材料を切

削する研削盤を指導しています。加工経験の

ない学生でも、安全で着実な作業を身につけ

られるよう取り組んでいます。機械工学実験で

は、炭素鋼の性質を調べています。引張強さや

硬さなど教科書で学んだことを実験で確かめ

ます。

数野　公人教 授

　「材料工学」、「ＦＡシステム実習」などを担当

しています。短大生活は、あっという間の２年

間です。皆さんが理想とする未来を皆さん自

身で築き、豊かな人生を送るために努力しま

しょう。製造現場で必要な生産技術や自動化

技術に関する専門知識や技術を身につけても

らう中で「現状の正しい理解（気づきの力）と

問題解決能力の向上」を意識し、皆さんの成

長を支援していきます。

長久保　孝教 授

　「機械加工学」、「機械加工実習」、「情報処

理実習」などを担当しています。どの授業で

も、基本をしっかり理解し、実際の問題にどの

ように適用するのかを重視し、自分で考える習

慣を身につけてもらえるような指導を目指して

います。また、技能検定の実技指導にも力を入

れています。技能検定に挑戦したい人は、一緒

に合格を目指しましょう。

松田　剛准教授

　「物理学」、「機械力学」、「材料力学」を担当

しています。私の担当している科目は、機械設

計等を学ぶために必要な基礎科目となります。

高校生のときに「物理」を学習していない方に

は、少し難しく感じるかもしれません。しかし、

基礎から段階的に授業を進め機械設計等を学

ぶことができるよう支援を行っていきます。

工藤　勇樹講 師

講師紹介就職状況

企業代表者、ＯＢ・ＯＧの声

企　業
代表者 戸松　浩 代表取締役社長

　弊社にはプラント（製造設備）に使用される制御機器を提
供する業務があり、「ものづくりの発信基地」の使命を担っ
ています。平成２６年度にはＣＯ２削減で環境に配慮した工
場として経済産業大臣から表彰を受けるなど、世界の工場
をリードする「強いものづくり」「強い人づくり」に邁進してい
ます。
　産短大の卒業生である宮下宝さんは技能五輪への出場
を果たすなど非常に頑張ってくれており、最新の技術・技能
を身につけた「人財」となってくれることを期待しています。

横河マニュファクチャリング株式会社
甲府事業所技能訓練課ＯＢ

宮下　宝 さん
　私は横河マニュファクチャリング株式会社で技能五輪全国大会の旋盤職種に向け、選手を育成する指導者を務めさせて
いただいています。
　生産技術科では座学をはじめ、手動で行う汎用機械の操作方法から自動で行う数値制御のプログラミングまで幅広い
専門知識を得ることができます。
　ものづくりに少しでも興味がある人や自分の可能性を広げたいと考えている人、就職につなげたい人は設備が整ってい
て丁寧な指導が受けられる場所ですので2年間この学校で学んでみてください。

平成２５年度卒業／山梨県立甲府工業高校出身

製造業
（機械加工）
42%

製造業
（生産技術）
36%

製造業
（設計）
7%

進学
5%

その他
4%

機械設備業
3%

機械器具販売業
2% 製造業

（技術開発）
1%

進学先 関東職業能力開発大学校　応用課程
東海職業能力開発大学校　応用課程

　私が「ものづくり」を仕事にしようと思った理由は、あらゆる場面で活躍できる分野であり、

熟練するのに時間がかかるため、とてもやりがいがあり、自分の将来に必ず活かせると思った

からです。４年制の文系大学を卒業後、ものづくり系の仕事に就くことができましたが、実際に

仕事をしていく中で、力不足であることを感じ、生産技術科で自身のスキルアップのために

「ものづくり」の知識や技術を学ぼうと考えました。

　産業技術短期大学校は「ものづくり」を基礎からしっかりと学べる場所です。工作機械、

ＣＡＤなどに触れながら、実践的な勉強ができ、時には企業の第一線で活躍する講師の授業も

あり、技術者を目指す者にとっては最高の環境です。　

　また、就職活動のサポートも充実していて、企業見学や面接試験の対策など、本校ならでは

のアドバンテージがたくさんあります。

　仕事をやめて学び直すという選択は私にとっては最大のチャレンジでしたが、技術を学び、

資格を取得し、ものづくり系の企業に再び就職することができた今では、この選択をして本当

に良かったと思っています。「ものづくり」に興味がある方はもちろん、自分の将来が決まらず

不安な方など、産業技術短期大学校で「ものづくり」に触れてみてはいかがでしょうか。

スキルアップの紹介
（他大学出身者）

　産業技術短期大学校には、高校卒業後にすぐに入学する学生以外にも、様々な経歴の学生がいま
す。４年制大学を卒業後に入学した卒業生のコメントを紹介しますので、学び直し等を検討されてい
る方は参考にしてください。

前島　圭
（平成２８年度卒業）
山梨県立韮崎高校出身
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これまでの卒業研究テーマ

技能検定課題の取り組み

■ハーモニックドライブ減速機の設計・製作
■射出成型用金型に関する研究

■ねじプレスの設計・製作
■シャットル搬送機の設計・製作

　卒業研究として技能検定１、２
級の課題に取り組み、技能向上を
目指します。

過去の実施状況
「数値制御旋盤作業１級」
「数値制御フライス盤作業 2級」
「ワイヤ放電加工作業 2級」

「数値制御旋盤作業１級」 「ワイヤ放電加工作業2級」

都 留 キャンパス 都 留 キャンパス

　2年次には、学生全員が卒業研究に取り組みます。卒業研究を通じて、さらに専門的な知識･技能を高め
るとともに、問題解決能力やプレゼンテーション技法等も身につけることができます。

卒業研究

課 外 活 動

　ものづくりが好き、ロボットに興味はあるけど将来の目標が

見えない。そのような悩みを抱えている方も多いのではないで

しょうか。

　都留キャンパス生産技術科では実習機械が豊富に揃ってい

ます。日々、機械を目にし、触れることで機械製作に必要な技術

を学ぶことができます。また、コース別授業や技能検定に取り

組むことで伸ばしたい技能を磨くことが出来ます。きっと２年後

には自分が進むべき道がハッキリと見えていると思いますよ。

み ん な の 声

講　師

齋藤 伸自

［担当科目］
・熱・流体力学
・機械加工実習

Teacher
　私は高校で３年間機械について学びましたが、さらに高度な

技術・技能を学びたいと考え、本校に入学しました。ここでは資

格取得やコース分けの授業があり、自分の興味や新しいことへ

挑戦出来る環境が整っています。　　

　普段の生活にもメリハリが生まれ、週末はアルバイトをして

います。専門分野の勉強は難しいですが、一から丁寧に指導し

てくれる先生方や楽しい仲間たちに囲まれ、充実した学校生活

を送っています。

在校生

松木 竜一

Student

山梨県立
谷村工業高校出身

●設計コースでは、CAD/CAMを利用した設計手法を中心
に、機械加工や機械制御技術など幅広く学びます。

●加工コースでは、製造技術の基礎である機械加工技術を
中心に、CAD/CAMの利用技術や機械制御技術を身に付
けます。

　都留キャンパス生産技術科では、一部の科目において「設計コース」、「加工コース」のコース別授業を実施
し、より専門的な技術を学びます。また、技能検定にも積極的に取り組んでいます。技能検定とは、技能の習
得レベルを評価する国家検定制度であり、実際の製造現場でも役立ちます。２年次には「ロボコンやまなし」
に出場するためのロボットの考案･製作を行い、より深く装置の動きや部品の働きを学習します。

希望職種に応じたコース分け授業

　平成28年度は都留文科大学で開催された「つる子どもまつり」
や市内で行われた「つる産業まつり」に参加しました。
　「大学コンソーシアムつる」では都留市と市内に立地する３つの
高等教育機関（都留文科大学、健康科学大学看護学部、山梨県立
産業技術短期大学校）が連携し、教育を軸にしたまちづくりや学校
の魅力づくりを行っています。

　他にも普通旋盤作業、機械系保全作業、機械製図CAD作業の
取得を目指しています。また、普通高校からの進学者等を中心に3
級の技能検定にも取り組んでいます。

「大学コンソーシアムつる」としての活動

技能検定への取り組み

コンつるくん ツルシアちゃん
（平成28年度卒 杉本洋貴さん命名）

「大学コンソーシアムつる」キャラクター

平成28年度実績
「機械加工職種2級」
■数値制御旋盤作業　2名合格
■マシニングセンタ作業　2名合格

カリキュラムの特長

将来の希望職種等に応じて「設計コース」「加工
コース」のコース別授業を実施し、より専門的な
技術を学びます。
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都 留 キャンパス 都 留 キャンパス

就職状況
　生産技術はものづくりの根幹であり、幅広い業種で必要とされて
います。卒業生は機械製造業を中心に、さまざまな企業で活躍してい
ます。

製造業
（電子部品製造・組立）

19%

製造業
（機械加工）
45%

製造業
（生産技術）
19%

進学
7%

その他
10%

伊東商店㈱
㈱NBCメッシュテック
大月精工㈱
㈱加藤電器製作所
北富士オリジン㈱
㈱サンシン精工
山陽精工㈱
シチズン電子㈱
シチズン時計マニュファクチャリング㈱
ジャノメダイカスト㈱

㈱東亜利根ボーリング
㈱廣澤精機製作所
ファナック㈱
富士航空電子㈱
フジテック㈱
㈲程原製作所
三井金属ダイカスト㈱
㈲モールドモデル

講師紹介

企業代表者、ＯＢ・OGの声

生産技術科の1日

ある日の時間割

生産技術科１年生の1日を簡単に紹介します。

今日も元気に友達と登校です。 物理の授業です。みんな
の前で電気回路の問題
を解きました。

1
時限

3次元CADの操作を学
びます。実習は2時限連
続で実施されることが
多いです。

3～4
時限

今日は金型を学びます。
実際に触って寸法を測っ
てみます。

2
時限

技能検定が近くなると、
希望者は練習をすること
が出来ます。

放課後

　主な担当授業は「機械加工学」「材料工学」

「ワイヤカット放電加工実習」です。機械分野

では日々新たな工業材料や加工法が研究さ

れており、我々はつい華やかな先端技術に目

を奪われがちです。しかしどんな技術も堅固な

ベースの上に成り立つもの。授業ではまず基

礎・基本をしっかり固めることに重点を置いて

います。

櫻　伸一郎教 授

　「ＣＡＤ／ＣＡＭ／ＣＡＥ実習」、「機械製図」、

「機械設計」などを担当しています。

　従来の「ものづくり」の技術に加えて、新しい

技術を積極的に学生の皆さんに伝えていきた

いと思っています。

清水　和豊准教授

　「材料力学」「機械加工実習」を担当してい

ます。材料力学では身近な製品を題材として、

「見えない力」のイメージを持てる授業を心が

けています。機械加工実習では金属を削りま

す。一言で金属と言っても硬い、軟らかいなど

特徴があります。そんな金属の特徴を学びな

がら一つの製品をカタチにする喜びを実感し

ましょう。

竹内　洋一講 師

　「機械加工実習」「熱・流体力学」を担当して

います。機械加工は手順を工夫することで早

く正確に作業を行うことができます。熱と流体

もイメージを働かせれば理解できる問題も多

いです。専門性の高い分野では全ての答えが

教科書に載っているわけではありません。自分

で考え、答えを見つける楽しさを一緒に味わい

ましょう。｠

齋藤　伸自講 師

　「制御」「情報処理」「物理学」などを担当し

ています。

 　企業に３５年余り勤めていましたので、その

間幅広い業務を経験してきました。特にプラン

ト制御、工場の生産技術（工程設計、品質管

理）に関しては得意とするところであります。

この経験を活かして、企業から見た立場で学

生の指導･支援を行っていきます。

流石　元博講師（専任）

物理8:40～【1時限目】

機械加工学10:30～【2時限目】

CAD/CAM実習13:10～【3時限目】

CAD/CAM実習15:00～【4時限目】

16:40～【放課後】

休　憩

12:10～昼休み

休　憩

就職先企業

進学先 北海道職業能力開発大学校　応用課程
関東職業能力開発大学校　　応用課程

株式会社加藤電器製作所企　業
代表者 加藤　修央 代表取締役社長

　当社は創立５４年目の半導体・電子部品の製造メーカです。他にも医療機器や通
信に関する精密部品も手がけています。産短大の卒業生も数多く活躍しています。
社会人として大切なことは決して受身にならないことです。社会では仕事や人間関
係は自ら築いていかなくてはなりません。ぜひ学生時代に色々なことにチャレンジし
て下さい。仕事でも勉強においても下積みは大切です。皆さんが産短大で学び成長
した姿を楽しみにしています。

