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人力飛行機の製作 

［１］東岡工の機械科って？ 

あらゆる産業を支える機械技術を学ぶ。  

［２］東岡工の機械科では 

         どんなことが学べますか？ 

＝幅広い基礎・基本の知識と技術を親切・ていねいに＝       

                ＝自分の究めたい専門分野を楽しく・わかりやすく  ＝ 

（１）機械技術の基礎・基本を確実に身につけられる。 

（２）自分の興味のある専門分野でコース別の研究ができ，楽しくやりがいのある学習。 

                

ゼロハンカーの製作 省エネカーの製作 全国製図コンクール最優秀賞 

［３］卒業後の進路は？ 

(３）将来に役立つ高度な資格取得ができる。 

《主な就職先》   （アイウエオ順）                                                     

（株）ＩＨＩ，ＮＴＮ（株），（株）岡山村田製作所，川崎重工業（株），京セラ（株），キリンビール（株），

（株）クラレ，国立印刷局，（株）神戸製鋼所，ＪＲ西日本，(株)JA 岡山，ＪＸ日鉱日石エネルギー

（株），新日鐵住金(株)，新明和工業（株），(株)ダイセル，（株）滝澤鉄工所，トヨタ自動車（株）， ＤＯ

ＷＡ（株），ナカシマプロペラ（株），日本エクスラン(株），日本ゴア（株），（株）日本触媒，マツダ（株），

三井造船（株），三菱自動車（株），三菱電機（株），（株）レールテック 

公務員（警察，消防，自衛隊） など 

《主な進学先》 

（岡山） 岡山医療技術専門学校，岡山科学技術専門学校， 岡山県立大学， 

岡山自動車大学校，岡山情報ビジネス学院，岡山理科大学，川崎医療福祉大学， 

吉備国際大学，倉敷芸術科学大学，中国職業能力開発大学校 （四国地区）愛媛大学 

（広島） 広島工業大学，福山大学 （関西地区） 大阪学院大学，大阪教育大学 

大阪航空技術専門学校 （中部地区） 愛知工業大学，中京大学， 

中日本航空技術専門学校 など 

 

大歓迎！！ 機械のスペシャリストをめざす君！ 
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 私たちに 

まかせてね！ 

 いろんな産業を 

ささえているんだぜ 

 
実際にやってみると 

わかりやすいヨ 

 

 わかるまで 

教えてくれるヨ 

 

 機械加工なら 

おまかせだ 
 省エネカーに 

挑戦だ 

 ロボットの 

チャレンジ  コンピューターで 

機械設計 

 いろいろな 

資格もとれるよ 

自分に合った 

進路を ネ！ 

生産技術コース エネルギー機械コース 制御技術コース メカニカルプラニングコース 

主に体を動かしてものづく

りをすることに興味のある

生徒に適している。溶接実

習を主体とした実践の技

術を身に付けるとともに各

種検定にチャレンジする。 

自動車やオートバイの構造に

興味を持ち，機械いじりに熱中

できる生徒に適している。エン

ジンやモーターの分解・組立て

自動車各部の構造や機能につ

いて学習する。 

メカトロニクスに関心のある生

徒に適している。自動化の基礎

となる機構メカニズムについて

学習を深め，センサーの信号を

受けて駆動するコンピューター

制御について学習する。 

設計や製図に興味を持ち，技

術計算やコンピュータ操作を

するのが好きな生徒に適して

いる。機械の構造や要素の知

識を深めて設計法を学び，３Ｄ

ＣＡＤにより機械製図をする。 



D 

卒業後の進路（就職）(アイウエオ順) 

