
サレジオ工業高等専門学校
情報公開

2021年05月01日現在

■ 定員及び現員

■ 出身中学校地域別学生数

■ 外国人学生数

■ 奨学生数

( 内女子 ）
学科 入学定員 第1学年 第2学年 第3学年 第4学年 第5学年 計

ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 45 38(25) 50(31) 32(18) 37(22) 32(18) 189(114)
電気工学科 45 23(2) 41(1) 23(0) 44(2) 29(0) 160(5)

機械電子工学科 45 43(2) 58(2) 51(9) 52(5) 33(2) 237(20)
情報工学科 45 40(2) 42(3) 42(5) 39(2) 52(2) 215(14)

計 180 144(31) 191(37) 148(32) 172(31) 146(22) 801(153)
専攻科 28 21(0) 14(1) 35(1)

( 内女子 ）
出身地 第1学年 第2学年 第3学年 第4学年 第5学年 計
東京 87（20） 105（18） 72（18） 96（21） 88（13） 448(90）

神奈川 40（8） 78（17） 64（12） 60（8） 52（9） 294（54）
埼玉 3（0） 3（1） 5（0） 3（0） 5（0） 19（1）
千葉 5（2） 2（0） 3（0） 5（1） 0（0） 15（3）

その他 9（1） 3（1） 4（2） 8（1） 1（0） 25（5）
計 144（31） 191（37） 148（32） 172（31） 146（22） 801（153）

出身地
留学生 外国人学生 留学生 外国人学生 留学生 外国人学生 留学生 外国人学生 留学生 外国人学生 留学生 外国人学生

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
合計 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

計第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年

奨学金名 第1学年 第2学年 第3学年 第4学年 第5学年 計
日本学生支援機構※ 0 5 6 8 25 44
東京都育英資金 1 3 4 10 10 28
埼玉県奨学金 0 0 1 0 1 2

相模原市奨学金 0 3 3 0 0 6
その他 0 0 0 0 1 1

合計 1 11 14 18 37 81
※貸与奨学生・給付奨学生の合計


学納金

		学納金他 ガクノウキン タ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

		学年 ガクネン		授業料 ジュギョウリョウ		実験実習費 ジッケン ジッシュウ ヒ		施設設備費 シセツ セツビヒ		校費 コウヒ		課外教育費 カガイ キョウイクヒ		研修旅行積立金 ケンシュウ リョコウ ツミタテ キン		父母会入会金 フボ カイ ニュウカイキン		父母会費 フボ カイヒ		学友会費 ガクユウカイ ヒ

		1		500,000		48,000		180,000		45,000		42,000		19,000		10,000		9,800		6,800

		2		600,000		48,000		180,000		45,000				38,000				9,800		6,800

		3		700,000		48,000		180,000		45,000				38,000				9,800		6,800

		4		960,000		60,000		180,000		45,000				55,000				9,800		6,800

		5		960,000		60,000		180,000		45,000								9,800		6,800

		入学金 ニュウガクキン		入学検定料 ニュウガク ケンテイ リョウ

		300,000		21,000





令和3年度

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2021(令和3)年度 レイワ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																		( 内女子 ） ウチ ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		38(25)		50(31)		32(18)		37(22)		32(18)		189(114)														189

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		23(2)		41(1)		23(0)		44(2)		29(0)		160(5)														160

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		43(2)		58(2)		51(9)		52(5)		33(2)		237(20)														237

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		40(2)		42(3)		42(5)		39(2)		52(2)		215(14)														215

				計 ケイ		180		144(31)		191(37)		148(32)		172(31)		146(22)		801(153)														801

				専攻科 センコウ カ		28		21(0)		14(1)								35(1)														35



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( 内女子 ） ウチ ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		87（20）		105（18）		72（18）		96（21）		88（13）		448(90）

				神奈川 カナガワ		40（8）		78（17）		64（12）		60（8）		52（9）		294（54）

				埼玉 サイタマ		3（0）		3（1）		5（0）		3（0）		5（0）		19（1）

				千葉 チバ		5（2）		2（0）		3（0）		5（1）		0（0）		15（3）

				その他 タ		9（1）		3（1）		4（2）		8（1）		1（0）		25（5）

				計 ケイ		144（31）		191（37）		148（32）		172（31）		146（22）		801（153）



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構※ ニホン ガクセイ シエン キコウ		3		5		7		23		21		59

				東京都育英資金 トウキョウト イクエイ シキン		3		5		10		10		4		32

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		0		0		1						1

				相模原市奨学金 サガミハラ シ ショウガクキン		3		3		3						9

				その他 タ		0		0		0		1		1		2





				合計 ゴウケイ		9		13		21		34		26		103

				※貸与奨学生・給付奨学生の合計 タイヨ ショウガクセイ キュウフ ショウガクセイ ゴウケイ



		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																																		倍率＝志願者÷入学定員 バイリツ シガンシャ ニュウガク テイイン

																																				定員充足率＝入学者÷入学定員 テイイン ジュウソクリツ ニュウガク シャ ニュウガクテイイン

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ																						志願者数 シガンシャ スウ		入学者数 ニュウガク シャ スウ

				令和3年度(2021) レイワ ネンド		180		227(41)		1.26		144(31)		0.80																				令和3年度(2021) レイワ ネンド		227		144

				令和2年度(2020) レイワ ネンド		180		342(57)		1.90		194(37)		1.08																				令和2年度(2020) レイワ ネンド		342		194

				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		180		266(53)		1.48		157(38)		0.87																				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		266		157

				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		180		330(57)		1.83		199(35)		1.11																				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		330		199

				平成29年度(2017) ヘイセイ ネンド		180		330(41)		1.83		180(26)		1.00																				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		330		180

				平成28年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.68		196(29)		1.09																				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		302		196

				平成27年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.71		201(30)		1.12																				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		307		201

				平成26年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.09																				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		353		196

				平成25年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00																				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		288		180

				平成24年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.97		200(31)		1.11																				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		354		200

				平成23年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94																				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		314		170

				平成22年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72																				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		207		130

				平成21年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88																				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		245		159

				平成20年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96																				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		254		172

				平成19年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99																				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		251		179

				平成18年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91																				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		201		163

				平成17年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96																				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		242		173

				平成16年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96																				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		221		172

				平成15年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87																				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		223		157

				平成14年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78																				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		214		141

				平成13年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03																				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		241		186

				平成12年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		0.94		152(26)		0.68																				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		212		152

				平成11年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.44		244(34)		1.08																				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		325		244

				平成10年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.30		242(33)		1.08																				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		293		242

				平成9年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.70		242(33)		1.08																				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		382		242

				平成8年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.60		241(55)		1.07																				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		361		241

				平成7年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16																				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		371		262

				平成6年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95																				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		297		213

				平成5年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.41		260(37)		1.16																				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		317		260

				平成4年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22																				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		425		275

				平成3年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17																				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		486		264

				平成2年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19																				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		492		268

				平成1年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12																				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		439		252

				昭和63年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12																				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		469		252



		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ

				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		16		17		11		4		0		49

				女 オンナ		0		1		2		0		0		0		3

				合計 ゴウケイ		1		17		19		11		4		0		52

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ																 

				職名 ショクメイ		20～29歳 サイ		30～39歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ								1				1

				教授 キョウジュ						5		12		1		17

				准教授 ジュン キョウジュ				3		12		4				19

				講師 コウシ				6		3		1		1		11

				助教 ジョ キョウ		2		1								4

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ		2		10		17		21		2		52																本科生数 ホンカセイ スウ		801

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																														専任教員数 センニン キョウイン スウ		52		15.4

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  15.4人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン																												非常勤教員数 ヒジョウキン キョウイン スウ		44

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :   8.34人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン																												教員計 キョウイン ケイ		96		8.34

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    52対44 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ																														在籍者数÷定員 ザイセキシャ スウ テイイン

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		89.0%																								0.890

						デザイン学科 ガッカ		84.0%																								0.840

						電気工学科 デンキ コウガッカ		71.1%																								0.7111111111

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		105.3%																								1.0533333333

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		95.5%																								0.9555555556

				専攻科 センコウ カ				125.0%																								1.25

		退学・除籍者数 タイガク ジョセキ シャ スウ

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		4		13		11		17		2		47

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		8		11		12		8		1		40

		中退率 チュウタイ リツ																																1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ																5/1/17		182		189		191		180		133

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		2.2%		6.8%		5.7%		9.4%		1.5%		5.3%																5/1/16		196		199		182		156		149

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		4.0%		5.5%		6.5%		5.1%		0.6%		4.5%

		留年者数 リュウネンシャ スウ



				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				13名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				8名 メイ

		社会人学生数 シャカイ ジン ガクセイ スウ				※　学事統計では使ってない ガクジ トウケイ ツカ

				令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

				令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		海外協定相手校 カイガイ キョウテイ アイテ コウ

				校名 コウメイ				国 クニ		内容 ナイヨウ

				泰日工科大学 タイ ニチ コウカ ダイガク				タイ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾏﾝﾀﾞﾙｲﾖﾝ工科大学 コウカ ダイガク				フィリピン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				モンゴル高専教育ｾﾝﾀ-NGO コウセン キョウイク				モンゴル		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾃｸﾆｶﾙ・ｶﾚｯｼﾞ・ﾌｧﾄﾏｶ				東ﾃｨﾓ-ﾙ ヒガシ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ネ－グルカレッジ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾚｼﾞｱﾝｶﾚｯｼﾞ・ｻﾝﾊﾞﾘ-ｽｸ-ﾙ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾘｱ・ｻﾚｼﾞｵ大学 ダイガク				スペイン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				教皇庁立ｻﾚｼﾞｵ大学 キョウコウ チョウ リツ ダイガク				イタリア		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ





令和2年度

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2020(令和2)年度 レイワ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																		( 内女子 ） ウチ ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		50(30)		33(19)		41(25)		32(18)		33(23)		189(115)														189

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		44(2)		24(0)		49(2)		31(0)		37(0)		185(4)														185

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		58(2)		48(9)		55(5)		34(3)		52(2)		247(21)														247

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		42(3)		43(6)		44(2)		59(2)		40(1)		228(14)														228

				計 ケイ		180		194(37)		148(34)		189(34)		156(23)		162(26)		849(154)														849

				専攻科 センコウ カ		28		15(0)		11(0)								26(0)														26



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( 内女子 ） ウチ ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		106(18)		72(19)		107(22)		95(13)		96(14)		476(86)

				神奈川 カナガワ		80(17)		63(13)		65(10)		54(10)		64(12)		326(62)

				埼玉 サイタマ		3(1)		5(0)		3(0)		5(0)		2(0)		18(1)

				千葉 チバ		2(0)		4(0)		5(1)		0		0		11(1)

				その他 タ		3(1)		4(2)		9(1)		2(0)		0		18(4)

				計 ケイ		194(37)		148(34)		189(34)		156(23)		162(26)		849(154)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0

				合計 ゴウケイ		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構※ ニホン ガクセイ シエン キコウ		3		5		7		23		21		59

				東京都育英資金 トウキョウト イクエイ シキン		3		5		10		10		4		32

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		0		0		1						1

				相模原市奨学金 サガミハラ シ ショウガクキン		3		3		3						9

				その他 タ		0		0		0		1		1		2





				合計 ゴウケイ		9		13		21		34		26		103

				※貸与奨学生・給付奨学生の合計 タイヨ ショウガクセイ キュウフ ショウガクセイ ゴウケイ



		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																																		倍率＝志願者÷入学定員 バイリツ シガンシャ ニュウガク テイイン

																																				定員充足率＝入学者÷入学定員 テイイン ジュウソクリツ ニュウガク シャ ニュウガクテイイン

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ																						志願者数 シガンシャ スウ		入学者数 ニュウガク シャ スウ

				令和2年度(2020) レイワ ネンド		180		342(57)		1.90		194(37)		1.08																				令和2年度(2020) レイワ ネンド		342		194

				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		180		266(53)		1.48		157(38)		0.87																				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		266		157

				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		180		330(57)		1.83		199(35)		1.11																				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		330		199

				平成29年度(2017) ヘイセイ ネンド		180		330(41)		1.83		180(26)		1.00																				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		330		180

				平成28年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.68		196(29)		1.09																				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		302		196

				平成27年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.71		201(30)		1.12																				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		307		201

				平成26年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.09																				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		353		196

				平成25年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00																				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		288		180

				平成24年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.97		200(31)		1.11																				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		354		200

				平成23年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94																				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		314		170

				平成22年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72																				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		207		130

				平成21年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88																				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		245		159

				平成20年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96																				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		254		172

				平成19年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99																				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		251		179

				平成18年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91																				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		201		163

				平成17年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96																				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		242		173

				平成16年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96																				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		221		172

				平成15年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87																				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		223		157

				平成14年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78																				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		214		141

				平成13年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03																				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		241		186

				平成12年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		0.94		152(26)		0.68																				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		212		152

				平成11年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.44		244(34)		1.08																				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		325		244

				平成10年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.30		242(33)		1.08																				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		293		242

				平成9年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.70		242(33)		1.08																				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		382		242

				平成8年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.60		241(55)		1.07																				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		361		241

				平成7年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16																				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		371		262

				平成6年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95																				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		297		213

				平成5年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.41		260(37)		1.16																				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		317		260

				平成4年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22																				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		425		275

				平成3年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17																				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		486		264

				平成2年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19																				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		492		268

				平成1年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12																				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		439		252

				昭和63年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12																				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		469		252



		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ

				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		17		17		11		4		0		50

				女 オンナ		0		1		2		0		0		0		3

				合計 ゴウケイ		1		18		19		11		4		0		53

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～29歳 サイ		30～39歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ								1				1

				教授 キョウジュ						5		12		1		18

				准教授 ジュン キョウジュ				3		12		4				19

				講師 コウシ				6		3		1		1		11

				助教 ジョ キョウ		3		1								4

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ		2		10		21		18		2		53																本科生数 ホンカセイ スウ		849

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																														専任教員数 センニン キョウイン スウ		53		16.0

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  16人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン																												非常勤教員数 ヒジョウキン キョウイン スウ		52

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :   8.09人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン																												教員計 キョウイン ケイ		105		8.09

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    53対52 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ																														在籍者数÷定員 ザイセキシャ スウ テイイン

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		94.3%																								0.943

						デザイン学科 ガッカ		84.0%																								0.840

						電気工学科 デンキ コウガッカ		82.2%																								0.8222222222

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		109.8%																								1.0977777778

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		101.3%																								1.0133333333

				専攻科 センコウ カ				92.9%																								0.9285714286

		退学・除籍者数 タイガク ジョセキ シャ スウ

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		4		13		11		17		2		47

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		8		11		12		8		1		40

		中退率 チュウタイ リツ																																1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ																5/1/17		182		189		191		180		133

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		2.2%		6.8%		5.7%		9.4%		1.5%		5.3%																5/1/16		196		199		182		156		149

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		4.0%		5.5%		6.5%		5.1%		0.6%		4.5%

		留年者数 リュウネンシャ スウ



				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				13名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				8名 メイ

		社会人学生数 シャカイ ジン ガクセイ スウ				※　学事統計では使ってない ガクジ トウケイ ツカ

				令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

				令和1年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		海外協定相手校 カイガイ キョウテイ アイテ コウ

				校名 コウメイ				国 クニ		内容 ナイヨウ

				泰日工科大学 タイ ニチ コウカ ダイガク				タイ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾏﾝﾀﾞﾙｲﾖﾝ工科大学 コウカ ダイガク				フィリピン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				モンゴル高専教育ｾﾝﾀ-NGO コウセン キョウイク				モンゴル		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾃｸﾆｶﾙ・ｶﾚｯｼﾞ・ﾌｧﾄﾏｶ				東ﾃｨﾓ-ﾙ ヒガシ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ネ－グルカレッジ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾚｼﾞｱﾝｶﾚｯｼﾞ・ｻﾝﾊﾞﾘ-ｽｸ-ﾙ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾘｱ・ｻﾚｼﾞｵ大学 ダイガク				スペイン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				教皇庁立ｻﾚｼﾞｵ大学 キョウコウ チョウ リツ ダイガク				イタリア		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ





令和元年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2019(令和元)年度 レイワ ガン ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																		( 内女子 ） ウチ ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		37（22）		40（25）		33（18）		33（23）		38（21）		181（109）														181

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		25（0）		50（2）		34（0）		39（0）		29（0）		177（2）														177

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		48（9）		58（5）		39（3）		55（2）		45（4）		245（23）														245

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		47（7）		48（3）		62（2）		40（1）		38（1）		235（14）														235

				計 ケイ		180		157（38）		196（35）		168（23）		167（26）		150（26）		838（148）														838

				専攻科 センコウ カ		28		11（1）		10（0）								21（1）														21



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( 内女子 ） ウチ ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		79(22)		111(23)		102(13)		97(14)		96(21)		485(93)

				神奈川 カナガワ		65(14)		68(10)		57(10)		68(12)		45(5)		303(51)

				埼玉 サイタマ		5		3		5		2		3		18

				千葉 チバ		4		5(1)		2		0		3		14(1)

				その他 タ		4(2)		9(1)		2		0		3		18(3)

				計 ケイ		157(38)		196(35)		168(23)		167(26)		150(26)		838(148)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0

				合計 ゴウケイ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ				まだ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		5		7		5		13		16		46

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		5		10		12		5		16		48

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		0		0		1						1

																0

																0

																0

				その他 タ												0

				合計 ゴウケイ		10		17		18		18		32		95





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																																		倍率＝志願者÷入学定員 バイリツ シガンシャ ニュウガク テイイン

																																				定員充足率＝入学者÷入学定員 テイイン ジュウソクリツ ニュウガク シャ ニュウガクテイイン

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ																						志願者数 シガンシャ スウ		入学者数 ニュウガク シャ スウ

				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		180		266(53)		1.48		157(38)		0.87																				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		266		157

				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		180		330(57)		1.83		199(35)		1.11																				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		330		199

				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		180		330(41)		1.83		180(26)		1.00																				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		330		180

				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.68		196(29)		1.09																				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		302		196

				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.71		201(30)		1.12																				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		307		201

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.09																				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		353		196

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00																				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		288		180

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.97		200(31)		1.11																				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		354		200

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94																				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		314		170

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72																				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		207		130

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88																				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		245		159

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96																				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		254		172

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99																				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		251		179

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91																				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		201		163

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96																				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		242		173

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96																				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		221		172

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87																				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		223		157

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78																				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		214		141

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03																				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		241		186

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		0.94		152(26)		0.68																				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		212		152

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.44		244(34)		1.08																				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		325		244

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.30		242(33)		1.08																				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		293		242

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.70		242(33)		1.08																				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		382		242

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.60		241(55)		1.07																				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		361		241

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16																				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		371		262

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95																				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		297		213

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.41		260(37)		1.16																				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		317		260

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22																				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		425		275

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17																				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		486		264

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19																				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		492		268

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12																				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		439		252

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12																				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		469		252



		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ

				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		16		19		7		5		0		48

				女 オンナ		0		0		3		1		1		0		5

				合計 ゴウケイ		1		16		22		8		6		0		53

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ								1				1

				教授 キョウジュ						6		9		1		16

				准教授 ジュン キョウジュ				4		10		7		1		22

				講師 コウシ				4		2		2				8

				助教 ジョ キョウ		3		3								6

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ		3		11		18		19		2		53																本科生数 ホンカセイ スウ		838

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																														専任教員数 センニン キョウイン スウ		53		15.8

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  15.8人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン																												非常勤教員数 ヒジョウキン キョウイン スウ		51

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :   8.06人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン																												教員計 キョウイン ケイ		104		8.06

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    53対51 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ																														在籍者数÷定員 ザイセキシャ スウ テイイン

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		93.1%																								0.931

						デザイン学科 ガッカ		80.4%																								0.804

						電気工学科 デンキ コウガッカ		78.7%																								0.7866666667

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		108.9%																								1.0888888889

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		104.4%																								1.0444444444

				専攻科 センコウ カ				75.0%																								0.75

		退学・除籍者数 タイガク ジョセキ シャ スウ

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		4		13		11		17		2		47

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		8		11		12		8		1		40

		中退率 チュウタイ リツ																																1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ																5/1/17		182		189		191		180		133

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		2.2%		6.8%		5.7%		9.4%		1.5%		5.3%																5/1/16		196		199		182		156		149

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		4.0%		5.5%		6.5%		5.1%		0.6%		4.5%

		留年者数 リュウネンシャ スウ



				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				13名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				8名 メイ

		社会人学生数 シャカイ ジン ガクセイ スウ

				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		海外協定相手校 カイガイ キョウテイ アイテ コウ

				校名 コウメイ				国 クニ		内容 ナイヨウ

				泰日工科大学 タイ ニチ コウカ ダイガク				タイ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾏﾝﾀﾞﾙｲﾖﾝ工科大学 コウカ ダイガク				フィリピン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				モンゴル高専教育ｾﾝﾀ-NGO コウセン キョウイク				モンゴル		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾃｸﾆｶﾙ・ｶﾚｯｼﾞ・ﾌｧﾄﾏｶ				東ﾃｨﾓ-ﾙ ヒガシ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ネ－グルカレッジ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾚｼﾞｱﾝｶﾚｯｼﾞ・ｻﾝﾊﾞﾘ-ｽｸ-ﾙ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾘｱ・ｻﾚｼﾞｵ大学 ダイガク				スペイン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				教皇庁立ｻﾚｼﾞｵ大学 キョウコウ チョウ リツ ダイガク				イタリア		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ





30年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2018(平成30)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																		( 内女子 ） ウチ ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		41(25)		36(20)		38(23)		39(22)		35(20)		189(110)														189

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		48(2)		42(0)		46(0)		40(1)		29(1)		205(4)														205

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		62(5)		41(3)		54(1)		54(5)		43(1)		254(15)														254

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		48(3)		63(2)		45(1)		47(2)		49(7)		252(15)														252

				計 ケイ		180		199(35)		182(25)		183(25)		180(30)		156(29)		900(144)														875

				専攻科 センコウ カ		28		10(0)		14(0)								24(0)														25



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( 内女子 ） ウチ ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		114(22)		112(15)		105(13)		110(23)		92(14)		533(87)

				神奈川 カナガワ		68(11)		59(10)		73(12)		59(6)		52(12)		311(51)

				埼玉 サイタマ		3		6		3		3		5(1)		20(1)

				千葉 チバ		5(1)		2		0		3		3(1)		13(2)

				その他 タ		9(1)		3		2		5(1)		4(1)		23(3)

				計 ケイ		199(35)		182(25)		183(25)		180(30)		156(29)		900(144)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		0		3		7		9		8		27

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		0		11		8		19		9		47

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		0		2		1						3

																0

																0

																0

				その他 タ												0

				合計 ゴウケイ		0		16		16		28		17		77





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		180		330(57)		1.83		199(35)		1.10

				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		180		330(41)		1.83		180(26)		1.00

				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.67		196(29)		1.089

				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.7		201(30)		1.11

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.08

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.6		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12



		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ

				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		13		21		5		5		0		45

				女 オンナ		0		0		2		2		0		0		4

				合計 ゴウケイ		1		13		23		7		5		0		49

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ								1				1

				教授 キョウジュ						5		7		1		13

				准教授 ジュン キョウジュ				6		7		9		1		23

				講師 コウシ						5		2		0		7

				助教 ジョ キョウ				5								5

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ				11		17		19		2		49																本科生数 ホンカセイ スウ		875

