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建築 

土木 

環境化学 

 米工建設環境類では、 
①「専門的な知識や技術の習得」 
②「地域と連携した取り組み」 
③「全国の卒業生のネットワークを       
      活かした魅力ある学習」 
         を展開しています。 

卒業生の便り 
 進学に強い米工 高校の実績を利用し、推薦入試で大学合格 

来往
今古 

私は、高校卒業後、東洋大学理工学部建築学科に入学しました。現在は、企画設計を専門に学ん
でいます。好きな分野を学ぶことは非常に楽しいです。設計において、自由な発想で提案できること
に魅了的を感じています。 
これから、就職活動が始まります。大学からの進路は、幅広い選択が可能です。進学することで 
人生が良くなるとは限りませんが、選択肢の一つとして考えてもいいと思います。 
米工で学んだことは、挨拶や言葉遣いなどの人として当たり前の礼儀です。先輩と後輩、先生と生
徒に明確な上下関係がありました。そんな環境の中で一緒に成長した仲間達が、一生の財産になっ
ています。今でも、米工に入学して良かったと思っています。 

 私は、米工卒業後、神奈川県にある関東学院大学工学部社会環境システム学科に入学しました。現
在は、液状化現象についての卒業研究・論文に励んでいます。好きな土木分野を広い範囲で集中的に
学べるため、大変ですが非常に楽しい毎日を過ごしています。 

 大学では高校でも学んだ専門分野を選択していますが、高校とは違い大学では基礎基本につながる
理論を学ぶこともできて充実した大学生活を送っています。 

 米工で学んだ事は、土木の専門知識と「あいさつ」など当たり前の礼儀です。所属していた野球部で
は、社会で必要な上下関係も学びました。様々多くの苦労もありましたが、部活動や行事も非常に盛ん
な米工に入学して良かったと今でも思っています。米工での高校生活は、たくさんのことを学べた３年間
でした。 

東洋大学 理工学部 建築学科３年 小島 佳修くん 

（平成２４年度建築コース卒 高畠一中出身） 

関東学院大学 工学部 社会環境学科４年 伊藤 伸敏くん 

（平成２３年度土木コース卒 南原中出身） 

 私は、米沢工業高校を卒業後、山形大学工学部バイオ化学工学科に進学しました。私の研究室では

受精卵の品質評価や肺の病気を治すタンパク質の研究など、明日にでも人に活かせるかもしれない大

切な研究を行っています。皆に必要とされる新しい発見に携わっていて、その発見を自分が出来るかも

しれないワクワク感があり、毎日楽しい日々を送っています。 

 米沢工業高校の強みは、「仕事で活かせる資格を取れる」「能動的な考え方が身につく」です。社会に

出てから自分が成長していくために必要なものは、新しい仕事を任せてもらえる資格を持っているなど

です。実習などを通した実用的な体験は、米工ならではのものと思います。 

山形大学 工学部 バイオ化学工学科４年 近野 憲希くん 

（平成２３年度環境化学コース卒 高畠一中出身） 
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 公務員に強い米工 専門職で国家公務員・県市町村職員（技術） 

卒業生の便り 来往
今古 

私は米沢工業高校を卒業し、国土交通省東北地方整備局に勤務しています。仕事は、安全で快
適な交通の道路整備や、災害対応を支援する道路整備等、福島県郡山市管内の道路事業の工事
発注に関する業務（お金の見積り、協議など）です。職場は若い人も沢山いて雰囲気も明るく、楽し
く仕事しています。建設現場へ行く機会も多くあり、開通する前の道路上を歩いて実際に目で見て
確認する事もあります。また、たくさんの人に役立つ仕事なので、とても魅力的な仕事です。 
米工では土木の専門的な知識を学ぶことの他に、実際に外に出て測量・水質調査などの実習も

出来ます。そこで学んだことは、今の職場でも役立っています。また、先生方は将来ら進路について
、生徒の話を真剣に聞いてくれます。皆さん、ぜひ米工に入学してみませんか？ 
米工卒業後は多くのＯＢ・ＯＧの人たちと様々な行事もあり、卒業した後も楽しめる高校です。 

 私は、国土交通省東北地方整備局で働いています。私の仕事は、主に水害から町を守る堤防
を造るなど、秋田県を流れる雄物川の河川事業の工事発注（設計図書やお金の見積り）などで
す。職場の雰囲気は明るく、わからない事も気軽に質問できます。現場へ行く事もあり、船やヘリ
に乗り川の状況確認など普段経験できないような貴重な体験もでき、人々の暮らしを災害から守
るやりがいと魅力のある仕事です。 

