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第二回
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１学年 クラス別コース希望状況（７月段階）
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※定員割れしている機械，電気・電子コース希望者が
そのまま希望通りのコースになるとは限らない！！
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１学年全体 希望状況（７月段階）



●年度末の学業成績１番の者から順番に希望する各
コースへ配属します。
●各コースの定員は40名を原則とします。
成績が同点の場合のみコース定員の40名を超える場
合があります。
●40名に入ることが出来なかった場合は第２希望の
コース、次いで第３希望のコース、次いで第４希望の
コースの順序で配属します。
●配属に用いる年度末の学業成績については、現在履
修している全教科（音楽や保健体育も含む）の合計点と
なります。

配属方法









WEBシラバスについて
http://goo.gl/cC2EkU にアクセス。

もしくはＱＲコードを読み取ってＷｅｂへアクセス。

http://goo.gl/cC2EkU


こんな感じで表示されます。

ここで全学年のシラバス（授
業計画）を見ることが出来ま

す。



科目をクリック



科目名をクリック



すると，シラバスの内容が表示されます。



下の方へスクロールすると，
授業計画が見れます。



ガイダンス資料について

本校ＨＰ → 学生生活 で確認できます。

（http://www.tsuruoka-nct.ac.jp/gakusei/）

http://www.tsuruoka-nct.ac.jp/gakusei/


コース選択ガイダンス
卒業後の進路について

平成29年8月9日（水） 8校時 視聴覚室

進路指導委員長

神田和也



平成29年3月卒業生進路状況

64%
14%

20%

2%

卒業後の進路状況（本科167名）

就職 （１０６名）

専攻科 （２４名）

国立大学編入学 （３３名）

その他 （４名）

平成26年度卒
9.3倍

平成27年度卒
11.3倍

平成28年度卒

倍

求人倍率

平成28年度
求人倍率

倍
東京工業大学大学
院・東北大学大学
院へ直接進学も

専攻科求人
鶴岡高専専攻科では、すで
に13回の修了生を輩出し、
ほぼ全員が「学士号」を取
得。
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卒業生就職先

◆就職について
・企業と学校との信頼関係に基づく学校推薦制度が主です．
・専門科の卒業研究指導教員（学生2～6名／教員１名）が，
綿密に面接や専門試験対策をします．
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過去3か年（平成２７年卒～平成２９年卒）の主な就職先

県内 Ｓｐｉｂｅｒ，大阪有機化学工業，東和薬品，べーリンガーインゲルハイム製薬，
水澤化学工業，東北エプソン，東北パイオニアＥＧ，スタンレー鶴岡事業所，
マーレエンジンコンポーネンツジャパン，オリエンタルモーター鶴岡事業所，
ミツミ電機山形事業所，アライドテック，酒田共同火力発電，東北東ソー化学，
山陽精機，シンクロン，トガシ技研，山形航空電子，ＴＤＫ庄内，ウエノ，
高砂製作所鶴岡事業所，松岡，ＯＫＩサーキットテクノロジー，高研，
ＹＣＣ情報システム，エンベデッドソリューション ほか

県外 三洋化成工業，ＤＩＣ，花王，ダイキン工業，富士通，ファナック，キヤノン，
曙ブレーキ工業，リコージャパン，大阪ガス，中部電力，東京ガス，東京電力，
東北電力，森永乳業，サントリー，ヤクルト，クラレ，東レ，ＮＯＫ，テバ製薬，
トーアエイヨー，三菱重工環境・化学エンジニアリング，大正製薬，出光興産，
和光純薬工業，ＪＦＥスチール，ＫＴＸ，ＩＨＩ，ＪＡＬエンジニアリング，
ＡＮＡラインメンテナンステクニクス，富士重工業，資生堂，日本信号，
パイオニアシステムテクノロジー，シマノ，ジャパンマリンユナイテッド ほか



卒業生進学先

◆進学したい場合
・編入学試験や大学院入試では数学，英語，TOEIC，専門科目，
口頭試問等が課されます．

・各教員が専門分野に応じて，個別に綿密に指導します．
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平成２９年３月卒業者 進路状況