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ																														専任教員数 センニン キョウイン スウ		49		17.9

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  18.4人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :   8.74人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    49対54 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		100.0%																								0.9722222222

						デザイン学科 ガッカ		84.0%																								0.840

						電気工学科 デンキ コウガッカ		91.1%																								0.9111111111

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		112.9%																								1.1288888889

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		112.0%																								1.12

				専攻科 センコウ カ				85.7%																								0.8928571429

		退学・除籍者数 タイガク ジョセキ シャ スウ

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		4		13		11		17		2		47

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		8		11		12		8		1		40

		中退率 チュウタイ リツ																																1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ																5/1/17		182		189		191		180		133

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		2.2%		6.8%		5.7%		9.4%		1.5%		5.3%																5/1/16		196		199		182		156		149

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		4.0%		5.5%		6.5%		5.1%		0.6%		4.5%

		留年者数 リュウネンシャ スウ



				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				13名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				8名 メイ

		社会人学生数 シャカイ ジン ガクセイ スウ

				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

		海外協定相手校 カイガイ キョウテイ アイテ コウ

				校名 コウメイ				国 クニ		内容 ナイヨウ

				泰日工科大学 タイ ニチ コウカ ダイガク				タイ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾏﾝﾀﾞﾙｲﾖﾝ工科大学 コウカ ダイガク				フィリピン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				モンゴル高専教育ｾﾝﾀ-NGO コウセン キョウイク				モンゴル		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾃｸﾆｶﾙ・ｶﾚｯｼﾞ・ﾌｧﾄﾏｶ				東ﾃｨﾓ-ﾙ ヒガシ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ネ－グルカレッジ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾚｼﾞｱﾝｶﾚｯｼﾞ・ｻﾝﾊﾞﾘ-ｽｸ-ﾙ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾘｱ・ｻﾚｼﾞｵ大学 ダイガク				スペイン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				教皇庁立ｻﾚｼﾞｵ大学 キョウコウ チョウ リツ ダイガク				イタリア		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ





29年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2017(平成29)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		37(21)		40(26)		42(23)		36(20)		33(17)		188(107)														188

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		42(0)		44(0)		46(0)		38(2)		26(0)		196(2)														196

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		40(3)		56(1)		56(5)		51(1)		33(1)		236(11)														236

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		63(2)		49(1)		47(1)		55(8)		41(4)		255(16)														255

				計 ケイ		180		182(26)		189(28)		191(29)		180(31)		133(22)		875(136)														875

				専攻科 センコウ カ		28		12(0)		15(0)								27(0)														27



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( )は女子 ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		114(20)		113(17)		117(23)		112(20)		59(15)		516(95)

				神奈川 カナガワ		58(6)		71(11)		65(6)		59(11)		61(7)		314(41)

				埼玉 サイタマ		6		4		4		4		8		26

				千葉 チバ		2				2		3		2		9

				その他 タ		2		1		3		2		3		11

				計 ケイ		182(26)		189(29)		191(29)		180(31)		133(22)		875(136)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0

				合計 ゴウケイ		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		5		8		9		10		26		58

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		12		10		19		14		8		63

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		2		1						3		6

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン												0

				あしなが育英会 イクエイ カイ						1				1		2

																0

				その他 タ												0

				合計 ゴウケイ		19		19		29		24		38		129





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		180		330(41)		1.07		180(26)		1.00

				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.67		196(29)		1.089

				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.7		201(30)		1.11

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.08

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.6		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12



		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ





				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ



				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		12		21		6		5		0		45

				女 オンナ		0		0		3		2		0		0		5

				合計 ゴウケイ		1		12		24		8		5		0		50



				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ								1				1

				教授 キョウジュ						5		7				12

				准教授 ジュン キョウジュ				6		10		7		1		24

				講師 コウシ		1		4		1		2		0		8

				助教 ジョ キョウ		2		3								5

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ		3		13		16		17		1		50

																																本科生数 ホンカセイ スウ		882

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  17.5人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン																												専任教員数 センニン キョウイン スウ		53		16.6



				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :   8.93人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン



				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    50対48 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ



				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		97.3%																								0.9722222222

						デザイン学科 ガッカ		83.5%																								0.8355555556

						電気工学科 デンキ コウガッカ		87.1%																								0.8711111111

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		104.8%																								1.0488888889

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		113.7%																								1.1333333333

				専攻科 センコウ カ				96.4%																								0.9642857143





28年度

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2016(平成26)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成28年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		43(27)		44(24)		39(23)		34(17)		36(20)		196(111)														196

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		46(0)		50(0)		38(2)		32(0)		34(0)		200(2)														200

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		57(1)		55(5)		51(2)		43(1)		39(2)		245(11)														245

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		50(1)		50(1)		54(7)		47(5)		40(3)		241(17)														241

				計 ケイ		180		196(29)		199(30)		182(34)		156(23)		149(25)		882(141)														882

				専攻科 センコウ カ		28		16(0)		4(0)								20(0)														20



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成28年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( )は女子 ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		115(14)		119(20)		108(15)		71(10)		76(14)		463(78)

				神奈川 カナガワ		77(15)		67(8)		63(12)		68(8)		62(10)		321(48)

				埼玉 サイタマ		4		4		5(1)		9(4)		4(1)		28(7)

				千葉 チバ				3		3(0)		2		2		11(1)

				その他 タ		1		5(1)		3(1)		6(1)		5		25(4)

				計 ケイ		196(29)		199(30)		182(34)		156(23)		149(25)		882(141)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成28年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成28年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		5		11		6		24		17		63

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		11		20		12		10		9		62

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		1						3				4

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン												0

				あしなが育英会 イクエイ カイ				1				2				3

																0

				その他 タ												0

				合計 ゴウケイ		17		32		18		39		26		132





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成28年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.67		196(29)		1.089

				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.7		201(30)		1.11

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.08

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.6		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12





		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ



				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ



				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		13		20		10		4		0		48

				女 オンナ		0		0		3		2		0		0		5

				合計 ゴウケイ		1		13		23		12		4		0		53



				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ						1						1

				教授 キョウジュ						6		7		1		14

				准教授 ジュン キョウジュ				8		9		5		1		23

				講師 コウシ				6		2		3		0		11

				助教 ジョ キョウ		2		2								4

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ		2		16		18		15		2		53



				専任教員１人当り学生数(本科)　:  16.6人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン																												本科生数 ホンカセイ スウ		882

																																専任教員数 センニン キョウイン スウ		53		16.6

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :    9.02人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン



				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    55対39 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ



		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		98.0%																								0.98

						デザイン学科 ガッカ		87.1%																								0.8711111111

						電気工学科 デンキ コウガッカ		88.8%																								0.8888888889

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		108.8%																								1.0888888889

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		107.1%																								1.0711111111

				専攻科 センコウ カ				71.0%																								0.7142857143





27年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2015(平成27)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成27年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		43(23)		41(23)		35(18)		38(21)		33(19)		190(104)

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		52(0)		41(2)		33(0)		38(0)		31(0)		195(2)

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		56(6)		55(2)		43(1)		42(2)		32(0)		228(11)

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		50(1)		52(8)		53(5)		47(3)		33(4)		235(21)

				計 ケイ		180		201(30)		189(35)		164(24)		165(26)		129(23)		848(138)

				専攻科 センコウ カ		28		4(0)		11(0)								15(0)



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成27年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		122(22)		112(18)		75(10)		87(15)		67(13)		463(78)

				神奈川 カナガワ		67(7)		65(14)		71(8)		68(10)		50(9)		321(48)

				埼玉 サイタマ		3		5(1)		9(4)		4(1)		7(1)		28(7)

				千葉 チバ		3		3(1)		2		1		2		11(1)

				その他 タ		6(1)		4(1)		7(2)		5		3		25(4)

				計 ケイ		201(30)		189(35)		164(24)		165(26)		129(23)		848(138)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成27年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成27年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		5		6		15		20		18		64

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン				10		10		7		6		33

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン						3				1		4

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン

				あしなが育英会 イクエイ カイ						2						2



				その他 タ

				合計 ゴウケイ		5		16		30		27		25		103





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成27年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.70		201(30)		1.11

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.08

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12

		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ



				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ



				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		13		21		14		2		0		51

				女 オンナ		0		0		2		2		0		0		4

				合計 ゴウケイ		1		13		23		16		2		0		55



				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ						1						1

				教授 キョウジュ						5		7		1		13

				准教授 ジュン キョウジュ				9		7		6		1		23

				講師 コウシ				10		1		4		1		16

				助教 ジョ キョウ		2										2

				助手 ジョシュ

				合計 ゴウケイ		2		19		14		17		3		55



				専任教員１人当り学生数(本科)　:  15.4人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン



				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :    9.02人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン



				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    55対39 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ



		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		94.2%

						デザイン学科 ガッカ		84.4%

						電気工学科 デンキ コウガッカ		86.6%

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		101.3%

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		104.4%

				専攻科 センコウ カ				53.5%





26年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2014(平成26)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成26年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		45(26)		33(17)		44(23)		33(19)		37(16)		192(101)

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		44(2)		36(0)		40(1)		35(0)		34(0)		189(3)

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		55(2)		47(1)		50(2)		32(0)		22(0)		206(5)

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		54(8)		53(5)		48(4)		36(4)		22(2)		213(23)

				計 ケイ		180		198(38)		169(23)		182(30)		136(23)		115(18)		800(132)

				専攻科 センコウ カ		28		11(0)		11(0)								22(0)



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成26年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		118(20)		80(9)		96(18)		71(13)		62(14)		427(74)

				神奈川 カナガワ		67(15)		71(8)		75(11)		53(9)		42(4)		308(47)

				埼玉 サイタマ		6(1)		9(4)		4(1)		7(1)		4(0)		30(7)

				千葉 チバ		3(1)		2(0)		1(0)		2(0)		2(0)		10(1)

				その他 タ		4(1)		7(2)		6(0)		3(0)		5(0)		25(3)

				計 ケイ		198(38)		169(23)		182(30)		136(23)		115(18)		800(132)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成26年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成26年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		2		11		12		16		19		60

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		0		12		9		6		3		30

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		0		3		0		1		1		5

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン

				あしなが育英会 イクエイ カイ		0		2								2



				その他 タ

				合計 ゴウケイ		2		28		21		23		23		97





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成26年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.08

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12

		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ



				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ



				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		13		19		15		1		1		50

				女 オンナ		0		0		2		2		0		0		4

				合計 ゴウケイ		1		13		21		17		1		1		54



				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ						1						1

				教授 キョウジュ						6		5		2		13

				准教授 ジュン キョウジュ				8		8		5				21

				講師 コウシ				10		3		4				17

				助教 ジョ キョウ				1								1

				助手 ジョシュ		1										1

				合計 ゴウケイ		1		19		18		14		2		54



				専任教員１人当り学生数(本科)　:  16.6人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン



				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :    8.3人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン



				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    54対43 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ



				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		88%

						デザイン学科 ガッカ		85.3%

						電気工学科 デンキ コウガッカ		84.0%

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		91.5%

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		94.6%

				専攻科 センコウ カ				78.5%





25年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2013(平成25)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成25年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		34(18)		45(24)		36(20)		37(16)		35(25)		187(103)

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		38(0)		42(1)		34(0)		36(0)		28(2)		178(3)

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		50(2)		54(2)		36(1)		23(0)		36(1)		199(6)

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		60(5)		51(3)		43(5)		24(2)		32(2)		210(17)

				計 ケイ		180		182(25)		192(30)		149(26)		120(18)		131(30)		774(129)

				専攻科 センコウ カ		28		12(0)		13(0)								25(0)



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成25年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		88(10)		100(18)		77(14)		65(14)		59(12)		389(68)

				神奈川 カナガワ		74(9)		81(11)		60(11)		43(4)		63(15)		321(50)

				埼玉 サイタマ		10(4)		4(1)		7(1)		4(0)		3(1)		28(7)

				千葉 チバ		2(0)		1(0)		2(0)		3(0)		1(0)		9(0)

				その他 タ		8(2)		6(0)		3(0)		5(0)		5(2)		27(4)

				計 ケイ		182(25)		192(30)		149(26)		131(30)		131(30)		774(129)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成25年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成25年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		10		2		13		16		20		71

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		0		10		8		3		8		29

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		4		0		1		1		1		7

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン

				あしなが育英会 イクエイ カイ		2								2		4



				その他 タ

				合計 ゴウケイ		16		21		22		20		31		111





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成25年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12

		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ

				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ

				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		14		16		16		3		1		51

				女 オンナ		0		0		1		3		0		0		4

				合計 ゴウケイ		1		14		17		19		3		1		55

				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ						1						1

				教授 キョウジュ						4		4		6		14

				准教授 ジュン キョウジュ				3		9		5				17

				講師 コウシ				10		5		4				19

				助教 ジョ キョウ				3								3

				助手 ジョシュ		1										1

				合計 ゴウケイ		1		16		19		13		6		55

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  14.0人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :    7.6人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン

				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    55対46 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		86%

						デザイン学科 ガッカ		83.1%

						電気工学科 デンキ コウガッカ		79.1%

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		88.4%

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		93.3%

				専攻科 センコウ カ				89.2%





24年度

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2012(平成24)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成24年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		48(25)		37(21)		40(17)		35(25)		32(18)		192(106)

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		43(1)		36(0)		36(1)		32(2)		39(0)		186(4)

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		56(2)		37(1)		22(0)		41(1)		30(1)		186(5)

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		55(3)		48(6)		26(2)		36(2)		40(4)		205(17)

				計 ケイ		180		202(31)		158(28)		124(20)		144(30)		141(23)		769(132)

				専攻科 センコウ カ		28		14(0)		13(0)								27(0)



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成24年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		107(19)		82(15)		68(15)		65(12)		71(12)		393(73)

				神奈川 カナガワ		81(11)		62(11)		45(5)		69(15)		59(8)		316(50)

				埼玉 サイタマ		5(1)		7(1)		4(0)		3(1)		6(1)		25(4)

				千葉 チバ		1(0)		3(0)		2(0)		2(0)		0(0)		8(0)

				その他 タ		8(0)		4(0)		5(0)		5(2)		5(2)		27(4)

				計 ケイ		202(31)		158(27)		124(20)		144(30)		141(23)		769(131)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成24年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成24年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		9		11		11		20		12		63

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		10		9		4		8		3		34

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン				1				1		1		3

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン

				あしなが育英会 イクエイ カイ								2				2

				ｻﾚｼﾞｵ貸与生* タイヨ セイ						6						6

				その他 タ

				合計 ゴウケイ		19		21		21		31		16		108

				*・・・平成２２年度生募集において特別教育支援入試で採用された貸与奨学生 ヘイセイ ネンド セイ ボシュウ トクベツ キョウイク シエン ニュウシ サイヨウ タイヨ ショウガクセイ



		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成24年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数 シガン シャ スウ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.95		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12





２２年度

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2010(平成22)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成22年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		39(18)		39(27)		34(20)		38(19)		34(11)		184(95)

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		41(0)		36(3)		40(0)		48(0)		52(1)		217(4)

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		23(0)		42(1)		36(1)		30(1)		25(2)		156(5)

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		32(2)		35(2)		50(4)		37(3)		29(4)		183(15)

				計 ケイ		180		135(20)		152(33)		160(25)		153(23)		140(18)		740(119)

				専攻科 センコウ カ		28		14(0)		1(0)								15(0)

		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成22年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		73(15)		70(13)		86(15)		77(11)		83(11)		389(65)

				神奈川 カナガワ		50(5)		72(17)		62(7)		60(11)		43(6)		287(46)

				埼玉 サイタマ		5(0)		3(1)		6(1)		6(1)		7(0)		27(3)

				千葉 チバ		2(0)		2(0)		1(0)		5(0)		2(1)		12(1)

				その他 タ		5(0)		5(2)		5(2)		5(0)		5(0)		25(4)

				計 ケイ		135(20)		152(33)		160(25)		153(23)		140(18)		740(119)

		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成22年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

				ｲﾝﾄﾞ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0

		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成22年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		7		17		8		18		11		66

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		4		6		7		8		4		29

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン						2		1		1		4

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン										1		1

				あしなが育英会 イクエイ カイ				2								2

				ｻﾚｼﾞｵ貸与生* タイヨ セイ		7		18								25

				その他 タ

				合計 ゴウケイ		18		43		17		27		17		127

				*・・・平成２２年度生募集において特別教育支援入試で採用された貸与奨学生 ヘイセイ ネンド セイ ボシュウ トクベツ キョウイク シエン ニュウシ サイヨウ タイヨ ショウガクセイ

		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成22年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数 シガン シャ スウ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12
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学納金

		学納金他 ガクノウキン タ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

		学年 ガクネン		授業料 ジュギョウリョウ		実験実習費 ジッケン ジッシュウ ヒ		施設設備費 シセツ セツビヒ		校費 コウヒ		課外教育費 カガイ キョウイクヒ		研修旅行積立金 ケンシュウ リョコウ ツミタテ キン		父母会入会金 フボ カイ ニュウカイキン		父母会費 フボ カイヒ		学友会費 ガクユウカイ ヒ

		1		500,000		48,000		180,000		45,000		42,000		19,000		10,000		9,800		6,800

		2		600,000		48,000		180,000		45,000				38,000				9,800		6,800

		3		700,000		48,000		180,000		45,000				38,000				9,800		6,800

		4		960,000		60,000		180,000		45,000				55,000				9,800		6,800

		5		960,000		60,000		180,000		45,000								9,800		6,800

		入学金 ニュウガクキン		入学検定料 ニュウガク ケンテイ リョウ

		300,000		21,000





令和3年度

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2021(令和3)年度 レイワ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																		( 内女子 ） ウチ ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		38(25)		50(31)		32(18)		37(22)		32(18)		189(114)														189

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		23(2)		41(1)		23(0)		44(2)		29(0)		160(5)														160

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		43(2)		58(2)		51(9)		52(5)		33(2)		237(20)														237

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		40(2)		42(3)		42(5)		39(2)		52(2)		215(14)														215

				計 ケイ		180		144(31)		191(37)		148(32)		172(31)		146(22)		801(153)														801

				専攻科 センコウ カ		28		21(0)		14(1)								35(1)														35



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( 内女子 ） ウチ ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		87（20）		105（18）		72（18）		96（21）		88（13）		448(90）

				神奈川 カナガワ		40（8）		78（17）		64（12）		60（8）		52（9）		294（54）

				埼玉 サイタマ		3（0）		3（1）		5（0）		3（0）		5（0）		19（1）

				千葉 チバ		5（2）		2（0）		3（0）		5（1）		0（0）		15（3）

				その他 タ		9（1）		3（1）		4（2）		8（1）		1（0）		25（5）

				計 ケイ		144（31）		191（37）		148（32）		172（31）		146（22）		801（153）



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構※ ニホン ガクセイ シエン キコウ		3		5		7		23		21		59

				東京都育英資金 トウキョウト イクエイ シキン		3		5		10		10		4		32

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		0		0		1						1

				相模原市奨学金 サガミハラ シ ショウガクキン		3		3		3						9

				その他 タ		0		0		0		1		1		2





				合計 ゴウケイ		9		13		21		34		26		103

				※貸与奨学生・給付奨学生の合計 タイヨ ショウガクセイ キュウフ ショウガクセイ ゴウケイ



		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																																		倍率＝志願者÷入学定員 バイリツ シガンシャ ニュウガク テイイン

																																				定員充足率＝入学者÷入学定員 テイイン ジュウソクリツ ニュウガク シャ ニュウガクテイイン

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ																						志願者数 シガンシャ スウ		入学者数 ニュウガク シャ スウ

				令和3年度(2021) レイワ ネンド		180		227(41)		1.26		144(31)		0.80																				令和3年度(2021) レイワ ネンド		227		144

				令和2年度(2020) レイワ ネンド		180		342(57)		1.90		194(37)		1.08																				令和2年度(2020) レイワ ネンド		342		194

				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		180		266(53)		1.48		157(38)		0.87																				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		266		157

				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		180		330(57)		1.83		199(35)		1.11																				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		330		199

				平成29年度(2017) ヘイセイ ネンド		180		330(41)		1.83		180(26)		1.00																				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		330		180

				平成28年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.68		196(29)		1.09																				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		302		196

				平成27年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.71		201(30)		1.12																				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		307		201

				平成26年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.09																				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		353		196

				平成25年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00																				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		288		180

				平成24年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.97		200(31)		1.11																				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		354		200

				平成23年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94																				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		314		170

				平成22年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72																				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		207		130

				平成21年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88																				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		245		159

				平成20年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96																				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		254		172

				平成19年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99																				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		251		179

				平成18年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91																				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		201		163

				平成17年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96																				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		242		173

				平成16年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96																				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		221		172

				平成15年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87																				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		223		157

				平成14年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78																				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		214		141

				平成13年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03																				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		241		186

				平成12年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		0.94		152(26)		0.68																				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		212		152

				平成11年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.44		244(34)		1.08																				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		325		244

				平成10年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.30		242(33)		1.08																				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		293		242

				平成9年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.70		242(33)		1.08																				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		382		242

				平成8年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.60		241(55)		1.07																				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		361		241

				平成7年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16																				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		371		262

				平成6年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95																				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		297		213

				平成5年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.41		260(37)		1.16																				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		317		260

				平成4年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22																				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		425		275

				平成3年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17																				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		486		264

				平成2年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19																				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		492		268

				平成1年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12																				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		439		252

				昭和63年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12																				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		469		252



		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ

				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		16		17		11		4		0		49

				女 オンナ		0		1		2		0		0		0		3

				合計 ゴウケイ		1		17		19		11		4		0		52

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ																 

				職名 ショクメイ		20～29歳 サイ		30～39歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ								1				1

				教授 キョウジュ						5		12		1		17

				准教授 ジュン キョウジュ				3		12		4				19

				講師 コウシ				6		3		1		1		11

				助教 ジョ キョウ		2		1								4

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ		2		10		17		21		2		52																本科生数 ホンカセイ スウ		801

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																														専任教員数 センニン キョウイン スウ		52		15.4

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  15.4人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン																												非常勤教員数 ヒジョウキン キョウイン スウ		44

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :   8.34人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン																												教員計 キョウイン ケイ		96		8.34

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    52対44 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ																														在籍者数÷定員 ザイセキシャ スウ テイイン

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		89.0%																								0.890

						デザイン学科 ガッカ		84.0%																								0.840

						電気工学科 デンキ コウガッカ		71.1%																								0.7111111111

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		105.3%																								1.0533333333

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		95.5%																								0.9555555556

				専攻科 センコウ カ				125.0%																								1.25

		退学・除籍者数 タイガク ジョセキ シャ スウ

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		4		13		11		17		2		47

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		8		11		12		8		1		40

		中退率 チュウタイ リツ																																1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ																5/1/17		182		189		191		180		133

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		2.2%		6.8%		5.7%		9.4%		1.5%		5.3%																5/1/16		196		199		182		156		149

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		4.0%		5.5%		6.5%		5.1%		0.6%		4.5%

		留年者数 リュウネンシャ スウ



				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				13名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				8名 メイ

		社会人学生数 シャカイ ジン ガクセイ スウ				※　学事統計では使ってない ガクジ トウケイ ツカ

				令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

				令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		海外協定相手校 カイガイ キョウテイ アイテ コウ