株式会社加藤電器製作所
テスト事業部生産技術課OB

源生　智庸
　テスト事業部の生産技術課で製品の外観検査を担当しています。学校生活の思
い出は「ロボコンやまなし」に出場したことです。友達と意見を出し合いながら製作し
たことが印象に残っています。また、技能検定にもチャレンジしました。技能検定を通
じて専門性の幅を広げることができたため、今の職場でも役に立っています。今後の
目標は製品を一から全て任せてもらうことです。そのためにも先輩からたくさん学
び、自分自身を成長させたいです。

さん 平成27年度卒業／山梨県立谷村工業高校出身
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電子技術科では、ハードウェアとソフトウェアに関する能力を併せもった
電子工学技術の発展に寄与できる人材を育成します。

エレクトロニクスとコンピュータの
プロフェッショナルを目指して

電子工学分野の専門知識・技術を学び、これらを駆使してハードウェアとソフトウェアが融合したシステ
ムをデザインして作り上げる能力を身に付けます。
また、自分の考えや技術的内容を書面や口頭で表現するコミュニケ－ション基礎能力を身に付けます。主な履修科目

　電子工学技術は、あらゆる“もの”をインターネットに接
続するIoT技術に応用されています。インターネットは、あ
らゆる“もの”がコミュニケーションする情報伝達手段とし
て進化しています。これら電子工学技術のプロフェッショ
ナルを育てるのが電子技術科です。

プロフェッショナルを目指して
　デジタル家電やスマートフォン・タブレット端末は、内部
の電子回路と、これに組み込まれたマイコンのプログラム
により動作して、インターネットに接続されます。電子技術
科では、電子工学技術を電子回路などのハードウェアから
マイコンのソフトウェアまで幅広く学びます。

電子工学技術をハードからソフトまで

　電子技術科のカリキュラムは電子工学技術の基礎から
応用までを、全くの初心者でも無理なく学習していく内容
になっています。
　また、選択授業やコース別授業などにより、さらに深く専
門的な内容を学ぶことができます。

基礎から応用まで無理のないカリキュラム
　電子技術科では、単に電子工学技術の知識や技術を学
ぶだけではありません。これを活かして、学科の全員が希
望する企業に就職し活躍することが最終目標です。そのた
め、学内や学外の就職支援機関と相互に連携して、学生の
就職活動を全面的にバックアップしていきます。

「就活」も完全バックアップ

　 OPアンプやデジタルICを用いた基本的な電子回路から、IoT技
術の遠隔操作を実現するセンサ回路やモータ駆動回路などの応用
回路の設計・製作を行います。
　また、さまざまな測定機器を用いて、電子回路の測定・評価技術も
習得します。

アナログ回路・デジタル回路

■デジタル回路
■アナログ回路
■半導体工学
■コンピュータ工学
■制御工学
■マイクロコンピュータ

［学科］

■デジタル回路実験
■アナログ回路実験
■通信工学実習
■プログラミング実習（C言語）
■コンピュータ工学実習
■電子回路製作実習
■制御工学実習
※科目名はキャンパスで一部異なります。

［実験・実習］

学びの
ポイント

授業内容

　CADを用いた電子回路設計やシミュレーションによる回路検証を
コンピュータ上で行います。
　また、基板加工機による基板製作、はんだ付けを行い、実機での動
作確認を行います。設計、製作、動作確認までの一連の開発・製造フ
ローにより実践的な技術を習得します。

CADによる電子回路設計・シミュレーション

　あらゆるものをボタン一つで自動化するコンピュータによる制御技
術を基礎から応用まで学びます。
　スイッチ入力やランプの点灯、モーター制御などのさまざまなデバ
イス制御を行うためのプログラムを組み、実践的な制御プログラムに
ついて学びます。

コンピュータ制御

　身の回りにあるデジタル機器は、内部に組み込まれたマイコンによっ
て動作します。このマイコンを動作させている命令が『組込みプログラ
ム』です。
　電子技術科では、C言語によるプログラミングの基礎から組込みプロ
グラミングの応用まで学びます。

組込みプログラミング

塩 山
キャンパス

都 留
キャンパス

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

エレクトロニクスの基礎
ハードウエア ソフトウェア

設計技術・生産技術・製造技術・組込み技術
エレクトロニクスエンジニア

カリキュラムマップ

電子回路設計・製作・測定・評価

アナログ回路・デジタル回路

制御工学 電子回路CAD

C言語

Visual Basic マイクロ
コンピュータ
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　授業で使用するテキストや教材は、すべて学科のオリジナルです。全くの未経験者でも
わかるようにいろいろな工夫がされています！
　この教材を使って、講義で学んだ内容は、すぐに実験や実習で実践します。実践するこ
とで理解が深まり、学ぶことが楽しくなります。また、楽しく学ぶから自然に技術が身に付
きます。

オリジナル教材で「わかる授業」

　選択授業やグループ別授業で、一人ひとりの得意分野を伸ばします。
　数学が得意な学生は、回路解析の数学的手法を学び、設計技術者を目指します。一方、
ものづくりが得意な学生は、回路の製作技術を学び、製造技術者を目指します。また、2年
次の卒業研究を通して、専門的な課題を解決する力を身に付けます。

一人ひとりの得意分野を「伸ばす授業」

　実習ではプログラミング技術を中心に学び、C言語の基礎からはじ
めて、Pepperのアプリ作成※や、IoT技術で重要なマイコンの組込
みプログラミングまで学びます。
　また、学科の全学生が「C言語プログラミング能力認定試験」2級
と3級に挑戦します。
※㈱ワールドブレインズとのコラボレーション企画

Pepper ワークショップ

最新のプログラミング技術を「学ぶ授業」

キャンパスを
飛びだそう

　電子技術科（塩山キャンパス）
では、課外授業やインターンシッ
プ、それにボランティア活動などに
も積極的に取り組んでいます。

富士山保全協力金呼びかけ

「ポールラッシュ祭」会場設営

「CEATEC JAPAN 2016」見学

ヴァンフォーレ甲府試合会場設営

企業見学型インターンシップ

課 外 活 動

カリキュラムの特長

塩 山 キャンパス

　電子技術科（塩山キャンパス）のほとんどの学生が、入学し

てはじめて電子工学を学ぶ初心者です。しかし、皆、いきいきと

した表情で楽しく課題に取り組んでいます。

　そんなやる気を引き出す秘密が電子技術科のカリキュラム

にあります。電子技術科では、さまざまな目的を持った学生の

要望に応えるために、選択授業やグループ別の少人数制の授

業を導入しています。全くの未経験者であってもほんの少しで

も興味があれば大丈夫。私たちと一緒に電子工学を一から学

び、電子工学技術を身に付けましょう。

み ん な の 声

講師

南湖 政克

［担当科目］
・プログラミングⅡ及び実習
・アナログ回路Ⅱ

Teacher
　中学生の頃からバンド活動をしています。ギター・アンプでギ

ターの音が大きくなることを不思議に思ったのが、電子回路に興

味をもったきっかけです。

　電子技術科（塩山キャンパス）では、授業で電子工学について

学び、実験・実習で電子工学技術を身に付けています。はじめて

電子工学を学ぶ人も、基礎から着実に力を付けることができます。

　電子工学の勉強を始めて1年が経ちます。小さかった興味が、

いまでは大きくふくらみました。将来は、まわりから信頼される電

子回路設計技術者になりたいです。

在校生

杉田 楊平

Student

卒業研究
　電子技術科（塩山キャンパス）では、エンジニアリング・グループとマニュファクチャリング・グループに分かれ
て卒業研究に取り組んでいます。

■太陽光発電装置の製作
■簡易クリーンルームの製作
■感震ブレーカの製作
■距離計を搭載した
　　Line Trace Carの製作

　ENGグループでは、最先端の
技術に挑戦して、マイコンや
FPGA※などを応用した課題に
取り組み、設計技術者としての技
術を身に付けます。平成28年度
のテーマは以下のとおりです。

1

2

4

5

3

　MFGグループでは、 ｢身の
回りにあったらいいな｣と思うも
のを製作しながら、電子回路の
製作技術を身に付けます。平成
28年度のテーマは以下のとお
りです。

1．設計したCPUの動作確認を
する担当学生　2．マイクロマ
ウスのセッティング 風景　3．
レスキューロボットの組立ての
様子 　4．FPGA開発ボード　
5.マイクロマウス　6．マニピュ
レータのチェック風景

1

2

3

卒業
研究

　最先端のマイコンや
FPGAなどの技術を応用
した課題に取り組むエン
ジニアリング・グループ

Engineering Group

6

4

5

■オリジナルCPUの設計・製作
　　　～ボイスレコーダーの製作～
　　　～マイコンシステムの開発～
■サーボモータを用いた
　電動マニピュレータの設計・製作
■Raspberry Piを用いた
　　　　レスキューロボットの製作
■マイクロマウスの設計・製作

※FPGA:Field Programmable Gate Arrayプログラムラム可能な高性能電子部品

Pick U
P

塩 山 キャンパス

山梨県立巨摩高校出身

1．超音波距離計搭載Line  
Trace Carの回路基板　2．簡
易クリーンルームの配線作業
3．太陽光発電装置調整中 　
4．感震ブレーカ基板作成
5. H28年度MFGメンバー

卒業
研究

　電子技術科の2年間で
学んだ知識と技術を駆使
した課題に取り組むマニュ
ファクチャリング・グループ

Manufacturing Group
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塩 山 キャンパス

