
３．平成２５年度卒業生の進路状況(実数） H２６．３．３１現在

（１）就職

自営・未定
その他 公務員 合計

電子機械科 23 12 17 2 0 2 2 3 61
通信工学科 9 7 3 0 0 2 1 4 26
情報技術科 10 11 0 0 0 1 1 6 29
産業ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 7 3 1 0 0 0 0 1 12
合計 33 21 2 0 5

49 61 4 128

（２）進学

国公立大学 私立大学 短期大学 職能短大・他 専門学校 未定・その他 合計
電子機械科 2 2 1 2 8 0 15
通信工学科 4 0 0 1 4 0 9
情報技術科 16 6 4 4 17 0 47
産業ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 4 10 7 1 7 0 29

合　　計 26 18 12 8 36 0 100

（３）４年制大学進学先大学名と人数

大学名 学部 人数 合計 大学名 学部 人数
富山大学 芸術文化 1 志學館大学 法学部 1
高知大学 理 1 武蔵野美術大学 造形 1
福井大学 工 1 東海大学 教養学部 1

国 九州工業大学 情報工 2 中京大学 スポーツ科学 1
佐賀大学 理工 2 私 神奈川工科大学 情報学部 1

文化教育 1 長岡造形大学 造形学部 2
大分大学 工 3 神戸芸術工科大学 芸術 1
宮崎大学 工 7 九州国際大学 法学部 1

立 農 1 西日本工業大学 デザイン学部 3
長崎大学 工 1 立 熊本学園大学 社会福祉学部 1
鹿児島大学 教育 1 九州産業大学 芸術学部 1
秋田公立芸術大学 美術 1 日本文理大学 工 2

公 愛知県立芸術大学 美術 1 南九州大学 健康栄養 1
高知工科大学 情報学群 1 長崎総合科学大学 情報学部 1

立 宮崎県立看護大学 人文 1
名桜大学 国際学群 1

44

合計

合　　　　　　計

18

21
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(4)　就職内定状況

地区 就職県名 企業名 学科人数 地区 就職県名 企業名 学科人数

埼玉 ㈱本田技術研究所 二輪・四輪・汎用・航空機エンジンの研究開発 電１ 福岡 九州旅客鉄道 電１・情１

埼玉 株式会社 ティー・エス・イー 情１ 福岡 九州電気システム㈱ 通１

埼玉 ｳﾁﾉ看板㈱ 産１ 福岡 ㈱九電工 電気工事技術職（施工管理職）電気工事技能職（現業職）電１

千葉 新日本製鐵㈱君津製鐵所 電１ 大分 パスカル大分㈱　大分工場 電１

千葉 富士電機㈱　千葉工場 電１ 宮崎 旭化成せんい㈱　ベングルグ工場 電１

神奈川 ㈱牧野ﾌﾗｲｽ製作所 電１ 宮崎 宮崎交通㈱ 電１

神奈川 日産自動車㈱ 電１ 宮崎 宮崎交通 電１

神奈川 菱電湘南エレクトロニクス㈱ 通１ 宮崎 ㈱宮崎ｼﾞｬﾑｺ 電１

神奈川 ㈱東芝　京浜事業所 通１ 宮崎 太陽包装㈱ 電１

神奈川 三興製鋼 株式会社 情１ 宮崎 三桜電気工業㈱ 通１

神奈川 日本飛行機㈱ 航空機組立・整備・作業者 電１ 宮崎 丸栄宮崎 電２

神奈川 プレス工業（株） 電１ 宮崎 ㈱ウイント 電１

東京 日野自動車㈱ 開発・生産準備技能職 電１ 宮崎 江坂設備工業㈱ 電１

東京 日本電気㈱府中事業場 通１ 宮崎 ネッツトヨタ宮崎株式会社 産１

東京 坂田電機㈱ 通１ 宮崎 日産部品九州販売㈱ 電１

東京 ｱｲｴｯｸｽ･ﾅﾚｯｼﾞ㈱ （請負）ｼｽﾃﾑ運用管理者 情１ 宮崎 福井石油㈱ 電１

東京 ㈲ボンバイエ Webデザイナー・HTMLコーダー 産１ 宮崎 スパークジャパン㈱ 情１

東京 トッパン・フォームズ・オペレーション㈱（請負）ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ管理者 情２ 宮崎 宮崎中央農業協同組合 情１

