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就職 進学

学科

めざす
人材

人と地球の
未来を紡ぐ
エンジニア
として機械
を開発でき
る人

暮らしを支
えるメカト
ロニクスを
創造できる
人

IoT社会を
支える電子
制御を開発
できる人

明るい未来
と暮らしを
支える電気
製品を創造
できる人

材料開発と
地球環境を
支える未来
の化学技術
を開発でき
る人

｢デザイン」
を学び､広く
創造・提案
できる人

各工業分野においてめざす人材の基盤
● 急速に変化していくＩＣＴなどを活用した機器の知識や技術に対応できる人

主な特徴

● 課題に主体的に取り組み、探究し、解決しようとする人

● １年生では、工業の基礎について幅広く学習
● ４学科６コースで工業を学ぶ

● ｢長岡ものづくり未来学」という学校独自の科目を設定し、ものづくりを通して自分の将来を考える
● ２年生から少人数で専門科目を学ぶ
● ２・３年生では、コースの内容について実習を行う
● 長岡市、地元企業との協定により、地域と協働した人材育成をめざす

未来のものづくりに対応できる技術者を育成します長岡工業高等学校

工 業 科 (くくり募集 )

長岡ものづくり未来学・工業技術基礎

コース決定

産業デザイン科物質工学科電気電子工学科機械工学科

電気エネルギーコース 産業デザインコース

機械創造コース 電子制御コース 材料環境工学コース

電子機械コース

1年

2～3年

　私は､高校入学時から進路を決めなければならないギリギリまで､進学または就職にする
のか､そもそも具体的に自分が何をしたいのかがよくわかっていませんでした｡ですが､
地元でまだ続けたいことがある事や今学んでいることの更に先も知りたいということ､
環境問題について何かできることはないかという思いから、長岡技術科学大学の物質生物
工学分野を選択しました。
　しかし､実際に受験に対する準備を始めたのは、自分の意思の弱さや気楽すぎる考え
から､同じ志望先の人達よりもかなり遅い時期となってしまいました｡その為､志望調書は
毎日先生のところに通い､納得のいく形になるまで話し合いをしながら添削をしてもらい
無事､提出することができました。その後は小論文や口頭試問への対策、面接練習を行い
ました。
　特に大変だったのは面接練習でした｡面接特有の空気や私一人しかいない状況､質問に
対する答えの用意が不十分だった事などから怖いという気持ちでうまく行かないことも
ありました｡しかし､練習を重ねるにつれ､思いつかなかった質問に対する答えを用意した
りして､気持ちを落ち着かせることができるようになりました｡試験当日は､緊張のし過ぎ
から言葉が詰まってしまうこともありましたが､無事､合格することができました。
　これから高校生になる皆さんの中には、更に先の進路を決めるのはまだ早いと思って
いる人もいると思います｡ですが､高校生活が始まってみると､思っているよりも早くその
選択に迫られると思います｡時には悩んで辛いときもあると思います｡だからこそ､様々な
学校のオープンキャンパスに参加するなどして､自分と改めて向き合ってみてください。
きっと今まで自分でも知らなかったことが見つかると思います。
　最後に､ここまで支え導いてくださった先生方､ありがとうございました。