				校名 コウメイ				国 クニ		内容 ナイヨウ

				泰日工科大学 タイ ニチ コウカ ダイガク				タイ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾏﾝﾀﾞﾙｲﾖﾝ工科大学 コウカ ダイガク				フィリピン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				モンゴル高専教育ｾﾝﾀ-NGO コウセン キョウイク				モンゴル		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾃｸﾆｶﾙ・ｶﾚｯｼﾞ・ﾌｧﾄﾏｶ				東ﾃｨﾓ-ﾙ ヒガシ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ネ－グルカレッジ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾚｼﾞｱﾝｶﾚｯｼﾞ・ｻﾝﾊﾞﾘ-ｽｸ-ﾙ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾘｱ・ｻﾚｼﾞｵ大学 ダイガク				スペイン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				教皇庁立ｻﾚｼﾞｵ大学 キョウコウ チョウ リツ ダイガク				イタリア		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ





令和2年度

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2020(令和2)年度 レイワ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																		( 内女子 ） ウチ ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		50(30)		33(19)		41(25)		32(18)		33(23)		189(115)														189

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		44(2)		24(0)		49(2)		31(0)		37(0)		185(4)														185

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		58(2)		48(9)		55(5)		34(3)		52(2)		247(21)														247

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		42(3)		43(6)		44(2)		59(2)		40(1)		228(14)														228

				計 ケイ		180		194(37)		148(34)		189(34)		156(23)		162(26)		849(154)														849

				専攻科 センコウ カ		28		15(0)		11(0)								26(0)														26



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( 内女子 ） ウチ ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		106(18)		72(19)		107(22)		95(13)		96(14)		476(86)

				神奈川 カナガワ		80(17)		63(13)		65(10)		54(10)		64(12)		326(62)

				埼玉 サイタマ		3(1)		5(0)		3(0)		5(0)		2(0)		18(1)

				千葉 チバ		2(0)		4(0)		5(1)		0		0		11(1)

				その他 タ		3(1)		4(2)		9(1)		2(0)		0		18(4)

				計 ケイ		194(37)		148(34)		189(34)		156(23)		162(26)		849(154)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0

				合計 ゴウケイ		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構※ ニホン ガクセイ シエン キコウ		3		5		7		23		21		59

				東京都育英資金 トウキョウト イクエイ シキン		3		5		10		10		4		32

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		0		0		1						1

				相模原市奨学金 サガミハラ シ ショウガクキン		3		3		3						9

				その他 タ		0		0		0		1		1		2





				合計 ゴウケイ		9		13		21		34		26		103

				※貸与奨学生・給付奨学生の合計 タイヨ ショウガクセイ キュウフ ショウガクセイ ゴウケイ



		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																																		倍率＝志願者÷入学定員 バイリツ シガンシャ ニュウガク テイイン

																																				定員充足率＝入学者÷入学定員 テイイン ジュウソクリツ ニュウガク シャ ニュウガクテイイン

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ																						志願者数 シガンシャ スウ		入学者数 ニュウガク シャ スウ

				令和2年度(2020) レイワ ネンド		180		342(57)		1.90		194(37)		1.08																				令和2年度(2020) レイワ ネンド		342		194

				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		180		266(53)		1.48		157(38)		0.87																				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		266		157

				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		180		330(57)		1.83		199(35)		1.11																				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		330		199

				平成29年度(2017) ヘイセイ ネンド		180		330(41)		1.83		180(26)		1.00																				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		330		180

				平成28年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.68		196(29)		1.09																				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		302		196

				平成27年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.71		201(30)		1.12																				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		307		201

				平成26年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.09																				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		353		196

				平成25年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00																				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		288		180

				平成24年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.97		200(31)		1.11																				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		354		200

				平成23年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94																				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		314		170

				平成22年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72																				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		207		130

				平成21年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88																				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		245		159

				平成20年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96																				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		254		172

				平成19年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99																				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		251		179

				平成18年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91																				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		201		163

				平成17年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96																				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		242		173

				平成16年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96																				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		221		172

				平成15年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87																				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		223		157

				平成14年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78																				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		214		141

				平成13年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03																				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		241		186

				平成12年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		0.94		152(26)		0.68																				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		212		152

				平成11年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.44		244(34)		1.08																				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		325		244

				平成10年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.30		242(33)		1.08																				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		293		242

				平成9年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.70		242(33)		1.08																				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		382		242

				平成8年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.60		241(55)		1.07																				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		361		241

				平成7年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16																				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		371		262

				平成6年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95																				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		297		213

				平成5年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.41		260(37)		1.16																				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		317		260

				平成4年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22																				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		425		275

				平成3年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17																				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		486		264

				平成2年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19																				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		492		268

				平成1年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12																				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		439		252

				昭和63年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12																				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		469		252



		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ

				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		17		17		11		4		0		50

				女 オンナ		0		1		2		0		0		0		3

				合計 ゴウケイ		1		18		19		11		4		0		53

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～29歳 サイ		30～39歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ								1				1

				教授 キョウジュ						5		12		1		18

				准教授 ジュン キョウジュ				3		12		4				19

				講師 コウシ				6		3		1		1		11

				助教 ジョ キョウ		3		1								4

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ		2		10		21		18		2		53																本科生数 ホンカセイ スウ		849

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																														専任教員数 センニン キョウイン スウ		53		16.0

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  16人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン																												非常勤教員数 ヒジョウキン キョウイン スウ		52

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :   8.09人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン																												教員計 キョウイン ケイ		105		8.09

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    53対52 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ																														在籍者数÷定員 ザイセキシャ スウ テイイン

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		94.3%																								0.943

						デザイン学科 ガッカ		84.0%																								0.840

						電気工学科 デンキ コウガッカ		82.2%																								0.8222222222

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		109.8%																								1.0977777778

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		101.3%																								1.0133333333

				専攻科 センコウ カ				92.9%																								0.9285714286

		退学・除籍者数 タイガク ジョセキ シャ スウ

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		4		13		11		17		2		47

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		8		11		12		8		1		40

		中退率 チュウタイ リツ																																1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ																5/1/17		182		189		191		180		133

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		2.2%		6.8%		5.7%		9.4%		1.5%		5.3%																5/1/16		196		199		182		156		149

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		4.0%		5.5%		6.5%		5.1%		0.6%		4.5%

		留年者数 リュウネンシャ スウ



				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				13名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				8名 メイ

		社会人学生数 シャカイ ジン ガクセイ スウ				※　学事統計では使ってない ガクジ トウケイ ツカ

				令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

				令和1年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		海外協定相手校 カイガイ キョウテイ アイテ コウ

				校名 コウメイ				国 クニ		内容 ナイヨウ

				泰日工科大学 タイ ニチ コウカ ダイガク				タイ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾏﾝﾀﾞﾙｲﾖﾝ工科大学 コウカ ダイガク				フィリピン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				モンゴル高専教育ｾﾝﾀ-NGO コウセン キョウイク				モンゴル		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾃｸﾆｶﾙ・ｶﾚｯｼﾞ・ﾌｧﾄﾏｶ				東ﾃｨﾓ-ﾙ ヒガシ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ネ－グルカレッジ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾚｼﾞｱﾝｶﾚｯｼﾞ・ｻﾝﾊﾞﾘ-ｽｸ-ﾙ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾘｱ・ｻﾚｼﾞｵ大学 ダイガク				スペイン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				教皇庁立ｻﾚｼﾞｵ大学 キョウコウ チョウ リツ ダイガク				イタリア		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ





令和元年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2019(令和元)年度 レイワ ガン ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																		( 内女子 ） ウチ ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		37（22）		40（25）		33（18）		33（23）		38（21）		181（109）														181

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		25（0）		50（2）		34（0）		39（0）		29（0）		177（2）														177

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		48（9）		58（5）		39（3）		55（2）		45（4）		245（23）														245

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		47（7）		48（3）		62（2）		40（1）		38（1）		235（14）														235

				計 ケイ		180		157（38）		196（35）		168（23）		167（26）		150（26）		838（148）														838

				専攻科 センコウ カ		28		11（1）		10（0）								21（1）														21



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( 内女子 ） ウチ ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		79(22)		111(23)		102(13)		97(14)		96(21)		485(93)

				神奈川 カナガワ		65(14)		68(10)		57(10)		68(12)		45(5)		303(51)

				埼玉 サイタマ		5		3		5		2		3		18

				千葉 チバ		4		5(1)		2		0		3		14(1)

				その他 タ		4(2)		9(1)		2		0		3		18(3)

				計 ケイ		157(38)		196(35)		168(23)		167(26)		150(26)		838(148)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0

				合計 ゴウケイ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ				まだ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		5		7		5		13		16		46

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		5		10		12		5		16		48

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		0		0		1						1

																0

																0

																0

				その他 タ												0

				合計 ゴウケイ		10		17		18		18		32		95





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																																		倍率＝志願者÷入学定員 バイリツ シガンシャ ニュウガク テイイン

																																				定員充足率＝入学者÷入学定員 テイイン ジュウソクリツ ニュウガク シャ ニュウガクテイイン

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ																						志願者数 シガンシャ スウ		入学者数 ニュウガク シャ スウ

				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		180		266(53)		1.48		157(38)		0.87																				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		266		157

				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		180		330(57)		1.83		199(35)		1.11																				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		330		199

				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		180		330(41)		1.83		180(26)		1.00																				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		330		180

				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.68		196(29)		1.09																				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		302		196

				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.71		201(30)		1.12																				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		307		201

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.09																				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		353		196

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00																				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		288		180

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.97		200(31)		1.11																				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		354		200

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94																				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		314		170

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72																				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		207		130

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88																				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		245		159

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96																				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		254		172

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99																				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		251		179

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91																				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		201		163

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96																				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		242		173

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96																				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		221		172

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87																				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		223		157

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78																				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		214		141

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03																				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		241		186

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		0.94		152(26)		0.68																				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		212		152

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.44		244(34)		1.08																				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		325		244

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.30		242(33)		1.08																				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		293		242

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.70		242(33)		1.08																				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		382		242

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.60		241(55)		1.07																				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		361		241

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16																				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		371		262

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95																				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		297		213

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.41		260(37)		1.16																				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		317		260

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22																				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		425		275

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17																				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		486		264

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19																				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		492		268

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12																				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		439		252

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12																				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		469		252



		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ

				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		16		19		7		5		0		48

				女 オンナ		0		0		3		1		1		0		5

				合計 ゴウケイ		1		16		22		8		6		0		53

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ								1				1

				教授 キョウジュ						6		9		1		16

				准教授 ジュン キョウジュ				4		10		7		1		22

				講師 コウシ				4		2		2				8

				助教 ジョ キョウ		3		3								6

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ		3		11		18		19		2		53																本科生数 ホンカセイ スウ		838

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																														専任教員数 センニン キョウイン スウ		53		15.8

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  15.8人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン																												非常勤教員数 ヒジョウキン キョウイン スウ		51

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :   8.06人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン																												教員計 キョウイン ケイ		104		8.06

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    53対51 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ																														在籍者数÷定員 ザイセキシャ スウ テイイン

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		93.1%																								0.931

						デザイン学科 ガッカ		80.4%																								0.804

						電気工学科 デンキ コウガッカ		78.7%																								0.7866666667

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		108.9%																								1.0888888889

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		104.4%																								1.0444444444

				専攻科 センコウ カ				75.0%																								0.75

		退学・除籍者数 タイガク ジョセキ シャ スウ

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		4		13		11		17		2		47

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		8		11		12		8		1		40

		中退率 チュウタイ リツ																																1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ																5/1/17		182		189		191		180		133

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		2.2%		6.8%		5.7%		9.4%		1.5%		5.3%																5/1/16		196		199		182		156		149

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		4.0%		5.5%		6.5%		5.1%		0.6%		4.5%

		留年者数 リュウネンシャ スウ



				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				13名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				8名 メイ

		社会人学生数 シャカイ ジン ガクセイ スウ

				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		海外協定相手校 カイガイ キョウテイ アイテ コウ

				校名 コウメイ				国 クニ		内容 ナイヨウ

				泰日工科大学 タイ ニチ コウカ ダイガク				タイ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾏﾝﾀﾞﾙｲﾖﾝ工科大学 コウカ ダイガク				フィリピン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				モンゴル高専教育ｾﾝﾀ-NGO コウセン キョウイク				モンゴル		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾃｸﾆｶﾙ・ｶﾚｯｼﾞ・ﾌｧﾄﾏｶ				東ﾃｨﾓ-ﾙ ヒガシ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ネ－グルカレッジ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾚｼﾞｱﾝｶﾚｯｼﾞ・ｻﾝﾊﾞﾘ-ｽｸ-ﾙ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾘｱ・ｻﾚｼﾞｵ大学 ダイガク				スペイン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				教皇庁立ｻﾚｼﾞｵ大学 キョウコウ チョウ リツ ダイガク				イタリア		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ





30年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2018(平成30)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																		( 内女子 ） ウチ ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		41(25)		36(20)		38(23)		39(22)		35(20)		189(110)														189

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		48(2)		42(0)		46(0)		40(1)		29(1)		205(4)														205

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		62(5)		41(3)		54(1)		54(5)		43(1)		254(15)														254

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		48(3)		63(2)		45(1)		47(2)		49(7)		252(15)														252

				計 ケイ		180		199(35)		182(25)		183(25)		180(30)		156(29)		900(144)														875

				専攻科 センコウ カ		28		10(0)		14(0)								24(0)														25



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( 内女子 ） ウチ ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		114(22)		112(15)		105(13)		110(23)		92(14)		533(87)

				神奈川 カナガワ		68(11)		59(10)		73(12)		59(6)		52(12)		311(51)

				埼玉 サイタマ		3		6		3		3		5(1)		20(1)

				千葉 チバ		5(1)		2		0		3		3(1)		13(2)

				その他 タ		9(1)		3		2		5(1)		4(1)		23(3)

				計 ケイ		199(35)		182(25)		183(25)		180(30)		156(29)		900(144)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		0		3		7		9		8		27

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		0		11		8		19		9		47

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		0		2		1						3

																0

																0

																0

				その他 タ												0

				合計 ゴウケイ		0		16		16		28		17		77





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		180		330(57)		1.83		199(35)		1.10

				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		180		330(41)		1.83		180(26)		1.00

				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.67		196(29)		1.089

				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.7		201(30)		1.11

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.08

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.6		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12



		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ

				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		13		21		5		5		0		45

				女 オンナ		0		0		2		2		0		0		4

				合計 ゴウケイ		1		13		23		7		5		0		49

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ								1				1

				教授 キョウジュ						5		7		1		13

				准教授 ジュン キョウジュ				6		7		9		1		23

				講師 コウシ						5		2		0		7

				助教 ジョ キョウ				5								5

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ				11		17		19		2		49																本科生数 ホンカセイ スウ		875

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ																														専任教員数 センニン キョウイン スウ		49		17.9

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  18.4人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :   8.74人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    49対54 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		100.0%																								0.9722222222

						デザイン学科 ガッカ		84.0%																								0.840

						電気工学科 デンキ コウガッカ		91.1%																								0.9111111111

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		112.9%																								1.1288888889

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		112.0%																								1.12

				専攻科 センコウ カ				85.7%																								0.8928571429

		退学・除籍者数 タイガク ジョセキ シャ スウ

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		4		13		11		17		2		47

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		8		11		12		8		1		40

		中退率 チュウタイ リツ																																1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ																5/1/17		182		189		191		180		133

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		2.2%		6.8%		5.7%		9.4%		1.5%		5.3%																5/1/16		196		199		182		156		149

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		4.0%		5.5%		6.5%		5.1%		0.6%		4.5%

		留年者数 リュウネンシャ スウ



				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				13名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				8名 メイ

		社会人学生数 シャカイ ジン ガクセイ スウ

				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

		海外協定相手校 カイガイ キョウテイ アイテ コウ

				校名 コウメイ				国 クニ		内容 ナイヨウ

				泰日工科大学 タイ ニチ コウカ ダイガク				タイ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾏﾝﾀﾞﾙｲﾖﾝ工科大学 コウカ ダイガク				フィリピン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				モンゴル高専教育ｾﾝﾀ-NGO コウセン キョウイク				モンゴル		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾃｸﾆｶﾙ・ｶﾚｯｼﾞ・ﾌｧﾄﾏｶ				東ﾃｨﾓ-ﾙ ヒガシ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ネ－グルカレッジ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾚｼﾞｱﾝｶﾚｯｼﾞ・ｻﾝﾊﾞﾘ-ｽｸ-ﾙ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾘｱ・ｻﾚｼﾞｵ大学 ダイガク				スペイン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				教皇庁立ｻﾚｼﾞｵ大学 キョウコウ チョウ リツ ダイガク				イタリア		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ





29年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2017(平成29)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		37(21)		40(26)		42(23)		36(20)		33(17)		188(107)														188

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		42(0)		44(0)		46(0)		38(2)		26(0)		196(2)														196

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		40(3)		56(1)		56(5)		51(1)		33(1)		236(11)														236

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		63(2)		49(1)		47(1)		55(8)		41(4)		255(16)														255

				計 ケイ		180		182(26)		189(28)		191(29)		180(31)		133(22)		875(136)														875

				専攻科 センコウ カ		28		12(0)		15(0)								27(0)														27



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( )は女子 ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		114(20)		113(17)		117(23)		112(20)		59(15)		516(95)

				神奈川 カナガワ		58(6)		71(11)		65(6)		59(11)		61(7)		314(41)

				埼玉 サイタマ		6		4		4		4		8		26

				千葉 チバ		2				2		3		2		9

				その他 タ		2		1		3		2		3		11

				計 ケイ		182(26)		189(29)		191(29)		180(31)		133(22)		875(136)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0

				合計 ゴウケイ		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		5		8		9		10		26		58

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		12		10		19		14		8		63

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		2		1						3		6

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン												0

				あしなが育英会 イクエイ カイ						1				1		2

																0

				その他 タ												0

				合計 ゴウケイ		19		19		29		24		38		129





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		180		330(41)		1.07		180(26)		1.00

				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.67		196(29)		1.089

				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.7		201(30)		1.11

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.08

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.6		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12



		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ





				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ



				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		12		21		6		5		0		45

				女 オンナ		0		0		3		2		0		0		5

				合計 ゴウケイ		1		12		24		8		5		0		50



				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ								1				1

				教授 キョウジュ						5		7				12

				准教授 ジュン キョウジュ				6		10		7		1		24

				講師 コウシ		1		4		1		2		0		8

				助教 ジョ キョウ		2		3								5

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ		3		13		16		17		1		50

																																本科生数 ホンカセイ スウ		882

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  17.5人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン																												専任教員数 センニン キョウイン スウ		53		16.6



				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :   8.93人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン



				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    50対48 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ



				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		97.3%																								0.9722222222

						デザイン学科 ガッカ		83.5%																								0.8355555556

						電気工学科 デンキ コウガッカ		87.1%																								0.8711111111

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		104.8%																								1.0488888889

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		113.7%																								1.1333333333

				専攻科 センコウ カ				96.4%																								0.9642857143





28年度

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2016(平成26)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成28年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		43(27)		44(24)		39(23)		34(17)		36(20)		196(111)														196

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		46(0)		50(0)		38(2)		32(0)		34(0)		200(2)														200

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		57(1)		55(5)		51(2)		43(1)		39(2)		245(11)														245

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		50(1)		50(1)		54(7)		47(5)		40(3)		241(17)														241

				計 ケイ		180		196(29)		199(30)		182(34)		156(23)		149(25)		882(141)														882

				専攻科 センコウ カ		28		16(0)		4(0)								20(0)														20



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成28年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( )は女子 ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		115(14)		119(20)		108(15)		71(10)		76(14)		463(78)

				神奈川 カナガワ		77(15)		67(8)		63(12)		68(8)		62(10)		321(48)

				埼玉 サイタマ		4		4		5(1)		9(4)		4(1)		28(7)

				千葉 チバ				3		3(0)		2		2		11(1)

				その他 タ		1		5(1)		3(1)		6(1)		5		25(4)

				計 ケイ		196(29)		199(30)		182(34)		156(23)		149(25)		882(141)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成28年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成28年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		5		11		6		24		17		63

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		11		20		12		10		9		62

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		1						3				4

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン												0

				あしなが育英会 イクエイ カイ				1				2				3

																0

				その他 タ												0

				合計 ゴウケイ		17		32		18		39		26		132





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成28年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.67		196(29)		1.089

				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.7		201(30)		1.11

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.08

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.6		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12





		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ



				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ



				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		13		20		10		4		0		48

				女 オンナ		0		0		3		2		0		0		5

				合計 ゴウケイ		1		13		23		12		4		0		53



				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ						1						1

				教授 キョウジュ						6		7		1		14

				准教授 ジュン キョウジュ				8		9		5		1		23

				講師 コウシ				6		2		3		0		11

				助教 ジョ キョウ		2		2								4

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ		2		16		18		15		2		53



				専任教員１人当り学生数(本科)　:  16.6人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン																												本科生数 ホンカセイ スウ		882

																																専任教員数 センニン キョウイン スウ		53		16.6

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :    9.02人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン



				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    55対39 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ



		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		98.0%																								0.98

						デザイン学科 ガッカ		87.1%																								0.8711111111

						電気工学科 デンキ コウガッカ		88.8%																								0.8888888889

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		108.8%																								1.0888888889

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		107.1%																								1.0711111111

				専攻科 センコウ カ				71.0%																								0.7142857143





27年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2015(平成27)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成27年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		43(23)		41(23)		35(18)		38(21)		33(19)		190(104)

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		52(0)		41(2)		33(0)		38(0)		31(0)		195(2)

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		56(6)		55(2)		43(1)		42(2)		32(0)		228(11)

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		50(1)		52(8)		53(5)		47(3)		33(4)		235(21)

				計 ケイ		180		201(30)		189(35)		164(24)		165(26)		129(23)		848(138)

				専攻科 センコウ カ		28		4(0)		11(0)								15(0)



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成27年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		122(22)		112(18)		75(10)		87(15)		67(13)		463(78)

				神奈川 カナガワ		67(7)		65(14)		71(8)		68(10)		50(9)		321(48)

				埼玉 サイタマ		3		5(1)		9(4)		4(1)		7(1)		28(7)

				千葉 チバ		3		3(1)		2		1		2		11(1)

				その他 タ		6(1)		4(1)		7(2)		5		3		25(4)

				計 ケイ		201(30)		189(35)		164(24)		165(26)		129(23)		848(138)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成27年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成27年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		5		6		15		20		18		64

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン				10		10		7		6		33

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン						3				1		4

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン

				あしなが育英会 イクエイ カイ						2						2



				その他 タ

				合計 ゴウケイ		5		16		30		27		25		103





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成27年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.70		201(30)		1.11

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.08

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12

		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ



				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ



				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		13		21		14		2		0		51

				女 オンナ		0		0		2		2		0		0		4

				合計 ゴウケイ		1		13		23		16		2		0		55



				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ						1						1

				教授 キョウジュ						5		7		1		13

				准教授 ジュン キョウジュ				9		7		6		1		23

				講師 コウシ				10		1		4		1		16

				助教 ジョ キョウ		2										2

				助手 ジョシュ

				合計 ゴウケイ		2		19		14		17		3		55



				専任教員１人当り学生数(本科)　:  15.4人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン



				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :    9.02人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン



				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    55対39 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ



		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		94.2%

						デザイン学科 ガッカ		84.4%

						電気工学科 デンキ コウガッカ		86.6%

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		101.3%

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		104.4%

				専攻科 センコウ カ				53.5%





26年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2014(平成26)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成26年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		45(26)		33(17)		44(23)		33(19)		37(16)		192(101)