学 科 卒業者数 進学者数 就職者数 県内就職 県外就職 その他自営 求人数 求人倍率

機械工学科 42 13 28 6 22 1 402 14.4

電気電子工
学 科

42 8 34 7 27 0 452 13.3

制御情報工
学 科

41 18 21 3 18 2 303 14.4

物質工学科 42 18 23 8 15 1 201 8.7

最近３か年（平成２７年卒～２９年卒）の進学先

国公立大学 長岡技術科学大学，豊橋技術科学大学，室蘭工業大学，岩手大学，東北大学，秋田大学，筑波大学，
千葉大学，埼玉大学，宇都宮大学，東京農工大学，電気通信大学，新潟大学，群馬大学，茨城大学，
信州大学，山梨大学，奈良女子大学，愛媛大学，琉球大学

私立大学 東北公益文科大学，東北芸術工科大学，東京農業大学，東京電機大学，東京情報大学，新潟医療福祉大学，
金沢工業大学，京都工芸繊維大学

高専専攻科 都立産業技術高等専門学校専攻科，岐阜工業高等専門学校専攻科，鶴岡工業高等専門学校専攻科

大学院 長岡技術科学大学大学院，北海道大学大学院，山形大学大学院，東北大学大学院，東京工業大学工学院，
宇都宮大学大学院，奈良先端科学技術大学院大学，北陸先端科学技術大学院大学，室蘭工業大学大学院，
会津大学大学院，首都大学東京大学院



平成29年度のキャリア教育
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１年 ２年 ３年 ４年 ５年 専攻科

キャリアガイダンス

キャリア＆CO-OP
ガイダンス

６月
地域企業訪問研修

ガイダンス

高専生活の
過ごし方

高専生活の
過ごし方

知財講座 政治参加講座

９月
CO-OP教育

英語での講演会

プレジデント講話

未来予想図講座
インターンシップ

講演会

CO-OPガイダンス

キャリアガイダンス プレジデント講話

２月

３月

１２月 地域企業訪問研修

地域企業訪問研修

４月
キャリア
ガイダンス

マナー及び面接対策講座

５月
春季CO-OP教育成果報告会

サイバースキル講座

マナー及び面接対策講座

春季CO-OP教育

CO-OP教育事前学習

マナー及び面接対策講座

７月

CO-OP教育事前学習

地域企業訪問研修

地域企業訪問研修

８月
地域企業訪問研修

地域企業訪問研修

１０月

１１月

１月
地域企業訪問研修

夏季CO-OP教育成果報告会

知財講演会

CO-OP教育

ビジネスマナー講座



キャリア教育の中の「CO-OP教育」

就業をすることで、学校の講義だけでは得ること
ができない現場に即した専門知識・技術の習得や
就業基盤能力が身につき、自己の更なるレベル
アップを図ることができます。

就業をやり遂げたという自信は、これからの人生
に必ずプラスとなります。

CO-OP教育は高専3年生から長期休業を利用し、専門関連企業における仕事内容を
ステップアップしながら卒業年である5年生まで就業を行うものであり、「講義と就業を
繰り返しながら、能力をステップアップさせる」という事業です。