令和４年３月
物質工学科　材料環境工学コース卒

3年5組　　山口　千尋

長岡技術科学大学工学部 

令和４年３月
機械工学科　電子機械コース卒

3年2組　　伊藤　勇音

ユニオンツール株式会社

　私は３年になるまで就職ではなく進学をずっと考えてきました｡これといってやり
たいことがなかったのでやりたいことを見つけたり､興味のある専門的な分野を学び
たいという気持ちが強かったからです｡しかし､３年になり長岡求人説明会に参加し数
多くの企業の仕事内容や社風を知りました｡それまで私は就職のことは全く考えていま
せんでしたが､求人説明会を通じて就職してみたいという気持ちが強くなりました｡
そこから私は進学することをやめ､今まで学校で学んできた技術や知識を活かして社会
人として働きたく就職することを目指しました｡元々､家族や担任の先生には進学すると
いう話をしていたので自分の考えをしっかりと伝え､進学から就職にしたい気持ちを
理解してもらえました｡その後､内定を頂くために就職試験の日まで毎日本気で筆記試験
の勉強や面接の練習をしました｡面接の練習は一人では出来なかったので多くの先生や
家族に協力してもらい練習しました｡本番で何を言われても答えられるように面接の
練習はたくさんしました｡たくさんの先生方や家族に協力して頂いたおかげでしっかり
と就職試験に臨む準備ができました。
　多くの人から協力して頂いた結果､企業から内定を頂くことができました｡私は周りと
比べ､進路を決めるのが遅く､焦りを感じる時もありました｡ですが､周りの人からの
サポートもあり焦りから自信に繋げることができました｡協力して頂いた先生方や家族
には本当に感謝しています。ありがとうございました｡期待に応えられるよう精一杯
努めます。

就職・進学体験談 長工スピリッツを受け継ぎ、様々な分野へ、羽ばたいています。



アーチェリー 野球 陸上競技

ロボット 山岳 バドミントン

放送バレー部 水泳

部活動紹介
局（2）

文化クラブ (8)

体育クラブ(14)

同好会(2)
ものづくり● 軽音楽●

陸上競技 卓球 ソフトテニス テニス　
バレーボール バスケットボール 野球　
山岳 サッカー 剣道 バドミントン
アーチェリー ラグビー 水泳

● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

文芸 理数 美術 書道　 写真 化学
吹奏楽 ロボット

● ● ● ● ● ●

● ●

会誌 放送● ●

アーチェリー部

バドミントン部

化学部

写真部

放送局

ロボット部
高校生ロボット競技新潟県大会　2位

第11回新潟県化学インターハイ実験種目　3位

第35回新潟県高等学校総合文化祭写真専門部展　入選

陸上競技部
第74回新潟県高等学校総合体育大会陸上競技大会　男子三段跳1位
第60回北信越高等学校総合体育大会陸上競技大会　男子三段跳4位

令和3年度新潟県高等学校総合体育大会
　　　　　　　　　　 　　　　　　男子団体１位、男子個人1位・2位・3位
令和3年度全国高等学校総合体育大会　男子団体　出場
令和3年度全国高等学校選抜大会　　　男子個人　出場

第74回新潟県高等学校総合体育大会　学校対抗戦ベスト8
第50回記念新潟県高等学校選抜大会　学校対抗戦ベスト8

第35回新潟県高等学区総合文化祭･放送部門兼第41回ＱＫ杯校内放送コンクール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ビデオメッセージ部門　1位
第68回ＮＨＫ杯全国高等学校放送コンテスト新潟県大会
                                                                 テレビドキュメント部門　3位

令和3年度の主な活躍

体験入学（予定） 入試関連（予定）
一般選抜

令和5年3月7日火
調査書／学力検査（４：６）

■アクセス／バス路線■周辺地図

《本校を会場に工業科で実施》

（詳細はホームページに掲載）
10月12㈬、10月13日㈭

●南循環バス 内回り(JR長岡駅大手口から本校)、
　南循環バス 外回り(本校からJR長岡駅大手口)
　大手口１０番線 幸町１丁目下車 徒歩約１分
●長岡駅前＝市立劇場＝前川＝免許センター線
　大手口１０番線 幸町１丁目下車 徒歩約１分
●長岡駅前＝市立劇場＝宮内本町線
　大手口１０番線 幸町１丁目下車 徒歩約１分