就職状況
塩 山 キャンパス

電
子
技
術
科

いいね！その挑戦

たのしく得意をのばす

いいね！ボランティアで社会に貢献 いいね！Pepperワークショップ

いいね！設計技術者を目指す

いいね！仲間がいる

いいね！真剣な表情

いいね！ゆるキャラがいる

いいね！その学び方

やってみようきっとできる

いいね！いっしょに学べる

いいね！その笑顔

いいね！ものづくりが得意

いいね！就活がんばろう

いいね！少人数で学べる

　電子工学技術は、電気のエネルギーを利用して、私たちの生活を
便利にしたり自動化したりする技術で、あらゆる分野で応用されてい
ます。そのため、電子技術科の卒業生は、その専門性を生かし、いろ
いろな業界で活躍しています！

就職先企業

　電子回路一筋○○年です。エンジニアとしての長年
の経験を活かして、電気回路や組込みプログラミング、
それに工場のしくみを学ぶ生産工学を担当していま
す。目指すは産短大の工場長！甲府城西高校では、ア
ルディーノの普及活動を実施中！

小沢　剛講師（専任）

　電子回路から就活のサポート、ナノ光学の研究ま
で、さまざまな仕事を兼務する、塩山キャンパス電子
技術科の学科長です。電子工学技術の分野に少しで
も興味がある方、ぜひ一度ご相談ください！
　電子技術科（塩山キャンパス）で楽しく一緒に学び
ましょう！

井上　哲也准教授

　電子工学分野でのシステム開発や研究の経験が
あり、コンピュータ工学や組込みプログラミングを中
心に制御工学までを担当。数多くのシステムに携
わった経験から、現在、新型のマイコン実習教材を開
発中!電子技術科で最先端のマイコン技術を学びま
せんか。

平川　寛之教 授

　企業でのエンジニアとしての経験があり、電子回
路の基礎からFPGAの応用までを担当。また、高校生
向けに「ラズベリーパイによるプログラミング」を展開
中です。自分で作った電子回路が動く感動を一緒に
体感しましょう！

南湖 　政克講 師

　半導体物性が専門で、半導体工学の基礎から、ア
ナログ/デジタル回路まで幅広く担当。普通高校出身
で全くの初心者でも、エレクトロニクスに少しでも興
味があれば大丈夫！「リケジョ」も安心して学べる環境
です。電子技術科で一から一緒に学びましょう。

土橋　美佐登講 師

　この4月から電子技術科（塩山キャンパス）を担当。
制御工学が専門でこれまでにUFO（磁気浮上装置）
の研究をしてきました。現在UFOのバージョンアップ
を計画中！想像したものをリアルに作り上げる「もの
づくり」の楽しさを一緒に学びましょう。

飯田　幸美講 師

講師紹介

企業代表者、ＯＢ・ＯＧの声
株式会社東日製作所　甲府工場

矢島　実

さん

工場長

　㈱東日製作所は、ねじを一定の力で同じように締める、トルク機器を製造・販売してお
ります。当社製品を使用することにより、工業製品の品質が安定・向上し、社会の安全に
役立っていることに誇りを持っています。２０１４年、創立６５周年記念事業として、東日テク
ニカルセンターを竣工しました。竣工に伴い新しい人材の確保が必要になり、国母工業団
地工業会から産短大を紹介され、新入社員を採用することになりました。テクニカルセン
ターは当社の製品技術と測定技術の中心的存在で、それにふさわしい人材を紹介してい
ただき、今では貴重な戦力となっております。

株式会社東日製作所　甲府工場
ＯＢ 岩永　拓斗

　私が就職した㈱東日製作所は、おもにトルクレンチなどの開発や設計・製造などを行っているメー
カーです。現在、甲府工場の品質保証部に配属され、自社製品の耐久試験やテスターの校正を主に
担当しています。
　電子技術科（塩山キャンパス）では、半導体工学や回路設計など専門的な知識を学ぶことができ
ます。授業で学習したことを実習で確認して、理解を深めることができ、とても楽しく勉強できます。
また、就職活動も親身にバックアップしてくれます。
　私は普通高校出身で、はじめは不安もありましたが、先生方や友人と授業に取り組むうちに、専門
的な技術を身に付けることができました。電子技術科（塩山キャンパス）は学生一人ひとりの技術を
向上させてくれる、とても素敵な学科です。

平成25年度卒業／山梨県立塩山高校出身

㈱アスクテクニカ
飯田鉄工㈱
エンドレスハウザー山梨㈱
㈱オーテックエレクトロニクス
OBARA㈱
㈱加藤電器製作所
菊水電子工業㈱
キャノンアネルバ㈱
共信冷熱㈱
協南精機㈱
光洋電子工業㈱
コーヨー電子㈱
コニカミノルタ電子㈱
（現コニカミノルタメカトロニクス㈱）

コミヤマエレクトロン㈱
㈱サーフビバレッジ
㈱佐藤電機製作所
㈱サニカ
㈱三工社
サントリープロダクツ㈱
シチズン電子㈱
シチズン時計河口湖㈱
（現 シチズン時計マニュファクチャリング㈱）
昭和産業㈱
㈱大成
㈱テクノパワー
東海交通機械㈱
東京エレクトロン山梨㈱
㈱東日製作所
㈱内藤

㈱内藤電誠町田製作所
㈱中家製作所
日邦プレシジョン㈱
日本郵便㈱
㈱韮崎電子
㈱はくばく
㈱日立ハイテクインスツルメンツ
（現 ファスフォードテクノロジ㈱）
㈱平山
㈱平山ファインテクノ
冨士食品工業㈱
フジテック㈱
㈱ミラプロ
㈱マルアイ
ヤマト科学㈱
横河マニュファクチャリング㈱

E E Eいいね！
塩　山
キャンパス
NZAN

電　子
技 術  科
LEC

いいね！ボランティアで社会に貢献 いいね！Pepperワークショップ

いいね！設計技術者を目指す

いいね！仲間がいる

いいね！真剣な表情

いいね！ゆるキャラがいる

いいね！その学び方

いいね！その挑戦

たのしく得意をのばす

やってみようきっとできる

いいね！いっしょに学べる

いいね！その笑顔

いいね！ものづくりが得意

いいね！就活がんばろう

いいね！少人数で学べる

製造業
（電気・電子関連設計＆

生産技術等）
19%

製造業
（電気・電子関連製造）

33%製造業
（食品・他製造業等）

15%

製造業
（機械・精密関連設計＆製造等）

14%

電気工事・設備
8%

通信・情報
5%

土木・建築
2%

進学
2% その他

2%

進学先 関東職業能力開発大学校　応用課程
東海職業能力開発大学校　応用課程

企　業
代表者

「活躍する卒業生」は
学校HPで紹介中!!

写真左から
昭和産業㈱の常葉さんと
㈱マルアイの志村さん
（ともに平成27年度卒業生）

デジタル回路の
AND記号を
モチーフにした
ゆるキャラ・
ANDくんが誕生！

キミ と ボク
いっしょに学ぼう

ANDくん
ア　ン　ド
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自律型ソーラーカーの開発

これまでの卒業研究テーマ

■ PICマイコンを用いた磁気浮上システムの製作
■ 水耕栽培用LED制御システム・モニターシステムの開発
■ 自律型ゴルフロボットの製作

■ 自律型ソーラーカーの製作
■ ソーラーシステムの製作
■ 慣性ローターを用いた倒立振子の製作

　ロボコンやまなし２０１６「ソーラーカー競技」（大学・一般の部）に
出場するために自律型ソーラーカーの設計・製作を行いました。
　この競技は、ソーラーパネルから得られた電気エネルギーを動力
源として、コース内に設置された様々な障害をクリアしながら完走
を目指します。完走するためには、プログラミングやエレクトロニク
スの高い技術力が必要となります。
　大会には2台が出場し、見事優勝・準優勝の成績を収めることが
できました。　

課 外 活 動

カリキュラムの特長

み ん な の 声

卒業研究
　都留キャンパス・電子技術科では、学習した高度な技術・技能を応用し、エレクトロニクス・エンジニアとして求
められる実践力を身に付けるため、山梨県で開催されるロボット競技大会『ロボコンやまなし（大学・一般の部）』
に参加しています。
　また、制御技術を応用したシステム機器の製作なども行っています。

　都留キャンパス・電子技術科では、充実した設備と豊富な

実習カリキュラムで実践力のある技術者の育成に力を入れて

います。出身学科や進路希望に応じた少人数授業、一人一台

の実験機器、産業界からのニーズが高い資格や検定への挑戦

など、2年間で実践力を身につけるためには十分な環境がここ

にはそろっています。専門分野を積極的に学びたい人、実践

力を身につけてものづくり産業で活躍したい人を待っていま

す。

講師

永田 靖貴

［担当科目］
・デジタル回路
・電子回路実験
・Visual Basic実習

Teacher
　私は電子技術を学びたいと思い、普通科高校から入学しま

した。少人数での授業で先生方のサポートもあり、すぐに馴染

めました。また、各種資格試験対策も授業の中で行われ、校長

顕彰制度もあります。

　自主的に第三種電気主任技術者試験にも挑戦しました。先

生方の指導のおかげで、入学した年に４科目中３科目（理論、電

力、機械）の合格を勝ち取りました。

　現在は、これまで学んできた専門知識や技術を生かして卒

業研究に励んでいます。

在校生

赤澤 三四郎

Student

山梨県立都留高校出身

　ものづくりをしながら体験的に学ぶ授業を導入しています。
電子部品を「使い」、電子回路を「作って動かす」ことに重点を
置いた実習カリキュラムとなっているため、電子部品の働き
や電子回路の動作原理を体験的に理解できます。実習の最
後にはライントレースカー製作に取り組み、学んだ知識や技
術を確認することができます。

　普通科高校等から進学した学生も、半年間の少人数のグループに分けた授業で、専門知識・技術を着実に
身に付けることができます。また、１年の後期に将来の希望職種に応じて、コース分けを行い、設計職や技術職
として活躍できる技術を習得します。
　設計コースでは、デジタル技術を応用した高度な設計手法を中心に学習し、技術コースでは、製造技術の
基礎を身に付けるほか、生産技術で必要となる品質管理に関する知識などを学習します。

「設計コース」と「技術コース」による着実な技術習得

　平成２８年１１月１２日(土)アイメッセやまなしで開催された『ロボ
コンやまなし２０１６』に、電子技術科２年生５名が出場しました。大
会には、県内外の大学などが参加する中、ソーラーカー競技（大
学・一般の部）で優勝・準優勝、自律型ゴルフロボット競技（大学・
一般の部）で準優勝・３位入賞しました。

ロボコンやまなし2016

　都留キャンパス・電子技術科では、技能検定や検定試験に積極的に取り組んで
います。また、本校の夜間講座を活用した第二種電気工事士の資格取得などもサ
ポートしています。