 米工では土木の専門的な知識はもちろん、教科書だけではわからないような先生達の経験や
豆知識など多くの事を学び、職場で活かす事ができています。また、先生達は時に厳しく時に優
しく真剣に生徒の声に耳を傾けてくれて、安心して任せる事ができます。皆さんも是非米工に入っ
て、将来の夢を見つけてみませんか？ 

国土交通省東北地方整備局 郡山国道事務所 

国土交通技官 須貝 由花さん 

（平成２３年度土木コース卒 米沢三中出身） 

国土交通省東北地方整備局 湯沢河川国道事務所 

 国土交通技官 須貝 美南さん 

（平成２６年度土木コース卒 米沢三中出身） 

 地元就職に強い米工 地元産業界をけん引する若手技術者に！ 
株式会社松田組 土木施工管理 齋藤 聖哉くん 

（平成２４年度土木コース卒 高畠三中出身） 
私は米沢工業高等学校建設環境類を卒業後、南陽市にある建設会社に就職しました。仕事の内容

としましては、構造物工事や道路工事、南陽市で二年連続起きた豪雨による河川災害復旧工事等を
行っています。住んでいる地域のインフラ整備や災害復旧工事を通して社会に貢献出来る事に、大き
なやりがいを感じています。 

米工の授業では専門的な知識はもちろんのこと、実習を通して測量機器の使い方や土質試験など
様々な専門的体験を通して技術を習得出来た事は貴重な経験です。また、２年生では職場体験学習で
実際の工事現場での仕事を経験し、より一層建設業に対する興味が湧きました。高校時代は、部活動
や体育祭・米工祭などで仲間との絆を強くして競い合い、自分のスキルアップを出来た事も楽しい思
い出です。 

 私は、日本水資源開発株式会社に勤務しており、道路に積もった雪を消す無散水消雪のパイプづ
くりや設置工事の管理をしています。製造されたパイプは道路の下に埋めるため普段は目に見えま
せんが、雪が降る季節はそのパイプが設置されている道路の上に降った雪は消えます。それを見る
と自分のした作業がいろいろな人の役に立っている事を実感します 

 米工ではそれぞれの類ごとに多くの先生方がいらっしゃるので、専門的な事や社会で必要な挨拶
などのコミュニケーション能力も身につけられます。 

日本地下水資源開発株式会社 施工管理 安部 悠貴くん 

（平成２３年度建築コース卒 米沢一中出身） 

株式会社相田商会 製造 窪田 美紀さん 

（平成２４年度環境化学コース卒 米沢一中出身） 

 私は、株式会社相田商会に勤務しています。私たちの使用するプラスチックを、押し出し機械を用い試作製
品を作っています。顔料とペレットを混ぜて色や機械強度に合わせた製品を試作し、品質の保証に力を入れ
ています。特に色出しで見本と合致して、自分で試作した製品が商品として製造され出荷されたときが一番
やりがいを感じます。米工では生徒会執行部だったので、行事など慌ただしい日々を過ごしてきました。また、
資格取得に力を入れて危険物取扱者を取得し、学習にも力を入れました。努力は決して裏切らないので、自
分のしたいことが見つけられる学校です。部活や生徒会が盛んで、ものづくりが出来るメリットもあります。楽
しい学校生活が送れますよ。 
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 就職に強い米工 日本産業界をけん引する若手技術者に！ 

