
山形県立米沢工業高等学校

運動部
　●バレーボール　●バスケットボール　●バドミントン　●卓球　●剣道　●柔道　●サッカー　●野球　●陸上競技
　●ソフトテニス　●登山　●スキー　●レスリング　●弓道　●ソフトボール

柔道部

登山部

剣道部

ソフトテニス部

女子ソフトボール部

卓球部

陸上競技部（短距離）

弓道部

バドミントン部

陸上競技部（長距離）

レスリング部

バスケットボール部 野球部

バレーボール部 サッカー部

スキー部

部活動・愛好会・工業クラブ 運動部15、文化部3、愛好会3、工業クラブ3、

今しかできない
最高の挑戦

未来をつくる力を　君の手に



対面式（４月）

１年次宿泊研修（５月）

２年次１日研修（５月）

　　　３. ４年次修学旅行（５月）　　　

交通安全実技講習会（５月）

定通総体卓球（６月）

給食

　職業講話（６月）

工業クラブ
　●機械生産類　●電気情報類
　●建設環境類

文化部
　●マイコン　●絵画
　●吹奏楽

愛好会
　●伝統文化
　●写真
　●米工クラブ

工業クラブ（建設環境類）

工業クラブ（電気情報類）

マイコン部

絵画部

工業クラブ（機械生産類）

吹奏楽部

写真愛好会 米工クラブ

合計24の部活動があります。

〒992-0117
山形県米沢市大字川井300番地
Tel.0238-28-7050
Fax.0238-28-7051

　URL http://www.yonezawa-th.ed.jp
E-mail yyoneko@pref-yamagata.ed.jp
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伝統文化愛好会（茶道） 伝統文化愛好会（和太鼓）

●興味・関心や進路に合わせて科目を選び、自分に合った時間割で学習ができます。
●少人数の授業で、基礎的・基本的な知識や技術を身につけることができます。
●工業科目を中心として、商業科目も学ぶことができます。
●一人ひとりが意欲的に活動できるように、「ものづくり」の基礎に力を入れています。
●体験的な実務や実習を通して、新しい技術を学ぶことができます。
●施設・設備が整った、広い校舎で学ぶことができます。
●企業見学会や職業人講話など「キャリア教育」にも力を入れています。

単位制・２学期制を取り入れています。

バドミントン部、陸上競技部、卓球部、軟式野球部、創作
クラブの5部があります。これまでに多くの生徒が全国大
会に出場し、活躍しています。（卓球部は平成30年度県定
通総体で男子が団体優勝に輝きました。）

部活動

栄養バランスのとれた、おいしく季節感豊かな給食を実施
しています。ご飯も含めてすべて本校で調理しています。

完全給食制です

働いている生徒には、一定の条件を満たすと教科書の無償
支給と給食費の一部補助、就労を単位の一部分として認定
する制度（「実務代替」）などがあります。

就労生徒への援助

少人数のため、生徒同士、生徒と職員のふれあいがあって
アットホームな雰囲気です。登校時に「こんばんは」の挨拶
が元気に飛び交います。

一人ひとりの居場所を大切にします

修学旅行、体育祭、生活体験発表会、交通安全実技講習会、
文化祭など、思い出に残る行事がたくさんあります。

楽しい行事

定時制の特色

　働きながら学ぶことにより、「健康で心豊かな、たくまし
い実践力のある人間」の育成を目指しています。自分の力で
学び、未来に羽ばたく人のための「夢の持てる定時制課程」で
す。授業は夕方５時からスタートします。

ビジネス文書実務検定、計算技術検定、丙／乙種危険物取扱者、
ガス溶接、アーク溶接、小型車両系建設機械　など挑戦資格

定時制産業科 40名
定員



電気情報類
電気情報科

40名
定員

１学期
      ４月 ５月 ６月 ７月

２学期
８月 ９月 10月 11月 12月

　ものづくりの基本となる設計、加工、制御について学習します。
また、これからの社会のニーズを捉え、「ことづくりからものづくり」までの企画を提案
するところから、製品をつくりさらに良い製品に改善していくことを実践で学びます。
　さらに、地域社会と連携し、工業人として求められる知識・技能と教養を身につけます。

　電気をつくり、送り出し、受けるしくみについて学習し、
それを活用する技術の基礎と、コンピュータに関連する技
術や技能について学びます。また、資格取得の学習を通し
て社会で必要な技能の習得をめざしています。