※運行本数は１本／時間程度です。詳細はバス会社へお問合せください。
　なお、JR長岡駅大手口から本校まで徒歩約2０分です。

新潟県立長岡工業高等学校
〒940-0084 新潟県長岡市幸町2丁目7番70号

4502-93）8520（XAF　6791-53）8520（LET
E-mail : school@nagaokak-h.nein.ed.jp

ホームページ : http://www.nagaokak-h.nein.ed.jp/

●市立劇場

◯文
◯文
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長岡工業高等学校



勉強に部活、なんにでも
積極的に挑戦

取得可能資格

進学・就職

在校生の声

在校生の声

他分野を幅広く
学習できるコースです

進学・就職

機械工学科　電子機械コース　主な進路先（令和2年度・令和3年度）

取得可能資格

機械創造コース
機械工学科

電子機械コース
機械工学科

暮らしを支える電子機械(メカトロニクス)
私たちは､物の豊かな社会で多くの製品を使って、

生活を営んでいます｡これらの製品は､工業の

さまざまな技術が集約されたものです｡その

ような社会の中で､電子機械コースでは､機械

分野をはじめ､電気･電子､制御分野を幅広く

学びます｡先生方のサポートも万全です｡さま

ざまな分野の知識や技能を経験でき､将来の

進路選択の幅が広げられる電子機械コースで、

共に学び､将来のスペシャリストをめざし

ませんか。

■進　学／長岡技術科学大学､三条市立大学､新潟工科大学､金沢工業大学､神奈川大学､日本大学､東京都市大学､
東京工科大学、新潟医療福祉大学、新潟職業能力開発短期大学校 他
■就　職／アルプスアルパイン㈱､㈱オーエム製作所､TDKラムダ㈱､ユニオンツール㈱､㈱総合車両製作所､㈱
ネクスコ･エンジニアリング新潟､㈱アドテックエンジニアリング､パナソニック㈱LS社､ヨネックス㈱､ケミ
コン長岡㈱､㈱INPEX､三菱ガス化学㈱　 他

●基礎製図検定　●機械製図検定　●初級CAD検定　●技能検定(機械加工) 　●2級ボイラー技師　●危険物取扱者(乙種各類)
●第二種電気工事士　●計算技術検定　●情報技術検定　●ICTプロフィシエンシー検定　など　

●技能検定（機械加工）　●２級ボイラー技士　●基礎製図検定　●機械製図検定　●情報技術検定
●危険物取扱者（乙種）など

■進学／長岡技術科学大学､三条市立大学､金沢工業大学､拓殖大学､日本大学､埼玉工業大学､新潟工科大学､
新潟工業短期大学､トヨタ自動車大学校、新潟国際自動車大学校　他
■就職／日本精機(株)､アルプスアルパイン(株)､(株)オーエム製作所､TDKラムダ(株)､ユニオンツール(株)､
(株)総合車両製作所、(株)新潟日立、北越工業(株)、倉敷機械(株)、ケミコン長岡(株)、インペックスエンジニア
リング(株)　　他

受け継がれる技術と精神
人と地球の未来を紡ぐエンジニア
　みなさんが毎日暮らしている中にいろいろな『物』があります｡それ
がみなさんの手元に届くまでの材料の開発、安全性･使いやすさを考
慮した設計から製造に至るまでの全てとこれからの私達の時代を
つくる技術を機械創造コースで学びませんか。

　｢電子機械コースって、ナニ？」
ハイブリッドカー､ロボット､電気製品や医療機器など､身近な工業製
品の多くには､マイクロコンピュータをはじめとした電子技術や機械
技術が応用されています｡今後ますますその用途は多様化します。
 電子機械コースでは､機械技術･電子技術･情報技術を組み合わせた新
しい技術の基礎･基本を幅広く学びます。

機械工学科　機械創造コース　主な進路先（令和2年度・令和3年度）

　自分の手で機械を動かし、｢もの｣を作り出し

ます。聞いたことのない作業や見たことのない

機械を通じてものづくりの知識が学べます。先生

方のサポートもあって、実習でも学習でも心配

はいりません。

　また、みんな普段とても元気が良く、部活、委員

会活動､その他様々な活動に積極的です。卒

業後の進路も努力次第でたくさんの道が開け

ます。私たちも皆さんの入学を待っています｡



　