私は米工を卒業して、東京にある(株)不動テトラで土木施工管理をしています。 

仕事の内容は、主に工事現場内で危険が無いか見て回って危険なところがあれば対処し、

安全面や作業効率等を検討して施工方法を考えて作業する人へ指示をすることです。入社から

現在までは東日本大震災で被災した漁港設備の復旧工事を担当し、地元の漁師さんからの感

謝の言葉や応援の言葉などが数多くいただけるので非常にやりがいを感じて誇りに思っていま

す。米工では土木の専門知識はもちろん、中学生活とは違う厳しい先輩、後輩の関係より礼儀

等も学びました。米工では、将来の成長につながる資格取得や、専門的な知識と技術が数多く

学べます。それに、様々な分野を学んでいる人が一つのクラスにいるので、色々な人との関わり

を持つことができて楽しい高校生活を送れます。 

 私は現在、東京急行電鉄(株)鉄道事業本部工務部保線課に勤めています。私たち保線
課は、利用するお客さまに安全で快適な鉄道を提供するため、日々の線路点検はもちろ
ん様々な工事の計画や設計業務などの幅広い仕事をしています。毎日、電車が時間通り
に安全に運行することが私たち「縁の下の力持ち」の役割であり、仕事のやりがいでもあり
ます。米工に入学して初めて学んだことが「先生・先輩方へのあいさつ」で、今でもとても大
切な習慣となっています。何気ない事かもしれませんが、元気に「おはようございます」「お
疲れさまです」とあいさつを交わすことで自然にコミュニケーションの幅が広がり、前向きな
明るい気持ちで楽しい社会人生活を過ごすことができています。高校時代を共に過ごした
友人・先生方とは今でも交流があり、『出会えてよかったな』と思う人がたくさんいます。み
なさんにも、そんな仲間と出会うことができる米沢工業で、充実した高校生活を過ごしても
らえたらと思います。 

来往
今古 

 私は米沢工業高校で建築を学び、現在は埼玉県で住宅建築現場の監督として

働いています。早いもので入社して４年半が経ちますが、今でも毎日勉強の日々

です。男性が多い建設業界の中で、女性現場監督として働くことは簡単なことで

はありませんでした。体力的にも精神的にも辛くなることがありますが、自分の大

好きな住宅の仕事ができていることが楽しくて、いつも頑張ろうと思えます。家づく

りという建築の仕事を通してたくさんの方々と出逢い、多くの学びを得て成長する

ことが出来ています。 

私は、八王子市にある（株）田中建設で現場監督をしています。仕事の内容は、現場管理、

品質管理、工程管理などです。簡単に説明すると、職人さんに作業を指示したり工事の写真を

撮影し、記録してまとめたりしています。私の勤めている会社は、複合施設や病院、学校など

公共施設を主に施工管理している会社で、基礎から竣工まで携わることができてとてもやりが

いのある仕事です。 

米工で学んだことは、必ず社会に出てから活かせる時が来ます。私は、もう少し勉強してれ

ばよかったと思うことが多々あり、そう思わないためにも勉強をおろそかにせずに頑張ってほし

いと思います。また、私はバスケットボール部に所属し副部長を務めていました。部活内での

上下関係や挨拶などは社会に出るうえで必ず必要となるので、そのようなところも大事にして

いってほしいと思います。米沢工業高校は、たくさんの素晴らしい先生方がいて、伝統がある

とても良い学校です。私は卒業生として、米工建設環境類を誇りに感じます。皆さんも米工建

設環境類に入学し、誇りと自覚を持って社会で活躍できる人間に成長してください。 

株式会社不動テトラ（東京都）土木施工管理 佐藤 大輔くん 

（平成２５年度土木コース卒 米沢七中出身） 

東急電鉄株式会社（東京都）土木技術員 芳賀 睦美さん 

（平成２４年度土木コース卒 白鷹西中出身） 

株式会社田中建設（東京都）建築施工管理 二階堂 知生くん 

（平成２４年度建築コース卒 宮内中出身） 

増木工業株式会社（埼玉県）建築施工管理 山口 愛莉沙さん 

（平成２２年度建築コース卒 米沢四中出身） 
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 就職に強い米工 化学で世界をリードする！ 

来往
今古 

 私は、ＬＩＯＮ小田原工場に勤務し、薬品の生産に携わっています。薬品は、バファリンＡ錠・バ
ファリンルナⅠ・バファリンプレミアム・エキセドリンの４種類です。簡単そうに思われるかもしれま
せんが、お客様が口にするものなので衛生面や品質面に関してはとても厳しく管理しています。「Ｌ
ＣＣ(ライオンチャレンジカップ)」という事業に関する自由なテーマについて研究・提案し、社長、経
営幹部の前で発表するコンテストに参加しました。様々な内容を考え深掘をして、すごく悩みまし
たが、メンバー全員で遣り遂げ初参加で敢闘賞を取ることができて感動しました。高校時代に、
「何事にも果敢にチャレンジし、賢く学ぶ」ということを知ったからだと思います。ただ学ぶだけでは
本当に身につける事が出来ず、根本的な原因を追及し深掘していくことで本当の理解につながる
のではないでしょうか。 
 米沢工業高校にはていねいに最後まで指導して下さる先生方がたくさんいます。そんな先生方
がいらしたからこそ今の自分があるのだと思い、米工の卒業生である事を誇りに思います。米沢
工業高校で様々な経験をし、成長していく人が増えていけばいいなと思います。 