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		44(2)		36(0)		40(1)		35(0)		34(0)		189(3)

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		55(2)		47(1)		50(2)		32(0)		22(0)		206(5)

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		54(8)		53(5)		48(4)		36(4)		22(2)		213(23)

				計 ケイ		180		198(38)		169(23)		182(30)		136(23)		115(18)		800(132)

				専攻科 センコウ カ		28		11(0)		11(0)								22(0)



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成26年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		118(20)		80(9)		96(18)		71(13)		62(14)		427(74)

				神奈川 カナガワ		67(15)		71(8)		75(11)		53(9)		42(4)		308(47)

				埼玉 サイタマ		6(1)		9(4)		4(1)		7(1)		4(0)		30(7)

				千葉 チバ		3(1)		2(0)		1(0)		2(0)		2(0)		10(1)

				その他 タ		4(1)		7(2)		6(0)		3(0)		5(0)		25(3)

				計 ケイ		198(38)		169(23)		182(30)		136(23)		115(18)		800(132)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成26年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成26年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		2		11		12		16		19		60

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		0		12		9		6		3		30

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		0		3		0		1		1		5

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン

				あしなが育英会 イクエイ カイ		0		2								2



				その他 タ

				合計 ゴウケイ		2		28		21		23		23		97





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成26年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.08

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12

		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ



				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ



				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		13		19		15		1		1		50

				女 オンナ		0		0		2		2		0		0		4

				合計 ゴウケイ		1		13		21		17		1		1		54



				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ						1						1

				教授 キョウジュ						6		5		2		13

				准教授 ジュン キョウジュ				8		8		5				21

				講師 コウシ				10		3		4				17

				助教 ジョ キョウ				1								1

				助手 ジョシュ		1										1

				合計 ゴウケイ		1		19		18		14		2		54



				専任教員１人当り学生数(本科)　:  16.6人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン



				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :    8.3人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン



				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    54対43 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ



				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		88%

						デザイン学科 ガッカ		85.3%

						電気工学科 デンキ コウガッカ		84.0%

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		91.5%

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		94.6%

				専攻科 センコウ カ				78.5%





25年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2013(平成25)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成25年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		34(18)		45(24)		36(20)		37(16)		35(25)		187(103)

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		38(0)		42(1)		34(0)		36(0)		28(2)		178(3)

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		50(2)		54(2)		36(1)		23(0)		36(1)		199(6)

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		60(5)		51(3)		43(5)		24(2)		32(2)		210(17)

				計 ケイ		180		182(25)		192(30)		149(26)		120(18)		131(30)		774(129)

				専攻科 センコウ カ		28		12(0)		13(0)								25(0)



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成25年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		88(10)		100(18)		77(14)		65(14)		59(12)		389(68)

				神奈川 カナガワ		74(9)		81(11)		60(11)		43(4)		63(15)		321(50)

				埼玉 サイタマ		10(4)		4(1)		7(1)		4(0)		3(1)		28(7)

				千葉 チバ		2(0)		1(0)		2(0)		3(0)		1(0)		9(0)

				その他 タ		8(2)		6(0)		3(0)		5(0)		5(2)		27(4)

				計 ケイ		182(25)		192(30)		149(26)		131(30)		131(30)		774(129)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成25年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成25年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		10		2		13		16		20		71

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		0		10		8		3		8		29

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		4		0		1		1		1		7

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン

				あしなが育英会 イクエイ カイ		2								2		4



				その他 タ

				合計 ゴウケイ		16		21		22		20		31		111





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成25年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12

		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ

				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ

				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		14		16		16		3		1		51

				女 オンナ		0		0		1		3		0		0		4

				合計 ゴウケイ		1		14		17		19		3		1		55

				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ						1						1

				教授 キョウジュ						4		4		6		14

				准教授 ジュン キョウジュ				3		9		5				17

				講師 コウシ				10		5		4				19

				助教 ジョ キョウ				3								3

				助手 ジョシュ		1										1

				合計 ゴウケイ		1		16		19		13		6		55

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  14.0人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :    7.6人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン

				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    55対46 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		86%

						デザイン学科 ガッカ		83.1%

						電気工学科 デンキ コウガッカ		79.1%

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		88.4%

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		93.3%

				専攻科 センコウ カ				89.2%





24年度

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2012(平成24)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成24年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		48(25)		37(21)		40(17)		35(25)		32(18)		192(106)

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		43(1)		36(0)		36(1)		32(2)		39(0)		186(4)

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		56(2)		37(1)		22(0)		41(1)		30(1)		186(5)

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		55(3)		48(6)		26(2)		36(2)		40(4)		205(17)

				計 ケイ		180		202(31)		158(28)		124(20)		144(30)		141(23)		769(132)

				専攻科 センコウ カ		28		14(0)		13(0)								27(0)



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成24年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		107(19)		82(15)		68(15)		65(12)		71(12)		393(73)

				神奈川 カナガワ		81(11)		62(11)		45(5)		69(15)		59(8)		316(50)

				埼玉 サイタマ		5(1)		7(1)		4(0)		3(1)		6(1)		25(4)

				千葉 チバ		1(0)		3(0)		2(0)		2(0)		0(0)		8(0)

				その他 タ		8(0)		4(0)		5(0)		5(2)		5(2)		27(4)

				計 ケイ		202(31)		158(27)		124(20)		144(30)		141(23)		769(131)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成24年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成24年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		9		11		11		20		12		63

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		10		9		4		8		3		34

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン				1				1		1		3

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン

				あしなが育英会 イクエイ カイ								2				2

				ｻﾚｼﾞｵ貸与生* タイヨ セイ						6						6

				その他 タ

				合計 ゴウケイ		19		21		21		31		16		108

				*・・・平成２２年度生募集において特別教育支援入試で採用された貸与奨学生 ヘイセイ ネンド セイ ボシュウ トクベツ キョウイク シエン ニュウシ サイヨウ タイヨ ショウガクセイ



		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成24年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数 シガン シャ スウ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.95		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12





２２年度

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2010(平成22)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成22年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		39(18)		39(27)		34(20)		38(19)		34(11)		184(95)

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		41(0)		36(3)		40(0)		48(0)		52(1)		217(4)

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		23(0)		42(1)		36(1)		30(1)		25(2)		156(5)

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		32(2)		35(2)		50(4)		37(3)		29(4)		183(15)

				計 ケイ		180		135(20)		152(33)		160(25)		153(23)		140(18)		740(119)

				専攻科 センコウ カ		28		14(0)		1(0)								15(0)

		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成22年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		73(15)		70(13)		86(15)		77(11)		83(11)		389(65)

				神奈川 カナガワ		50(5)		72(17)		62(7)		60(11)		43(6)		287(46)

				埼玉 サイタマ		5(0)		3(1)		6(1)		6(1)		7(0)		27(3)

				千葉 チバ		2(0)		2(0)		1(0)		5(0)		2(1)		12(1)

				その他 タ		5(0)		5(2)		5(2)		5(0)		5(0)		25(4)

				計 ケイ		135(20)		152(33)		160(25)		153(23)		140(18)		740(119)

		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成22年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

				ｲﾝﾄﾞ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0

		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成22年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		7		17		8		18		11		66

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		4		6		7		8		4		29

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン						2		1		1		4

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン										1		1

				あしなが育英会 イクエイ カイ				2								2

				ｻﾚｼﾞｵ貸与生* タイヨ セイ		7		18								25

				その他 タ

				合計 ゴウケイ		18		43		17		27		17		127

				*・・・平成２２年度生募集において特別教育支援入試で採用された貸与奨学生 ヘイセイ ネンド セイ ボシュウ トクベツ キョウイク シエン ニュウシ サイヨウ タイヨ ショウガクセイ

		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成22年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数 シガン シャ スウ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12
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学納金

		学納金他 ガクノウキン タ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

		学年 ガクネン		授業料 ジュギョウリョウ		実験実習費 ジッケン ジッシュウ ヒ		施設設備費 シセツ セツビヒ		校費 コウヒ		課外教育費 カガイ キョウイクヒ		研修旅行積立金 ケンシュウ リョコウ ツミタテ キン		父母会入会金 フボ カイ ニュウカイキン		父母会費 フボ カイヒ		学友会費 ガクユウカイ ヒ

		1		500,000		48,000		180,000		45,000		42,000		19,000		10,000		9,800		6,800

		2		600,000		48,000		180,000		45,000				38,000				9,800		6,800

		3		700,000		48,000		180,000		45,000				38,000				9,800		6,800

		4		960,000		60,000		180,000		45,000				55,000				9,800		6,800

		5		960,000		60,000		180,000		45,000								9,800		6,800

		入学金 ニュウガクキン		入学検定料 ニュウガク ケンテイ リョウ

		300,000		21,000





令和3年度

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2021(令和3)年度 レイワ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																		( 内女子 ） ウチ ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		38(25)		50(31)		32(18)		37(22)		32(18)		189(114)														189

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		23(2)		41(1)		23(0)		44(2)		29(0)		160(5)														160

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		43(2)		58(2)		51(9)		52(5)		33(2)		237(20)														237

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		40(2)		42(3)		42(5)		39(2)		52(2)		215(14)														215

				計 ケイ		180		144(31)		191(37)		148(32)		172(31)		146(22)		801(153)														801

				専攻科 センコウ カ		28		21(0)		14(1)								35(1)														35



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( 内女子 ） ウチ ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		87（20）		105（18）		72（18）		96（21）		88（13）		448(90）

				神奈川 カナガワ		40（8）		78（17）		64（12）		60（8）		52（9）		294（54）

				埼玉 サイタマ		3（0）		3（1）		5（0）		3（0）		5（0）		19（1）

				千葉 チバ		5（2）		2（0）		3（0）		5（1）		0（0）		15（3）

				その他 タ		9（1）		3（1）		4（2）		8（1）		1（0）		25（5）

				計 ケイ		144（31）		191（37）		148（32）		172（31）		146（22）		801（153）



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構※ ニホン ガクセイ シエン キコウ		3		5		7		23		21		59

				東京都育英資金 トウキョウト イクエイ シキン		3		5		10		10		4		32

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		0		0		1						1

				相模原市奨学金 サガミハラ シ ショウガクキン		3		3		3						9

				その他 タ		0		0		0		1		1		2





				合計 ゴウケイ		9		13		21		34		26		103

				※貸与奨学生・給付奨学生の合計 タイヨ ショウガクセイ キュウフ ショウガクセイ ゴウケイ



		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																																		倍率＝志願者÷入学定員 バイリツ シガンシャ ニュウガク テイイン

																																				定員充足率＝入学者÷入学定員 テイイン ジュウソクリツ ニュウガク シャ ニュウガクテイイン

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ																						志願者数 シガンシャ スウ		入学者数 ニュウガク シャ スウ

				令和3年度(2021) レイワ ネンド		180		227(41)		1.26		144(31)		0.80																				令和3年度(2021) レイワ ネンド		227		144

				令和2年度(2020) レイワ ネンド		180		342(57)		1.90		194(37)		1.08																				令和2年度(2020) レイワ ネンド		342		194

				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		180		266(53)		1.48		157(38)		0.87																				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		266		157

				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		180		330(57)		1.83		199(35)		1.11																				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		330		199

				平成29年度(2017) ヘイセイ ネンド		180		330(41)		1.83		180(26)		1.00																				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		330		180

				平成28年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.68		196(29)		1.09																				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		302		196

				平成27年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.71		201(30)		1.12																				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		307		201

				平成26年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.09																				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		353		196

				平成25年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00																				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		288		180

				平成24年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.97		200(31)		1.11																				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		354		200

				平成23年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94																				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		314		170

				平成22年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72																				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		207		130

				平成21年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88																				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		245		159

				平成20年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96																				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		254		172

				平成19年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99																				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		251		179

				平成18年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91																				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		201		163

				平成17年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96																				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		242		173

				平成16年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96																				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		221		172

				平成15年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87																				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		223		157

				平成14年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78																				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		214		141

				平成13年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03																				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		241		186

				平成12年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		0.94		152(26)		0.68																				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		212		152

				平成11年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.44		244(34)		1.08																				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		325		244

				平成10年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.30		242(33)		1.08																				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		293		242

				平成9年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.70		242(33)		1.08																				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		382		242

				平成8年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.60		241(55)		1.07																				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		361		241

				平成7年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16																				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		371		262

				平成6年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95																				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		297		213

				平成5年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.41		260(37)		1.16																				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		317		260

				平成4年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22																				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		425		275

				平成3年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17																				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		486		264

				平成2年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19																				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		492		268

				平成1年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12																				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		439		252

				昭和63年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12																				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		469		252



		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ

				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		16		17		11		4		0		49

				女 オンナ		0		1		2		0		0		0		3

				合計 ゴウケイ		1		17		19		11		4		0		52

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ																 

				職名 ショクメイ		20～29歳 サイ		30～39歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ								1				1

				教授 キョウジュ						5		12		1		17

				准教授 ジュン キョウジュ				3		12		4				19

				講師 コウシ				6		3		1		1		11

				助教 ジョ キョウ		2		1								4

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ		2		10		17		21		2		52																本科生数 ホンカセイ スウ		801

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																														専任教員数 センニン キョウイン スウ		52		15.4

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  15.4人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン																												非常勤教員数 ヒジョウキン キョウイン スウ		44

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :   8.34人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン																												教員計 キョウイン ケイ		96		8.34

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    52対44 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ																														在籍者数÷定員 ザイセキシャ スウ テイイン

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		89.0%																								0.890

						デザイン学科 ガッカ		84.0%																								0.840

						電気工学科 デンキ コウガッカ		71.1%																								0.7111111111

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		105.3%																								1.0533333333

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		95.5%																								0.9555555556

				専攻科 センコウ カ				125.0%																								1.25

		退学・除籍者数 タイガク ジョセキ シャ スウ

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		4		13		11		17		2		47

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		8		11		12		8		1		40

		中退率 チュウタイ リツ																																1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ																5/1/17		182		189		191		180		133

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		2.2%		6.8%		5.7%		9.4%		1.5%		5.3%																5/1/16		196		199		182		156		149

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		4.0%		5.5%		6.5%		5.1%		0.6%		4.5%

		留年者数 リュウネンシャ スウ



				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				13名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				8名 メイ

		社会人学生数 シャカイ ジン ガクセイ スウ				※　学事統計では使ってない ガクジ トウケイ ツカ

				令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

				令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		海外協定相手校 カイガイ キョウテイ アイテ コウ

				校名 コウメイ				国 クニ		内容 ナイヨウ

				泰日工科大学 タイ ニチ コウカ ダイガク				タイ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾏﾝﾀﾞﾙｲﾖﾝ工科大学 コウカ ダイガク				フィリピン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				モンゴル高専教育ｾﾝﾀ-NGO コウセン キョウイク				モンゴル		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾃｸﾆｶﾙ・ｶﾚｯｼﾞ・ﾌｧﾄﾏｶ				東ﾃｨﾓ-ﾙ ヒガシ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ネ－グルカレッジ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾚｼﾞｱﾝｶﾚｯｼﾞ・ｻﾝﾊﾞﾘ-ｽｸ-ﾙ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾘｱ・ｻﾚｼﾞｵ大学 ダイガク				スペイン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				教皇庁立ｻﾚｼﾞｵ大学 キョウコウ チョウ リツ ダイガク				イタリア		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ





令和2年度

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2020(令和2)年度 レイワ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																		( 内女子 ） ウチ ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		50(30)		33(19)		41(25)		32(18)		33(23)		189(115)														189

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		44(2)		24(0)		49(2)		31(0)		37(0)		185(4)														185

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		58(2)		48(9)		55(5)		34(3)		52(2)		247(21)														247

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		42(3)		43(6)		44(2)		59(2)		40(1)		228(14)														228

				計 ケイ		180		194(37)		148(34)		189(34)		156(23)		162(26)		849(154)														849

				専攻科 センコウ カ		28		15(0)		11(0)								26(0)														26



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( 内女子 ） ウチ ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		106(18)		72(19)		107(22)		95(13)		96(14)		476(86)

				神奈川 カナガワ		80(17)		63(13)		65(10)		54(10)		64(12)		326(62)

				埼玉 サイタマ		3(1)		5(0)		3(0)		5(0)		2(0)		18(1)

				千葉 チバ		2(0)		4(0)		5(1)		0		0		11(1)

				その他 タ		3(1)		4(2)		9(1)		2(0)		0		18(4)

				計 ケイ		194(37)		148(34)		189(34)		156(23)		162(26)		849(154)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0

				合計 ゴウケイ		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構※ ニホン ガクセイ シエン キコウ		3		5		7		23		21		59

				東京都育英資金 トウキョウト イクエイ シキン		3		5		10		10		4		32

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		0		0		1						1

				相模原市奨学金 サガミハラ シ ショウガクキン		3		3		3						9

				その他 タ		0		0		0		1		1		2





				合計 ゴウケイ		9		13		21		34		26		103

				※貸与奨学生・給付奨学生の合計 タイヨ ショウガクセイ キュウフ ショウガクセイ ゴウケイ



		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																																		倍率＝志願者÷入学定員 バイリツ シガンシャ ニュウガク テイイン

																																				定員充足率＝入学者÷入学定員 テイイン ジュウソクリツ ニュウガク シャ ニュウガクテイイン

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ																						志願者数 シガンシャ スウ		入学者数 ニュウガク シャ スウ

				令和2年度(2020) レイワ ネンド		180		342(57)		1.90		194(37)		1.08																				令和2年度(2020) レイワ ネンド		342		194

				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		180		266(53)		1.48		157(38)		0.87																				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		266		157

				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		180		330(57)		1.83		199(35)		1.11																				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		330		199

				平成29年度(2017) ヘイセイ ネンド		180		330(41)		1.83		180(26)		1.00																				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		330		180

				平成28年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.68		196(29)		1.09																				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		302		196

				平成27年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.71		201(30)		1.12																				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		307		201

				平成26年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.09																				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		353		196

				平成25年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00																				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		288		180

				平成24年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.97		200(31)		1.11																				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		354		200

				平成23年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94																				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		314		170

				平成22年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72																				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		207		130

				平成21年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88																				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		245		159

				平成20年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96																				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		254		172

				平成19年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99																				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		251		179

				平成18年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91																				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		201		163

				平成17年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96																				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		242		173

				平成16年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96																				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		221		172

				平成15年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87																				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		223		157

				平成14年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78																				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		214		141

				平成13年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03																				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		241		186

				平成12年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		0.94		152(26)		0.68																				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		212		152

				平成11年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.44		244(34)		1.08																				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		325		244

				平成10年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.30		242(33)		1.08																				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		293		242

				平成9年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.70		242(33)		1.08																				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		382		242

				平成8年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.60		241(55)		1.07																				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		361		241

				平成7年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16																				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		371		262

				平成6年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95																				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		297		213

				平成5年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.41		260(37)		1.16																				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		317		260

				平成4年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22																				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		425		275

				平成3年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17																				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		486		264

				平成2年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19																				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		492		268

				平成1年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12																				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		439		252

				昭和63年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12																				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		469		252



		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ

				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		17		17		11		4		0		50

				女 オンナ		0		1		2		0		0		0		3

				合計 ゴウケイ		1		18		19		11		4		0		53

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～29歳 サイ		30～39歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ								1				1

				教授 キョウジュ						5		12		1		18

				准教授 ジュン キョウジュ				3		12		4				19

				講師 コウシ				6		3		1		1		11

				助教 ジョ キョウ		3		1								4

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ		2		10		21		18		2		53																本科生数 ホンカセイ スウ		849

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																														専任教員数 センニン キョウイン スウ		53		16.0

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  16人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン																												非常勤教員数 ヒジョウキン キョウイン スウ		52

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :   8.09人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン																												教員計 キョウイン ケイ		105		8.09

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    53対52 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ																														在籍者数÷定員 ザイセキシャ スウ テイイン

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		94.3%																								0.943

						デザイン学科 ガッカ		84.0%																								0.840

						電気工学科 デンキ コウガッカ		82.2%																								0.8222222222

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		109.8%																								1.0977777778

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		101.3%																								1.0133333333

				専攻科 センコウ カ				92.9%																								0.9285714286

		退学・除籍者数 タイガク ジョセキ シャ スウ

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		4		13		11		17		2		47

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		8		11		12		8		1		40

		中退率 チュウタイ リツ																																1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ																5/1/17		182		189		191		180		133

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		2.2%		6.8%		5.7%		9.4%		1.5%		5.3%																5/1/16		196		199		182		156		149

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		4.0%		5.5%		6.5%		5.1%		0.6%		4.5%

		留年者数 リュウネンシャ スウ



				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				13名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				8名 メイ

		社会人学生数 シャカイ ジン ガクセイ スウ				※　学事統計では使ってない ガクジ トウケイ ツカ

				令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

				令和1年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		海外協定相手校 カイガイ キョウテイ アイテ コウ

				校名 コウメイ				国 クニ		内容 ナイヨウ

				泰日工科大学 タイ ニチ コウカ ダイガク				タイ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾏﾝﾀﾞﾙｲﾖﾝ工科大学 コウカ ダイガク				フィリピン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				モンゴル高専教育ｾﾝﾀ-NGO コウセン キョウイク				モンゴル		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾃｸﾆｶﾙ・ｶﾚｯｼﾞ・ﾌｧﾄﾏｶ				東ﾃｨﾓ-ﾙ ヒガシ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ネ－グルカレッジ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾚｼﾞｱﾝｶﾚｯｼﾞ・ｻﾝﾊﾞﾘ-ｽｸ-ﾙ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾘｱ・ｻﾚｼﾞｵ大学 ダイガク				スペイン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				教皇庁立ｻﾚｼﾞｵ大学 キョウコウ チョウ リツ ダイガク				イタリア		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ





令和元年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2019(令和元)年度 レイワ ガン ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																		( 内女子 ） ウチ ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		37（22）		40（25）		33（18）		33（23）		38（21）		181（109）														181

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		25（0）		50（2）		34（0）		39（0）		29（0）		177（2）														177

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		48（9）		58（5）		39（3）		55（2）		45（4）		245（23）														245

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		47（7）		48（3）		62（2）		40（1）		38（1）		235（14）														235

				計 ケイ		180		157（38）		196（35）		168（23）		167（26）		150（26）		838（148）														838

				専攻科 センコウ カ		28		11（1）		10（0）								21（1）														21



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( 内女子 ） ウチ ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		79(22)		111(23)		102(13)		97(14)		96(21)		485(93)

				神奈川 カナガワ		65(14)		68(10)		57(10)		68(12)		45(5)		303(51)

				埼玉 サイタマ		5		3		5		2		3		18

				千葉 チバ		4		5(1)		2		0		3		14(1)

				その他 タ		4(2)		9(1)		2		0		3		18(3)

				計 ケイ		157(38)		196(35)		168(23)		167(26)		150(26)		838(148)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0

				合計 ゴウケイ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ				まだ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		5		7		5		13		16		46

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		5		10		12		5		16		48

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		0		0		1						1

																0

																0

																0

				その他 タ												0

				合計 ゴウケイ		10		17		18		18		32		95





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																																		倍率＝志願者÷入学定員 バイリツ シガンシャ ニュウガク テイイン

																																				定員充足率＝入学者÷入学定員 テイイン ジュウソクリツ ニュウガク シャ ニュウガクテイイン

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ																						志願者数 シガンシャ スウ		入学者数 ニュウガク シャ スウ

