
特色特色

近年の就職率近年の就職率

■  ２年間（2,800時間）の専門的で企業ニーズに沿った実務実践型の訓練

■  少人数制（１クラス20名）による個々の能力に応じたきめ細かな指導
■  技術習得・資格取得を目指す実学一体型のカリキュラム
■  企業が求める社会人となるためのマナー教育
■  充実したキャリア形成支援体制

TOYAMA
GISEN

技術者になる！ 各科定員20名／訓練期間２年

修了年度 平成22年３月

就職率 100％
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Car Maintenance

各科定員20名／訓練期間２年年各科科科定定定定定員員員22222222222222000000名名名／／／訓訓訓練練練期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間２２２２２２２２２２２２２２２２２２２年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年

（ハイブリッド車、CNC旋盤、３Dプリンター、ロボット制御装置等も導入）

校外体育（ボウリング）

施設見学（アルミ製品工場）

ハイブリッド車実習風景（自動車整備科）

献血

就職支援セミナー 校外体育（健康増進施設） 専門実習発表会（メカトロニクス科）

専門実習発表会（電子情報科）バーベキュー（地域清掃の後で）

学院生活
School life
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JR富山駅
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富山市職業訓練センター
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荏原循環線技術専門学院前下車徒歩２分富山地方鉄道電鉄富山駅より越中荏原駅まで電車７分、越中荏原駅より徒歩４分

●富山第一銀行 
●セブンイレブン

越中荏原駅

平成27年度 2015
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自動車整備科
２級自動車整備士の国家試験の合格並びに即戦力となる技術者を養成し、さらには、故障診断
や技術革新に対応できる幅広い知識の習得を目指します。また、車を大切にする心を育み、
ユーザーの立場に立ったアドバイスができる整備士を養成します。

ハイブリッド車のカットモデル鈑金塗装作業

Car Maintenance

㈱イーピーエム・コーポレーション、㈱上田モータース、㈱カーフィールド、㈲黒河自動車、コマツリフト㈱、㈱スズキ自販富山、富山いすゞ 自動車㈱、富山ダイハツ販売㈱、富
山トヨタ自動車㈱、富山トヨペット㈱、富山日産自動車㈱、富山日野自動車㈱、富山三菱自動車販売㈱、トヨタL&F富山㈱、トヨタカローラ富山㈱、㈱日産サティオ富山、ネッ
ツトヨタ富山㈱、ネッツトヨタノヴェルとやま㈱、㈱ファーレン富山、㈱北陸マツダ、㈱ホンダカーズ高岡、㈱ホンダセンター富山、㈱ホンダ四輪販売北陸、森本自動車(有)

過去３年間の就職実績

●自動車工学 ●自動車整備 ●機器の構造・取扱 ●自動車検査 ●法規 ●工作作業 ●測定作業
●自動車整備作業 ●自動車検査作業 ●ハイブリッド車の整備作業 ●鈑金塗装作業 ●安全衛生 等

科　目

２級自動車整備士（ガソリン・ジーゼル）の
受験資格〔実技試験免除〕

中古自動車査定士技能検定（小型車）、ガス溶接技能講習修了証、
アーク溶接等業務特別教育修了証、低圧電気取扱者特別教育修了証

修了時に取得できる資格 在学中に受験できる資格試験等
資格等

機械部品の加工やロボット、制御プログラムなどを作成し、機械の操作と制御の技術の習得を目指
します。また、コンピュータ制御で自動加工する「最新の工作機械」による訓練等を通して、今日の
生産現場に対応できる技術・技能を修得し、将来の指導技術者として職場のリーダーを養成します。

マシニングセンタ操作CNC旋盤操作

アイティオ㈱、アルミファクトリー㈱、(有)青木工業所、旭産業㈱、寿電設㈱、三協マテリアル㈱、三光機械工業㈱、㈱シンコー、㈱スギノマシン、住吉工業㈱、セプ
ラ㈱、大平洋ランダム㈱、㈱田村製作所、中越合金鋳工㈱、津根精機㈱、㈱東洋電制製作所、富山製紙㈱、㈱ナチマシナリーエンジニアリング、日清工業㈱、ビニ
フレーム工業㈱、北陸電機製造㈱、㈱北陸電設、㈱マスオカ、㈱マツダ、㈱丸栄製作所、㈱森山電機製作所、ＹＫＫ㈱黒部事業所、ＹＫＫ ＡＰ㈱、㈱若野鋳造所

過去３年間の就職実績

●機械工学 ●電気工学 ●材料力学 ●材料 ●機械設計 ●機械操作及び工作基本実習
●電気・電子回路組立基本実習 ●メカトロニクス機器組立実習 ●制御プログラム作成実習 ●安全衛生 等

科　目

資格等

メカトロニクス科
Mechatronics

技能検定（機械加工普通旋盤） ／ 電気工事士 ／ ＣＡＤ利用技術者試験
在学中に受験できる資格試験等

旭産業㈱、加越電話工事㈱、㈱神島リビング、協和マシン㈱、(有)北日本システム、キタムラ機械㈱、㈱高志インテック、㈱佐伯治一郎商店、㈱サプラ、三
協立山アルミ㈱、三耐保温㈱、㈱三和製作所、㈱七研、㈱スカイ、大栄建材㈱、㈱東洋電制製作所、富山県トラック㈱、富山スガキ㈱、富山データー機器
サービス㈱、トヤマ電話工事㈱、日清工業㈱、日本海電業㈱、㈱北陸電設、㈱ホンダ自販タナカ、㈱マイテック、宮越工芸㈱、ＹＫＫ㈱黒部事業所