それぞれ
の

メリット
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機械コース 進路状況の特徴

•機械コースでは，工場で工作機械等を使用する以外の
業種でも卒業生は活躍している。

•他のコースに比べて、地元就職の求人の割合が高いこ
と。

• インターンシップ（日本全国）に積極的に参加している。

進路状況 機械コース

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

就職
（求人倍率）

３０名
（１０．１）

１８名
（１７．５）

２８名
（１４．４）

進学 ９名 １８名 １３名

合計 ３９名 ３６名 ４２名



機械コース 就職先

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

㈱トガシ技研 ㈱アライドテック 東北エプソン㈱

㈱ニシカワ ㈱板垣鉄工所 マーレエンジンコンポーネンツジャパン㈱

マーレエンジンコンポーネンツジャパン㈱ オリエンタルモーター㈱鶴岡事業所 ㈱ヨロズエンジニアリング

㈱山本組 酒田共同火力発電㈱ ㈱シンクロン鶴岡工場

山形東亜ＤＫＫ㈱ ＩＨＩ㈱ 前田製管㈱

東和薬品㈱ ㈱日立ビルシステム ミクロン精密㈱

本田技研工業㈱ 東京ガス㈱ ㈱ＩＨＩ

㈱ＩＨＩ 東洋インキＳＣホールディングス㈱ コスモシステム㈱

丸菱食品㈱ 花王㈱ 日清紡ブレーキ㈱館林事業所

三菱重工環境・化学エンジニアリング㈱ サントリープロダクツ㈱ ㈱カシワテック

三菱日立パワーシステムズ㈱ 三菱重工環境・化学エンジニアリング㈱ 富士重工業㈱

㈱ヤクルト本社福島工場 エコ・パワー㈱
コニカミノルタビジネスソリューションズ
㈱

日本フエルト㈱ ソニーコーポレートサービス㈱ ㈱ジェイペック

㈱日立メディコ 第一精工㈱東京事業所 ㈱資生堂

丸善石油化学㈱千葉工場 ＴＨＫ㈱ 曙ブレーキ工業㈱

㈱朝日 ㈱ＤＲＤ キヤノン㈱

㈱Ｍテック 日信電子サービス㈱ ㈱日立ビルシステム

キヤノン㈱ 冨士ダイス㈱ 丸善石油化学㈱千葉工場

㈱シマノ 森永乳業㈱福島工場

ＪＸエンジニアリング㈱ ダイキン工業㈱

ＪＦＥスチール㈱ 東日本製鉄所 富士機械製造㈱

㈱ＪＰハイテック 三菱重工環境・化学エンジニアリング㈱

㈱シンワ検査 東芝プラントシステム㈱

水ing㈱ ジャパンマリンユナイテッド㈱

大正製薬㈱ 三菱電機エンジニアリング㈱

㈱富士通ゼネラル いすゞエンジニアリング㈱

東京ガス㈱ ＪＸエンジニアリング㈱

東新工業㈱ 横浜工場

東北クリーン開発㈱

富士重工業㈱



機械コース 進学先

平成26年度 平成27年度 平成28年度

秋田大学工学資源学部 秋田大学 鶴岡工業高等専門学校専攻科

鶴岡工業高等専門学校専攻科 岩手大学 長岡技術科学大学

東北大学理学部 金沢工業大学 豊橋技術科学大学

豊橋技術科学大学 鶴岡工業高等専門学校専攻科 埼玉大学

長岡技術科学大学 東京農工大学 東京農工大学

山梨大学工学部 豊橋技術科学大学 新潟大学

長岡技術科学大学 茨城大学

新潟大学 室蘭工業大学

琉球大学



電気電子コース 進路状況の特徴

• 求人分野は、電気電子関連分野以外に、機械・化学・食品・

建設等多岐にわたる。

• 職種は、開発、設計、設備保全・保守、生産管理、等であり、

いずれも専門知識や資格・経験を必要とされる。

• インフラ関連（電力、設備、鉄道）が多いが、通信、制御、半

導体、サービス分野にも進んでいる。

進路状況 電気・電子コース

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

就職
（求人倍率）

２３名
（１３．７）

２６名
（１３．０）

３４名
（１３．３）

進学 １３名 ９名 ８名

合計 ３６名 ３６名 ４２名



電気・電子コース 就職先

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

㈱アライドテック 東北エプソン㈱ オリエンタルモーター㈱鶴岡事業所

㈱ウエノ ＯＫＩサーキットテクノロジー㈱ 酒田共同火力発電㈱

ＯＫＩサーキットテクノロジー㈱ 酒田天然ガス㈱ 東北電機鉄工㈱

東北エプソン㈱ ㈱トガシ技研 東北パイオニアＥＧ㈱

オリエンタルモーター㈱鶴岡事業所 オリエンタルモーター㈱鶴岡事業所 東和薬品㈱