東京 ㈱ホリコー 金属製品加工（自動車・航空機の部品） 電１ 宮崎 あじひで 電１

東京 （株）ＴＢＣ 情１ 宮崎 ㈱宮崎森林発電所 電２・情１・通１

東京 日都産業㈱ 電１ 宮崎 ソーラーフロンティア（株）国富工場 電３

東京 ＮＥＣ東芝スペースシステム㈱宇宙機器製造　検査職 通１ 宮崎 ㈲中央自動車工業 電１

東京 日本発条㈱ 専任職（製造職掌） 電１ 宮崎 宮崎綜合警備㈱ 情１

東京 ㈱一光　関東支店 電１ 宮崎 宮崎ミクロエース㈱ 電１

東京 ㈱上野の森コンサルティング 建築（内装工事施工・管理） 情１ 宮崎 宮崎ダイシンキャノン㈱ 情１

東京 株式会社 クリテム 情１ 宮崎 （株）テクノマート 電１

東京 ＩＴ　ＢＰＯ㈱ システムエンジニア 情１ 宮崎 宮崎アスモ㈱ 電１

東京 ㈱インフィックス 一般土木施工管理 通１ 宮崎 ㈱共立電機製作所 通１

東京 ニッタン電工㈱ 通１ 宮崎 ホンダロック 技術・技能職 電１・通１

東京 理想科学工業㈱ カスタマーエンジニア 情１ 宮崎 伊勢化学工業㈱　管理本部 通１

東京 ＣＴＣシステムサービス㈱ （派）コンピュータシステム運用要員 情１ 宮崎 ㈱クリエイティブテクノロジー宮崎工場 電１・情１

東京 ㈱廣済堂 産１ 宮崎 ㈱暁印刷 通１

愛知 ﾄﾖﾀ自動車㈱ 電１ 宮崎 ＫＩＧＵＲＵＭＩ　ＢＩＺ　㈱ 産１

愛知 ﾄﾖﾀ自動車㈱ 電１ 宮崎 宮崎ケーブルテレビ㈱ 情１

愛知 豊臣機工㈱ 電１ 宮崎 ㈱ミゾタ 通１

愛知 ｱｲｼﾝ高丘㈱ 電１ 宮崎 株式会社　宮栄電設 通１

愛知 ｱｲｼﾝ精機㈱ ｱｲｼﾝ高等学園生 電１ 宮崎 アルバック機工㈱ 通１

愛知 ﾄﾖﾀ車体㈱ 電１ 宮崎 ㈱宮崎太陽銀行 情１

愛知 ㈱ジェイテクト　名古屋本社 学園生（製造技能） 電１ 宮崎 宮崎県農協果汁㈱ 情１

愛知 ㈱ジェイテクト　名古屋本社 技能職（生産関係職） 電１ 宮崎 ＡＪＳ㈱ 情１

愛知 ㈱デンソー 通１ 宮崎 ㈱ハンズマン 産１

愛知 ㈱デンソー 電２ 宮崎 ㈱データシステム 産１

愛知 愛知製鋼㈱ 電１ 宮崎 プライムデリカ㈱ 産１

愛知 日本特殊陶業㈱　小牧工場 電１ 宮崎 ㈱教育情報サービス 産１

愛知 三菱電機㈱名古屋製作所 電１ 宮崎 ㈱グローアップ 産１

愛知 三菱電機㈱稲沢製作所 電１

愛知 NDS（日本電話施設㈱） 電気通信設備工事技術職 通１ (5)公務員・自衛隊合格状況

愛知 ㈱内藤商会 通１ 　　　　　　学　科人　数

愛知 ㈱内藤商会 産１ 航空自衛隊 曹候補生 電１・通２

愛知 ㈱内藤商会 電１ 自衛官候補生

愛知 ㈱一光　中部支店 電１ 陸上自衛隊 曹候補生

愛知 新日鐵住金㈱　名古屋製鐵所鉄鋼製造設備の運転および保全 電１ 自衛官候補生 通１

大阪 ダイハツ工業㈱ ライン職、スタッフ職 電１

兵庫 ㈱神戸製鋼所　加古川製鉄所 電１ （６）国家公務員Ⅲ種、公安関係、及び、地方公務員

組立・検査作業

デザイン職

生産技能職

生産関係職

高専生

生産関係職

資材管理

販売整備係

技術学園

技術職（一般）

生産基幹

生産基幹職

ｶｽﾀﾏｴﾝｼﾞﾆｱ

消防設備施工

ＤＴＰｵﾍﾟﾚｰﾀ

専門部生徒

生産関係職

技能職

組立・製缶・溶接・機械加工

生産設備運転ならびに整備職務

技能職

製造部員

製造技術者

販売整備係

九
州
　
５

中
部
２
１

電気工事士

ｿﾌﾄｳｴｱ開発・ｼｽﾃﾑ開発

看板製作係

Webﾃﾞｻﾞｲﾝ

自動車組立工

鉄道員

技能職

訓練生（技能職）

設計、機械加工、成形

生産工程・労務・製造

発電所運転技術員

製造

技術研修生

現業職

電工

製造検査職

総合職（技術）

（派）オペレータ

機械・電気技能員

技能職

ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ業務全般

一般職

事務職

職種

検査・製袋

生産技術職

整備士

製造技術職

品質管理

店内販売（加納店・新名爪店・柳丸店）

一般事務

現場施工管理職

職種

電気技術者

技術職（ﾓﾃﾞﾗｰ）

グランドハンドリング

一般事務

ｷｰｵﾍﾟﾚｰﾀ

製造現場、生産管理、品質管理

製造作業員

DTP作業　電子書籍作成作業

宮
崎
　
４
９

近
畿
２

営業

プログラマー

総合職

調理

組立ワーカー

関
東
３
３

窓口営業職

製造工員

システムエンジニア・プログラマー

技能作業員

製造

電子書籍制作　DTPデータ制作

設備保全

自動車板金塗装工

空港保安スタッフ

防衛省（情５・産１）、海上保安庁（電１），国土交通省（通１）、名古屋市役所（情１）、福岡市役所
（電１）

自　衛　隊　関　連