過去３年間の就職実績

●電気理論 ●電子工学 ●自動制御 ●デジタル制御実習 ●マイコン制御実習 ●プログラム作成実習
●オブジェクト指向言語実習 ●ネットワーク実習 ●安全衛生 等

科　目

資格等

技能検定（電子機器組立て） ／ ディジタル技術検定 ／ 情報処理技術者試験 ／ 日商ＰＣ検定 ／ 情報検定
在学中に受験できる資格試験等

デジタル電子回路実習マイコン制御実習

コンピュータのソフトウェア技術とデジタル電子回路の製作等のハードウェア技術の習得を目
指します。さらに、相互のつながりを深く理解することで、これからのデジタル化、高度情報
化社会に対応できる技術者を養成します。

電子情報科
Electronics 

        Information

訓練
目標

訓練
目標

訓練
目標
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します。また、コンピュータ制御で自動加工する「最新の工作機械」による訓練等を通して、今日の
生産現場に対応できる技術・技能を修得し、将来の指導技術者として職場のリーダーを養成します。

マシニングセンタ操作CNC旋盤操作

アイティオ㈱、アルミファクトリー㈱、(有)青木工業所、旭産業㈱、寿電設㈱、三協マテリアル㈱、三光機械工業㈱、㈱シンコー、㈱スギノマシン、住吉工業㈱、セプ
ラ㈱、大平洋ランダム㈱、㈱田村製作所、中越合金鋳工㈱、津根精機㈱、㈱東洋電制製作所、富山製紙㈱、㈱ナチマシナリーエンジニアリング、日清工業㈱、ビニ
フレーム工業㈱、北陸電機製造㈱、㈱北陸電設、㈱マスオカ、㈱マツダ、㈱丸栄製作所、㈱森山電機製作所、ＹＫＫ㈱黒部事業所、ＹＫＫ ＡＰ㈱、㈱若野鋳造所

過去３年間の就職実績

●機械工学 ●電気工学 ●材料力学 ●材料 ●機械設計 ●機械操作及び工作基本実習
●電気・電子回路組立基本実習 ●メカトロニクス機器組立実習 ●制御プログラム作成実習 ●安全衛生 等

科　目

資格等

メカトロニクス科
Mechatronics

技能検定（機械加工普通旋盤） ／ 電気工事士 ／ ＣＡＤ利用技術者試験
在学中に受験できる資格試験等

旭産業㈱、加越電話工事㈱、㈱神島リビング、協和マシン㈱、(有)北日本システム、キタムラ機械㈱、㈱高志インテック、㈱佐伯治一郎商店、㈱サプラ、三
協立山アルミ㈱、三耐保温㈱、㈱三和製作所、㈱七研、㈱スカイ、大栄建材㈱、㈱東洋電制製作所、富山県トラック㈱、富山スガキ㈱、富山データー機器
サービス㈱、トヤマ電話工事㈱、日清工業㈱、日本海電業㈱、㈱北陸電設、㈱ホンダ自販タナカ、㈱マイテック、宮越工芸㈱、ＹＫＫ㈱黒部事業所

過去３年間の就職実績

●電気理論 ●電子工学 ●自動制御 ●デジタル制御実習 ●マイコン制御実習 ●プログラム作成実習
●オブジェクト指向言語実習 ●ネットワーク実習 ●安全衛生 等

科　目

資格等

技能検定（電子機器組立て） ／ ディジタル技術検定 ／ 情報処理技術者試験 ／ 日商ＰＣ検定 ／ 情報検定
在学中に受験できる資格試験等

デジタル電子回路実習マイコン制御実習

コンピュータのソフトウェア技術とデジタル電子回路の製作等のハードウェア技術の習得を目
指します。さらに、相互のつながりを深く理解することで、これからのデジタル化、高度情報
化社会に対応できる技術者を養成します。

電子情報科
Electronics 

        Information

訓練
目標

訓練
目標

訓練
目標



特色特色

近年の就職率近年の就職率

■  ２年間（2,800時間）の専門的で企業ニーズに沿った実務実践型の訓練

■  少人数制（１クラス20名）による個々の能力に応じたきめ細かな指導
■  技術習得・資格取得を目指す実学一体型のカリキュラム
■  企業が求める社会人となるためのマナー教育
■  充実したキャリア形成支援体制

TOYAMA
GISEN

技術者になる！ 各科定員20名／訓練期間２年

修了年度 平成22年３月

就職率 100％

平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月

100％ 100％ 100％ 100％

TOYAMA GISEN

Car Maintenance

各科定員20名／訓練期間２年年各科科科定定定定定員員員22222222222222000000名名名／／／訓訓訓練練練期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間２２２２２２２２２２２２２２２２２２２年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年

（ハイブリッド車、CNC旋盤、３Dプリンター、ロボット制御装置等も導入）

校外体育（ボウリング）

施設見学（アルミ製品工場）

ハイブリッド車実習風景（自動車整備科）

献血

就職支援セミナー 校外体育（健康増進施設） 専門実習発表会（メカトロニクス科）

専門実習発表会（電子情報科）バーベキュー（地域清掃の後で）

学院生活
School life

●くすりのアオキ

当学院

N

技術専門学院前

本線・立山線

不二越上滝線

至富山

至藤木 

北陸本線

金泉寺

JR富山駅

富山ライトレール

●運輸支局

富山市職業訓練センター
学院グラウンド

富山第一高校
●

東新庄駅稲荷町駅電鉄富山駅

富山駅北

８至高岡 至魚津

●にいかわ信用金庫ローソン●

向新庄口 ●GS（シェル） 向新庄

新庄

サークルＫ●

41

荏原循環線技術専門学院前下車徒歩２分富山地方鉄道電鉄富山駅より越中荏原駅まで電車７分、越中荏原駅より徒歩４分

●富山第一銀行 
●セブンイレブン

越中荏原駅

平成27年度 2015