資格取得状況

資格・検定名

２級
３級
２級
３級
３級
４級

平成２６年度 平成２7年度 平成２8年度
１年
（７）

7※2

５

６

２年
（１０）
５

３

２

２年
（７）
２

１
４

２年
（９）
２

２

４

技能検定（電子機器組立て職種）

ディジタル技術検定

品質管理（ＱＣ）検定

※1 （　）内の数は在籍数　　※2 高校在籍時取得者を含む

『電子回路実験』
Pick
UP

１年
（１０）
１
10※2

８

８

１年
（５）

5※2
１
５

５
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都 留 キャンパス 都 留 キャンパス

電
子
技
術
科

ソフトウェア設計8:40～【1時限目】

電子技術科の1日

プログラミング実習Ⅰ10:30～【2時限目】

体育13:10～【3時限目】

デジタル回路15:00～【4時限目】

イベント準備16:40～【放課後】

休　憩

12:10～昼休み

休　憩

ある日の時間割

　技能検定2級電子機器組立て取得の対策

やマイクロコンピュータを用いたコンピュータ

制御の授業を担当しています。ものづくりとプ

ログラミングの力を試す「若年者ものづくり競

技大会」などへ挑戦したい人を待っています。

あなたのチャレンジを応援します。

藤田　卓志准教授

　「電気回路」「デジタル回路実験」「ソフトウェ

ア設計」「プログラミング実習」などを担当して

います。

　授業や実習で学んだことを応用して、ロボッ

トコンテストなどに参加しています。一緒に「も

のづくり」の楽しさを体感しましょう。

廣瀬　英二講 師

　「デジタル回路」「Visual Basic実習」「電

子製図実習」などを担当しています。

　初めて電子技術を学ぶ人でも安心して学ぶ

ことができるように、楽しくて分かりやすい授

業・実習を心掛けています。2年間で大きく成

長してものづくり産業で活躍しましょう。みなさ

んの成長を丁寧にサポートします。

永田　靖貴講 師

　4月から都留キャンパスに来ました。担当授

業は「電磁気学」や「情報工学実習」などです。

　はじめて電子技術を学ぶ人も、基本を大切

にすれば、きっと大丈夫！いっしょに楽しく考え

ながら勉強していきましょう。

関口　聡太講 師

　「電子工学」「半導体工学」「デジタル回路

実験」などを担当しています。難しそうな科目

名ですが、電子や半導体の不思議さや面白

さを一緒に学んでいきましょう。実験では、電

子サイコロや電子ルーレットなどを製作して

いきます。

早川　裕講師（専任）

電子技術科１年生の1日を簡単に紹介します。

デジタル機器に組み込まれてい
るマイクロコンピュータのプログ
ラミングを勉強しています。目標
はロボットを制御することです。

1̃2時限

講義で学んだ回路を製
作し、測定器を使った動
作確認の実験をしてい
ます。

4
時限

Good
Morning!

今日は体育でバウンドテ
ニスしています。3

時限

小学生向けのものづくり
体験のイベントに向けて
仲間と準備中です。

放課後

三協オイルレス工業株式会社

　電子工学技術は、家電製品、携帯電話やデジタル家電だけではな
く、様々な機械を制御するために必要な技術です。都留キャンパス・
電子技術科の卒業生も様々な分野に就職し活躍しています。

就職先企業

進学先

企業代表者、ＯＢ・OGの声

企　業
代表者 藤田　英俊

さん

製造部部長

　弊社の生産工場の中枢となる製造技術課に配属され、入社１年目から即戦力とな
る知識と経験を持っており、諸先輩も大変驚いています。産短大の特徴である幅広
い専門知識と最新設備での実習による人材育成の成果が弊社での活躍に顕著に表
れていると思います。一つの自動化を実現したことで工場の大きなターニングポイン
トとなり、人材が如何に重要であるかを改めて感じた次第です。これからの生産工場
は深刻な人手不足が懸念されます。様々な経験を得て自動化や新たなステージへ共
に取り組んでいきましょう。

三協オイルレス工業株式会社

ＯＢ 長嶋 一晴

　製造技術課に所属しています。人の手と汎用機械で製造していた工程の自動化を
担当しています。技術力が要求される難しい仕事ですが、シーケンス制御技術をはじ
め、産短大で学んだ様々な技術を生かせており非常にやりがいを持って仕事に取り
組んでいます。一番達成感を感じた経験としては、オイルレスメタル製品の製造工程
の一部を自動化し、稼働した時です。今後の目標は、自ら設計した自動化設備で工場
の生産効率の向上に貢献していくことです。

平成２７年度卒業／山梨県立谷村工業高校出身

講師紹介

製造業
（機械・精密関連
設計＆製造等）

25%

製造業
（電気・電子関連設計＆

生産技術等）
21%

製造業
（電気・電子関連製造等）

32%

製造業
（食品・他製造等）11%

進学
11%

㈱アーク
㈱エイジェック 
ジヤトコ㈱
北富士オリジン㈱
三協オイルレス工業㈱
昭和産業㈱
㈱東日製作所 
㈱廣澤精機製作所
冨士食品工業㈱
横河マニュファクチャリング㈱

㈱ウォーターダイレクト
㈱NBCメッシュテック
菊水電子工業㈱
コニカミノルタ電子㈱
（現コニカミノルタメカトロニクス㈱）
㈱三工社
昇辰電気㈱
㈱ニッセー
ファナック㈱
富士吉田キユーピー㈱

関東職業能力開発大学校　応用課程
九州職業能力開発大学校　応用課程

製造技術課

就職状況

多くの学生が電車で通学
していますが、なかには自
転車やバイク、自動車で
通学する学生もいます。
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Hospitality
And Tourism
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最高峰のホスピタリティを身に付け、憧れの舞台で活躍しよう。

観光業界で活躍する
プロフェッショナルを目指して

観光ビジネス科では、ホスピタリティを基本理念として、宿泊業や旅行・観光関連産業に必要となる専
門的な知識・技術を学びます。ホテルや旅行会社での実習を通じて、本物の力を身に付けるプログラム
が大きな特徴となっています。

主な履修科目

　心の底からおもてなしするという姿勢は、必ずお客様に
伝わります。一つ一つの行動に思いやりを持って、喜びや
感動を共有できる、ホスピタリティ精神を持った人材を育
成します。そのため、日頃から挨拶や姿勢、身だしなみと
いった自分自身の接客力を磨きます。

おもてなしの心、接客力を磨く
　1年後期から、ホテルマンとしての専門的な知識と技術
を身に付け、ホスピタリティマインドを備えた人材を育成す
る「ホスピタリティ・ビジネスコース」と、観光地調査、ツ
アーの企画、旅程表の作成などを行い、旅行のプロとして
必要な実践的な知識と技術を習得する「ツーリズム・ビジ
ネスコース」に分かれ、専門性を深めます。

専門性を深める２つのコース

　観光やホテル、旅行業の専門家である職員と、業界トッ
プクラスの専門性を持った講師陣が講義や実習を担当し
ます。また独自の経営で、新たな価値を創造する経営者や
地域の観光を牽引するリーダーを招いて、授業を行いま
す。

多彩な講師陣
　県内のホテルや旅行会社などで約１ヶ月間の企業実習
に取り組みます。仕事の理解を深めるとともに、実際のお
客様と接することで、自分自身の知識と技術を向上させ、
プロとして働く自信を深めます。

企業実習で即戦力を目指します

　料飲部門のサービスの基礎を身につけ１年後期には2回に及ぶホテル
での実習にチャレンジします。さらに２年次には、より高度なサービス、ワ
インをはじめとする料飲の知識とサービス、食材や調理法についても学
び、計画から準備、提供までの総合的な技術を身につけます。

料飲サービスの実践

■観光論　■郷土観光論
■表現学　■観光振興論
■接客サービス実習
■情報処理実習
■インバウンド
■企画及び宣伝実習
■外国語会話

［専門系共通科目］

■宿泊業務理論・実習
■料飲業務理論・実習
■サービス応用実習
■サービス実習（企業実習）

［ホスピタリティ・ビジネスコース］

■観光業務実習
■観光事業論
■旅行業務実習
■サービス実習（企業実習）

［ツーリズム・ビジネスコース］

学びの
ポイント

授業内容

　旅行業に関する法令、運送宿泊約款や運送機関の料金計算をはじめ
とした、国内・海外旅行実務を学び、国家試験にチャレンジします。１年後
期には、旅行会社や観光機関での実習を通じて、旅行業務や観光客の誘
致促進業務の知識及び実践的な技術の習得を行います。

旅行・観光業務の実践

　観光産業に関連した企画立案方法を学び、豊かな発想力を養います。
実際のイベントや現地調査などへ行きフィールドワークから、客観的なも
のの見方や考え方も学びます。また、パソコンを活用して、広告宣伝技
法、プレゼンテーション技法を習得します。

企画・宣伝の実践

　身だしなみ、立ち居振る舞い、敬語、電話応対、文章表現などのビジネ
スマナーを習得します。企業実習を通し、社会人として必要な就業意識、
コミュニケーション能力、問題解決能力、チームワークを養い、高いレベ
ルで業務に対応できる力を身につけます。

社会人基礎力の養成

塩 山
キャンパス

カリキュラムマップ

観光・接客関連の基礎知識
国内旅行業務取扱管理者試験に向けた関連知識

卒業研究による仕上げ

ホテル・旅館業
レストラン・ブライダル

観光・レジャー施設
物販・小売業 旅行業・交通業

1年前期

2年後期

2年前期
1年後期

ホスピタリティ・ビジネスコース
　フロント、レストラン、バンケット業務などを実習を
通して実践的に学びます。実際に、ホテル実習を行う
ことで、即戦力となるホテルマンを育成します。

ツーリズム・ビジネスコース
　国内や海外の観光地理、運送機関の運賃料金計
算、関係法令や約款などを学び、総合旅行業務取扱
管理者の資格取得を目指します。

企業実習
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課 外 活 動

カリキュラムの特長

　日々の暮らしの中にある地域の風景や自然、建造物などを見つ
め直して観光資源として活用する手法や、人が集い、交流する場
を創出する取り組み、郷土料理をフィールドワークやゲストスピー
カーを招いて学びます。

観光振興論

　1年生の前期に観光・接客関連の基礎知識を学び、後期
から「ホスピタリティ・ビジネス」「ツーリズム・ビジネス」の
２コースに分かれ、企業実習などを通じて各分野で活躍す
るため、より深い専門知識や接客サービスを身につけま
す。併せて、広告宣伝技法、プレゼンテーション技法、アプ
リケーションソフトの操作技法、マーケティングなどのビジ
ネススキルを身につけ、ホスピタリティ精神あふれる実務
的な技術を有するスペシャリストの育成を目指します。

　全国の３７大学がエントリーした「大学生観光まちづくりコン
テスト2016山梨ステージ」で、「地域の課題分析がよくできて
いる点」などが評価され、前回の観光庁長官賞に続く２年連続
の上位入賞となる山梨県知事賞を受賞しました。また、地域貢
献の一環として「かつぬま朝市」や「信玄公祭り」などへの積極
的参加、ビックデータを可視化するRESASを活用した地域振
興策の提案などにも取り組んでいます。

　旅行業に関する法令、運送宿泊約款や運送機関の料金計算
をはじめとした、国内・海外旅行実務を学び、1年次には国内旅
行業務取扱管理者試験、2年次には総合旅行業務取扱管理者
試験の合格を目指します。