旋盤、フライス盤、研削盤、
歯切り盤、ＮＣ工作機械等の
操作方法を学習します。

発電から家庭・工場までの電気供給と電気エネル
ギーの維持・保安とその制御に関して学習します。

機械設計や制御方法を理解
し、設計から製作、ロボット
制御等を学習します。

電子回路の制御や組込み技術などのプログラム・通信技
術とネットワーク構築やソフトウェアに関して学習します。

アイディアを形にするため
の方法を理解し、製品の企
画から提案、評価と改善の
方法を学習します。

機械加工コース

加工と組立 エネルギーと電気工事 コンピュータと電子回路設計と制御 企画と製作

電気コース生産システムコース 情報技術コース生産デザインコース

全日制の課程 類・コース制により学習を進めていきます。類に入学した１年生は普通科目と専門科目を学びます。コースに分かれての学習は、建設環境類が１年後半から、機械生産類と電気情報類は２年次から始まります。

思い出に残る学校行事を通し、人間として必要な多くの力を培います。

夏休み
全国高総文祭
インターハイ
始業式
課題テスト

上杉まつりへの参加
中間試験
生徒会総会
地区高校総体

始業式
勤労体験
入学式
対面式
部紹介
新入生研修
創立記念日

避難訓練
就職選考試験開始
秋季地区高校総体

芸術鑑賞
２学年インターンシップ
ものづくりコンテスト
県高校総体
工場見学
震災ボランティア

中間試験
県高校新人大会
県高校総合文化祭
県高校駅伝
国民体育大会
米工祭

勤労体験
修学旅行

期末試験
体育大会
甲子園予選
終業式
進学夏期講習

期末試験
生徒会立会演説会
生徒会総会
終業式
進学冬期講習

Yoneko School Life

      ４月      ４月春 夏 秋

上杉まつり（5月） インターンシップ（6月）入学式（4月）

勤労体験（4月） 地区総体壮行式（5月） 体育大会（7月）

体育大会（7月）

前期生徒総会（6月） 救命救急講習会（8月） 米工祭（10月） 生徒会立会演説会（12月）

勤労体験（11月）地区新人戦壮行式（9月）

機械生産類 80名
定員

機械科・生産デザイン科

【挑戦資格】 
●第二種電気工事士（認定校）
●第三種電気主任技術者（認定校）
●初級ＣＡＤ検定
●技能検定３級（電子機器組立・シーケンス制御）

●技能検定３級（旋盤・マシニングセンタ・フライス盤・機械検査）　　　●アーク溶接　　　
●品質管理検定　　　●ガス溶接機　　　●製図検定　　　●危険物取扱者

【挑戦資格】 
●ＩＴパスポート試験
●基本情報技術者試験
●工事担当者ＤＤⅢ種
●初級ＣＡＤ検定
●技能検定３級（電子機器組立・シーケンス制御）

【挑戦資格】

【挑戦資格】 【挑戦資格】



米工生の進路状況 過去3年間の主な進路先

生徒の約70％が就職します。その内の60％が県内へ、40％が県外への就
職です。企業からの米工に対する期待は大きく、昨年度は1600件を超える、
県内高校でもトップクラスの求人数でした。それぞれ、専門分野で活躍を
しています。

【県内】  AGCディスプレイグラス米沢㈱、インテグリス・ジャパン㈱、
置賜建設㈱、サクサテクノ㈱、ハイメカ㈱、フジクラ電装㈱、ミユキ
精機㈱、米沢精密㈱、㈱かわでん、㈱小森マシナリー、㈱井上香料、
㈱岡村製作所、㈱鷺宮製作所、金子建設工業㈱、三木ベルテック㈱、
山形三菱鉛筆精工㈱、住理工山形㈱、太田建設㈱、第一貨物㈱、東ソー・
クオーツ㈱、東北パイオニア㈱、八千代田精密㈱、富双合成㈱、彌満
和精機工業㈱　など

