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平成 29 年度も６か月が過ぎました。本校の若年者訓練では１年生 51 名、２年生 41 名が在校しており、２年生は
早くも全員が就職を決定し、今年度も就職率 100％を達成しました。10 月からは、学校生活の集大成である総合実習
(卒業研究)に取り組み始めたところです。専門校ニュースでは、行事を中心に本校の様子をお伝えしたいと思います。

主な行事

今後の行事予定

交流会
GW 前の恒例行事として毎年実施しています。今年は、
4 月 28 日(金)に１、２年生全員参加の交流会を実施し、
バレーボールと卓球をトーナメントで熱戦が繰り広げ
られました。たくさん汗をかいた後は、バーベキュー！
焼き鳥や焼きそばをお腹いっぱい食べながら、学年や科
の垣根を越えて楽しく親睦を深めました。

接遇講話・就職講話(1 月)
就職に対する意識の高揚を図るために、毎年 1 月に 1
年生を対象に実施しています。県内の就職状況や企業・
会社の求めている人物像、就職試験対策法等を知り、就
職活動に備えます。また基本的な接遇を身に付けるた
め、ロールプレイング型の訓練等を行い、就職活動を有
利に進めるためのビジネスマナーの習得を目指します。

スキー旅行(２月)
団体行動の大切さを学ぶとともに、仕事をしていくた
めに必要なコミュニケーション能力を向上させるため、
1 年次の冬に２泊３日のスキー旅行を実施します。今年
度も平成 30 年２月７日から９日まで長野県の車山高原
へ行く予定です。八ヶ岳連峰の壮大な眺めを満喫しなが
ら、スキーまたはスノーボードを時間の許す限り楽しん
でもらいたいです。

[交流会（バレーボール&卓球）]

若年者ものづくり競技大会
この大会は、若年者のものづくり技能に対する意識を
高め、一人前の技能労働者に育成するために、技能習得
目標を付与するとともに、技能を競い合う場として開催
されます。主に職業能力開発施設、工業高等学校等にお
いて技能を習得中の 20 歳以下の若者を対象とした大会
です。本校も毎年参加しており、今年度は電子回路組立
てとフライス盤、IT ネットワークシステム管理職種に
計 3 名の訓練生が参加しました。惜しくも入賞は逃がし
ましたが、大会に向けて練習をする中で大きく成長する
ことができ、実りの多いものとなりました。

総合実習発表会(２月)
２年次の最後の半年間で、習得した知識・技術の集大
成として、テーマの設定から設計、製作まで自分自身で
取り組む、総合実習を行います。この実習は内定企業の
協力をいただきながら取り組むテーマもあり、発表会で
は個性あふれる実習作品が並びます。今年はどんな作品
が完成するのか今から楽しみです。

テクノフェア(３月)
技能の尊さと素晴らしさを認識してもらうことを目
的とし、県東部地区において職業能力開発に関わる各種
機関・団体と連携して開催しています。静岡県技能マイ
スターによる実演、各種技能教室、総合実習作品の展示、
模擬店など、地元自治会の協力も得ながら楽しいイベン
トとなっています。沼津ウインドアンサンブルの演奏や
電子工作教室など盛りだくさんのイベントです。今年度
は、平成 30 年３月４日（日）開催の予定です。

修了式(3 月)

[第12回若年者ものづくり競技大会（電子回路組立て職種）]

２年間の訓練を終えた訓練生の新たな門出を祝して
３月に修了式を催しています。平成 28 年度は 45 名の訓
練生が新社会人として旅立って行きました。地域の技能
を担う働き手として活躍して欲しいと思います。
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就職内定状況

お知らせ

２年生には、就職内定の嬉しい知らせが続々と届き、
今年度は早くも平成 25 年度から５年連続の快挙となる
就職率 100％を達成しました。
就職までの半年間を有意義に過ごしてもらいたいと
願うばかりです。
平成 29 年度 就職内定状況
会社名

人数

出

50 音順：敬称略

身

高

校

若年者訓練平成 30 年度生募集：二期募集開始！
おおむね 30 歳以下（平成 30 年 3 月末時点）の技術、技能
を身につけ就職しようとする方を対象に、入校生を募集し
ています。機械・電子・情報に関する技術に興味のある方、
技術を身に付けて就職を目指したい方にぴったりの訓練で
す。施設見学等を随時受け付けておりますので、お気軽に
お問合せください。
入校試験日程
出願期間

試験日

株式会社 IHI 扶桑エンジニアリング

1人

沼津工業

二期一般

試験区分

平成 29 年 10 月 23 日(月)～11 月 16 日(木)