　観光が国内外から注目を浴びています。2016年に日本を訪

れた外国人観光客数は過去最高の2,400万人を突破しまし

た。また、地域の魅力を活かした観光振興への取り組みが全国

で活発になっています。今や、観光産業は国の成長分野のひと

つになっています。こうした観光産業の第一線で活躍する人材

の育成を、観光ビジネス科では行っています。２年間のカリキュ

ラムで観光に関する専門知識はもちろん、インターンシップや

フィールドワーク、ボランティアなどを通じ、ホスピタリティの精

神にあふれた人材へと成長していきます。ホテルや旅行、レ

ジャー施設などの観光産業を目指す皆さん、観光ビジネス科で

自分の「夢」を叶えましょう。

教授

鵜澤 孝一
［担当科目］
・観光業務実習
 （国内観光地理）
・旅行業務実習
 （運賃料金計算）

Teacher
　私は、旅行業界で働きたいと思いこの短大に入学しました。

授業は専門知識から社会人に不可欠なマナーまで幅広く学ぶ

ことができ、少人数教育のため、先生方が細やかな指導をして

くれます。また、実践的な学習も多く、観光地へ実際に訪れた

り、企業実習を行ったりします。観光業界を目指す学生が多い

ため、雰囲気も明るくとてもよい環境で日々の学生生活を送っ

ています。旅行業界で働けるようこれからも努力していきたい

と思います。

在校生

伊藤 聖奈

Student

山梨県立富士北稜高校出身

み ん な の 声

　2年後期ではこれまでの学びの集大成として、観光分野に関し、各学生が自身の興味に基づいたテーマ
設定を行い、指導担当者のもと、習得した知識・技術を活用した研究を行います。そして、その結果を論文
にまとめ、その成果についてプレゼンテーション技法を活用した発表ができるようになります。

卒業研究

地域経済分析システムRESASを活用した笛吹市の地域活性化策

　私は、「地域経済分析システムRESAS（ビックデータの可視化）」を活用し
た笛吹市の地域活性化策を提案しました。「From-to分析」や「事業所立地
動向」等から、来訪者の発地点、宿泊施設の立地を確認し、フィールドワーク
や一般データなどとあわせ、現状を明確にし「石和温泉駅前公園でナイト
マーケット」「ワインデビューイベント」「石和温泉駅前で足湯カフェ」の3つ
のプランを提案し、市役所と石和温泉観光協会でも発表を行いました。

窪田 梨乃

全国と競う、地域に貢献する

国家資格へのチャレンジ

Pick
UP

これまでの卒業研究テーマ

■インバウンド受入環境の整備
　～多言語アプリケーションの作成～
■社会に求められるバリアフリー旅行

■訪日外国人旅行者の現状と今後
■結婚式の新たなビジネスモデル
■旅館の魅力と今後に求められるもの
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「ほうとう」を食べたのでランチ
はパスして、男子もいるけど長め
のガールズトーク。将来の夢、ス
イーツ、恋バナ…いとしいあの人
のお昼ご飯、何だったんだろう？

ツーリズム・ビジネスコースは、地域
のボランティアガイドの方とフィール
ドワークです。地域の宝探しだ。スマ
ホは置いて、Pモン探しは忘れよう!?

山梨フルーツリゾート株式会社　フルーツパーク富士屋ホテル

　現代社会において、観光がかかわる領域は、観光行動の多様化、イ
ンバウンド（訪日外国人旅行者）の伸長などにより、拡大、発展してい
ます。そのため、観光ビジネス科の卒業生が活躍するフィールドは、
宿泊業、旅行業、運輸業を中心に広範囲にわたります。また、学内で
の教育、学外での実習を通じて養成する高い専門性と広い社会性、
そしてホスピタリティは、観光関連産業に限らず、多方面からも必要
とされています。
　加えて、学生が夢に描く就職を叶えられるよう、個別相談・指導な
どを通して、就職活動をサポートしていきます。

就職先企業

企業代表者、ＯＢ・OGの声

企　業
代表者 田辺　利也　

さん

代表取締役 総支配人

　弊社の基本理念に「至誠」という言葉があります。これは、「きわめて誠実な
事。まごころ」という意味であり、おもてなしの基本精神となっております。
　貴校の卒業生である田中さんは、そうした基本精神を正に実践していただい
ており、お客様は勿論のこと、従業員に対しても笑顔や目配り、気配りができる
スタッフであります。また、平成29年4月には、最もお客様からお褒めの言葉を
いただいたとして社内表彰を受けました。

山梨フルーツリゾート株式会社　フルーツパーク富士屋ホテル

ＯＧ 田中　斐女

　私は、営業課料飲部門に配属されており、主にレストランサービスや宴会場
サービス、婚礼での配膳などの業務をしています。観光ビジネス科で学んだ、挨
拶や言葉遣いをはじめ、ワインの知識やレストランサービスの流れ、ホテルの歴
史や仕組み、フランス料理実習、英会話授業など、学んだことを活かす場が常
に存在しています。社会人4年目となった現在も変わらず、ホスピタリティ精神
を第一に考え、どんなときでも笑顔で、お客様のニーズに合わせたサービスを
心掛け、業務に励んでいます。

平成25年度卒業／山梨県立白根高校出身

　主に、観光や旅行に関する授業を担当しま

す。１年次にチャレンジする旅行業試験の出題

科目である「国内旅行実務」では、丁寧に理解

できるまでアドバイスいたしますので、皆さん

私に付いてきてください。

　あわせて、観光の面白さ、観光業のやり甲斐

について一緒に考えましょう。

鵜澤　孝一教 授

　ビジネスの分野の授業を主に担当していま

す。会社の経営や経理の知識を身に付け、ま

た、プレゼンテーションの表現方法やアプリ

ケーションを使って広告や動画の作成技術も

学びます。様々なビジネスシーンで活躍できる

ように、一緒に勉強しましょう！

久保田　薫准教授

　担当する「観光振興論」では、地元甲州市や

山梨県全域を学びの場として捉え、地域固有

の資源や産物を活かしたまちづくりについて

学びます。これまで見過ごしてきた地域の宝

を、フィールドワークで一緒に見つけましょう！

田代　明彦准教授

　遊びの行動である「観光」について、その仕

組みや社会的・経済的な役割、海外旅行業務

に必要な知識などの講義を担当しています。

仕事としての「観光」というより、遊びとしての

「観光」にスポットを当てていきます。

押川　享也准教授

　主にホテル系の授業を担当しています。ホ

テルではお客様一人ひとりに合ったサービス

を見極め、提供することが重要です。お客様の

ちょっとした表情の変化やしぐさから的確に

ニーズを捉え、提供できるサービススキルが

求められます。実践的な学びの中で専門知識・

人間力を磨きましょう。ホテルスタッフを目指し

ているみなさん、ぜひ一緒に学びましょう！

望月　瑛太講師（専任）

講師紹介

外国語会話8:40～【1時限目】

観光ビジネス科の1日

観光振興論10:30～【2時限目】

コース別実習13:10～【3時限目】

15:00～【4時限目】

休　憩

12:10～昼休み

ある日の時間割

観光ビジネス科１年生の1日を簡単に紹介します。

ネイティブスピーカーの先生
とのグローバルな授業から１
日が始まります。ちゃんと通じ
てるかな？Why Japanese 
people? って言われないよう
にしないと…

一転、ローカルフード「ほうと
う」作りを学びます。あまりお
料理はしないけど、先生も丁
寧に教えてくれたので、上手
にできた。SNSにアップした
ら、「いいね」がもらえそう!!

1
時限

2
時限

ホスピタリティ・ビジ
ネスコースは、レスト
ランサービス実習で
す。実習服に着替え
ると気合いが入る!!で
も、まだ上手くできな
いけど、先生が優しく
フォローしてくれるか
ら安心。

3～4
時限

昼休み

小田急電鉄㈱
甲斐日産自動車㈱
㈱湖山亭うぶや
㈱古名屋（古名屋ホテル）
㈲湖南荘
サントリーパブリシティサービス㈱
新幹線メンテナンス東海㈱
中央観光㈱（ホテル鐘山苑）
㈱千代田（アピオ甲府）
東京地下鉄㈱（東京メトロ）
㈱なだ万
日産プリンス山梨販売㈱
㈱日本旅行

㈱日本レストランエンタプライズ
ハイランドリゾート㈱
東日本旅客鉄道㈱
富士観光開発㈱
㈱富士急ハイランド
富士屋ホテル㈱
㈱フジランド
㈱プリンスホテル
㈱ベルクラッシク東京
㈱星野リゾート（リゾナーレ八ヶ岳）
森トラストホテルズ＆リゾーツ㈱
山梨県庁
㈱ユミィリゾート箱根
リゾートトラスト㈱
㈱YBST&L

ホテル
35%

鉄道
9%

旅行会社
7%ゴルフ場

7%

ブライダル
6%

ガイド・インストラクター業
6%接客業

6%

飲食業
4%

自動車販売業
6%

公務員
2%

その他
12%

【ホスピタリティ・ビジネスコース】
料飲業務実習
【ツーリズム・ビジネスコース】
サービス実習

就職状況
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秘伝のメソッドがあなたをITファンタジスタに変身させます！

ソフトウェア開発分野で
幅広く活躍するプロフェッショナルを
目指して

ソフトウェアの設計・プログラミングを中心にデータベースやネットワークなど幅広く学びます。
ただ学ぶのではなく、エンジニアに必要な「考える力」、「やり遂げる力」を身につけます。主な履修科目

　エンジニア経験豊富な教員の授業により、エンジニアに
とって必要となる「バグのないソフトウェアを開発するポイ
ント」や「安全なソフトウェアを開発するコツ」等々、「実践
的な技術」を身につけることができます。また、少人数によ
る個別指導によって、疑問点を気軽に聞ける学習環境に
なっています。

デキる技術者に!  おれはなるっ! !
　カリキュラムの多くは「自分で考えてプログラムを作成
する実習形式」となっており、2年間の実習でさまざまなプ
ログラミング言語を身につけ、いろいろなプログラムを作
成します。基礎からしっかり学び、経験を積み重ねること
で、確実に技術を身に付けることができます。

先生.. プログラムが作りたいです..