㈶東北電気保安協会 財団法人東北電気保安協会 ㈱チノー 山形事業所

大阪ガス㈱ 三和罐詰㈱ 出光興産㈱

東北電力㈱ 山形サンケン㈱ 東北電力㈱

東日本旅客鉄道㈱ 東北電力㈱ ＣＴＣシステムマネジメント㈱

東海旅客鉄道㈱ 中部電力㈱ ㈱ＪＰハイテック

東京ガス㈱ 富士通㈱ キヤノン電子㈱

東京電力㈱ 古川電気工業㈱ セイコーエプソン㈱

東芝メディカルシステムズ㈱ ㈱日立ビルシステム ダイキン工業㈱

不二製油㈱ 三菱電機ビルテクノサービス㈱ テコム㈱

㈱舞浜ビルメンテナンス 雪印メグミルク㈱ アルバックテクノ㈱

神田通信機㈱ ㈱ＮＴＴファシリティーズ コニカミノルタビジネスソリューションズ㈱

㈱ＫＳＦ パナソニックシステムネットワークス㈱ 富士電機㈱

サンワテスコム㈱ ＡＮＡラインメンテナンステクニクス㈱ ㈱ケーヒン

㈱ＪＡＬエンジニアリング ジャパンマリンユナイテッド㈱ アイフォーコム東京㈱東北支社

㈱エキスパートパワーシズオカ ファナック㈱

オリックス・ファシリティーズ㈱ ㈱アルファシステムズ

ＣＯＭ電子開発㈱ 三菱電機ビルテクノサービス㈱

㈱スクリブル・デザイン 青森オリンパス㈱

ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング㈱

㈱日立産業制御ソリューションズ

花王㈱

ソニーコーポレートサービス㈱

ジャパンマリンユナイテッド㈱

㈱ＵＳＥＮ

オムロンフィールドエンジニアリング㈱



電気・電子コース 進学先

平成26年度 平成27年度 平成28年度

鶴岡工業高等専門学校専攻科 秋田大学 鶴岡工業高等専門学校専攻科

東北公益文科大学公益学部 岩手大学 長岡技術科学大学

電気通信大学先進理工学部 鶴岡工業高等専門学校専攻科 豊橋技術科学大学

長岡技術科学大学 長岡技術科学大学 千葉大学



情報コース 進路状況の特徴

進路状況 情報コース

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

就職
（求人倍率）

３３名
（６．８）

２２名
（１１．０）

２１名
（１４．４）

進学 １１名 １７名 １８名

合計 ４４名 ４０名 ４１名

•求人分野は、機械・化学・食品・建設等多岐にわたる。

•職種は、開発、設計、設備保全・保守、生産管理、等で

あり、いずれも専門知識や資格・経験を必要とされる。

• ネットワーク、組み込み系が多いが、通信、制御、半導

体、サービス分野にも進んでいる。



情報コース 就職先

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

ＴＤＫ庄内㈱ ＴＤＫ庄内㈱ オリエンタルモーター㈱鶴岡事業所
㈱トガシ技研 東北エプソン㈱ 有限会社畑田鐵工所
㈱シンクロン鶴岡工場 ㈱フェイバーエンジニアリング エンベデッドソリューション㈱
㈱高砂製作所鶴岡事業所 松岡㈱ グラビティ㈱
㈱フェイバーエンジニアリング 出光興産㈱ サイエンスパーク㈱

オリエンタルモーター㈱鶴岡事業所 アズビル㈱ 京セラドキュメントソリューションズ㈱

キューブワン情報㈱ 東燃ゼネラル石油㈱ エス・エー・エス㈱
山形県初級行政 リコージャパン㈱ ㈱ＮＴＴデータアイ
㈱ＹＣＣ情報システム ㈱アルバック 東京ガス㈱
出光興産㈱ ＮＥＣエンベデッドテクノロジー㈱ ㈱ＫＳＦ東京本社
シャープ㈱ ㈱エヌ・ティ・ティエムイー ニフティ㈱
サントリープロダクツ㈱ サントリースピリッツ㈱ 出光興産㈱
古川電気工業㈱ ソニーイーエムシーエス㈱ ソニーエンジニアリング㈱
㈱舞浜ビルメンテナンス 大阪シーリング印刷㈱ 花王㈱

森永乳業㈱利根工場
コニカミノルタビジネスソリューションズ
㈱

日本信号㈱

㈱ヤクルト本社福島工場 コベルコソフトサービス㈱ ㈱日立アドバンストシステムズ
㈱ＮＴＴファシリティーズ東北 ㈱アウトソーシングテクノロジー ＣＴＣテクノロジー㈱

オムロンフィールドエンジニアリング㈱ ㈱タジマモーターコーポレーション ㈱ネオテック

ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング㈱ テクノ・マインド㈱ ㈱マイスターエンジニアリング

テコム㈱ テコム㈱ ㈱フジキン
㈱登米村田製作所 ㈱ハイマックス 雪印メグミルク㈱
日本光電工業㈱ 富士ゼロックス神奈川㈱
㈱ＫＳＦ
コベルコソフトサービス㈱
㈱サイタスマネジメント
㈱山陽精機