中国電力㈱,㈱中電工岡山支店,中電

プラント㈱,トヨタ自動車㈱,ＮＴＮ㈱岡

山製作所,㈱岡山村田製作所,川崎重

工業㈱,カルピス㈱,きんでん㈱,㈱クラ

レ岡山,ＪＦＥプラントエンジン㈱JX日

鉱日石エネルギー㈱, ,ナカシマプロペ

ラ㈱,㈱林原,三井造船㈱玉野事業所,

三菱自動車工業㈱水島製作所,三菱

電機㈱,三菱マテリアル㈱,マツダ㈱、

㈱エディオン,日本郵便㈱など 

電気関係をはじめ，いろいろな分野

で活躍しています。 

 将来，電気の管理，保守，工事などの仕事

ができる技術者になるために，電気の基礎か

らはじまり電気の発電・送電，モータ制御にい

たるまでの内容を勉強します。 

電気科では基礎基本を 

しっかり学んでいます！！ 

（ １年 ） 

・「電気基礎」 ·· 電気回路、磁気回路の基礎を学習 

・「情報技術基礎」 ·· 情報技術の基礎を学習 

・「工業技術基礎」 ·· ものづくりの基礎技術を実習 

（ ２・３年 ）(おもなものを記載) 

・「電気機器」 ············ 各種モータ，発電機の構造と

働きに関する学習 

・「電力技術」 ············ 水力・火力・原子力発電の原

理・構造等を学習 

・「電子計測制御」 ·· コンピュータ制御，シ－ケンス

制御など各種制御を学習 

・「ﾊｰﾄﾞｳェｱ技術」・コンピュータのﾊｰﾄﾞｳェｱに関

する知識と技術を学習 

・「実  習」 ··············· 電気工事、ロボット，シーケン

ス制御，モータ，電子回路，コ

ンピュータなどの実験・実習 

・「課題研究」 ············ 工業・電気に関する研究・製

作課題を決めて，１年間を通

して研究・製作する 

 

 
 
 

 将来，情報化社会で活躍できる技術者にな

るために，電気の基礎ならびにコンピュータの

基本からハードウェア技術・プログラミング技

術など、さまざまなＩＴ技術を勉強します。 

 

卒業後の進路（進学）(地域別) 

 2 年生からは下記のコース制になります。 

岡山理科大学,岡山商科大学,津山

工業高等専門学校,中国職業能力

開発大学校,福山大学,広島工業大

学,山口東京理科大学,米子工業高

等専門学校,大阪産業大学,大阪電

気通信大学,金沢工業大学,愛知工

業大学,各種専修専門学校  など 

 

進学して、勉学を深める生徒も増え

ています。 

多くの国家資格の取得が可能です 

 
★第２種電気工事士試験（全員受験

で 100％合格を目指しています） 

★第１種電気工事士試験 

★第３種電気主任技術者試験 

★工事担任者試験（ＤＤ３種など） 

★ITパスポート試験 

★基本情報処理技術者試験 

★２級ボイラー技士 

★危険物取扱者乙種（１～６類） 

など 

 

電気科では、「電気の基本」～「電気を作る原理」～「モータのしくみ」～「家電製品のな

かみ」～「信号機・エアコンの制御方法」～「ロボットの製作・制御」～「コンピュータのし

くみや言語」など幅広く学習し、将来電気技術者として活躍できる人を育てています！ 

電気工事技を磨いています 接地抵抗を測定しています 信号機の制御を勉強中です 

サンフェアロボット大会出場 

地球型ロボット「BBQ」作りました 電気工事士実技の補習中 

かっこいいマイコンカーです 

ものづくりコンテスト第３位入賞 

[らせん型水車」完成です！ 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 

溶接実習で基礎練習と鉛筆立て

と圧力容器を製作します。 

シーケンス制御・ポケコンによる制御プ

ログラミングや PIC マイコンを使用した

I/0 コントロール実習を学習しています。 

Ｃ言語プログラミング、マルチメディア

（静止画・動画・音声）の編集を学習。 

パソコンから切削データを自動工作

機械に送信。 1/100 ㎜の精度で金属

を加工します。 パソコンで設計し、加工データを

ＣＮＣ旋盤やマシニングセンタの加

工機に転送して加工します。 

コンピュータを利用した設計・製図。

ＣＡＤソフトを使用し立体モデルの３Ｄ

製図を学習します。 

課題研究等で、マイコンを使った自走式ライン

トレーサ通称：マイコンカー！ 約５０メートル

の距離を１５秒前後で走り抜けます。 

本校電子機械科は、６年連続全国大会に出場して

います。 

第 2 種電気工事士(経済産業省） 

IT パスポート試験(経済産業省) 