　就職後を見据え、「パワフル新入社員」になるためのカリ
キュラムが用意されています。プログラミング技術だけで
はなく、社会人として必要な「コミュニケーション能力」の向
上を意識し、複数人で協力してソフトウェアを作成する「グ
ループワーク」の特別授業にも取り組んでいます。

プログラムだけとは違うのだよ!
プログラムだけとは!  　国家試験である「基本情報技術者試験」に対応したカリ

キュラムで試験合格を目指し、さらに授業外でも対策講座
を実施するなど、試験合格を全面的にサポートしています。
また、「午前試験免除認定団体」の認定を受けており、学内
で行われる修了試験に合格することで「国家試験の午前
試験免除資格」を得ることができます。

You　受かっちゃいなよ

　プログラミングはさまざまな授業に組み込まれており、最も時間をかけ
て学ぶ技術です。「自ら考えやってみる」形式の実習で、「知識として覚え
る」のではなく「技術として身につけ、できるようになる」を目指します。2年
間の経験でプログラミング技術の向上を実感できます。

プログラミング

■計算機工学
■ネットワークシステム
■オペレーティングシステム
■データベース
■データ工学

［学科］

■Ｃ言語実習
■Visual Basic実習
■.NET実習
■Java実習
■ソフトウェア工学実習
■情報工学実習
■セキュアプログラミング実習
■ネットワークプログラミング実習
■組込ソフトウェア実習
■ゲームソフト開発
■図形処理実習

［実習］

学びの
ポイント

授業内容

　スマホやPCで日常的に使っているネットワークもなぜつながるのかを
知っている人は意外と少ないです。ネットワークの動作原理を理解し、ネッ
トワークを使うだけの人からネットワークが構築できる人へ変身できる授
業や実習を行います。

ネットワーク

　電化製品などに組み込まれているコンピュータをマイクロコンピュータ
（通称：マイコン）と呼びます。マイコンを使用し、電子部品などを制御する
実習を行います。LEDのON/OFFやブザーを制御して楽曲を作成したり、
液晶パネルへ表示したりしています。写真は戦車のような車を制御してい
るところです。

マイクロコンピュータ制御

　システムエンジニアはチームの仲間だけでなく、クライアントやデザイ
ナなど、多くの人と協力してソフトウェアを開発しています。そのために必
要なコミュニケーション能力を養うために、発表形式の授業を通して、自分
の考えを人に伝える技術や、人の考えを聞く技術を身につけます。

プレゼンテーション

塩 山
キャンパス

カリキュラムマップ

基礎知識

C言語

Visual Basic Java データベース ネットワーク

ソフトウェア開発エンジニア
Webアプリ開発技術者業務アプリ開発技術者組込み開発技術者
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課 外 活 動

カリキュラムの特長

　情報技術という専門性に特化して、基礎からより高度な技術まで2年間で積み上げるカリキュラムとなってお
り、大半の学生が自力でWebアプリケーションの開発ができるようになります。高度な技術に触れたい学生に
はオブジェクト指向の設計技法も習得でき、ソフトウェア開発技術者になるためのエッセンスが凝縮された内容
になっています。理系・文系やプログラム経験の有無には関わらず、安心して学ぶことができます。

　ニュースで「ソフトウェアの不具合により、情報漏
洩・・」なんて聞きませんか？セキュリティを意識せずに
作ったソフトウェアは情報漏洩を引き起こす可能性があ
ります。この授業ではソフトウェアの弱点を知り、弱点を
回避するプログラミング技術を学びます。

セキュア
プログラミング実習

　就職活動を控えた1年次に、目指すべき社会人像を明確
にするための座談会を行いました。企業の方々に疑問を投げ
かけたり、不安に対するアドバイスをいただいたり、就職活
動では聞くことのできない本音の情報を得ることができま
す。座談会ゆえにざっくばらんな質問や時には大爆笑が起き
ることもあり、有意義な時間となりました。

　国家試験である「基本情報技術者試験」や「応用情報技術者
試験」の合格を目指します。授業だけでなく自主学習を応援する
ための過去問題集やオリジナル用語集なども配布しています。

み ん な の 声

　2015年、Googleが開発したプログラムAlphaGoが、人間

のプロ棋士を初めて破りました。AlphaGoほど賢くありません

が、情報技術科にも卒業研究で人工知能を開発している学生

がいます。2年次の後期から卒業研究が始まるのですが、わず

か1年半で人工知能プログラミングが可能になるくらい成長し

ていることを、とても嬉しく感じています。

　皆さんも情報技術科で、人工知能だけでなく様々なアプリ

ケーション開発にチャレンジしてみませんか。

准教授

油井 誠志
［担当科目］
・データ工学
・Java実習
・プレゼンテーション

Teacher
　これからの社会は情報の分野が重要だと考えて進路を探

し、高校の先生に紹介されて産短大の情報技術科に入学しま

した。情報技術科では実習による授業が多いため理解が積み

重なり、できることが徐々に増えていくことが実感できます。こ

の実感により授業が楽しいと感じることができています。達成

感に似たこの感覚を仕事でも味わうことができたらと思い、ソ

フトウェア開発企業への就職を目指しています。

在校生

雨宮 康可
山梨県立山梨高校出身

　卒業研究は各自で自由にテーマ設定を行い、各自が極めたい技術に挑戦します。「考える・実践する・評価
する」を繰り返すことで、エンジニアとしての資質を高めるのみでなく、より高い応用技術へ挑戦するチャン
スにもなっています。

卒業研究

これまでの卒業研究テーマ

LeapMotionを用いたアプリケーション開発

■人工生命シミュレーション
■Androidオリジナルツイッターアプリの開発
■農作地防犯システムの開発

■自作ゲームを対象とした
　遺伝プログラミングによる操作最適化
■カラーコード認識アプリケーション開発

　LeapMotionとは手のジェスチャを読み取るセンサ
で、コンピュータの入力機器の１つです。このセンサを
使って３Ｄアニメーションゲームを開発しました。指で丸
や四角を描く動作をすることで、襲ってくるゾンビを倒
すことができます。

Student

企業採用担当者との座談会

資格取得

　情報技術科は科独自の就職ガイダンスを実施していま
す。昨年度は28社のソフトウェア開発関連企業に参加して
いただきました。ソフトウェア開発関連企業が参加するガイ
ダンスとしては県内最大の規模になります。より多くの企業
と接することができるように４日に分けて開催されます。

IT就職ガイダンス

Pick
UP
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ソフトウェア開発企業への就職に有利

ソフトウェア開発
79%

製造
8%

情報関連
7%

営業・販売
３%

事務・金融
３%　情報技術科は毎年多くの企業から求人を頂きますが、その企業の

ほとんどは卒業生が就職した企業です。卒業生が就職先企業で活躍
し、認められているからこそ産短大の学生が選ばれています。
　学科職員だけなく、キャリアセンターのスタッフも含めた体制で就
職活動のサポートを行っており、少人数制ならではのきめ細かいフォ
ローを行っています。

就職先企業

株式会社ワイ・シー・シー

企業代表者、ＯＢ・ＯＧの声

企　業
代表者 長坂　正彦

さん

代表取締役社長

　産業技術短期大学校はソフトウェア開発現場に求められている人材を育て
る印象が非常に強い学校で、当社でも、多くの卒業生が現場の第一線で活躍
しています。今後は、技術を身に付けるだけではなく、短大校の教育理念である
「ものづくりとホスピタリティ」の特に「ホスピタリティ」も身に付けた人材を期待
しています。顧客のためだけではなく、山梨をさらに活性化し、もっと多くの人が
山梨で暮らしたい、仕事をしたいと思える環境を作るためにも「ホスピタリティ」
を発揮できる人材輩出をぜひお願いします。

株式会社ワイ・シー・シー

ＯＢ 佐野　智彦

　今は仕事もプライベートも充実した日々を送っています。仕事では自治体の
保健行政業務に関するシステム構築を担当しており、顧客や開発メンバーとの
打ち合わせを任される機会が増えていくことで、コミュニケーション能力の重要
性を再認識しています。プライベートでは、ヴァンフォーレ甲府の応援（会社から
チケットが貰えます）やバドミントン、ボルダリングを楽しんでいます。今後も顧
客に喜ばれるシステム構築ができるエンジニアを目指してがんばります。

平成26年度卒業／山梨県立甲府南高校出身

　担当する「計算機工学」や「生産工学」では、

コンピュータの仕組みやソフトウェアとの関わ

りについて、どのように作成すれば役立つソフ

トウェアになるのか講義します。実際にソフト

ウェアを作成する実習も行い、ソフトウェア開

発に必要な技術を習得することで、希望の就

職が叶うように全力でサポートしていきます。

山下　吉仁教 授

　１年最初の授業では、情報技術科のオリエ

ンテーション的な話をします。授業に関して

は、主にマイクロコンピュータの授業を担当し

ます。入学して１年後には就職活動となるた

め、就職活動がスムーズに行われるよう就職

サポートも行っています。IT業界に就職が有利

な産短大情報技術科へ入学してみませんか。

佐久間　正幸教 授

　Javaを用いたプログラミングを主に教えて

います。Javaはオフィスソフトからゲーム、

ネットショップにスマホアプリと、様々なアプリ

ケーションを開発できる汎用性の高いプログ

ラミング言語です。覚えることはたくさんあり

ますが、Javaを極めて自分だけのオンリーワ

ンなアプリを開発してみませんか。

油井　誠志准教授

　ネットワークやデータベース、Javaや.Net

関係のプログラミングの授業を流暢な関西弁

で行っています。多くの学生はこの学校での２

年間を経て初めて社会人生活をスタートしま

す。在学中は技術力向上だけではなく、社会人

としての意識改革をするためのいろいろなプ

ログラムがありますので、ぜひ積極的にチャレ

ンジしてください。

安本　岳志准教授 坂本　昭代

　基礎から応用までをしっかり身に付ける実

習授業を担当しています。日々進歩するIT業

界だからこそ重要な「基礎」をしっかり身につ

けていただくために、「わかりやすく効率的」な

演習を用意しています。また、自分自身のエン

ジニア経験を活かして、就職後に役立つ知識・

考え方・テクニックなどを楽しく伝えます。

講師（専任）

講師紹介

Webプログラミングに挑戦！
ううっ難しい、でも動くと楽
しい！！

プログラムでデッカイ迷路
を作ったぜ！結構時間がか
かったよ。

計算機工学実習8:40～【1時限目】

情報技術科の1日

計算機工学10:30～【2時限目】

Java実習13:10～【3時限目】

休　憩

12:10～昼休み

C言語実習15:00～

16:40～

【4時限目】

休　憩

ある日の時間割

情報技術科の1日を簡単に紹介します。

マイクロコンピュータに
ハードウェアを接続し、プ
ログラミングでLEDを光
らせるぞ！

コンピュータの中身って
こんなもんか！これなら自
宅でもできるかも。1

時限

3
時限

4
時限

2
時限

放課後もコンピュータが使
用できる。先生も来て教え
てくれたりするんだ。

放課後

㈱アイ・エス・ビー
㈱INQ
㈱アクシス
㈱アットブレイン
㈱イオ
㈱エービーエス
㈱エスアイインフォジェニック
㈱エスエスワイ
㈱エスビーシー
㈱エヌ・ティ・ティ エムイー
㈱エムアイエー
㈱オーテックエレクトロニクス
㈱カルク
㈱吉字屋穀店
グロースエクスパートナーズ㈱

㈱甲府情報システム
光洋電子工業㈱
㈱Ｃｏｓｍｏｗａｙ
コニカミノルタオプトプロダクト㈱
㈱コンピュータマインド
㈱キーポート・ソリューションズ
㈱サイス
㈱サニカ
㈱サンテレコム
㈱サン宝石
㈱シーシーダブル
㈱ジインズ
㈱システムインナカゴミ
秀峰システム㈱
昭和産業㈱
㈱ソフトサービス
都留信用組合
㈱テクノパワー

㈱テクノプロ　テクノプロ・デザイン社
東京エレクトロン山梨㈱
東信産業㈱
㈱東日製作所
㈱ナウビレッジ
日本システムウェア㈱
㈱ネオシステム
ネクサート㈱
フジテック㈱
㈱プライムシステムデザイン
㈱ブリリアント
山梨県民信用組合
㈱ユニ・テクノロジー
ユニバーサルコンピューター㈱
㈱レゾナント・システムズ
㈱ワイ・シー・シー