　

社会に貢献できる
電気エンジニアを
めざします

在校生の声

在校生の声

進学・就職

電気電子工学科　電子制御コース　主な進路先（令和2年度・令和3年度）

取得可能資格

電気電子工学科

電子制御コース

電子制御がIoT社会を支えている

　私は現在､卒業後に電力や電気工事に関

わる仕事に就きたいと考え､日々勉強してい

ます｡電気エネルギーコースでは､2学年で国

家資格である第二種電気工事士を取得が

可能です｡また様々な電気分野の知識や技能

を身につけることもできます｡ぜひ､皆さん

も私たちと一緒に勉強しませんか。

皆さんも一緒に
学習しましょう

■進学／新潟大学､新潟工科大学､日本大学､神奈川工科大学､関東学院大学､工学院大学､拓殖大学､千葉工業大学､東京工科大学､
新潟職業能力開発短期大学校､太田医療技術専門学校､新潟情報専門学校､北里大学保健衛生専門学院､新潟工科専門学校　他
■就職／東北電力㈱､東北電力ネットワーク㈱､(一財)東北電気保安協会､㈱ユアテック､パナソニック㈱LS社新潟工場､
㈱ネクスコ･エンジニアリング新潟､㈱日立ビルシステム､東日本電気エンジニアリング㈱､アルプスアルパイン㈱長岡工場､
㈱イートラスト､大原電業㈱､久保誠電気興業㈱､㈱良電社､ユニオンツール㈱､石油資源開発㈱長岡事業所　他

『明るい未来―電気の力』
～暮らしを支える電気を学ぶ～

○第一種電気工事士　○第二種電気工事士(卒業後　筆記試験免除)　
○第三種電気主任技術者（筆記試験免除　卒業後、実務経験3年で交付申請可能、要 実務経歴証明）
○情報技術検定　○計算技術検定　○Ｐ検

電気電子工学科　電気エネルギーコース　主な進路先（令和2年度・令和3年度）

進学・就職

取得可能資格

電気電子工学科

電気エネルギーコース

　私は電子制御コースで機械を自在に動かす

ための基礎的な学習をしています｡本コース

には電気基礎や通信技術､実習など様々な科目

があります｡特に実習では､座学で学んだ内容

を目で見て確認することで確かな知識を身に

つけることができます｡難しい分野もあります

が､先生方の手厚いサポートがあるので心配は

いりません｡皆さんも現代社会の生活に欠かせ

ない制御技術を一緒に学んでみませんか｡

■就職／TDKラムダ㈱､アルプスアルパイン㈱､パナソニック㈱新潟工場､キヤノントッキ㈱､㈱大菱計器製作所

■進学／長岡技術科学大学、新潟大学、日本大学、金沢工業大学、東京電機大学、新潟工科大学、新潟工業短期大学、
新潟コンピュータ専門学校

●第2級海上特殊無線技士･第3級陸上特殊無線技士
　（上記は電子制御コースを卒業と同時に無試験で取得できます。）

●ITパスポート試験　●工事担任者（ネットワーク接続技術者）　●情報技術検定　●計算技術検定　

　　｢考える未来技術の一端｣
　電子制御は､スマートフォン､ネットワーク､自動車産業をはじめ､
今やあらゆる分野で技術革新の中心的役割を果たしています｡
電子制御コースは電子工学の基礎を学習し､制御､通信､情報の各
分野の技術を習得します｡最近の卒業生は､国公立大学や私大工
科系大学へ進学する生徒が多く、理系進学にも対応した本
コース独自のカリキュラムになっています。