基本情報処理技術者(経済産業省） 

危険物取扱者乙種(1 類～6 類） 

情報技術検定(3 級・2 級・1 級） 

パソコン利用技術検定（3 級・2 級・1 級） 

機械製図検定 

2 級ボイラー技士 

溶接技能者評価試験 

3 級技能検定（機械検査他） 

フォークリフト技能講習 

工業英語検定（4 級・3 級・2 級） 

電気・電子理論について実際に

回路を接続し計測します。 

課題研究(3 時間連続の授業)は、週 1 回あります。この授業は自分の好きなテーマに分

かれそれぞれの分野の技術・知識を学ぶ授業です。ものづくりの楽しさが学べます。 

電子機械科の技術を活かし，メカ機構の

検討やマシン操作技術を磨き大会に臨

んでいます。 

(株)ＩＨＩ相生事業所，旭化成ケミカルズ(株)， 

(株)イデアス，ＮＴＮ(株)，大王製紙(株)， 

(株)岡山村田製作所，カルピス(株)，川崎重工(株)，

京セラ(株)，キリンビール(株)， 

(株)クボタ，神戸製鋼(株)，ＪＦＥスチール(株)，

親和パッケージ(株)，ＪＸ日鉱新日本エネルギー

(株)，ダイセル(株)，中国セキスイ（株）， 

中国電力(株)，テイカ(株)，(株)ＤＮＰアイ・エム・

エス，(株)ＤＮＰアドバンストオプティクス， 

東海ゴム工業(株)，ＤＯＷＡエレクトロニクス

(株)，トヨタ自動車(株)，ナカシマプロペラ(株)，

ナカシマメディカル(株)，永谷園(株)， 

西日本電気システムズ(株)，西日本高速道路エン

ジニアリング(株)，日本ゴア(株)，日本通運(株)，

本田技研工業(株)，マツダ(株)，三菱自動車工業

(株)，三井造船(株)，三菱電機(株)， 

ヤンマー農機製造(株) 

 

岡山理科大学，岡山商科大学，環太平洋大学， 

川崎医療福祉大学，吉備国際大学，就実大学， 

倉敷芸術科学大学，中国職業能力開発大学校， 

大阪経済大学，近畿大学，大阪産業大学， 

広島国際大学，流通科学大学，摂南大学 

 

主に機械系の学習をします。 

主に電子・情報系の学習をします。 

(株)ＩＨＩ相生事業所，旭化成ケミカルズ(株)，

(株)イデアス，ＮＴＮ(株)，大王製紙(株)，岡山

県警，(株)岡山村田製作所，カルピス(株)，川崎

重工(株)，京セラ(株)，キリンビール(株)，(株)

クボタ，(株)クラレ，神戸製鋼(株)，(独)国立印

刷局，ＪＦＥスチール(株)，親和パッケージ(株)，

ＪＸ日鉱日石エネルギー(株)，ダイセル(株)，中

国セキスイ(株)，中国電力(株)，テイカ(株)， 

(株)ＤＮＰアイ・エム・エス，(株)ＤＮＰアドバ

ンストオプティクス，東海ゴム工業(株)，ＤＯＷ

Ａエレクトロニクス(株)，トヨタ自動車(株)， 

ナカシマプロペラ(株)，ナカシマメディカル(株)，

永谷園(株)，西日本電気システムズ(株)，西日本

高速道路エンジニアリング(株)，日本通運(株)，

本田技研工業(株)，マツダ(株)，三菱自動車工業

(株)，三井造船(株)，三菱電機(株)，ヤンマー農

機製造(株) 

 

岡山理科大学，岡山商科大学，環太平洋大学， 川

崎医療福祉大学，吉備国際大学，倉敷芸術科学大

学，就実大学，大阪経済大学，近畿大学，大阪産

業大学，広島工業大学，流通科学大学，摂南大学，

津山高等専門学校，中国職業能力開発大学校， 

 