11 月 24 日（金）

株式会社アイズ・ソフトウェア

1人

島田

三期一般

平成 30 年１月４日（木）～１月 25 日（木） １月 31 日（水）

株式会社アウトソーシングテクノロジー

1人

熱海

四期一般

平成 30 年２月 13 日（火）～３月８日（木） ３月 14 日（水）

赤武エンジニアリング株式会社

1人

知徳

アスノシステム株式会社

1人

静岡中央

株式会社エヌビーエス

1人

知徳

江橋工業株式会社

1人

吉原工業

岡本電気株式会社

1人

伊豆総合

株式会社小林製作所

1人

吉原

株式会社佐藤精機

1人

吉原工業

有限会社サポート

1人

第一学院

※二期の募集人数は、機械 10 人、電子 8 人、情報 9 人で
す。※入校試験の願書は県東部の職業安定所及び高校に配
布しています。また、郵送にも対応しています。下記宛に
送付先、必要部数、入校試験要項希望の旨を明記の上、お
申し込みください。

オーダーメイド型訓練をご活用ください！

知徳
発表会の様子(電子技術科)
1 人 沼津中央

沼津技術専門校では、中小企業の皆様の支援のために、
ご要望に応じた訓練を企画・実施する在職者訓練（オーダ
ーメイド型訓練）を実施しています。
平成 29 年度オーダーメイド型訓練実施例

株式会社静岡精機

1人

誠恵

要望企業等

有限会社システムイン

1人

沼津中央

株式会社三静工業
無限軌道式走行模型(機械技術科製作物)
株式会社ジープロシューマーズ

1人

東部電気工事協同組合 様
工場の保全等で役立つシーケンス制御に関する技術

要望内容

のうち、リレーシーケンスに関する技術の講習を実

ジヤトコ株式会社

1人

加藤学園

ジヤトコエンジニアリング株式会社

1人

富士見

ジヤトコプラントテック株式会社

3人

沼津工業 沼津高専 三島南

株式会社ダイレクトウェイブ

1人

静岡中央

株式会社田中機械工業所

1人

富士見

株式会社ティージェイエス

2人

知徳 富岳館

スを仕立てました。受講希望者が多数のため、3 つの

テックインフォメーションズ株式会社

1人

吉原工業

講座に分けて実施することとしました。

テックスエンジソリューションズ株式会社

1人

藤枝西

株式会社電業社機械製作所

1人

清水国際

東芝機械株式会社

1人

知徳

株式会社東報

1人

沼津西

東名電機株式会社

1人

吉原工業

東洋システム株式会社

1人

暁秀

東洋電産株式会社

1人

知徳

パーパス株式会社

1人

富岳館

株式会社ハイタック

1人

富士宮北

株式会社ファクトシステム

2人

静岡サレジオ 富士市立

藤壺技研工業株式会社

1人

飛龍

株式会社プレシード

2人

沼津工業 三島長陵

山田庭園

1人

御殿場

切削実技で学ぶ
難加工材の削り方

株式会社ラ・ドゥ

1人

沼津城北

射出成形技術(実践編)

合

計

10 月末時点での就職率

施してほしい。
「シーケンス制御の基礎(有接点)」として、リレー
シーケンスの基礎となるリレーやマグネットの使用
企画・実施した

方法から配線までを習得する講座を企画。経験豊富

内容

な講師をお招きし、夜間で 4 日間、計 12 時間のコー

本校には、パソコンや教室だけでなく、旋盤・フライス
盤・NC 旋盤・マシニングセンタ等の機械技術を習得するた
めの設備、リレーや PLC 実習機器、アーク溶接等の溶接設
備、広い実習スペース等の設備が整っているため、企業の
皆様のニーズにお応えできる可能性があるかもしれませ
ん。お気軽にご相談ください。

在職者訓練受講生募集について
テクノカレッジでは、在職中の方のための訓練コースの
募集を行っております。詳細・申し込みは本校ホームペー
ジをご確認ください。下表は一例にすぎませんので、その
他の訓練については、ホームページをご確認ください。
コース名

訓練期間

募集期間

基本編：1/25,26
応用編： 2/8,9

基本編：～1/10 まで
応用編：～1/25 まで

2/14,15

～1/31 まで

41 人

三次元ＣＡＤ(サーフェス編)

12/6,7

～11/15 まで

100%

エクセルビジネス活用 関数編

12/11,14,18,21,25

11/13～11/24

エクセルＶＢＡプログラミング入門

1/23,25,30,2/1,6,8

12/14～12/28

【お問い合わせ先】
沼津技術専門校(テクノカレッジ)〒410-0022 沼津市大岡 4044-24
TEL:055-925-1071
FAX:055-925-1115
ホームページ:http://www.numazu-vtc.ac.jp/
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ガス溶接技能講習
機械ＣＡＤ

1/17,18
基本:2/14,15,21,22
応用 2/28,3/1,7,8

12/4～1/5
基本 12/25～1/24
応用 1/8 ～ 2/7