パイオニアシステムテクノロジー㈱

ダイキン工業㈱
テクノ・マインド㈱
㈱中央エンジニアリング
㈱ティー・エス・ジー



情報コース 進学先

平成26年度 平成27年度 平成28年度

宇都宮大学工学部 茨城大学 鶴岡工業高等専門学校専攻科

愛媛大学農学部 宇都宮大学 長岡技術科学大学

千葉大学工学部 岐阜高専専攻科 千葉大学

鶴岡工業高等専門学校専攻科 専門学校 桑沢デザイン研究所 新潟大学

豊橋技術科学大学 千葉大学 新潟医療福祉大学

鶴岡工業高等専門学校専攻科 東京電機大学

筑波大学 東京情報大学

豊橋技術科学大学 都立産業技術高専専攻科

長岡技術科学大学

新潟大学

日本工学院八王子専門学校

琉球大学



化学・生物コース 進路状況の特徴

• 専攻科や大学編入学などへの高い進学率

• プラスチック製品、医薬品、化粧品、食品、化学薬品
などの製造・加工を行う仕事に関係する工場勤務

• 製品の分析を行う職場

• 新材料の開発・性能試験、生産の管理を行う仕事

• 石油化学製品の製造管理部門

進路状況 化学・生物コース

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

就職
（求人倍率）

２０名
（７．３）

２８名
（５．８）

２３名
（８．７）

進学 １６名 １２名 １８名

合計 ３７名 ４１名 ４２名



化学・生物コース 就職先

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

スパイバー㈱ Ｓｐｉｂｅｒ㈱ 水澤化学工業㈱

東北東ソー化学㈱ 東北エプソン㈱ ㈱スタンレー鶴岡製作所

伊藤電子工業㈱ 大阪有機化学工業㈱
㈱プレステージ・インターナショナル山形
ＢＰＯガーデン

東和薬品㈱ 東北東ソー化学㈱ 東和薬品㈱

曙ブレーキ工業㈱ 東和薬品㈱ ミドリオートレザー㈱

旭化成㈱ サッポロビール㈱ 米沢浜理薬品工業㈱

出光興産㈱ ダイハツ工業㈱ 三洋化成工業㈱

東レ㈱ ㈱日本触媒 森永乳業㈱利根工場

㈱ＵＮＩＧＥＮ 富士石油㈱ 和光純薬工業㈱

トーアエイヨー㈱ 冨士フイルムファインケミカルズ㈱ サントリープロダクツ㈱

㈱ヤマトテック 花王㈱ 三洋化成工業㈱

㈱エースジャパン 三洋化成工業㈱ 花王㈱

ＮＯＫ㈱ ㈱オシキリ本社・湘南工場 東レ㈱

極東石油工業合同会社 ㈱クレハ いわき事業所 中外製薬工業㈱

三洋化成工業㈱ ㈱コステム 出光興産㈱

㈱日本触媒 ㈱新日東電化 第一三共ケミカルファーマ㈱

テバ製薬㈱ 星光ＰＭＣ㈱ 星光ＰＭＣ㈱

和光純薬工業㈱ ㈱セルサイエンス テバ製薬㈱

日本たばこ産業㈱北関東工場

㈱ヤマトテック



化学・生物コース 進学先

平成26年度 平成27年度 平成28年度

群馬大学理工学部 群馬大学 鶴岡工業高等専門学校専攻科

城西学園城西放射線技術専門学校 京都工芸繊維大学 長岡技術科学大学

信州大学工学部 千葉大学 秋田大学

鶴岡工業高等専門学校専攻科 鶴岡工業高等専門学校専攻科 群馬大学

東武医学技術専門学校 長岡技術科学大学 東京農業大学

長岡技術科学大学 奈良女子大学



就職先情報入手方法

• 就職資料室 学生昇降口横

• テクノセンター２階 地元企業資料閲覧可能

• 学生課学生係

• 担任、科目担当教員、部活顧問、寮担当教員

• 早めの情報収集 保護者と相談

※この資料を近日中にネット上で見れるようにします。

進学先は、学生課教務係に過去問等の資料が置いてあり
ます。