電子機械科は機械と電子とコンピュータとが融合して作り出されたメカトロニ

クスの分野へ進む工業人を育成する学科です。 

機械系の学習と電子系の学習 そして情報系の学習の三つを電子機械科の

学習の根幹として、三年間の学習内容を組み立てています。 



どんな勉強するの ？？ 
2、3年になると週に４時間、自分の興味のあるコースを選択することができます。 

コースは工業化学、進学の２つの中から選択します。工業化学実習は 3 年間を系統立

て，化学反応・化学分析・ものづくり・環境化学・バイオ化学の実習を学習します。 

どんな資格が取れるの ？？ 
工業化学科に関連する資格には 

○甲種・乙種危険物取扱者 ○２級ボイラ－技士 

○高圧ガス製造保安責任者 ○公害防止管理者 

○めっき技能検定 などがあり、多くの生徒が取得を 

目指しチャレンジしています。また工業化学科を卒業後 

「毒物劇物取扱責任者」 の有資格者になれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜就職＞県内 
○旭化成ケミカルズ(株)○内山工業(株)○エクセルパック・カバヤ(株)○岡山大建工業(株) 

○(株)岡山製紙○(株)岡山村田製作所○(株)岡山和気ヤクルト工場○オージー技研(株) 

○オハヨー乳業(株)○オーエム産業(株)○関東電化工業(株)水島工場○(株)クラレ岡山事業所 

○(株)クラレケミカル○黒崎播磨セラコーポ(株)○品川リフラクトリーズ(株) 

○JX日鉱日石エネルギー(株)○JFE スチール(株)○JFE テクノリサーチ(株)○JFE 物流(株) 

○スリーボンド(株)○正織興業(株)○タイガースポリマー(株)○(株)DNP アイエムエス岡山工場 

○テイカ(株)○DNP イメージングコム(株)○(株)トンボ○ナイカイ塩業(株)○(株)林原 

○備前化成(株)○(株)フジワラテクノアート○北興化学工業(株)○パンパシフィック・カッパー(株)

日比精錬所○三井造船(株)○三菱化学(株)○三菱ガス化学(株)○三菱自動車工業(株)水島製作所 

○みのる化成(株)○山崎パン(株)○ユニバーサル製缶(株) 

＜就職＞県外 

○千代田工商(株) ○日本冶金工業(株)○三菱マテリアル(株)直島製錬所○(株)大阪合成有機化学研究所 
＜進学＞大学・短期大学 

《国公立》○高知工科大学 

《私  立》○大阪工業大学 ○岡山理科大学 ○岡山商科大学 ○大阪商業大学 ○環太平洋大学 

○川崎医療福祉大学 ○吉備国際大学 ○近大姫路大学○倉敷芸術科学大学 ○近畿大学  

○九州国際大学 〇山陽学園短期大学 ○摂南大学 ○高松大学 ○広島工業大学  

＜進学＞専門学校 

○朝日医療大学校○岡山医療技術専門学校○岡山高等技術専門校〇岡山科学技術専門学校  

〇岡山理科大学専門学校〇岡山歯科技工専門学院○神戸電子専門学校○中国職業能力開発大学校 

工工業業化化学学  っってて？？  

1 年生 工 業 化 学 
 

工業化学(専門)コース 

進学コース 

管内の流量の測定

をしている様子です 

エタノール製造

の様子です 

原
子
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光
分
析
装
置
で
水
の

分
析
を
し
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い
る
様
子
で
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（アイウエオ順） 

分析化学 

 