　身近な家電製品や電気自動車など､電気を利用した製品は､
私たちの暮らしを豊かにしてくれます｡また､電気は､熱や光､
機械を動かす動力源となり､生活や産業を支えるエネルギー
として､なくてはならないものです｡電気エネルギーコースで
は､電気の基礎から発電やモーターの仕組み、電子回路やコン
ピューターの学習など幅広い知識と技術を学び､社会に求めら
れる実践的な電気技術者を目指します。
　電気エネルギーコースは､国家資格である第三種電気主任
技術者の認定校となっており､在学中の電気工事士の取得にも
力を入れています。



　

化学を探究するなら
このコースです

在校生の声材料環境工学コース

物質工学科　材料環境工学コース　主な進路先（令和2年度・令和3年度）

物質工学科

取得可能資格

進学・就職

在校生の声産業デザインコース
産業デザイン科

取得可能資格

進学・就職

「デザイン」を学び、創造・提案型の人材を育成

　中学校で学習した理科の基礎がどのような

形で応用され､私たちの身の回りにある工業

製品に生かされているのか､勉強したいと

思い入学しました。

　実験･実習では､中学校にはなかった分析

機器･ガラス器具を使用し、楽しく興味を

持って取り組むことができます。

　就職･進学に向けて基礎学力をつけ､たく

さんの資格取得を目指して、私たち学科の

仲間は頑張っています。

　産業デザイン科は全国でも数少ないデザイン

に関する分野を専門的に学ぶ学科で､他では

学べない知識や技術を身につけることができ

ます｡平面構成や立体構成などデザインの基礎

を土台とし､プロダクトデザイン・ビジュアルデ

ザイン･空間デザイン・染織デザインなどを広く

学習し､自ら創造したデザインを具体的な形に

することができます。　生活環境を取り巻く産業に関わるデザインを考え､作品制作(表現)をするコースです｡色彩や材料などデザインに関する
必要な知識・技術を学び､幅広いデザイン分野に対応できるデザイン技能を総合的に学習します。

デザインすることに
興味を抱く皆さんへ

産業デザイン科　産業デザインコース　主な進路先（令和2年度・令和3年度）

■進　学／長岡造形大学､東北芸術工科大学､新潟工科大学､大阪芸術大学､国際情報大学､敬和学園大学､
新潟工科専門学校､新潟日建工科専門学校､新潟コンピュータ専門学校､新潟デザイン専門学校､日本アニメ･マンガ専門学校
■就　職／TDKラムダ㈱､㈱コロナ長岡工場､NTT東日本-関信越､久保誠電気興業㈱､㈱大菱計器製作所､
日精サービス㈱､新潟ダイヤモンド電子㈱､アキラ工業㈱､カネモク工業㈱､㈱長岡サッシ工業

●色彩検定　●基礎製図検定　●染色検定　●織物設計検定　●情報技術検定　●ICTプロフィシエンシー検定

●毒物劇物取扱者　●危険物取扱者（乙種各類・甲種）　●２級ボイラー技士　●計算技術検定　●情報技術検定など

■進学／新潟大学､長岡技術科学大学､山梨大学､新潟工科大学､新潟薬科大学､新潟医療福祉大学､金沢工業大学､
日本大学､千葉工業大学､北里大学保健衛生専門学院､新潟工科専門学校　他
■就職／㈱INPEX国内E＆P事業本部､㈱コロナ長岡工場､デンカ㈱青海工場､越後交通㈱､石油資源開発㈱､㈱INPEXパイプ
ライン､㈱ジャペックスパイプライン､越後ながおか農業協同組合､緑水工業㈱､北越メタル㈱､日揮触媒化成㈱　他

未来の化学技術がささえる
材料開発と地球環境
　私たちの日常生活に欠かすことのできない洗剤､飲料容器､自動
車､コンピュータ｡これらの材料には｢環境にやさしい化学工業｣
の視点から､高度な最新技術と知識が生かされています｡
　新たな材料開発に取り組み､地球環境を守り､そして改善の
糸口を探るためには､化学技術の力が重要です｡その基礎知識
と応用力を身につけ､化学の可能性を学ぶことができるコース
です。