				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		180		266(53)		1.48		157(38)		0.87																				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		266		157

				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		180		330(57)		1.83		199(35)		1.11																				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		330		199

				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		180		330(41)		1.83		180(26)		1.00																				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		330		180

				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.68		196(29)		1.09																				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		302		196

				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.71		201(30)		1.12																				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		307		201

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.09																				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		353		196

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00																				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		288		180

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.97		200(31)		1.11																				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		354		200

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94																				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		314		170

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72																				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		207		130

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88																				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		245		159

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96																				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		254		172

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99																				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		251		179

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91																				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		201		163

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96																				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		242		173

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96																				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		221		172

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87																				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		223		157

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78																				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		214		141

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03																				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		241		186

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		0.94		152(26)		0.68																				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		212		152

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.44		244(34)		1.08																				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		325		244

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.30		242(33)		1.08																				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		293		242

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.70		242(33)		1.08																				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		382		242

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.60		241(55)		1.07																				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		361		241

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16																				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		371		262

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95																				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		297		213

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.41		260(37)		1.16																				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		317		260

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22																				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		425		275

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17																				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		486		264

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19																				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		492		268

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12																				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		439		252

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12																				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		469		252



		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ

				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		16		19		7		5		0		48

				女 オンナ		0		0		3		1		1		0		5

				合計 ゴウケイ		1		16		22		8		6		0		53

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ								1				1

				教授 キョウジュ						6		9		1		16

				准教授 ジュン キョウジュ				4		10		7		1		22

				講師 コウシ				4		2		2				8

				助教 ジョ キョウ		3		3								6

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ		3		11		18		19		2		53																本科生数 ホンカセイ スウ		838

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																														専任教員数 センニン キョウイン スウ		53		15.8

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  15.8人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン																												非常勤教員数 ヒジョウキン キョウイン スウ		51

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :   8.06人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン																												教員計 キョウイン ケイ		104		8.06

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    53対51 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ																														在籍者数÷定員 ザイセキシャ スウ テイイン

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		93.1%																								0.931

						デザイン学科 ガッカ		80.4%																								0.804

						電気工学科 デンキ コウガッカ		78.7%																								0.7866666667

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		108.9%																								1.0888888889

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		104.4%																								1.0444444444

				専攻科 センコウ カ				75.0%																								0.75

		退学・除籍者数 タイガク ジョセキ シャ スウ

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		4		13		11		17		2		47

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		8		11		12		8		1		40

		中退率 チュウタイ リツ																																1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ																5/1/17		182		189		191		180		133

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		2.2%		6.8%		5.7%		9.4%		1.5%		5.3%																5/1/16		196		199		182		156		149

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		4.0%		5.5%		6.5%		5.1%		0.6%		4.5%

		留年者数 リュウネンシャ スウ



				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				13名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				8名 メイ

		社会人学生数 シャカイ ジン ガクセイ スウ

				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		海外協定相手校 カイガイ キョウテイ アイテ コウ

				校名 コウメイ				国 クニ		内容 ナイヨウ

				泰日工科大学 タイ ニチ コウカ ダイガク				タイ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾏﾝﾀﾞﾙｲﾖﾝ工科大学 コウカ ダイガク				フィリピン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				モンゴル高専教育ｾﾝﾀ-NGO コウセン キョウイク				モンゴル		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾃｸﾆｶﾙ・ｶﾚｯｼﾞ・ﾌｧﾄﾏｶ				東ﾃｨﾓ-ﾙ ヒガシ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ネ－グルカレッジ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾚｼﾞｱﾝｶﾚｯｼﾞ・ｻﾝﾊﾞﾘ-ｽｸ-ﾙ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾘｱ・ｻﾚｼﾞｵ大学 ダイガク				スペイン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				教皇庁立ｻﾚｼﾞｵ大学 キョウコウ チョウ リツ ダイガク				イタリア		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ





30年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2018(平成30)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																		( 内女子 ） ウチ ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		41(25)		36(20)		38(23)		39(22)		35(20)		189(110)														189

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		48(2)		42(0)		46(0)		40(1)		29(1)		205(4)														205

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		62(5)		41(3)		54(1)		54(5)		43(1)		254(15)														254

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		48(3)		63(2)		45(1)		47(2)		49(7)		252(15)														252

				計 ケイ		180		199(35)		182(25)		183(25)		180(30)		156(29)		900(144)														875

				専攻科 センコウ カ		28		10(0)		14(0)								24(0)														25



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( 内女子 ） ウチ ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		114(22)		112(15)		105(13)		110(23)		92(14)		533(87)

				神奈川 カナガワ		68(11)		59(10)		73(12)		59(6)		52(12)		311(51)

				埼玉 サイタマ		3		6		3		3		5(1)		20(1)

				千葉 チバ		5(1)		2		0		3		3(1)		13(2)

				その他 タ		9(1)		3		2		5(1)		4(1)		23(3)

				計 ケイ		199(35)		182(25)		183(25)		180(30)		156(29)		900(144)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		0		3		7		9		8		27

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		0		11		8		19		9		47

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		0		2		1						3

																0

																0

																0

				その他 タ												0

				合計 ゴウケイ		0		16		16		28		17		77





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		180		330(57)		1.83		199(35)		1.10

				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		180		330(41)		1.83		180(26)		1.00

				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.67		196(29)		1.089

				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.7		201(30)		1.11

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.08

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.6		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12



		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ

				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		13		21		5		5		0		45

				女 オンナ		0		0		2		2		0		0		4

				合計 ゴウケイ		1		13		23		7		5		0		49

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ								1				1

				教授 キョウジュ						5		7		1		13

				准教授 ジュン キョウジュ				6		7		9		1		23

				講師 コウシ						5		2		0		7

				助教 ジョ キョウ				5								5

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ				11		17		19		2		49																本科生数 ホンカセイ スウ		875

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ																														専任教員数 センニン キョウイン スウ		49		17.9

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  18.4人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :   8.74人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    49対54 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		100.0%																								0.9722222222

						デザイン学科 ガッカ		84.0%																								0.840

						電気工学科 デンキ コウガッカ		91.1%																								0.9111111111

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		112.9%																								1.1288888889

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		112.0%																								1.12

				専攻科 センコウ カ				85.7%																								0.8928571429

		退学・除籍者数 タイガク ジョセキ シャ スウ

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		4		13		11		17		2		47

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		8		11		12		8		1		40

		中退率 チュウタイ リツ																																1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ																5/1/17		182		189		191		180		133

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		2.2%		6.8%		5.7%		9.4%		1.5%		5.3%																5/1/16		196		199		182		156		149

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		4.0%		5.5%		6.5%		5.1%		0.6%		4.5%

		留年者数 リュウネンシャ スウ



				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				13名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				8名 メイ

		社会人学生数 シャカイ ジン ガクセイ スウ

				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

		海外協定相手校 カイガイ キョウテイ アイテ コウ

				校名 コウメイ				国 クニ		内容 ナイヨウ

				泰日工科大学 タイ ニチ コウカ ダイガク				タイ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾏﾝﾀﾞﾙｲﾖﾝ工科大学 コウカ ダイガク				フィリピン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				モンゴル高専教育ｾﾝﾀ-NGO コウセン キョウイク				モンゴル		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾃｸﾆｶﾙ・ｶﾚｯｼﾞ・ﾌｧﾄﾏｶ				東ﾃｨﾓ-ﾙ ヒガシ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ネ－グルカレッジ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾚｼﾞｱﾝｶﾚｯｼﾞ・ｻﾝﾊﾞﾘ-ｽｸ-ﾙ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾘｱ・ｻﾚｼﾞｵ大学 ダイガク				スペイン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				教皇庁立ｻﾚｼﾞｵ大学 キョウコウ チョウ リツ ダイガク				イタリア		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ





29年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2017(平成29)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		37(21)		40(26)		42(23)		36(20)		33(17)		188(107)														188

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		42(0)		44(0)		46(0)		38(2)		26(0)		196(2)														196

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		40(3)		56(1)		56(5)		51(1)		33(1)		236(11)														236

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		63(2)		49(1)		47(1)		55(8)		41(4)		255(16)														255

				計 ケイ		180		182(26)		189(28)		191(29)		180(31)		133(22)		875(136)														875

				専攻科 センコウ カ		28		12(0)		15(0)								27(0)														27



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( )は女子 ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		114(20)		113(17)		117(23)		112(20)		59(15)		516(95)

				神奈川 カナガワ		58(6)		71(11)		65(6)		59(11)		61(7)		314(41)

				埼玉 サイタマ		6		4		4		4		8		26

				千葉 チバ		2				2		3		2		9

				その他 タ		2		1		3		2		3		11

				計 ケイ		182(26)		189(29)		191(29)		180(31)		133(22)		875(136)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0

				合計 ゴウケイ		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		5		8		9		10		26		58

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		12		10		19		14		8		63

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		2		1						3		6

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン												0

				あしなが育英会 イクエイ カイ						1				1		2

																0

				その他 タ												0

				合計 ゴウケイ		19		19		29		24		38		129





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		180		330(41)		1.07		180(26)		1.00

				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.67		196(29)		1.089

				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.7		201(30)		1.11

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.08

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.6		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12



		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ





				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ



				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		12		21		6		5		0		45

				女 オンナ		0		0		3		2		0		0		5

				合計 ゴウケイ		1		12		24		8		5		0		50



				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ								1				1

				教授 キョウジュ						5		7				12

				准教授 ジュン キョウジュ				6		10		7		1		24

				講師 コウシ		1		4		1		2		0		8

				助教 ジョ キョウ		2		3								5

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ		3		13		16		17		1		50

																																本科生数 ホンカセイ スウ		882

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  17.5人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン																												専任教員数 センニン キョウイン スウ		53		16.6



				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :   8.93人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン



				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    50対48 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ



				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		97.3%																								0.9722222222

						デザイン学科 ガッカ		83.5%																								0.8355555556

						電気工学科 デンキ コウガッカ		87.1%																								0.8711111111

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		104.8%																								1.0488888889

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		113.7%																								1.1333333333

				専攻科 センコウ カ				96.4%																								0.9642857143





28年度

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2016(平成26)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成28年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		43(27)		44(24)		39(23)		34(17)		36(20)		196(111)														196

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		46(0)		50(0)		38(2)		32(0)		34(0)		200(2)														200

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		57(1)		55(5)		51(2)		43(1)		39(2)		245(11)														245

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		50(1)		50(1)		54(7)		47(5)		40(3)		241(17)														241

				計 ケイ		180		196(29)		199(30)		182(34)		156(23)		149(25)		882(141)														882

				専攻科 センコウ カ		28		16(0)		4(0)								20(0)														20



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成28年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( )は女子 ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		115(14)		119(20)		108(15)		71(10)		76(14)		463(78)

				神奈川 カナガワ		77(15)		67(8)		63(12)		68(8)		62(10)		321(48)

				埼玉 サイタマ		4		4		5(1)		9(4)		4(1)		28(7)

				千葉 チバ				3		3(0)		2		2		11(1)

				その他 タ		1		5(1)		3(1)		6(1)		5		25(4)

				計 ケイ		196(29)		199(30)		182(34)		156(23)		149(25)		882(141)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成28年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成28年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		5		11		6		24		17		63

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		11		20		12		10		9		62

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		1						3				4

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン												0

				あしなが育英会 イクエイ カイ				1				2				3

																0

				その他 タ												0

				合計 ゴウケイ		17		32		18		39		26		132





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成28年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.67		196(29)		1.089

				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.7		201(30)		1.11

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.08

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.6		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12





		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ



				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ



				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		13		20		10		4		0		48

				女 オンナ		0		0		3		2		0		0		5

				合計 ゴウケイ		1		13		23		12		4		0		53



				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ						1						1

				教授 キョウジュ						6		7		1		14

				准教授 ジュン キョウジュ				8		9		5		1		23

				講師 コウシ				6		2		3		0		11

				助教 ジョ キョウ		2		2								4

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ		2		16		18		15		2		53



				専任教員１人当り学生数(本科)　:  16.6人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン																												本科生数 ホンカセイ スウ		882

																																専任教員数 センニン キョウイン スウ		53		16.6

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :    9.02人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン



				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    55対39 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ



		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		98.0%																								0.98

						デザイン学科 ガッカ		87.1%																								0.8711111111

						電気工学科 デンキ コウガッカ		88.8%																								0.8888888889

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		108.8%																								1.0888888889

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		107.1%																								1.0711111111

				専攻科 センコウ カ				71.0%																								0.7142857143





27年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2015(平成27)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成27年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		43(23)		41(23)		35(18)		38(21)		33(19)		190(104)

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		52(0)		41(2)		33(0)		38(0)		31(0)		195(2)

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		56(6)		55(2)		43(1)		42(2)		32(0)		228(11)

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		50(1)		52(8)		53(5)		47(3)		33(4)		235(21)

				計 ケイ		180		201(30)		189(35)		164(24)		165(26)		129(23)		848(138)

				専攻科 センコウ カ		28		4(0)		11(0)								15(0)



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成27年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		122(22)		112(18)		75(10)		87(15)		67(13)		463(78)

				神奈川 カナガワ		67(7)		65(14)		71(8)		68(10)		50(9)		321(48)

				埼玉 サイタマ		3		5(1)		9(4)		4(1)		7(1)		28(7)

				千葉 チバ		3		3(1)		2		1		2		11(1)

				その他 タ		6(1)		4(1)		7(2)		5		3		25(4)

				計 ケイ		201(30)		189(35)		164(24)		165(26)		129(23)		848(138)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成27年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成27年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		5		6		15		20		18		64

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン				10		10		7		6		33

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン						3				1		4

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン

				あしなが育英会 イクエイ カイ						2						2



				その他 タ

				合計 ゴウケイ		5		16		30		27		25		103





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成27年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.70		201(30)		1.11

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.08

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12

		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ



				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ



				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		13		21		14		2		0		51

				女 オンナ		0		0		2		2		0		0		4

				合計 ゴウケイ		1		13		23		16		2		0		55



				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ						1						1

				教授 キョウジュ						5		7		1		13

				准教授 ジュン キョウジュ				9		7		6		1		23

				講師 コウシ				10		1		4		1		16

				助教 ジョ キョウ		2										2

				助手 ジョシュ

				合計 ゴウケイ		2		19		14		17		3		55



				専任教員１人当り学生数(本科)　:  15.4人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン



				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :    9.02人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン



				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    55対39 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ



		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		94.2%

						デザイン学科 ガッカ		84.4%

						電気工学科 デンキ コウガッカ		86.6%

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		101.3%

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		104.4%

				専攻科 センコウ カ				53.5%





26年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2014(平成26)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成26年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		45(26)		33(17)		44(23)		33(19)		37(16)		192(101)

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		44(2)		36(0)		40(1)		35(0)		34(0)		189(3)

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		55(2)		47(1)		50(2)		32(0)		22(0)		206(5)

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		54(8)		53(5)		48(4)		36(4)		22(2)		213(23)

				計 ケイ		180		198(38)		169(23)		182(30)		136(23)		115(18)		800(132)

				専攻科 センコウ カ		28		11(0)		11(0)								22(0)



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成26年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		118(20)		80(9)		96(18)		71(13)		62(14)		427(74)

				神奈川 カナガワ		67(15)		71(8)		75(11)		53(9)		42(4)		308(47)

				埼玉 サイタマ		6(1)		9(4)		4(1)		7(1)		4(0)		30(7)

				千葉 チバ		3(1)		2(0)		1(0)		2(0)		2(0)		10(1)

				その他 タ		4(1)		7(2)		6(0)		3(0)		5(0)		25(3)

				計 ケイ		198(38)		169(23)		182(30)		136(23)		115(18)		800(132)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成26年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成26年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		2		11		12		16		19		60

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		0		12		9		6		3		30

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		0		3		0		1		1		5

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン

				あしなが育英会 イクエイ カイ		0		2								2



				その他 タ

				合計 ゴウケイ		2		28		21		23		23		97





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成26年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.08

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12

		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ



				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ



				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		13		19		15		1		1		50

				女 オンナ		0		0		2		2		0		0		4

				合計 ゴウケイ		1		13		21		17		1		1		54



				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ						1						1

				教授 キョウジュ						6		5		2		13

				准教授 ジュン キョウジュ				8		8		5				21

				講師 コウシ				10		3		4				17

				助教 ジョ キョウ				1								1

				助手 ジョシュ		1										1

				合計 ゴウケイ		1		19		18		14		2		54



				専任教員１人当り学生数(本科)　:  16.6人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン



				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :    8.3人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン



				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    54対43 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ



				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		88%

						デザイン学科 ガッカ		85.3%

						電気工学科 デンキ コウガッカ		84.0%

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		91.5%

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		94.6%

				専攻科 センコウ カ				78.5%





25年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2013(平成25)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成25年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		34(18)		45(24)		36(20)		37(16)		35(25)		187(103)

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		38(0)		42(1)		34(0)		36(0)		28(2)		178(3)

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		50(2)		54(2)		36(1)		23(0)		36(1)		199(6)

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		60(5)		51(3)		43(5)		24(2)		32(2)		210(17)

				計 ケイ		180		182(25)		192(30)		149(26)		120(18)		131(30)		774(129)

				専攻科 センコウ カ		28		12(0)		13(0)								25(0)



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成25年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		88(10)		100(18)		77(14)		65(14)		59(12)		389(68)

				神奈川 カナガワ		74(9)		81(11)		60(11)		43(4)		63(15)		321(50)

				埼玉 サイタマ		10(4)		4(1)		7(1)		4(0)		3(1)		28(7)

				千葉 チバ		2(0)		1(0)		2(0)		3(0)		1(0)		9(0)

				その他 タ		8(2)		6(0)		3(0)		5(0)		5(2)		27(4)

				計 ケイ		182(25)		192(30)		149(26)		131(30)		131(30)		774(129)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成25年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成25年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		10		2		13		16		20		71

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		0		10		8		3		8		29

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		4		0		1		1		1		7

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン

				あしなが育英会 イクエイ カイ		2								2		4



				その他 タ

				合計 ゴウケイ		16		21		22		20		31		111





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成25年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12

		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ

				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ

				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		14		16		16		3		1		51

				女 オンナ		0		0		1		3		0		0		4

				合計 ゴウケイ		1		14		17		19		3		1		55

				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ						1						1

				教授 キョウジュ						4		4		6		14

				准教授 ジュン キョウジュ				3		9		5				17

				講師 コウシ				10		5		4				19

				助教 ジョ キョウ				3								3

				助手 ジョシュ		1										1

				合計 ゴウケイ		1		16		19		13		6		55

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  14.0人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :    7.6人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン

				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    55対46 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		86%

						デザイン学科 ガッカ		83.1%

						電気工学科 デンキ コウガッカ		79.1%

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		88.4%

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		93.3%

				専攻科 センコウ カ				89.2%





24年度

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2012(平成24)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成24年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		48(25)		37(21)		40(17)		35(25)		32(18)		192(106)

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		43(1)		36(0)		36(1)		32(2)		39(0)		186(4)

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		56(2)		37(1)		22(0)		41(1)		30(1)		186(5)

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		55(3)		48(6)		26(2)		36(2)		40(4)		205(17)

				計 ケイ		180		202(31)		158(28)		124(20)		144(30)		141(23)		769(132)

				専攻科 センコウ カ		28		14(0)		13(0)								27(0)



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成24年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		107(19)		82(15)		68(15)		65(12)		71(12)		393(73)

				神奈川 カナガワ		81(11)		62(11)		45(5)		69(15)		59(8)		316(50)

				埼玉 サイタマ		5(1)		7(1)		4(0)		3(1)		6(1)		25(4)

				千葉 チバ		1(0)		3(0)		2(0)		2(0)		0(0)		8(0)

				その他 タ		8(0)		4(0)		5(0)		5(2)		5(2)		27(4)

				計 ケイ		202(31)		158(27)		124(20)		144(30)		141(23)		769(131)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成24年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成24年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		9		11		11		20		12		63

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		10		9		4		8		3		34

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン				1				1		1		3

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン

				あしなが育英会 イクエイ カイ								2				2

				ｻﾚｼﾞｵ貸与生* タイヨ セイ						6						6

				その他 タ

				合計 ゴウケイ		19		21		21		31		16		108

				*・・・平成２２年度生募集において特別教育支援入試で採用された貸与奨学生 ヘイセイ ネンド セイ ボシュウ トクベツ キョウイク シエン ニュウシ サイヨウ タイヨ ショウガクセイ



		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成24年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数 シガン シャ スウ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.95		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12





２２年度

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2010(平成22)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成22年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		39(18)		39(27)		34(20)		38(19)		34(11)		184(95)

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		41(0)		36(3)		40(0)		48(0)		52(1)		217(4)

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		23(0)		42(1)		36(1)		30(1)		25(2)		156(5)

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		32(2)		35(2)		50(4)		37(3)		29(4)		183(15)

				計 ケイ		180		135(20)		152(33)		160(25)		153(23)		140(18)		740(119)

				専攻科 センコウ カ		28		14(0)		1(0)								15(0)

		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成22年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		73(15)		70(13)		86(15)		77(11)		83(11)		389(65)

				神奈川 カナガワ		50(5)		72(17)		62(7)		60(11)		43(6)		287(46)

				埼玉 サイタマ		5(0)		3(1)		6(1)		6(1)		7(0)		27(3)

				千葉 チバ		2(0)		2(0)		1(0)		5(0)		2(1)		12(1)

				その他 タ		5(0)		5(2)		5(2)		5(0)		5(0)		25(4)

				計 ケイ		135(20)		152(33)		160(25)		153(23)		140(18)		740(119)

		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成22年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

				ｲﾝﾄﾞ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0

		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成22年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		7		17		8		18		11		66

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		4		6		7		8		4		29

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン						2		1		1		4

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン										1		1

				あしなが育英会 イクエイ カイ				2								2

				ｻﾚｼﾞｵ貸与生* タイヨ セイ		7		18								25

				その他 タ

				合計 ゴウケイ		18		43		17		27		17		127

				*・・・平成２２年度生募集において特別教育支援入試で採用された貸与奨学生 ヘイセイ ネンド セイ ボシュウ トクベツ キョウイク シエン ニュウシ サイヨウ タイヨ ショウガクセイ

		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成22年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数 シガン シャ スウ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12
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学納金

		学納金他 ガクノウキン タ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

		学年 ガクネン		授業料 ジュギョウリョウ		実験実習費 ジッケン ジッシュウ ヒ		施設設備費 シセツ セツビヒ		校費 コウヒ		課外教育費 カガイ キョウイクヒ		研修旅行積立金 ケンシュウ リョコウ ツミタテ キン		父母会入会金 フボ カイ ニュウカイキン		父母会費 フボ カイヒ		学友会費 ガクユウカイ ヒ

		1		500,000		48,000		180,000		45,000		42,000		19,000		10,000		9,800		6,800

		2		600,000		48,000		180,000		45,000				38,000				9,800		6,800

		3		700,000		48,000		180,000		45,000				38,000				9,800		6,800

		4		960,000		60,000		180,000		45,000				55,000				9,800		6,800

		5		960,000		60,000		180,000		45,000								9,800		6,800

		入学金 ニュウガクキン		入学検定料 ニュウガク ケンテイ リョウ

		300,000		21,000





令和3年度

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2021(令和3)年度 レイワ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																		( 内女子 ） ウチ ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		38(25)		50(31)		32(18)		37(22)		32(18)		189(114)														189