就職状況

【放課後】
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キャンパスカレンダー

●入学式
●オリエンテーション
●始業式
●健康診断

●始業式
●推薦入学試験（第1次）
●秋季スポーツ大会

●産技祭（学園祭）

●オープンキャンパス
　（塩山・都留）
●推薦入学試験（第2次）

●春季スポーツ大会
●オープンキャンパス（塩山）

●オープン
　キャンパス（都留）

●前期末試験

●オープンキャンパス（塩山・都留）
●サテライトキャンパス
●夏休み（～8月）

●オープンキャンパス（塩山）

●模擬面接
●ビジネスマナー講座
　（～2月）

●一般入学試験（前期日程）
●卒業研究発表会
●後期末試験

●卒業式
●産短大就職
　ガイダンス
●一般入学試験
　（後期日程）

Campus Calendar

4
April

5
May

6
June

7
July

8
August

9
September

10
October

11
November

12
December

1
January

2
February

3
March
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就職率
一人ひとりの
適性を見極め
徹底的に

サポートします。

　本校では、2年間の中でさまざまなキャリア・就職支援を行っています。
　少人数での教育だからこそ、教員、キャリアサポーターが学生一人ひとりと向かいあうことができ、
適性を見極めながら、きめ細かな指導を可能としています。
　こうした支援体制で開校以来、「高い就職率」を維持しています。

■卒業生就職状況（平成26年度～28年度）

卒業年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

卒業生数
（人）

就職希望者
(人)

進学等希望者
(人)

就職者数［就職率］
（人） 県内(人) 県外(人)

102

81

95

97

76

87

5

5

8

96［９９%］

76［100%］

85［98%］

79

63

74

17

13

11

就職活動スケジュール

キャリアセンター

キャリア
就職支援

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

1年次
4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

2年次
一般教育科目「職業と社会Ⅰ」講義

インターンシップ【企業見学型、現場体験型】

校内就職ガイダンス開催
外部主催就職ガイダンス参加

模擬面接

企業説明会エントリー・参加、就職試験受験
一般教育科目「経済・社会概論」講義

ビジネスマナー講座

インターンシップ【事前研修型】

　2名のキャリアサポーターが、学生一人ひとりの就職活動をサポートします。
　面接指導や履歴書・エントリーシートの書き方など就職活動の全般のアドバイスだけではなく、就職に対する
不安や質問などの相談にも応じています。

人間力を高め就職に備える「一般教育科目」の充実

　「経済・社会概論」では、社会人として必要な経済、経営環境、労働
環境等に関する知識を学びます。企業経営者などから地域産業の現
状や課題等の講義を受け、自ら考える契機とします。
　また、「職業と社会Ⅰ・Ⅱ」では、社会人・職業人としての基礎知識を学
び、社会人として求められる能力、人材像を把握します。さらに学習の
結果をプレゼンテーションする等の社会適応能力やコミュニケーション
能力の向上を意識した授業を行い、就職に備えています。

インターンシップ

　「教育振興会」会員企業等の協力を得ながら、企業見学や企業実習
など様々なインターンシップを積極的に行っています。
　インターンシップを通じ、仕事の現場を知ることで、企業の情報を肌で
感じ、貴重な体験ができます。

模擬面接

　就職活動に向け、採用試験対策として、1年生全員を対象として模擬
面接の指導を行います。
　事前に履歴書・エントリーシートの書き方や、採用試験でのマナー等を
学び、模擬面接に臨みます。
　集団面接や個人面接を行いますが、外部講師とのやりとりは、本番の
面接試験さながらで、緊張した雰囲気の中で進みます。
　最後に外部講師から講評と採用試験に向けたアドバイスを受けます。

キャリアサポーター

藤巻 英一
　就職活動は、「自分」を見つけ、成
長していくための大切なイベントで
す。かけがえのない自分の未来を創
るために頑張りましょう。

風間 奈津恵
　就職活動をとおして、たくさんの
事を学び、自信に満ちた社会人とし
ての一歩が踏み出せるよう一緒に
頑張っていきましょう。

１００％！！ほぼ

個別指導（履歴書・エントリーシートの書き方、SPI試験対策）
一般教育科目「職業と社会Ⅱ」講義
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●平成29年3月10・13・14・17日開催
●参加企業数82社

平成28年度実績

　生産技術科・電子技術科・情報技術科では卒業後に
更に専門的な技術の習得が可能な職業能力開発大学
校・応用課程に進学することができます。

●事業内容

●会員数　１４3社・団体　　平成29年4月1日現在

◎本校で行う教育に対する助言・指導
◎本校学生の企業実習等の受け入れ
◎本校学生への就職活動支援　他

●進学実績
平成28年度入学　東海職業能力開発大学校　　1名
平成29年度入学　関東職業能力開発大学校　　2名
　　　　　　 　　東海職業能力開発大学校　　1名
　　　　　　 　　北海道職業能力開発大学校　1名

山梨県立市川高校出身
［就職先］三井金属ダイカスト㈱

生産技術科（塩山キャンパス）

キャリア
就職支援 就職者の声（平成28年度卒業生）

進 学

ビジネスマナー講座

　新社会人として必要な基本的ビジネスマナーを身につけるため、外部のス
ペシャリストを講師に招き、卒業を間近に控えた時期に実施しています。
　職場でのコミュニケーションの大切さや正しい指示の受け方などについて
説明を受け、製品を売り込むためのロールプレイング、アポイントの取り方、訪
問した場合のあいさつや名刺交換など多くのビジネスマナーについて実践
的に演習します。

校内『就職ガイダンス』の開催

　1年生を対象に本校独自の校内『就職ガイダンス』を就職活動が本格化す
る時期に毎年開催しています。『就職ガイダンス』では自分自身のキャリア形
成や職業意識の向上を図り、就職活動に向けての心構えを知る「講演会」と
企業採用担当者から直接、企業の情報を得ることができる「合同企業説明
会」を実施しています。
　「合同企業説明会」は本校「教育振興会」会員企業等に広く働きかけ、学
生の就職活動をサポートするために開催します。学校内で多くの企業の情
報を収集することができます。

教育振興会

　本校は「創造力豊かな技術者」の養成機関として、産業界
のニーズに応じた人材育成を目指すとともに、企業在職者に
対する職業能力開発の中核施設として、産業界の意見を反
映した教育を実施しています。
　また、本校を巣立つ卒業生が企業内で求められる技術を
習得できるよう、企業との連携・協力のもとに教育を充実さ
せ、併せて企業実習や就職活動への支援もいただきながら、
学生の期待にも応えていくこととしています。
　このような趣旨のもと、企業等の賛同をいただき「山梨県立
産業技術短期大学校教育振興会」を設置し、本校の教育
活動を支援いただいています。

　私は普通科高校からこの学校に入学して、初
めは「ものづくり」について何もわからないとこ
ろからのスタートでしたが、先生方の実践的な
授業のおかげで、２年間で力をつけることがで
きました。
　就職活動でも、就職ガイダンスや外部講師
によるビジネスマナー講座など、学校が全面的
に支援してくれたので非常に心強かったです。

片寄　雄基
山梨県立富士河口湖高校出身
［就職先］シチズン電子㈱

生産技術科（都留キャンパス）

　私は初めての就職活動ということもあり、不
安を抱えていましたが、早い時期から企業研究
や面接練習などの支援を受けることが出来た
ため、安心して取り組むことができました。
　また、インターンシップや学校主催のガイダ
ンスなどのイベントも充実しており、就職活動
に必要な心構えや多くの情報を得ることができ
ました。

眞田　絢太

山梨県立甲府西高校出身
［就職先］㈱中家製作所

電子技術科（塩山キャンパス）

　子どもの頃から手先が器用で、ものづくりに携
われたらと考えていました。2年間の学校生活で
友人に恵まれ、先生方にも丁寧に教えていただ
き、確実に技術を身に付けることができました。
また、多くの資格取得に挑戦し合格することが
できました。
　就職支援も充実していて、学校主催のセミ
ナーやガイダンスが何度もありました。個人でも
自己分析や企業見学などに早い時期から取り組
んで、希望する企業から内定をいただくことがで
きました。

有野　匠
山梨県立谷村工業高校出身
［就職先］ファナック㈱

電子技術科（都留キャンパス）

　工業高校で基礎技術を学びましたが、より高
度な技術・技能を学ぶため、産短大へ進学しまし
た。少人数制の授業や実習により高度な専門科
目も楽しく学ぶことができました。
　在学中には自律型ロボットを製作してロボコ
ンに出場し、準優勝することができました。今後
は、産短大で培った技術や技能を生かし、ものづ
くりの現場で活躍したいと思っています。

重田　力也

山梨県立白根高校出身
［就職先］㈱古名屋（古名屋ホテル）

観光ビジネス科

　ホテルの婚礼部門で仕事をされていた先生
にサポートして頂き、自信を持って就職活動に臨
むことができました。お客様と接する際のコミュ
ニケーション能力の重要さを痛感したホテル実
習での経験、卒業研究で得た知識など、学校で
学んだことを活かし、将来は素敵な結婚式をお
客様に提供できるウェディングプランナーを目
指し努力していきます。

久保　桜花
山梨県立笛吹高校出身

［就職先］㈱エヌ・ティ・ティ エムイー

情報技術科

　在学中は授業時間が多く大変でしたが、好き
な分野であったため楽しく取り組むことができま
した。同級生の多くはソフトウェア開発企業に内
定しましたが、ネットワークセキュリティに対する
興味が高まり、業務でネットワークセキュリティを
扱う会社を受験しました。国家試験に合格したこ
とが内定に結びついたと思います。

梶原　翔

九州職業能力開発大学校卒業後、
早稲田大学大学院進学
（山梨県立桂高校出身）

電子技術科（都留キャンパス）［平成26年度卒業生］

　平成27年3月に電子技術科（都留キャンパ
ス）を卒業し、九州職業能力開発大学校応用課
程に進学しました。
　電子技術科在学中は、特に制御工学に興味
を持って学びました。応用課程では、平成28年
7月10日に開催された「ＮＨＫ学生ロボコン２０
１６」に出場し、特別賞を受賞することができま
した。
　4月からは、早稲田大学大学院情報生産シス
テム研究科に進学し、さらに高度な技術者を目
指します。

堀内　一希
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出 願 期 間
入 学 試 験
合 格 発 表
入 学 手 続

出 願 期 間
入 学 試 験
合 格 発 表
入 学 手 続

入学案内

推
薦
入
学
試
験

一般
入
学
試
験

生産技術科 電子技術科 観光ビジネス科 情報技術科
合　計

塩山

20名

1名程度

1名程度

9名程度

9名程度

都留

15名

1名程度

1名程度

3名程度

10名程度

塩山

30名

1名程度

1名程度

14名程度

14名程度

都留

15名

1名程度

1名程度

3名程度

10名程度

塩山

20名

1名程度

1名程度

9名程度

9名程度

塩山

30名

1名程度

1名程度

14名程度

14名程度

１３０名

ー

ー

ー

ー

※一般入学試験の募集人員は、推薦入学試験の結果により増減します。

科 　 　 名

キャンパス名

定 　 　 員
高等学校長
推　　　薦
A ・ B
自 己 推 薦

事業主推薦

前 期 日 程

後 期 日 程

■出願資格

平成２9年  ９月１2日（火）～  9月29日（金）
平成２9年１０月１1日（水）
平成２9年１０月18日（水）
平成２9年１１月  1日（水）～１１月  8日（水）