エ
タ
ノ
―
ル 

水の分析をして

いる様子です 

プラント運転 

微生物の培養の

様子です 

機器分析 流量測定 

バイオ化学 

２ ･３ 年生 

工業化学科では 「「「人人人ととと自自自然然然ののの共共共存存存」」」   をテーマに明日を考えます 

 リサイクルの取り組み ！！ 

排紙の再利用をテーマとして「校内のシュレッダー排紙からエタノールの製造および、

その残渣から苗ポットの製作」を実習で取り組んでいます。 
私たちの身のまわりにはたくさんの化学工業製品が使われています。 

たとえば、自動車を動かす燃料のガソリン、生活にとけ込んでいるさまざまなプ

ラスチック製品、健康を守る医薬品、植物を育てる肥料等は化学の力で作ってい

ます。これからの社会では工業化学の知識が大いに必要とされています。 

また、地球の環境問題に取り組み、解決するためにも工業化学を専門的に学習

する必要があります。工業化学科の専門的な内容について紹介しましょう。 
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 建築設備 製図・CAD 施 工 建築環境デザイン 環境・防災・制御 ビルオートメーション 

【授業内容】 

設計製図 

CAD etc 

【授業内容】 

設備システム 

建築構造 

空気調和設備 etc 

【授業内容】 

実習 

設備計画  

建築施工 

【授業内容】 

建築環境技術 

デザイン技術 

設備計画 etc 

【授業内容】 
実習 

エネルギー利用 
環境技術 

衛生防災設備 

【授業内容】 

設備基礎 

設備システム 

その他の授業 

【授業内容】 

校外学習 

環境学習講演会 

課題研究 etc 

個性を生かせるコース制 

設備システムでは２年次より建築環境コース、設備施

工・管理コース、進学コース、と生徒の希望にあわせたコ

ース制をおこなっております。早い段階から、それぞれの

進路を考えたカリキュラムで授業を行っております。 

専門教科はさらに詳しく、進学コースは国語・英語・数

学・理科などの進学に必要な授業が選択できるようになっ

ています。 

◆建築環境コース 

建物の設計に必要な建築計画、環境工学、構造や施工（工

事の方法）等について学習します。 

◆設備施工・管理コース 

快適な建築的環境をつくりだすために必要な建物に付

属する電気設備、給排水・空気調和等の機械設備について

学習します。 

資 格 取 得 

◆在学中に取得を奨励している資格 

レタリング技能検定，トレース技

能検定，電気工事士，消防設備士，

ボイラー技士，高圧ガス製造保安

責任者（第３種冷凍機械の筆記試

験），危険物取扱者，品質管理検

定など 

◆実務経験が必要な資格 

二級建築士、空気調和衛生学会設

備士、建築設備士、２級建築施工

管理技士，2 級管工事施工管理技

術者など 

学 習 内 容 

進 路 に つ い て 
◆就 職 

五洋工業㈱，㈱藤木工務店，㈱大本組，㈱前川製作所，山陽技研㈱，ミサワ中

国建設㈱，㈱岡山村田製作所，㈱まつもとコーポレーション，積和建設中国㈱，

JFE スチール㈱，中四国セキスイハイム工業㈱, トヨタ自動車㈱, 三菱自動車

㈱水島製作所, ㈱岡山ガステクノサービス，アイサワ工業㈱，内山工業㈱，大

成有楽不動産㈱，千代田工商㈱，多田電気㈱，坂本工務店㈱，親和パッケージ

㈱，ヤマザキマザックシステムセールス㈱，キリンビール㈱，㈱明治機械製作

所，㈱ＤＮＰイメージングコム ，ＪＸエネルギー㈱，日本郵便㈱，㈱クラレ他  

◆進 学 

（岡山）岡山県立大学，倉敷芸術科学大学，川崎医療福祉大学，吉備国際大学，川崎医療短期大学，新見公立短期大学，

順正短期大学，就実女子短期大学，山陽学園短期大学，岡山理科大学，岡山理科大学専門学校，岡山科学技術専門学校，

岡山情報ビジネス学院，専門学校ビジネスカレッジ （広島）広島工業大学，広島国際学院大学，福山大学 （鳥取）米子

高専，鳥取環境大学 （関西地区）立命館大学，摂南大学，神戸国際大学，産業技術短期大学，大阪工業技術専門学校，

神戸科学工業専門学校，京都建築専門大学校 （九州地区）長崎総合科学大学，日本文理大学，久留米工業大学，福岡工

業短期大学 （関東地区）関東学院大学 （中部地区）日本福祉大学、岐阜職業能力開発短期大学，名古屋芸術大学 他 