【県外】  JFEスチール㈱、UDトラックス㈱、いすゞ自動車㈱、トヨタ
自動車東日本㈱、㈱トッパンパッケージプロダクツ、㈱日立パワーソ
リューションズ、㈱ユアテック、㈱明電舎、京急建設㈱、向井建設㈱、
住友林業㈱、小田急電鉄㈱、世紀東急工業㈱、川田建設㈱、川田工業㈱、
田島ルーフィング㈱、東京メトロ、東京鋪装工業㈱、東北電力㈱、東
和薬品㈱、日産自動車㈱、日本道路㈱、日野自動車㈱、㈱SUBARU、
福島製鋼㈱、明電プラントシステムズ㈱　など

【公務員】  置賜広域行政事務組合機械、山形県職員学校事務、山形県
警察官B、山形県職員土木、横浜市水道技術　など

【大学等】  山形大学、足利工業大学、金
沢工業大学、順天堂大学、東北工業大学、
日本工業大学、日本大学、山梨学院大学、
東北芸術工科大学、東北公益文科大学、
東北文教大学短期大学部、山形県立産業
技術短期大学校、米沢女子短期大学、山
形県立山形職業能力開発専門校、山形県
立米沢工業高等学校専攻科、三友堂看護
専門学校、山形医療技術専門学校、山形
歯科専門学校、米沢調理師専門学校、花
壇自動車大学校、トヨタ東京自動車大学
校、日本デザイナー学院、宮城県塩釜医
師会附属准看護学院など

約30%の生徒が本校卒業後、より高度な知識
や、より深い専門の技術を学び、身に付ける
ため、大学・短大や本校専攻科、そして専門
学校等に進学しています。

就　職

進　学

専攻科

建設環境類
建築科・環境工学科

80名
定員

10名
定員

冬季体育行事（1月）

課題研究発表会（2月）

雪灯篭作り（2月） 選挙啓発講座（3月）

キャンパスベンチャーグランプリ
全国大会

外部講師授業 合同演習 東京研修（情報技術コース）

卒業式（3月）

１月 ２月 ３月
３学期

　防災や自然エネルギーの学習や、東日本大震災の復興ボ
ランティア活動などにも取り組んでいます。「教育は人なり」
をモットーに、個性豊かな職員が個を大切にした教育を行っ
ています。

専攻科とは高等学校を卒業した後、1～2年間さらに専門的な
知識・技術と高い実務能力を有する人材育成の課程です。

企業と大学（山形大学、東北芸術工科大学）等から、第一線の講師を
お招きしています。専門分野の学習は、講義、演習・実験・実習を一
体化し、少人数による教育を行っています。また長期の企業研修に
より、課題解決ができる総合的な技術力と実践力を育成します。

地球環境に配慮し、安全で快適
な建築物をつくるために必要な
計画・設計・構造・施工などにつ
いて学習します。

安全で快適なまちづくりを基本
とした都市施設の計画及び設
計、土木構造物の施工に必要な
測量技術や施工法を学習します。

化学及び物理的な実験の基本操作
や化学合成方法、地球・地域に配慮
した環境設計、化学製品の製造及び
リサイクル技術を学習します。

未来創生！ 未来開拓！ 未来飾彩！

建築コース 土木コース 環境化学コース

インターネットを中心とす
るネットワーク技術と、急
速に拡大しつつあるJava
言語を用いたソフト開発に
重点を置いたIT技術者を育
成します。

CAD/CAM/CIM技術を習
得することにより金型や精
密部品を設計、加工、製作
することのできる「総合的」
な技術者を育成します。

実践的なデザインワークを
通して、新しい商品企画や製
品開発に必要な材料や市場
等の知識を学び、新たな視
点でものづくりをすること
ができる能力を養います。

情報技術コース 生産システムコース 生産デザインコース

類・コース制により学習を進めていきます。類に入学した１年生は普通科目と専門科目を学びます。コースに分かれての学習は、建設環境類が１年後半から、機械生産類と電気情報類は２年次から始まります。

始業式
課題テスト
冬季体育行事

課題研究発表会
冬季インターハイ
冬季国民体育大会
雪灯篭まつり
生徒会リーダー研修会

期末試験
卒業式
修了式
全国高校選抜大会

冬

【挑戦資格】
●建築施工技術者
●福祉住環境コーディネータ
●技能検定2･3級（建築大工･配管）

【挑戦資格】
●土木施工技術者
●測量士補

【挑戦資格】
●乙種危険物取扱者
●公害防止管理者
●技能検定３級（化学分析）

【挑戦資格】 【挑戦資格】 【挑戦資格】