平成２9年１１月２2日（水）～１２月１2日（火）
平成２9年１２月１4日（木）
平成２9年１２月18日（月）
平成２9年１２月19日（火）～１２月２7日（水）

■試験日程

■試験日程

■出願資格

■試験科目

■試験科目

科 　 名

区 分

試 験 科 目

高等学校長推薦A

生産技術科
生産技術科
電子技術科
情報技術科

生産技術科
電子技術科
観光ビジネス科
情報技術科

数学（数学Ⅰ）

書類審査
面接試験

電子技術科

数学（数学Ⅰ）

書類審査
面接試験

情報技術科

数学（数学Ⅰ）

書類審査
面接試験

数学（数学Ⅰ）

書類審査
面接試験

小論文

書類審査
面接試験

小論文

書類審査
面接試験

観光ビジネス科 観光ビジネス科

英語（コミュニ
ケーション英語Ⅰ）
書類審査
面接試験

自己推薦 事業主推薦

科 　 名

試 験 科 目

生産技術科

数学
（数学Ⅰ）

面接試験

数学
（数学Ⅰ）

面接試験

数学
（数学Ⅰ）

面接試験面接試験

電子技術科 情報技術科観光ビジネス科

英語
（コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ）

次の条件を全て満たす高等学校（中等教育学校・特別支援学校高等部を含む。以下同じ）在校生高等学校長推薦A

①高等学校を平成３０年３月に卒業見込みの者
②本校の目的と志望する学科の特色を理解し、かつ学習意欲が高い者として、高等学校長の推薦を受けている者

次の条件を全て満たす高等学校在校生（都留キャンパスのみ、第1次のみ実施）高等学校長推薦B

①高等学校を平成３０年３月に卒業見込みの者
②本校の目的と志望する学科の特色を理解し、かつ学習意欲が高い者として、高等学校長の推薦を受けている者
③次のいずれかに該当する者

次の条件を全て満たす者自己推薦

①平成30年４月１日現在において、高等学校を卒業した２０歳以上の者
②職業経験者及び専門学校・短大・大学等に在籍した経験のある者、又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者
③本校の目的と志望する学科の特色を理解し、自ら強い学習意欲を持ち入学を志望している者

次の条件を全て満たす県内事業所在職者事業主推薦

①山梨県内の事業所に、平成30年３月３１日までに１年以上勤務することとなる者
②高等学校を卒業している者、又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者
③事業主の推薦を受けている者
※「自己推薦」「事業主推薦」は第1次のみ実施します。
※高等学校長推薦の第1次と第2次の両方を受験することはできません。

高等学校（中等教育学校・特別支援学校高等部を含む。）を卒業した者及び平成30年３月卒業見込みの者、
又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者

　本校に設置されている専門課程４学科の授業科目のうち、特定の科目の聴講を希望する者を聴講生として
受け入れています。企業に在職している方など、普段は働きながら、例えば月曜の午前中に行われる科目だけ
を履修することができます。

■出願資格
高等学校（中等教育学校・特別支援学校高等部を含む。）を卒業した者、
又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者

■選考方法
書類審査及び面接試験

■入学検定料 ９，８００円

第1次 第２次

出 願 期 間
入 学 試 験
合 格 発 表
入 学 手 続

出 願 期 間
入 学 試 験
合 格 発 表
入 学 手 続

前期日程 後期日程

※高等学校長推薦Bは該当する高等学校あてに別途連絡します。

※詳細については、教務学生課までお問い合わせください。

募集学科及び募集人員

推薦入学試験

一般入学試験

平成30年度学生募集
入学検定料／18，0００円

平成30年１月  9日（火）～１月３１日（水）
平成30年２月  ７日（水）
平成30年２月１3日（火）
平成30年２月１５日（木）～２月２２日（木）

平成30年３月１2日（月）～３月２3日（金）
平成30年３月２5日（日）
平成30年３月２6日（月）
平成30年３月２6日（月）～３月３0日（金）

・本校と連携して技術者の育成を目指す指定校と定められた山梨県内の工業系高等学校の所定の学科等に在籍して関連する科目を履修し、
  かつ一定以上の成績を修めた者
・指定校以外の山梨県内の工業系高等学校において産業技術短期大学校都留キャンパスの志望学科と関連する学科等に在籍して関連する科目を履修し、かつ一定以上
  の成績を修めた者
・山梨県内の工業系高等学校において、本校の志望学科に関連する資格を取得し、かつ一定以上の成績を修めた者

聴講生制度
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Q
&
A

入学案内

授業料等

技能者育成資金融資

169,200円
282,000円

390,000円

平成29年4月1日以前から、引き続き山梨県に住所を有する者
上記以外の者

（年額）

※本校には授業料の減免制度があり、学資負担者の経済的な理由により、授業料の全額または半額が免除される場合が
　あります。

授業料は、前期（4月）、後期（10月）の2回に分けて納入していただきます。

　本校には、優れた技能者を育成するための援助として、技能者育成資金融資制度があります。
　これは、成績要件と経済的要件の両方を満たした場合、学校長の推薦により、中央労働金庫から授業料など
に充当する資金の融資を受けることができる制度です。

■ 成績が優秀であり、かつ、経済的な理由により授業を受けることが困難な学生

■ 年３％（固定金利　信用保証料率　0.5%を含みます。）

■ ２年間または１年間

■ 学校長の推薦を受け、中央労働金庫の各支店に借入申込を行い、所定の融資審査を実施
した上で、融資が行われます。

■ 在学中は元金の返済は据え置き、利息のみの支払いとなります。
また、卒業した月の翌々月から１０年以内に月賦または月賦・半年賦併用のいずれかの方法で
返済することになります。

■ 原則4月～8月　入学後の受付となります。

■ 詳しい内容については、教務学生課までお問い合わせください。

■ 自宅通学　　年額　５００，０００円
自宅外通学　年額　５９０，０００円
※加えて、１年次には入学金分の融資も受けられます。

※本校は、厚生労働省認可の学校ですので、「日本学生支援機構」の奨学金は利用できません。ご留意ください。

聴講生 ２８，２００円　平成29年4月1日以前から、引き続き山梨県に住所を有する者
４７，０００円　上記以外の者

聴講生 5，000円（1単位につき）

普通高校の出身ですが、
生産技術科や電子技術科の
授業にはついていけるでしょうか？

入学料

授業料

Q

A
よくある質問

Q
&
A 入学生のうち普通高校出身者は全体の約５０％

で、生産技術科と電子技術科では普通高校出身
者に対応したカリキュラムも組んでいますので文
系・理系の出身を問わず、まったく心配ありませ
ん。徹底した少人数教育で、一人ひとり丁寧に指
導します。

学費の負担が気がかりです。
助成制度はありますか？Q

A
成績が優秀であるにもかかわらず、経済的な理
由により授業を受けることが困難な学生を対象
として、授業料などに充てる資金を融資する制
度、「技能者育成資金融資制度」があります。ま
た、授業料減免制度もあります。詳しくは45ペー
ジをご覧ください。

短大だと就職活動もすぐ始まり、
乗り切れるか心配です。Q

A
就職支援は1年生の後期から始まります。キャリ
アセンターによる履歴書・エントリーシートの書
き方や面接指導、外部講師を招いた模擬面接や
校内企業説明会の実施など、徹底的に就職活動
をサポートします。その結果、ほぼ100％の就職
率を維持しています。 

資格の取得はできますか？Q

A
各種技能検定をはじめ、国家資格等を取得目標
にしています。資格取得に向けた対策講座も実
施しています。詳しくは各学科の紹介ページをご
覧ください。

進学はできますか？Q

A
生産技術科・電子技術科・情報技術科では卒業
後、更に専門的な技術の習得が可能な職業能
力開発大学校 応用課程に進学することができ
ます。応用課程進学後は一般の大学の大学院へ
の進学も可能です。

女性が入学しても
大丈夫ですか？Q

A
観光ビジネス科は半分以上が女性です。情報技
術科でも毎年数人の女性が入学しています。も
のづくり系の生産技術科と電子技術科は男性的
なイメージですが、女性も入学し、卒業後も技術
系のエンジニアとして活躍しています。

学び直しのために入学する人も
いますか？Q

A
大学や専門学校に進学後、卒業や進路変更し
て、また、社会人を経験してから入学し、キャリア
アップしている学生もいます。

対 象 者
融資上限額

利 　 率
融 資 期 間
融 資 方 法

返 　 済

受 付 期 間
そ の 他
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オープンキャンパス

各回とも、午前10時～正午 各回とも、午前10時～正午

●電話 又は、E-mail（参加希望日、氏名、住所、電話番号、高校生の場合は高校名・学年を明記してください。）
　などで、教務学生課まで申し込んでください。
●高校の先生方及び保護者の方なども一緒に参加できます。いずれも、定員はありません。お気軽にお申し込
　みください。

ＴＥＬ（０５５３）３２－５２０１ E-mail：　kyomu@comm.yitjc.ac.jp教務学生課

OPEN
CAMPUS

アクセスマップ

北エリア

南エリア

塩山キャンパス

至丹波山村

塩山温泉

甘草屋敷

北口

甲州市役所

至向嶽寺

至山梨市

ガソリンスタンド

湯の橋

塩山駅

桂川
富士
急行
線

至
河
口
湖

至
河
口
湖

至
都
留
I.C・
大
月

中
央
自
動
車
道（
富
士
吉
田
線
）

富士
みち（

国道
139

号） 都留
バイ
パス

南都留合同庁舎

スーパー

田原田原 都留興譲館
高等学校
都留興譲館
高等学校

都留キャンパス

都留文科大学

谷
村
町
駅

都留
文科
大学
前駅

N

S

W E

塩　山
キャンパス

都　留
キャンパス

塩　山
キャンパス

塩　山
キャンパス

都　留
キャンパス

〒404-0042
山梨県甲州市塩山上於曽1308
TEL 0553（32）5200（代）
JR塩山駅北口から徒歩7分

〒402-0053
山梨県都留市上谷5-7-35
TEL 0554（43）8911（代）
富士急行線
都留文科大学前駅から徒歩7分

都
留
バ
イ
パ
ス

校
舎
棟

駐
輪
場

第１回 5/28

生産技術科 電子技術科
情報技術科観光ビジネス科

日 第2回 7/2 日

第3回 8/20 日 第4回 12/3 日

都　留
キャンパス

第１回 6/10

生産技術科 電子技術科

土 第2回 7/30 日

第3回 12/3 日

学校・各科の概要説明 学校内施設の見学 体験実習 在学生との交流

申し込み

キャンパス紹介

パンフレットやHPではわからない
「山梨県立産業技術短期大学校」を
あなたの「目」で「耳」で感じてみませんか。



山梨県立

Yamanashi Industrial Technology Junior College

■生産技術科　■電子技術科　■観光ビジネス科　■情報技術科

産業技術短期大学校
山梨県立

Yamanashi Industrial Technology Junior College

産業技術短期大学校

教務学生課 TEL.0553-32-5201
E-mail:kyomu@comm.yitjc.ac.jp
URL http://www.yitjc.ac.jp

■やまなし森の印刷紙
この印刷紙には、FSC○森林管理認証を取得した
山梨県有林からの木材が使用されています。
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