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		23(2)		41(1)		23(0)		44(2)		29(0)		160(5)														160

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		43(2)		58(2)		51(9)		52(5)		33(2)		237(20)														237

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		40(2)		42(3)		42(5)		39(2)		52(2)		215(14)														215

				計 ケイ		180		144(31)		191(37)		148(32)		172(31)		146(22)		801(153)														801

				専攻科 センコウ カ		28		21(0)		14(1)								35(1)														35



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( 内女子 ） ウチ ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		87（20）		105（18）		72（18）		96（21）		88（13）		448(90）

				神奈川 カナガワ		40（8）		78（17）		64（12）		60（8）		52（9）		294（54）

				埼玉 サイタマ		3（0）		3（1）		5（0）		3（0）		5（0）		19（1）

				千葉 チバ		5（2）		2（0）		3（0）		5（1）		0（0）		15（3）

				その他 タ		9（1）		3（1）		4（2）		8（1）		1（0）		25（5）

				計 ケイ		144（31）		191（37）		148（32）		172（31）		146（22）		801（153）



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構※ ニホン ガクセイ シエン キコウ		0		5		6		8		25		44

				東京都育英資金 トウキョウト イクエイ シキン		1		3		4		10		10		28

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		0		0		1		0		1		2

				相模原市奨学金 サガミハラ シ ショウガクキン		0		3		3		0		0		6

				その他 タ		0		0		0		0		1		1



				合計 ゴウケイ		1		11		14		18		37		81

				※貸与奨学生・給付奨学生の合計 タイヨ ショウガクセイ キュウフ ショウガクセイ ゴウケイ



		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																																		倍率＝志願者÷入学定員 バイリツ シガンシャ ニュウガク テイイン

																																				定員充足率＝入学者÷入学定員 テイイン ジュウソクリツ ニュウガク シャ ニュウガクテイイン

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ																						志願者数 シガンシャ スウ		入学者数 ニュウガク シャ スウ

				令和3年度(2021) レイワ ネンド		180		227(41)		1.26		144(31)		0.80																				令和3年度(2021) レイワ ネンド		227		144

				令和2年度(2020) レイワ ネンド		180		342(57)		1.90		194(37)		1.08																				令和2年度(2020) レイワ ネンド		342		194

				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		180		266(53)		1.48		157(38)		0.87																				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		266		157

				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		180		330(57)		1.83		199(35)		1.11																				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		330		199

				平成29年度(2017) ヘイセイ ネンド		180		330(41)		1.83		180(26)		1.00																				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		330		180

				平成28年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.68		196(29)		1.09																				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		302		196

				平成27年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.71		201(30)		1.12																				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		307		201

				平成26年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.09																				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		353		196

				平成25年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00																				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		288		180

				平成24年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.97		200(31)		1.11																				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		354		200

				平成23年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94																				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		314		170

				平成22年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72																				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		207		130

				平成21年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88																				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		245		159

				平成20年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96																				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		254		172

				平成19年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99																				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		251		179

				平成18年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91																				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		201		163

				平成17年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96																				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		242		173

				平成16年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96																				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		221		172

				平成15年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87																				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		223		157

				平成14年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78																				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		214		141

				平成13年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03																				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		241		186

				平成12年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		0.94		152(26)		0.68																				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		212		152

				平成11年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.44		244(34)		1.08																				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		325		244

				平成10年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.30		242(33)		1.08																				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		293		242

				平成9年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.70		242(33)		1.08																				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		382		242

				平成8年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.60		241(55)		1.07																				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		361		241

				平成7年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16																				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		371		262

				平成6年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95																				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		297		213

				平成5年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.41		260(37)		1.16																				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		317		260

				平成4年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22																				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		425		275

				平成3年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17																				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		486		264

				平成2年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19																				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		492		268

				平成1年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12																				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		439		252

				昭和63年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12																				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		469		252



		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ

				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		16		17		11		4		0		49

				女 オンナ		0		1		2		0		0		0		3

				合計 ゴウケイ		1		17		19		11		4		0		52

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ																 

				職名 ショクメイ		20～29歳 サイ		30～39歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ								1				1

				教授 キョウジュ						3		13		1		17

				准教授 ジュン キョウジュ				2		11		6				19

				講師 コウシ				6		3		1		1		11

				助教 ジョ キョウ		2		2								4

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ		2		10		17		21		2		52																本科生数 ホンカセイ スウ		801

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																														専任教員数 センニン キョウイン スウ		52		15.4

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  15.4人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン																												非常勤教員数 ヒジョウキン キョウイン スウ		44

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :   8.34人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン																												教員計 キョウイン ケイ		96		8.34

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    52対44 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ																														在籍者数÷定員 ザイセキシャ スウ テイイン

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		89.0%																								0.890

						デザイン学科 ガッカ		84.0%																								0.840

						電気工学科 デンキ コウガッカ		71.1%																								0.7111111111

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		105.3%																								1.0533333333

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		95.5%																								0.9555555556

				専攻科 センコウ カ				125.0%																								1.25

		退学・除籍者数 タイガク ジョセキ シャ スウ

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		4		13		11		17		2		47

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		8		11		12		8		1		40

		中退率 チュウタイ リツ																																1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ																5/1/17		182		189		191		180		133

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		2.2%		6.8%		5.7%		9.4%		1.5%		5.3%																5/1/16		196		199		182		156		149

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		4.0%		5.5%		6.5%		5.1%		0.6%		4.5%

		留年者数 リュウネンシャ スウ



				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				13名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				8名 メイ

		社会人学生数 シャカイ ジン ガクセイ スウ				※　学事統計では使ってない ガクジ トウケイ ツカ

				令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

				令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		海外協定相手校 カイガイ キョウテイ アイテ コウ

				校名 コウメイ				国 クニ		内容 ナイヨウ

				泰日工科大学 タイ ニチ コウカ ダイガク				タイ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾏﾝﾀﾞﾙｲﾖﾝ工科大学 コウカ ダイガク				フィリピン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				モンゴル高専教育ｾﾝﾀ-NGO コウセン キョウイク				モンゴル		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾃｸﾆｶﾙ・ｶﾚｯｼﾞ・ﾌｧﾄﾏｶ				東ﾃｨﾓ-ﾙ ヒガシ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ネ－グルカレッジ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾚｼﾞｱﾝｶﾚｯｼﾞ・ｻﾝﾊﾞﾘ-ｽｸ-ﾙ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾘｱ・ｻﾚｼﾞｵ大学 ダイガク				スペイン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				教皇庁立ｻﾚｼﾞｵ大学 キョウコウ チョウ リツ ダイガク				イタリア		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ





令和2年度

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2020(令和2)年度 レイワ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																		( 内女子 ） ウチ ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		50(30)		33(19)		41(25)		32(18)		33(23)		189(115)														189

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		44(2)		24(0)		49(2)		31(0)		37(0)		185(4)														185

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		58(2)		48(9)		55(5)		34(3)		52(2)		247(21)														247

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		42(3)		43(6)		44(2)		59(2)		40(1)		228(14)														228

				計 ケイ		180		194(37)		148(34)		189(34)		156(23)		162(26)		849(154)														849

				専攻科 センコウ カ		28		15(0)		11(0)								26(0)														26



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( 内女子 ） ウチ ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		106(18)		72(19)		107(22)		95(13)		96(14)		476(86)

				神奈川 カナガワ		80(17)		63(13)		65(10)		54(10)		64(12)		326(62)

				埼玉 サイタマ		3(1)		5(0)		3(0)		5(0)		2(0)		18(1)

				千葉 チバ		2(0)		4(0)		5(1)		0		0		11(1)

				その他 タ		3(1)		4(2)		9(1)		2(0)		0		18(4)

				計 ケイ		194(37)		148(34)		189(34)		156(23)		162(26)		849(154)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0

				合計 ゴウケイ		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構※ ニホン ガクセイ シエン キコウ		3		5		7		23		21		59

				東京都育英資金 トウキョウト イクエイ シキン		3		5		10		10		4		32

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		0		0		1						1

				相模原市奨学金 サガミハラ シ ショウガクキン		3		3		3						9

				その他 タ		0		0		0		1		1		2





				合計 ゴウケイ		9		13		21		34		26		103

				※貸与奨学生・給付奨学生の合計 タイヨ ショウガクセイ キュウフ ショウガクセイ ゴウケイ



		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																																		倍率＝志願者÷入学定員 バイリツ シガンシャ ニュウガク テイイン

																																				定員充足率＝入学者÷入学定員 テイイン ジュウソクリツ ニュウガク シャ ニュウガクテイイン

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ																						志願者数 シガンシャ スウ		入学者数 ニュウガク シャ スウ

				令和2年度(2020) レイワ ネンド		180		342(57)		1.90		194(37)		1.08																				令和2年度(2020) レイワ ネンド		342		194

				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		180		266(53)		1.48		157(38)		0.87																				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		266		157

				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		180		330(57)		1.83		199(35)		1.11																				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		330		199

				平成29年度(2017) ヘイセイ ネンド		180		330(41)		1.83		180(26)		1.00																				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		330		180

				平成28年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.68		196(29)		1.09																				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		302		196

				平成27年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.71		201(30)		1.12																				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		307		201

				平成26年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.09																				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		353		196

				平成25年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00																				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		288		180

				平成24年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.97		200(31)		1.11																				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		354		200

				平成23年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94																				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		314		170

				平成22年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72																				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		207		130

				平成21年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88																				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		245		159

				平成20年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96																				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		254		172

				平成19年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99																				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		251		179

				平成18年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91																				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		201		163

				平成17年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96																				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		242		173

				平成16年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96																				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		221		172

				平成15年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87																				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		223		157

				平成14年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78																				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		214		141

				平成13年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03																				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		241		186

				平成12年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		0.94		152(26)		0.68																				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		212		152

				平成11年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.44		244(34)		1.08																				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		325		244

				平成10年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.30		242(33)		1.08																				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		293		242

				平成9年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.70		242(33)		1.08																				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		382		242

				平成8年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.60		241(55)		1.07																				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		361		241

				平成7年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16																				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		371		262

				平成6年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95																				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		297		213

				平成5年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.41		260(37)		1.16																				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		317		260

				平成4年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22																				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		425		275

				平成3年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17																				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		486		264

				平成2年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19																				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		492		268

				平成1年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12																				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		439		252

				昭和63年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12																				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		469		252



		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ

				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		17		17		11		4		0		50

				女 オンナ		0		1		2		0		0		0		3

				合計 ゴウケイ		1		18		19		11		4		0		53

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～29歳 サイ		30～39歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ								1				1

				教授 キョウジュ						5		12		1		18

				准教授 ジュン キョウジュ				3		12		4				19

				講師 コウシ				6		3		1		1		11

				助教 ジョ キョウ		3		1								4

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ		2		10		21		18		2		53																本科生数 ホンカセイ スウ		849

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																														専任教員数 センニン キョウイン スウ		53		16.0

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  16人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン																												非常勤教員数 ヒジョウキン キョウイン スウ		52

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :   8.09人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン																												教員計 キョウイン ケイ		105		8.09

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    53対52 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ																														在籍者数÷定員 ザイセキシャ スウ テイイン

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		94.3%																								0.943

						デザイン学科 ガッカ		84.0%																								0.840

						電気工学科 デンキ コウガッカ		82.2%																								0.8222222222

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		109.8%																								1.0977777778

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		101.3%																								1.0133333333

				専攻科 センコウ カ				92.9%																								0.9285714286

		退学・除籍者数 タイガク ジョセキ シャ スウ

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		4		13		11		17		2		47

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		8		11		12		8		1		40

		中退率 チュウタイ リツ																																1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ																5/1/17		182		189		191		180		133

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		2.2%		6.8%		5.7%		9.4%		1.5%		5.3%																5/1/16		196		199		182		156		149

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		4.0%		5.5%		6.5%		5.1%		0.6%		4.5%

		留年者数 リュウネンシャ スウ



				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				13名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				8名 メイ

		社会人学生数 シャカイ ジン ガクセイ スウ				※　学事統計では使ってない ガクジ トウケイ ツカ

				令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

				令和1年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		海外協定相手校 カイガイ キョウテイ アイテ コウ

				校名 コウメイ				国 クニ		内容 ナイヨウ

				泰日工科大学 タイ ニチ コウカ ダイガク				タイ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾏﾝﾀﾞﾙｲﾖﾝ工科大学 コウカ ダイガク				フィリピン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				モンゴル高専教育ｾﾝﾀ-NGO コウセン キョウイク				モンゴル		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾃｸﾆｶﾙ・ｶﾚｯｼﾞ・ﾌｧﾄﾏｶ				東ﾃｨﾓ-ﾙ ヒガシ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ネ－グルカレッジ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾚｼﾞｱﾝｶﾚｯｼﾞ・ｻﾝﾊﾞﾘ-ｽｸ-ﾙ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾘｱ・ｻﾚｼﾞｵ大学 ダイガク				スペイン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				教皇庁立ｻﾚｼﾞｵ大学 キョウコウ チョウ リツ ダイガク				イタリア		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ





令和元年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2019(令和元)年度 レイワ ガン ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																		( 内女子 ） ウチ ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		37（22）		40（25）		33（18）		33（23）		38（21）		181（109）														181

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		25（0）		50（2）		34（0）		39（0）		29（0）		177（2）														177

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		48（9）		58（5）		39（3）		55（2）		45（4）		245（23）														245

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		47（7）		48（3）		62（2）		40（1）		38（1）		235（14）														235

				計 ケイ		180		157（38）		196（35）		168（23）		167（26）		150（26）		838（148）														838

				専攻科 センコウ カ		28		11（1）		10（0）								21（1）														21



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( 内女子 ） ウチ ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		79(22)		111(23)		102(13)		97(14)		96(21)		485(93)

				神奈川 カナガワ		65(14)		68(10)		57(10)		68(12)		45(5)		303(51)

				埼玉 サイタマ		5		3		5		2		3		18

				千葉 チバ		4		5(1)		2		0		3		14(1)

				その他 タ		4(2)		9(1)		2		0		3		18(3)

				計 ケイ		157(38)		196(35)		168(23)		167(26)		150(26)		838(148)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0

				合計 ゴウケイ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ				まだ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		5		7		5		13		16		46

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		5		10		12		5		16		48

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		0		0		1						1

																0

																0

																0

				その他 タ												0

				合計 ゴウケイ		10		17		18		18		32		95





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																																		倍率＝志願者÷入学定員 バイリツ シガンシャ ニュウガク テイイン

																																				定員充足率＝入学者÷入学定員 テイイン ジュウソクリツ ニュウガク シャ ニュウガクテイイン

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ																						志願者数 シガンシャ スウ		入学者数 ニュウガク シャ スウ

				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		180		266(53)		1.48		157(38)		0.87																				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		266		157

				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		180		330(57)		1.83		199(35)		1.11																				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		330		199

				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		180		330(41)		1.83		180(26)		1.00																				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		330		180

				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.68		196(29)		1.09																				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		302		196

				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.71		201(30)		1.12																				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		307		201

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.09																				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		353		196

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00																				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		288		180

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.97		200(31)		1.11																				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		354		200

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94																				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		314		170

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72																				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		207		130

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88																				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		245		159

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96																				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		254		172

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99																				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		251		179

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91																				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		201		163

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96																				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		242		173

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96																				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		221		172

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87																				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		223		157

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78																				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		214		141

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03																				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		241		186

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		0.94		152(26)		0.68																				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		212		152

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.44		244(34)		1.08																				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		325		244

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.30		242(33)		1.08																				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		293		242

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.70		242(33)		1.08																				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		382		242

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.60		241(55)		1.07																				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		361		241

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16																				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		371		262

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95																				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		297		213

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.41		260(37)		1.16																				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		317		260

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22																				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		425		275

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17																				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		486		264

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19																				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		492		268

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12																				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		439		252

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12																				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		469		252



		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ

				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		16		19		7		5		0		48

				女 オンナ		0		0		3		1		1		0		5

				合計 ゴウケイ		1		16		22		8		6		0		53

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ								1				1

				教授 キョウジュ						6		9		1		16

				准教授 ジュン キョウジュ				4		10		7		1		22

				講師 コウシ				4		2		2				8

				助教 ジョ キョウ		3		3								6

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ		3		11		18		19		2		53																本科生数 ホンカセイ スウ		838

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																														専任教員数 センニン キョウイン スウ		53		15.8

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  15.8人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン																												非常勤教員数 ヒジョウキン キョウイン スウ		51

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :   8.06人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン																												教員計 キョウイン ケイ		104		8.06

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    53対51 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ																														在籍者数÷定員 ザイセキシャ スウ テイイン

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		93.1%																								0.931

						デザイン学科 ガッカ		80.4%																								0.804

						電気工学科 デンキ コウガッカ		78.7%																								0.7866666667

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		108.9%																								1.0888888889

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		104.4%																								1.0444444444

				専攻科 センコウ カ				75.0%																								0.75

		退学・除籍者数 タイガク ジョセキ シャ スウ

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		4		13		11		17		2		47

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		8		11		12		8		1		40

		中退率 チュウタイ リツ																																1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ																5/1/17		182		189		191		180		133

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		2.2%		6.8%		5.7%		9.4%		1.5%		5.3%																5/1/16		196		199		182		156		149

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		4.0%		5.5%		6.5%		5.1%		0.6%		4.5%

		留年者数 リュウネンシャ スウ



				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				13名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				8名 メイ

		社会人学生数 シャカイ ジン ガクセイ スウ

				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		海外協定相手校 カイガイ キョウテイ アイテ コウ

				校名 コウメイ				国 クニ		内容 ナイヨウ

				泰日工科大学 タイ ニチ コウカ ダイガク				タイ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾏﾝﾀﾞﾙｲﾖﾝ工科大学 コウカ ダイガク				フィリピン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				モンゴル高専教育ｾﾝﾀ-NGO コウセン キョウイク				モンゴル		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾃｸﾆｶﾙ・ｶﾚｯｼﾞ・ﾌｧﾄﾏｶ				東ﾃｨﾓ-ﾙ ヒガシ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ネ－グルカレッジ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾚｼﾞｱﾝｶﾚｯｼﾞ・ｻﾝﾊﾞﾘ-ｽｸ-ﾙ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾘｱ・ｻﾚｼﾞｵ大学 ダイガク				スペイン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				教皇庁立ｻﾚｼﾞｵ大学 キョウコウ チョウ リツ ダイガク				イタリア		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ





30年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2018(平成30)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																		( 内女子 ） ウチ ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		41(25)		36(20)		38(23)		39(22)		35(20)		189(110)														189

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		48(2)		42(0)		46(0)		40(1)		29(1)		205(4)														205

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		62(5)		41(3)		54(1)		54(5)		43(1)		254(15)														254

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		48(3)		63(2)		45(1)		47(2)		49(7)		252(15)														252

				計 ケイ		180		199(35)		182(25)		183(25)		180(30)		156(29)		900(144)														875

				専攻科 センコウ カ		28		10(0)		14(0)								24(0)														25



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( 内女子 ） ウチ ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		114(22)		112(15)		105(13)		110(23)		92(14)		533(87)

				神奈川 カナガワ		68(11)		59(10)		73(12)		59(6)		52(12)		311(51)

				埼玉 サイタマ		3		6		3		3		5(1)		20(1)

				千葉 チバ		5(1)		2		0		3		3(1)		13(2)

				その他 タ		9(1)		3		2		5(1)		4(1)		23(3)

				計 ケイ		199(35)		182(25)		183(25)		180(30)		156(29)		900(144)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		0		3		7		9		8		27

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		0		11		8		19		9		47

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		0		2		1						3

																0

																0

																0

				その他 タ												0

				合計 ゴウケイ		0		16		16		28		17		77





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		180		330(57)		1.83		199(35)		1.10

				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		180		330(41)		1.83		180(26)		1.00

				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.67		196(29)		1.089

				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.7		201(30)		1.11

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.08

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.6		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12



		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ

				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		13		21		5		5		0		45

				女 オンナ		0		0		2		2		0		0		4

				合計 ゴウケイ		1		13		23		7		5		0		49

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ								1				1

				教授 キョウジュ						5		7		1		13

				准教授 ジュン キョウジュ				6		7		9		1		23

				講師 コウシ						5		2		0		7

				助教 ジョ キョウ				5								5

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ				11		17		19		2		49																本科生数 ホンカセイ スウ		875

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ																														専任教員数 センニン キョウイン スウ		49		17.9

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  18.4人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :   8.74人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    49対54 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		100.0%																								0.9722222222

						デザイン学科 ガッカ		84.0%																								0.840

						電気工学科 デンキ コウガッカ		91.1%																								0.9111111111

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		112.9%																								1.1288888889

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		112.0%																								1.12

				専攻科 センコウ カ				85.7%																								0.8928571429

		退学・除籍者数 タイガク ジョセキ シャ スウ

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		4		13		11		17		2		47

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		8		11		12		8		1		40

		中退率 チュウタイ リツ																																1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ																5/1/17		182		189		191		180		133

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		2.2%		6.8%		5.7%		9.4%		1.5%		5.3%																5/1/16		196		199		182		156		149

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		4.0%		5.5%		6.5%		5.1%		0.6%		4.5%

		留年者数 リュウネンシャ スウ



				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				13名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				8名 メイ

		社会人学生数 シャカイ ジン ガクセイ スウ

				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

		海外協定相手校 カイガイ キョウテイ アイテ コウ

				校名 コウメイ				国 クニ		内容 ナイヨウ

				泰日工科大学 タイ ニチ コウカ ダイガク				タイ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾏﾝﾀﾞﾙｲﾖﾝ工科大学 コウカ ダイガク				フィリピン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				モンゴル高専教育ｾﾝﾀ-NGO コウセン キョウイク				モンゴル		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾃｸﾆｶﾙ・ｶﾚｯｼﾞ・ﾌｧﾄﾏｶ				東ﾃｨﾓ-ﾙ ヒガシ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ネ－グルカレッジ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾚｼﾞｱﾝｶﾚｯｼﾞ・ｻﾝﾊﾞﾘ-ｽｸ-ﾙ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾘｱ・ｻﾚｼﾞｵ大学 ダイガク				スペイン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				教皇庁立ｻﾚｼﾞｵ大学 キョウコウ チョウ リツ ダイガク				イタリア		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ





29年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2017(平成29)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		37(21)		40(26)		42(23)		36(20)		33(17)		188(107)														188

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		42(0)		44(0)		46(0)		38(2)		26(0)		196(2)														196

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		40(3)		56(1)		56(5)		51(1)		33(1)		236(11)														236

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		63(2)		49(1)		47(1)		55(8)		41(4)		255(16)														255

				計 ケイ		180		182(26)		189(28)		191(29)		180(31)		133(22)		875(136)														875

				専攻科 センコウ カ		28		12(0)		15(0)								27(0)														27



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( )は女子 ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		114(20)		113(17)		117(23)		112(20)		59(15)		516(95)

				神奈川 カナガワ		58(6)		71(11)		65(6)		59(11)		61(7)		314(41)

				埼玉 サイタマ		6		4		4		4		8		26

				千葉 チバ		2				2		3		2		9

				その他 タ		2		1		3		2		3		11

				計 ケイ		182(26)		189(29)		191(29)		180(31)		133(22)		875(136)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0

				合計 ゴウケイ		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		5		8		9		10		26		58