ライオン株式会社（東京都）生産技術 安部 彩美さん 

（平成２４年度環境化学コース卒 高畠四中出身） 

 当社では主に印刷用インキを製造しています。その中でも、私はグラビアインキを製造しています。インキの
製造でも工程がいくつか分かれていて、私は「調質」と「充填」という２つの工程を担当しています。「調質」は
原料を配合してインキをつくり、規定の外観、色調、粘度などを検査する工程です。「充填」は、調質で仕上
がったインキを機械を通して容器に充填する作業です。私は手順をしっかりと理解したとき、やりがいを感じま
す。又、仕事が慣れてくるとミスは必ずします。そのミスが無くなった時も同じです。最近では自分の出来る仕
事の幅が広がった時にやりがいと達成感を感じているので、積極的にいろいろな仕事に挑戦しています。私
が高校で学んだことは数え切れない程あるのですが、一番は「努力の大切さ」です。人は、身体も心も変わる
ことが出来ます。努力さえ惜しまなければ、良い方に変われたと思います。卒業してから3年経ちますがどん
どん成長しています。 
 米沢工業高校は、「ものづくり」の心を学べます。機械・電気・建設環境と分かれていますが、どれも「ものづ
くり」には欠かせないものです。部活動はどの部も活発に活動しています。私は、柔道部に所属し、練習・試合
だけでなく、ボランティア活動にも取り組みました。柔道部で様々な体験をし、大変良かったです。 

株式会社Ｔ＆Ｋ Ｔｏｋａ（埼玉県）生産技術 坂野 良輔くん 

（平成２３年度環境化学コース卒 米沢五中出身） 

在校生徒よりメッセージ 置賜地区の高校で、建築・土木・環境化学を学べる唯一の学科です 
米工健児が、学習に部活動に全力投球！ 

建設環境類 １年 加藤 圭くん（米沢六中卒） 
 米工に入学して半年になりました。全校生徒の数に驚きました。全校生徒
で高らかに歌う校歌、応援歌は、私達の誇りです。建設環境類では、１年生

から専門的な授業が始まります。建築木工では、のこぎりや機械を使って切

断、組み立ててプレゼンテーションボードを製作しています。測量では、校

地の地盤の高さや地図を作成しています。化学では、二酸化炭素の濃度から

空気の汚れを調べています。私は、陸上部に所属し全国高校駅伝大会を目指

して練習に頑張っています。どの部も恵まれた練習環境の中で、先輩が優し

く指導してくれます。大学進学を目指し、学業と部活動の両立を目指し頑張

ります。米工には私達を導いて下さる情熱あふれる先生方がたくさんいます。

中学生の皆さんも、私達と一緒に米工健児となり、夢をつかみましょう。 

建設環境類・環境化学コース ３年 
     小浦 ちひろ さん（米沢一中卒） 
 米工では人の役に立つ人間になるため

に学習します。環境化学コースでは化学

の基礎知識や地球環境についての学習、

化学実験などを行っています。化学実験

では中学校で習わないような様々な実験

器具や薬品を使用し、難しいイメージも

ありますが、個性豊かな先生方が基礎か

らしっかり教えて下さるのでとても楽し

く自分の将来のためになる学習をするこ

とができます。 

建設環境類・土木コース３年 
            鈴木 彩莉紗さん（川西中卒） 
 みなさんこんにちは！私は米工の建設環境類の土木

コースに通っています。米工は普通校ではまずしない専

門と呼ばれる分野の勉強、専門で学んだ事を実際に行う

実習という授業があります。土木の実習は測量という、

道路や建物を造るときに行う計測をしたり、コンクリー

トを実際に作ったりします。どれも最初は難しいですが、

慣れるとすごく楽しいです。土木というものには国民の

命と財産を護る役割や、未来に残る仕事がたくさんあり

ます。私はそんな土木を学べて誇らしいです。みなさん

も一緒に米工で土木を学んでみませんか？ 

建設環境類・建築コース３年 
         井上 竜士くん（米沢五中卒） 
 米工には３つの類があり、そこからさらに
各分野に分かれています。私は、建設環境類

の建築コースに所属していますが、建築コー

スでは、施工、構造設計、設備計画、建築計

画、建築法規等といった専門的授業を多く受

ける事ができ、専門の知識を多く身につける

事ができます。専門でしか取得できない資格

もあり、取得できれば将来に役立ちます。ぜ

ひ建設環境類建築コースで一緒に建築につい

て学びましょう!! 

④ 
卒業生の便り 全国各地の卒業生が置賜地区中学生へメッセージ 
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