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		12		10		19		14		8		63

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		2		1						3		6

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン												0

				あしなが育英会 イクエイ カイ						1				1		2

																0

				その他 タ												0

				合計 ゴウケイ		19		19		29		24		38		129





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		180		330(41)		1.07		180(26)		1.00

				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.67		196(29)		1.089

				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.7		201(30)		1.11

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.08

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.6		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12



		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ





				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ



				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		12		21		6		5		0		45

				女 オンナ		0		0		3		2		0		0		5

				合計 ゴウケイ		1		12		24		8		5		0		50



				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ								1				1

				教授 キョウジュ						5		7				12

				准教授 ジュン キョウジュ				6		10		7		1		24

				講師 コウシ		1		4		1		2		0		8

				助教 ジョ キョウ		2		3								5

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ		3		13		16		17		1		50

																																本科生数 ホンカセイ スウ		882

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  17.5人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン																												専任教員数 センニン キョウイン スウ		53		16.6



				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :   8.93人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン



				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    50対48 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ



				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		97.3%																								0.9722222222

						デザイン学科 ガッカ		83.5%																								0.8355555556

						電気工学科 デンキ コウガッカ		87.1%																								0.8711111111

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		104.8%																								1.0488888889

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		113.7%																								1.1333333333

				専攻科 センコウ カ				96.4%																								0.9642857143





28年度

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2016(平成26)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成28年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		43(27)		44(24)		39(23)		34(17)		36(20)		196(111)														196

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		46(0)		50(0)		38(2)		32(0)		34(0)		200(2)														200

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		57(1)		55(5)		51(2)		43(1)		39(2)		245(11)														245

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		50(1)		50(1)		54(7)		47(5)		40(3)		241(17)														241

				計 ケイ		180		196(29)		199(30)		182(34)		156(23)		149(25)		882(141)														882

				専攻科 センコウ カ		28		16(0)		4(0)								20(0)														20



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成28年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( )は女子 ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		115(14)		119(20)		108(15)		71(10)		76(14)		463(78)

				神奈川 カナガワ		77(15)		67(8)		63(12)		68(8)		62(10)		321(48)

				埼玉 サイタマ		4		4		5(1)		9(4)		4(1)		28(7)

				千葉 チバ				3		3(0)		2		2		11(1)

				その他 タ		1		5(1)		3(1)		6(1)		5		25(4)

				計 ケイ		196(29)		199(30)		182(34)		156(23)		149(25)		882(141)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成28年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成28年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		5		11		6		24		17		63

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		11		20		12		10		9		62

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		1						3				4

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン												0

				あしなが育英会 イクエイ カイ				1				2				3

																0

				その他 タ												0

				合計 ゴウケイ		17		32		18		39		26		132





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成28年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.67		196(29)		1.089

				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.7		201(30)		1.11

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.08

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.6		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12





		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ



				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ



				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		13		20		10		4		0		48

				女 オンナ		0		0		3		2		0		0		5

				合計 ゴウケイ		1		13		23		12		4		0		53



				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ						1						1

				教授 キョウジュ						6		7		1		14

				准教授 ジュン キョウジュ				8		9		5		1		23

				講師 コウシ				6		2		3		0		11

				助教 ジョ キョウ		2		2								4

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ		2		16		18		15		2		53



				専任教員１人当り学生数(本科)　:  16.6人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン																												本科生数 ホンカセイ スウ		882

																																専任教員数 センニン キョウイン スウ		53		16.6

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :    9.02人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン



				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    55対39 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ



		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		98.0%																								0.98

						デザイン学科 ガッカ		87.1%																								0.8711111111

						電気工学科 デンキ コウガッカ		88.8%																								0.8888888889

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		108.8%																								1.0888888889

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		107.1%																								1.0711111111

				専攻科 センコウ カ				71.0%																								0.7142857143





27年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2015(平成27)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成27年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		43(23)		41(23)		35(18)		38(21)		33(19)		190(104)

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		52(0)		41(2)		33(0)		38(0)		31(0)		195(2)

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		56(6)		55(2)		43(1)		42(2)		32(0)		228(11)

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		50(1)		52(8)		53(5)		47(3)		33(4)		235(21)

				計 ケイ		180		201(30)		189(35)		164(24)		165(26)		129(23)		848(138)

				専攻科 センコウ カ		28		4(0)		11(0)								15(0)



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成27年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		122(22)		112(18)		75(10)		87(15)		67(13)		463(78)

				神奈川 カナガワ		67(7)		65(14)		71(8)		68(10)		50(9)		321(48)

				埼玉 サイタマ		3		5(1)		9(4)		4(1)		7(1)		28(7)

				千葉 チバ		3		3(1)		2		1		2		11(1)

				その他 タ		6(1)		4(1)		7(2)		5		3		25(4)

				計 ケイ		201(30)		189(35)		164(24)		165(26)		129(23)		848(138)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成27年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成27年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		5		6		15		20		18		64

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン				10		10		7		6		33

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン						3				1		4

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン

				あしなが育英会 イクエイ カイ						2						2



				その他 タ

				合計 ゴウケイ		5		16		30		27		25		103





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成27年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.70		201(30)		1.11

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.08

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12

		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ



				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ



				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		13		21		14		2		0		51

				女 オンナ		0		0		2		2		0		0		4

				合計 ゴウケイ		1		13		23		16		2		0		55



				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ						1						1

				教授 キョウジュ						5		7		1		13

				准教授 ジュン キョウジュ				9		7		6		1		23

				講師 コウシ				10		1		4		1		16

				助教 ジョ キョウ		2										2

				助手 ジョシュ

				合計 ゴウケイ		2		19		14		17		3		55



				専任教員１人当り学生数(本科)　:  15.4人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン



				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :    9.02人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン



				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    55対39 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ



		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		94.2%

						デザイン学科 ガッカ		84.4%

						電気工学科 デンキ コウガッカ		86.6%

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		101.3%

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		104.4%

				専攻科 センコウ カ				53.5%





26年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2014(平成26)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成26年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		45(26)		33(17)		44(23)		33(19)		37(16)		192(101)

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		44(2)		36(0)		40(1)		35(0)		34(0)		189(3)

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		55(2)		47(1)		50(2)		32(0)		22(0)		206(5)

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		54(8)		53(5)		48(4)		36(4)		22(2)		213(23)

				計 ケイ		180		198(38)		169(23)		182(30)		136(23)		115(18)		800(132)

				専攻科 センコウ カ		28		11(0)		11(0)								22(0)



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成26年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		118(20)		80(9)		96(18)		71(13)		62(14)		427(74)

				神奈川 カナガワ		67(15)		71(8)		75(11)		53(9)		42(4)		308(47)

				埼玉 サイタマ		6(1)		9(4)		4(1)		7(1)		4(0)		30(7)

				千葉 チバ		3(1)		2(0)		1(0)		2(0)		2(0)		10(1)

				その他 タ		4(1)		7(2)		6(0)		3(0)		5(0)		25(3)

				計 ケイ		198(38)		169(23)		182(30)		136(23)		115(18)		800(132)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成26年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成26年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		2		11		12		16		19		60

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		0		12		9		6		3		30

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		0		3		0		1		1		5

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン

				あしなが育英会 イクエイ カイ		0		2								2



				その他 タ

				合計 ゴウケイ		2		28		21		23		23		97





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成26年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.08

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12

		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ



				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ



				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		13		19		15		1		1		50

				女 オンナ		0		0		2		2		0		0		4

				合計 ゴウケイ		1		13		21		17		1		1		54



				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ						1						1

				教授 キョウジュ						6		5		2		13

				准教授 ジュン キョウジュ				8		8		5				21

				講師 コウシ				10		3		4				17

				助教 ジョ キョウ				1								1

				助手 ジョシュ		1										1

				合計 ゴウケイ		1		19		18		14		2		54



				専任教員１人当り学生数(本科)　:  16.6人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン



				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :    8.3人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン



				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    54対43 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ



				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		88%

						デザイン学科 ガッカ		85.3%

						電気工学科 デンキ コウガッカ		84.0%

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		91.5%

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		94.6%

				専攻科 センコウ カ				78.5%





25年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2013(平成25)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成25年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		34(18)		45(24)		36(20)		37(16)		35(25)		187(103)

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		38(0)		42(1)		34(0)		36(0)		28(2)		178(3)

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		50(2)		54(2)		36(1)		23(0)		36(1)		199(6)

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		60(5)		51(3)		43(5)		24(2)		32(2)		210(17)

				計 ケイ		180		182(25)		192(30)		149(26)		120(18)		131(30)		774(129)

				専攻科 センコウ カ		28		12(0)		13(0)								25(0)



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成25年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		88(10)		100(18)		77(14)		65(14)		59(12)		389(68)

				神奈川 カナガワ		74(9)		81(11)		60(11)		43(4)		63(15)		321(50)

				埼玉 サイタマ		10(4)		4(1)		7(1)		4(0)		3(1)		28(7)

				千葉 チバ		2(0)		1(0)		2(0)		3(0)		1(0)		9(0)

				その他 タ		8(2)		6(0)		3(0)		5(0)		5(2)		27(4)

				計 ケイ		182(25)		192(30)		149(26)		131(30)		131(30)		774(129)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成25年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成25年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		10		2		13		16		20		71

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		0		10		8		3		8		29

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		4		0		1		1		1		7

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン

				あしなが育英会 イクエイ カイ		2								2		4



				その他 タ

				合計 ゴウケイ		16		21		22		20		31		111





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成25年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12

		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ

				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ

				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		14		16		16		3		1		51

				女 オンナ		0		0		1		3		0		0		4

				合計 ゴウケイ		1		14		17		19		3		1		55

				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ						1						1

				教授 キョウジュ						4		4		6		14

				准教授 ジュン キョウジュ				3		9		5				17

				講師 コウシ				10		5		4				19

				助教 ジョ キョウ				3								3

				助手 ジョシュ		1										1

				合計 ゴウケイ		1		16		19		13		6		55

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  14.0人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :    7.6人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン

				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    55対46 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		86%

						デザイン学科 ガッカ		83.1%

						電気工学科 デンキ コウガッカ		79.1%

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		88.4%

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		93.3%

				専攻科 センコウ カ				89.2%





24年度

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2012(平成24)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成24年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		48(25)		37(21)		40(17)		35(25)		32(18)		192(106)

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		43(1)		36(0)		36(1)		32(2)		39(0)		186(4)

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		56(2)		37(1)		22(0)		41(1)		30(1)		186(5)

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		55(3)		48(6)		26(2)		36(2)		40(4)		205(17)

				計 ケイ		180		202(31)		158(28)		124(20)		144(30)		141(23)		769(132)

				専攻科 センコウ カ		28		14(0)		13(0)								27(0)



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成24年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		107(19)		82(15)		68(15)		65(12)		71(12)		393(73)

				神奈川 カナガワ		81(11)		62(11)		45(5)		69(15)		59(8)		316(50)

				埼玉 サイタマ		5(1)		7(1)		4(0)		3(1)		6(1)		25(4)

				千葉 チバ		1(0)		3(0)		2(0)		2(0)		0(0)		8(0)

				その他 タ		8(0)		4(0)		5(0)		5(2)		5(2)		27(4)

				計 ケイ		202(31)		158(27)		124(20)		144(30)		141(23)		769(131)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成24年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成24年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		9		11		11		20		12		63

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		10		9		4		8		3		34

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン				1				1		1		3

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン

				あしなが育英会 イクエイ カイ								2				2

				ｻﾚｼﾞｵ貸与生* タイヨ セイ						6						6

				その他 タ

				合計 ゴウケイ		19		21		21		31		16		108

				*・・・平成２２年度生募集において特別教育支援入試で採用された貸与奨学生 ヘイセイ ネンド セイ ボシュウ トクベツ キョウイク シエン ニュウシ サイヨウ タイヨ ショウガクセイ



		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成24年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数 シガン シャ スウ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.95		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12





２２年度

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2010(平成22)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成22年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		39(18)		39(27)		34(20)		38(19)		34(11)		184(95)

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		41(0)		36(3)		40(0)		48(0)		52(1)		217(4)

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		23(0)		42(1)		36(1)		30(1)		25(2)		156(5)

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		32(2)		35(2)		50(4)		37(3)		29(4)		183(15)

				計 ケイ		180		135(20)		152(33)		160(25)		153(23)		140(18)		740(119)

				専攻科 センコウ カ		28		14(0)		1(0)								15(0)

		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成22年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		73(15)		70(13)		86(15)		77(11)		83(11)		389(65)

				神奈川 カナガワ		50(5)		72(17)		62(7)		60(11)		43(6)		287(46)

				埼玉 サイタマ		5(0)		3(1)		6(1)		6(1)		7(0)		27(3)

				千葉 チバ		2(0)		2(0)		1(0)		5(0)		2(1)		12(1)

				その他 タ		5(0)		5(2)		5(2)		5(0)		5(0)		25(4)

				計 ケイ		135(20)		152(33)		160(25)		153(23)		140(18)		740(119)

		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成22年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

				ｲﾝﾄﾞ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0

		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成22年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		7		17		8		18		11		66

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		4		6		7		8		4		29

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン						2		1		1		4

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン										1		1

				あしなが育英会 イクエイ カイ				2								2

				ｻﾚｼﾞｵ貸与生* タイヨ セイ		7		18								25

				その他 タ

				合計 ゴウケイ		18		43		17		27		17		127

				*・・・平成２２年度生募集において特別教育支援入試で採用された貸与奨学生 ヘイセイ ネンド セイ ボシュウ トクベツ キョウイク シエン ニュウシ サイヨウ タイヨ ショウガクセイ

		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成22年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数 シガン シャ スウ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12
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サレジオ工業高等専門学校
情報公開

2021年05月01日現在

■ 入学定員及び志願者数推移

年度 入学定員 志願者数(内女子) 倍率 入学者(内女子) 定員充足率
令和3年度(2021) 180 227(41) 1.26 144(31) 0.80
令和2年度(2020) 180 342(57) 1.90 194(37) 1.08
令和元年度(2019) 180 266(53) 1.48 157(38) 0.87
平成30年度(2018) 180 330(57) 1.83 199(35) 1.11
平成29年度(2017) 180 330(41) 1.83 180(26) 1.00
平成28年度(2016) 180 302(43) 1.68 196(29) 1.09
平成27年度(2015) 180 307(50) 1.71 201(30) 1.12
平成26年度(2014) 180 353(68) 1.96 196(38) 1.09
平成25年度(2013) 180 288(41) 1.60 180(25) 1.00
平成24年度(2012) 180 354(50) 1.97 200(31) 1.11
平成23年度(2011) 180 314(50) 1.74 170(28) 0.94
平成22年度(2010) 180 207(33) 1.15 130(20) 0.72
平成21年度(2009) 180 245(48) 1.36 159(35) 0.88
平成20年度(2008) 180 254(26) 1.41 172(23) 0.96
平成19年度(2007) 180 251(34) 1.39 179(26) 0.99
平成18年度(2006) 180 201(24) 1.12 163(22) 0.91
平成17年度(2005) 180 242(31) 1.34 173(21) 0.96
平成16年度(2004) 180 221(27) 1.23 172(20) 0.96
平成15年度(2003) 180 223(33) 1.24 157(24) 0.87
平成14年度(2002) 180 214(36) 1.19 141(26) 0.78
平成13年度(2001) 180 241(28) 1.34 186(20) 1.03
平成12年度(2000) 225 212(31) 0.94 152(26) 0.68
平成11年度(1999) 225 325(39) 1.44 244(34) 1.08
平成10年度(1998) 225 293(40) 1.30 242(33) 1.08
平成9年度(1997) 225 382(41) 1.70 242(33) 1.08
平成8年度(1996) 225 361(62) 1.60 241(55) 1.07
平成7年度(1995) 225 371(46) 1.65 262(43) 1.16
平成6年度(1994) 225 297(24) 1.32 213(19) 0.95
平成5年度(1993) 225 317(41) 1.41 260(37) 1.16
平成4年度(1992) 225 425(61) 1.89 275(45) 1.22
平成3年度(1991) 225 486(50) 2.16 264(33) 1.17
平成2年度(1990) 225 492(46) 2.19 268(32) 1.19
平成1年度(1989) 225 439(32) 1.95 252(25) 1.12

昭和63年度(1988) 225 469(25) 2.08 252(22) 1.12


学納金

		学納金他 ガクノウキン タ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

		学年 ガクネン		授業料 ジュギョウリョウ		実験実習費 ジッケン ジッシュウ ヒ		施設設備費 シセツ セツビヒ		校費 コウヒ		課外教育費 カガイ キョウイクヒ		研修旅行積立金 ケンシュウ リョコウ ツミタテ キン		父母会入会金 フボ カイ ニュウカイキン		父母会費 フボ カイヒ		学友会費 ガクユウカイ ヒ

		1		500,000		48,000		180,000		45,000		42,000		19,000		10,000		9,800		6,800

		2		600,000		48,000		180,000		45,000				38,000				9,800		6,800

		3		700,000		48,000		180,000		45,000				38,000				9,800		6,800

		4		960,000		60,000		180,000		45,000				55,000				9,800		6,800

		5		960,000		60,000		180,000		45,000								9,800		6,800

		入学金 ニュウガクキン		入学検定料 ニュウガク ケンテイ リョウ

		300,000		21,000





令和3年度

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2021(令和3)年度 レイワ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																		( 内女子 ） ウチ ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		38(25)		50(31)		32(18)		37(22)		32(18)		189(114)														189

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		23(2)		41(1)		23(0)		44(2)		29(0)		160(5)														160

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		43(2)		58(2)		51(9)		52(5)		33(2)		237(20)														237

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		40(2)		42(3)		42(5)		39(2)		52(2)		215(14)														215

				計 ケイ		180		144(31)		191(37)		148(32)		172(31)		146(22)		801(153)														801

				専攻科 センコウ カ		28		21(0)		14(1)								35(1)														35



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( 内女子 ） ウチ ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		87（20）		105（18）		72（18）		96（21）		88（13）		448(90）

				神奈川 カナガワ		40（8）		78（17）		64（12）		60（8）		52（9）		294（54）

				埼玉 サイタマ		3（0）		3（1）		5（0）		3（0）		5（0）		19（1）

				千葉 チバ		5（2）		2（0）		3（0）		5（1）		0（0）		15（3）

				その他 タ		9（1）		3（1）		4（2）		8（1）		1（0）		25（5）

				計 ケイ		144（31）		191（37）		148（32）		172（31）		146（22）		801（153）



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構※ ニホン ガクセイ シエン キコウ		3		5		7		23		21		59

				東京都育英資金 トウキョウト イクエイ シキン		3		5		10		10		4		32

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		0		0		1						1

				相模原市奨学金 サガミハラ シ ショウガクキン		3		3		3						9

				その他 タ		0		0		0		1		1		2





				合計 ゴウケイ		9		13		21		34		26		103

				※貸与奨学生・給付奨学生の合計 タイヨ ショウガクセイ キュウフ ショウガクセイ ゴウケイ



		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																																		倍率＝志願者÷入学定員 バイリツ シガンシャ ニュウガク テイイン

																																				定員充足率＝入学者÷入学定員 テイイン ジュウソクリツ ニュウガク シャ ニュウガクテイイン

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ																						志願者数 シガンシャ スウ		入学者数 ニュウガク シャ スウ

				令和3年度(2021) レイワ ネンド		180		227(41)		1.26		144(31)		0.80																				令和3年度(2021) レイワ ネンド		227		144

				令和2年度(2020) レイワ ネンド		180		342(57)		1.90		194(37)		1.08																				令和2年度(2020) レイワ ネンド		342		194

				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		180		266(53)		1.48		157(38)		0.87																				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		266		157

				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		180		330(57)		1.83		199(35)		1.11																				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		330		199

				平成29年度(2017) ヘイセイ ネンド		180		330(41)		1.83		180(26)		1.00																				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		330		180

				平成28年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.68		196(29)		1.09																				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		302		196

				平成27年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.71		201(30)		1.12																				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		307		201

				平成26年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.09																				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		353		196

				平成25年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00																				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		288		180

				平成24年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.97		200(31)		1.11																				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		354		200

				平成23年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94																				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		314		170

				平成22年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72																				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		207		130

				平成21年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88																				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		245		159

				平成20年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96																				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		254		172

				平成19年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99																				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		251		179

				平成18年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91																				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		201		163

				平成17年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96																				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		242		173

				平成16年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96																				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		221		172

				平成15年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87																				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		223		157

				平成14年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78																				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		214		141

				平成13年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03																				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		241		186

				平成12年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		0.94		152(26)		0.68																				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		212		152

				平成11年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.44		244(34)		1.08																				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		325		244

				平成10年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.30		242(33)		1.08																				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		293		242

				平成9年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.70		242(33)		1.08																				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		382		242

				平成8年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.60		241(55)		1.07																				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		361		241

				平成7年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16																				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		371		262

				平成6年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95																				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		297		213

				平成5年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.41		260(37)		1.16																				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		317		260

				平成4年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22																				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		425		275

				平成3年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17																				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		486		264

				平成2年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19																				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		492		268

				平成1年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12																				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		439		252

				昭和63年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12																				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		469		252



		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ

				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		16		17		11		4		0		49

				女 オンナ		0		1		2		0		0		0		3

				合計 ゴウケイ		1		17		19		11		4		0		52

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ																 

				職名 ショクメイ		20～29歳 サイ		30～39歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ								1				1

				教授 キョウジュ						5		12		1		17

				准教授 ジュン キョウジュ				3		12		4				19

				講師 コウシ				6		3		1		1		11

				助教 ジョ キョウ		2		1								4

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ		2		10		17		21		2		52																本科生数 ホンカセイ スウ		801

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																														専任教員数 センニン キョウイン スウ		52		15.4

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  15.4人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン																												非常勤教員数 ヒジョウキン キョウイン スウ		44

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :   8.34人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン																												教員計 キョウイン ケイ		96		8.34

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    52対44 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ																														在籍者数÷定員 ザイセキシャ スウ テイイン

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		89.0%																								0.890

						デザイン学科 ガッカ		84.0%																								0.840

						電気工学科 デンキ コウガッカ		71.1%																								0.7111111111

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		105.3%																								1.0533333333

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		95.5%																								0.9555555556

				専攻科 センコウ カ				125.0%																								1.25

		退学・除籍者数 タイガク ジョセキ シャ スウ

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		4		13		11		17		2		47

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		8		11		12		8		1		40

		中退率 チュウタイ リツ																																1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ																5/1/17		182		189		191		180		133

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		2.2%		6.8%		5.7%		9.4%		1.5%		5.3%																5/1/16		196		199		182		156		149

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		4.0%		5.5%		6.5%		5.1%		0.6%		4.5%

		留年者数 リュウネンシャ スウ



				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				13名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				8名 メイ

		社会人学生数 シャカイ ジン ガクセイ スウ				※　学事統計では使ってない ガクジ トウケイ ツカ

				令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

				令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		海外協定相手校 カイガイ キョウテイ アイテ コウ

				校名 コウメイ				国 クニ		内容 ナイヨウ

				泰日工科大学 タイ ニチ コウカ ダイガク				タイ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾏﾝﾀﾞﾙｲﾖﾝ工科大学 コウカ ダイガク				フィリピン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				モンゴル高専教育ｾﾝﾀ-NGO コウセン キョウイク				モンゴル		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾃｸﾆｶﾙ・ｶﾚｯｼﾞ・ﾌｧﾄﾏｶ				東ﾃｨﾓ-ﾙ ヒガシ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ネ－グルカレッジ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾚｼﾞｱﾝｶﾚｯｼﾞ・ｻﾝﾊﾞﾘ-ｽｸ-ﾙ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾘｱ・ｻﾚｼﾞｵ大学 ダイガク				スペイン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				教皇庁立ｻﾚｼﾞｵ大学 キョウコウ チョウ リツ ダイガク				イタリア		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ





令和2年度

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2020(令和2)年度 レイワ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																		( 内女子 ） ウチ ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		50(30)		33(19)		41(25)		32(18)		33(23)		189(115)														189

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		44(2)		24(0)		49(2)		31(0)		37(0)		185(4)														185

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		58(2)		48(9)		55(5)		34(3)		52(2)		247(21)														247

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		42(3)		43(6)		44(2)		59(2)		40(1)		228(14)														228

				計 ケイ		180		194(37)		148(34)		189(34)		156(23)		162(26)		849(154)														849

				専攻科 センコウ カ		28		15(0)		11(0)								26(0)														26



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( 内女子 ） ウチ ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		106(18)		72(19)		107(22)		95(13)		96(14)		476(86)

				神奈川 カナガワ		80(17)		63(13)		65(10)		54(10)		64(12)		326(62)

				埼玉 サイタマ		3(1)		5(0)		3(0)		5(0)		2(0)		18(1)

				千葉 チバ		2(0)		4(0)		5(1)		0		0		11(1)

				その他 タ		3(1)		4(2)		9(1)		2(0)		0		18(4)

				計 ケイ		194(37)		148(34)		189(34)		156(23)		162(26)		849(154)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0

				合計 ゴウケイ		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構※ ニホン ガクセイ シエン キコウ		3		5		7		23		21		59

				東京都育英資金 トウキョウト イクエイ シキン		3		5		10		10		4		32

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		0		0		1						1

				相模原市奨学金 サガミハラ シ ショウガクキン		3		3		3						9

				その他 タ		0		0		0		1		1		2





				合計 ゴウケイ		9		13		21		34		26		103

				※貸与奨学生・給付奨学生の合計 タイヨ ショウガクセイ キュウフ ショウガクセイ ゴウケイ



		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																																		倍率＝志願者÷入学定員 バイリツ シガンシャ ニュウガク テイイン

																																				定員充足率＝入学者÷入学定員 テイイン ジュウソクリツ ニュウガク シャ ニュウガクテイイン

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ																						志願者数 シガンシャ スウ		入学者数 ニュウガク シャ スウ

				令和2年度(2020) レイワ ネンド		180		342(57)		1.90		194(37)		1.08																				令和2年度(2020) レイワ ネンド		342		194

				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		180		266(53)		1.48		157(38)		0.87																				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		266		157

				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		180		330(57)		1.83		199(35)		1.11																				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		330		199

				平成29年度(2017) ヘイセイ ネンド		180		330(41)		1.83		180(26)		1.00																				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		330		180

				平成28年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.68		196(29)		1.09																				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		302		196

				平成27年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.71		201(30)		1.12																				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		307		201

				平成26年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.09																				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		353		196

				平成25年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00																				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		288		180

				平成24年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.97		200(31)		1.11																				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		354		200

				平成23年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94																				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		314		170

				平成22年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72																				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		207		130

				平成21年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88																				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		245		159

				平成20年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96																				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		254		172

				平成19年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99																				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		251		179

				平成18年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91																				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		201		163

				平成17年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96																				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		242		173

				平成16年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96																				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		221		172

				平成15年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87																				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		223		157

				平成14年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78																				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		214		141

				平成13年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03																				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		241		186

				平成12年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		0.94		152(26)		0.68																				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		212		152

				平成11年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.44		244(34)		1.08																				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		325		244

				平成10年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.30		242(33)		1.08																				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		293		242

				平成9年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.70		242(33)		1.08																				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		382		242

				平成8年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.60		241(55)		1.07																				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		361		241

				平成7年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16																				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		371		262

				平成6年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95																				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		297		213

				平成5年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.41		260(37)		1.16																				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		317		260

				平成4年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22																				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		425		275

				平成3年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17																				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		486		264

				平成2年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19																				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		492		268

				平成1年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12																				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		439		252

				昭和63年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12																				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		469		252



		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ

				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		17		17		11		4		0		50

				女 オンナ		0		1		2		0		0		0		3

				合計 ゴウケイ		1		18		19		11		4		0		53

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～29歳 サイ		30～39歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ								1				1

				教授 キョウジュ						5		12		1		18

				准教授 ジュン キョウジュ				3		12		4				19

				講師 コウシ				6		3		1		1		11

				助教 ジョ キョウ		3		1								4

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ		2		10		21		18		2		53																本科生数 ホンカセイ スウ		849

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																														専任教員数 センニン キョウイン スウ		53		16.0

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  16人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン																												非常勤教員数 ヒジョウキン キョウイン スウ		52

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :   8.09人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン																												教員計 キョウイン ケイ		105		8.09

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    53対52 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ																														在籍者数÷定員 ザイセキシャ スウ テイイン

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		94.3%																								0.943

						デザイン学科 ガッカ		84.0%																								0.840

						電気工学科 デンキ コウガッカ		82.2%																								0.8222222222

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		109.8%																								1.0977777778

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		101.3%																								1.0133333333

				専攻科 センコウ カ				92.9%																								0.9285714286

		退学・除籍者数 タイガク ジョセキ シャ スウ

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		4		13		11		17		2		47

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		8		11		12		8		1		40

		中退率 チュウタイ リツ																																1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ																5/1/17		182		189		191		180		133

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		2.2%		6.8%		5.7%		9.4%		1.5%		5.3%																5/1/16		196		199		182		156		149

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		4.0%		5.5%		6.5%		5.1%		0.6%		4.5%

		留年者数 リュウネンシャ スウ



				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				13名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				8名 メイ

		社会人学生数 シャカイ ジン ガクセイ スウ				※　学事統計では使ってない ガクジ トウケイ ツカ

				令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

				令和1年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		海外協定相手校 カイガイ キョウテイ アイテ コウ

				校名 コウメイ				国 クニ		内容 ナイヨウ

				泰日工科大学 タイ ニチ コウカ ダイガク				タイ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾏﾝﾀﾞﾙｲﾖﾝ工科大学 コウカ ダイガク				フィリピン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				モンゴル高専教育ｾﾝﾀ-NGO コウセン キョウイク				モンゴル		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾃｸﾆｶﾙ・ｶﾚｯｼﾞ・ﾌｧﾄﾏｶ				東ﾃｨﾓ-ﾙ ヒガシ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ネ－グルカレッジ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾚｼﾞｱﾝｶﾚｯｼﾞ・ｻﾝﾊﾞﾘ-ｽｸ-ﾙ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾘｱ・ｻﾚｼﾞｵ大学 ダイガク				スペイン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				教皇庁立ｻﾚｼﾞｵ大学 キョウコウ チョウ リツ ダイガク				イタリア		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ





令和元年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2019(令和元)年度 レイワ ガン ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																		( 内女子 ） ウチ ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		37（22）		40（25）		33（18）		33（23）		38（21）		181（109）														181

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		25（0）		50（2）		34（0）		39（0）		29（0）		177（2）														177

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		48（9）		58（5）		39（3）		55（2）		45（4）		245（23）														245

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		47（7）		48（3）		62（2）		40（1）		38（1）		235（14）														235

				計 ケイ		180		157（38）		196（35）		168（23）		167（26）		150（26）		838（148）														838

				専攻科 センコウ カ		28		11（1）		10（0）								21（1）														21



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( 内女子 ） ウチ ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		79(22)		111(23)		102(13)		97(14)		96(21)		485(93)

				神奈川 カナガワ		65(14)		68(10)		57(10)		68(12)		45(5)		303(51)

				埼玉 サイタマ		5		3		5		2		3		18

				千葉 チバ		4		5(1)		2		0		3		14(1)

				その他 タ		4(2)		9(1)		2		0		3		18(3)

				計 ケイ		157(38)		196(35)		168(23)		167(26)		150(26)		838(148)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0

				合計 ゴウケイ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ				まだ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		5		7		5		13		16		46

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		5		10		12		5		16		48

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		0		0		1						1

																0

																0

																0

				その他 タ												0

				合計 ゴウケイ		10		17		18		18		32		95





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																																		倍率＝志願者÷入学定員 バイリツ シガンシャ ニュウガク テイイン

																																				定員充足率＝入学者÷入学定員 テイイン ジュウソクリツ ニュウガク シャ ニュウガクテイイン

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ																						志願者数 シガンシャ スウ		入学者数 ニュウガク シャ スウ

				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		180		266(53)		1.48		157(38)		0.87																				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		266		157

				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		180		330(57)		1.83		199(35)		1.11																				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		330		199

				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		180		330(41)		1.83		180(26)		1.00																				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		330		180

				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.68		196(29)		1.09																				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		302		196

				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.71		201(30)		1.12																				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		307		201

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.09																				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		353		196

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00																				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		288		180

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.97		200(31)		1.11																				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		354		200

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94																				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		314		170

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72																				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		207		130

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88																				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		245		159

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96																				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		254		172

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99																				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		251		179

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91																				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		201		163

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96																				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		242		173

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96																				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		221		172

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87																				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		223		157

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78																				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		214		141

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03																				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		241		186

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		0.94		152(26)		0.68																				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		212		152

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.44		244(34)		1.08																				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		325		244

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.30		242(33)		1.08																				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		293		242

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.70		242(33)		1.08																				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		382		242

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.60		241(55)		1.07																				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		361		241

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16																				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		371		262

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95																				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		297		213

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.41		260(37)		1.16																				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		317		260

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22																				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		425		275

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17																				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		486		264

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19																				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		492		268

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12																				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		439		252

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12																				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		469		252



		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ

				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		16		19		7		5		0		48

				女 オンナ		0		0		3		1		1		0		5

				合計 ゴウケイ		1		16		22		8		6		0		53

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ								1				1

				教授 キョウジュ						6		9		1		16

				准教授 ジュン キョウジュ				4		10		7		1		22

				講師 コウシ				4		2		2				8

				助教 ジョ キョウ		3		3								6

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ		3		11		18		19		2		53																本科生数 ホンカセイ スウ		838

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																														専任教員数 センニン キョウイン スウ		53		15.8

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  15.8人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン																												非常勤教員数 ヒジョウキン キョウイン スウ		51

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :   8.06人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン																												教員計 キョウイン ケイ		104		8.06

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    53対51 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ																														在籍者数÷定員 ザイセキシャ スウ テイイン

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		93.1%																								0.931

						デザイン学科 ガッカ		80.4%																								0.804

						電気工学科 デンキ コウガッカ		78.7%																								0.7866666667

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		108.9%																								1.0888888889

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		104.4%																								1.0444444444

				専攻科 センコウ カ				75.0%																								0.75

		退学・除籍者数 タイガク ジョセキ シャ スウ

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		4		13		11		17		2		47

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		8		11		12		8		1		40

		中退率 チュウタイ リツ																																1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ																5/1/17		182		189		191		180		133

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		2.2%		6.8%		5.7%		9.4%		1.5%		5.3%																5/1/16		196		199		182		156		149

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		4.0%		5.5%		6.5%		5.1%		0.6%		4.5%

		留年者数 リュウネンシャ スウ



				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				13名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				8名 メイ

		社会人学生数 シャカイ ジン ガクセイ スウ

				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		海外協定相手校 カイガイ キョウテイ アイテ コウ

				校名 コウメイ				国 クニ		内容 ナイヨウ

				泰日工科大学 タイ ニチ コウカ ダイガク				タイ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾏﾝﾀﾞﾙｲﾖﾝ工科大学 コウカ ダイガク				フィリピン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				モンゴル高専教育ｾﾝﾀ-NGO コウセン キョウイク				モンゴル		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾃｸﾆｶﾙ・ｶﾚｯｼﾞ・ﾌｧﾄﾏｶ				東ﾃｨﾓ-ﾙ ヒガシ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ネ－グルカレッジ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾚｼﾞｱﾝｶﾚｯｼﾞ・ｻﾝﾊﾞﾘ-ｽｸ-ﾙ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾘｱ・ｻﾚｼﾞｵ大学 ダイガク				スペイン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				教皇庁立ｻﾚｼﾞｵ大学 キョウコウ チョウ リツ ダイガク				イタリア		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ





30年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2018(平成30)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																		( 内女子 ） ウチ ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		41(25)		36(20)		38(23)		39(22)		35(20)		189(110)														189

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		48(2)		42(0)		46(0)		40(1)		29(1)		205(4)														205

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		62(5)		41(3)		54(1)		54(5)		43(1)		254(15)														254

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		48(3)		63(2)		45(1)		47(2)		49(7)		252(15)														252

				計 ケイ		180		199(35)		182(25)		183(25)		180(30)		156(29)		900(144)														875

				専攻科 センコウ カ		28		10(0)		14(0)								24(0)														25



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( 内女子 ） ウチ ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		114(22)		112(15)		105(13)		110(23)		92(14)		533(87)

				神奈川 カナガワ		68(11)		59(10)		73(12)		59(6)		52(12)		311(51)

				埼玉 サイタマ		3		6		3		3		5(1)		20(1)

				千葉 チバ		5(1)		2		0		3		3(1)		13(2)

				その他 タ		9(1)		3		2		5(1)		4(1)		23(3)

				計 ケイ		199(35)		182(25)		183(25)		180(30)		156(29)		900(144)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		0		3		7		9		8		27

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		0		11		8		19		9		47

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		0		2		1						3

																0

																0

																0

				その他 タ												0

				合計 ゴウケイ		0		16		16		28		17		77





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		180		330(57)		1.83		199(35)		1.10

				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		180		330(41)		1.83		180(26)		1.00

				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.67		196(29)		1.089

				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.7		201(30)		1.11

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.08

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.6		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12



		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ

				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		13		21		5		5		0		45

				女 オンナ		0		0		2		2		0		0		4

				合計 ゴウケイ		1		13		23		7		5		0		49

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ								1				1

				教授 キョウジュ						5		7		1		13

				准教授 ジュン キョウジュ				6		7		9		1		23

				講師 コウシ						5		2		0		7

				助教 ジョ キョウ				5								5

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ				11		17		19		2		49																本科生数 ホンカセイ スウ		875

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ																														専任教員数 センニン キョウイン スウ		49		17.9

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  18.4人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :   8.74人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    49対54 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		100.0%																								0.9722222222

						デザイン学科 ガッカ		84.0%																								0.840

						電気工学科 デンキ コウガッカ		91.1%																								0.9111111111

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		112.9%																								1.1288888889

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		112.0%																								1.12

				専攻科 センコウ カ				85.7%																								0.8928571429

		退学・除籍者数 タイガク ジョセキ シャ スウ

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		4		13		11		17		2		47

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		8		11		12		8		1		40

		中退率 チュウタイ リツ																																1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ																5/1/17		182		189		191		180		133

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		2.2%		6.8%		5.7%		9.4%		1.5%		5.3%																5/1/16		196		199		182		156		149

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		4.0%		5.5%		6.5%		5.1%		0.6%		4.5%

		留年者数 リュウネンシャ スウ



				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				13名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				8名 メイ

		社会人学生数 シャカイ ジン ガクセイ スウ

				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

		海外協定相手校 カイガイ キョウテイ アイテ コウ

				校名 コウメイ				国 クニ		内容 ナイヨウ

				泰日工科大学 タイ ニチ コウカ ダイガク				タイ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾏﾝﾀﾞﾙｲﾖﾝ工科大学 コウカ ダイガク				フィリピン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				モンゴル高専教育ｾﾝﾀ-NGO コウセン キョウイク				モンゴル		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾃｸﾆｶﾙ・ｶﾚｯｼﾞ・ﾌｧﾄﾏｶ				東ﾃｨﾓ-ﾙ ヒガシ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ネ－グルカレッジ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾚｼﾞｱﾝｶﾚｯｼﾞ・ｻﾝﾊﾞﾘ-ｽｸ-ﾙ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾘｱ・ｻﾚｼﾞｵ大学 ダイガク				スペイン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				教皇庁立ｻﾚｼﾞｵ大学 キョウコウ チョウ リツ ダイガク				イタリア		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ





29年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2017(平成29)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		37(21)		40(26)		42(23)		36(20)		33(17)		188(107)														188

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		42(0)		44(0)		46(0)		38(2)		26(0)		196(2)														196

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		40(3)		56(1)		56(5)		51(1)		33(1)		236(11)														236

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		63(2)		49(1)		47(1)		55(8)		41(4)		255(16)														255

				計 ケイ		180		182(26)		189(28)		191(29)		180(31)		133(22)		875(136)														875

				専攻科 センコウ カ		28		12(0)		15(0)								27(0)														27



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( )は女子 ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		114(20)		113(17)		117(23)		112(20)		59(15)		516(95)

				神奈川 カナガワ		58(6)		71(11)		65(6)		59(11)		61(7)		314(41)

				埼玉 サイタマ		6		4		4		4		8		26

				千葉 チバ		2				2		3		2		9

				その他 タ		2		1		3		2		3		11

				計 ケイ		182(26)		189(29)		191(29)		180(31)		133(22)		875(136)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0

				合計 ゴウケイ		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		5		8		9		10		26		58

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		12		10		19		14		8		63

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		2		1						3		6

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン												0

				あしなが育英会 イクエイ カイ						1				1		2

																0

				その他 タ												0

				合計 ゴウケイ		19		19		29		24		38		129





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		180		330(41)		1.07		180(26)		1.00

				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.67		196(29)		1.089

				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.7		201(30)		1.11

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.08

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.6		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12



		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ





				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ



				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		12		21		6		5		0		45

				女 オンナ		0		0		3		2		0		0		5

				合計 ゴウケイ		1		12		24		8		5		0		50



				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ								1				1

				教授 キョウジュ						5		7				12

				准教授 ジュン キョウジュ				6		10		7		1		24

				講師 コウシ		1		4		1		2		0		8

				助教 ジョ キョウ		2		3								5

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ		3		13		16		17		1		50

																																本科生数 ホンカセイ スウ		882

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  17.5人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン																												専任教員数 センニン キョウイン スウ		53		16.6



				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :   8.93人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン



				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    50対48 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ



				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		97.3%																								0.9722222222

						デザイン学科 ガッカ		83.5%																								0.8355555556

						電気工学科 デンキ コウガッカ		87.1%																								0.8711111111

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		104.8%																								1.0488888889

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		113.7%																								1.1333333333

				専攻科 センコウ カ				96.4%																								0.9642857143





28年度

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2016(平成26)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成28年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		43(27)		44(24)		39(23)		34(17)		36(20)		196(111)														196

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		46(0)		50(0)		38(2)		32(0)		34(0)		200(2)														200

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		57(1)		55(5)		51(2)		43(1)		39(2)		245(11)														245

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		50(1)		50(1)		54(7)		47(5)		40(3)		241(17)														241

				計 ケイ		180		196(29)		199(30)		182(34)		156(23)		149(25)		882(141)														882

				専攻科 センコウ カ		28		16(0)		4(0)								20(0)														20



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成28年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( )は女子 ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		115(14)		119(20)		108(15)		71(10)		76(14)		463(78)

				神奈川 カナガワ		77(15)		67(8)		63(12)		68(8)		62(10)		321(48)

				埼玉 サイタマ		4		4		5(1)		9(4)		4(1)		28(7)

				千葉 チバ				3		3(0)		2		2		11(1)

				その他 タ		1		5(1)		3(1)		6(1)		5		25(4)

				計 ケイ		196(29)		199(30)		182(34)		156(23)		149(25)		882(141)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成28年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成28年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		5		11		6		24		17		63

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		11		20		12		10		9		62

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		1						3				4

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン												0

				あしなが育英会 イクエイ カイ				1				2				3

																0

				その他 タ												0

				合計 ゴウケイ		17		32		18		39		26		132





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成28年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.67		196(29)		1.089

				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.7		201(30)		1.11

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.08

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.6		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12





		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ



				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ



				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		13		20		10		4		0		48

				女 オンナ		0		0		3		2		0		0		5

				合計 ゴウケイ		1		13		23		12		4		0		53



				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ						1						1

				教授 キョウジュ						6		7		1		14

				准教授 ジュン キョウジュ				8		9		5		1		23

				講師 コウシ				6		2		3		0		11

				助教 ジョ キョウ		2		2								4

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ		2		16		18		15		2		53



				専任教員１人当り学生数(本科)　:  16.6人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン																												本科生数 ホンカセイ スウ		882

																																専任教員数 センニン キョウイン スウ		53		16.6

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :    9.02人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン



				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    55対39 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ



		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		98.0%																								0.98

						デザイン学科 ガッカ		87.1%																								0.8711111111

						電気工学科 デンキ コウガッカ		88.8%																								0.8888888889

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		108.8%																								1.0888888889

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		107.1%																								1.0711111111

				専攻科 センコウ カ				71.0%																								0.7142857143





27年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2015(平成27)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成27年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		43(23)		41(23)		35(18)		38(21)		33(19)		190(104)

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		52(0)		41(2)		33(0)		38(0)		31(0)		195(2)

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		56(6)		55(2)		43(1)		42(2)		32(0)		228(11)

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		50(1)		52(8)		53(5)		47(3)		33(4)		235(21)

				計 ケイ		180		201(30)		189(35)		164(24)		165(26)		129(23)		848(138)

				専攻科 センコウ カ		28		4(0)		11(0)								15(0)



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成27年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		122(22)		112(18)		75(10)		87(15)		67(13)		463(78)

				神奈川 カナガワ		67(7)		65(14)		71(8)		68(10)		50(9)		321(48)

				埼玉 サイタマ		3		5(1)		9(4)		4(1)		7(1)		28(7)

				千葉 チバ		3		3(1)		2		1		2		11(1)

				その他 タ		6(1)		4(1)		7(2)		5		3		25(4)

				計 ケイ		201(30)		189(35)		164(24)		165(26)		129(23)		848(138)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成27年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成27年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		5		6		15		20		18		64

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン				10		10		7		6		33

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン						3				1		4

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン

				あしなが育英会 イクエイ カイ						2						2



				その他 タ

				合計 ゴウケイ		5		16		30		27		25		103





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成27年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.70		201(30)		1.11

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.08

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12

		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ



				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ



				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		13		21		14		2		0		51

				女 オンナ		0		0		2		2		0		0		4

				合計 ゴウケイ		1		13		23		16		2		0		55



				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ						1						1

				教授 キョウジュ						5		7		1		13

				准教授 ジュン キョウジュ				9		7		6		1		23

				講師 コウシ				10		1		4		1		16

				助教 ジョ キョウ		2										2

				助手 ジョシュ

				合計 ゴウケイ		2		19		14		17		3		55



				専任教員１人当り学生数(本科)　:  15.4人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン



				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :    9.02人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン



				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    55対39 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ



		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		94.2%

						デザイン学科 ガッカ		84.4%

						電気工学科 デンキ コウガッカ		86.6%

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		101.3%

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		104.4%

				専攻科 センコウ カ				53.5%





26年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2014(平成26)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成26年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		45(26)		33(17)		44(23)		33(19)		37(16)		192(101)

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		44(2)		36(0)		40(1)		35(0)		34(0)		189(3)

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		55(2)		47(1)		50(2)		32(0)		22(0)		206(5)

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		54(8)		53(5)		48(4)		36(4)		22(2)		213(23)

				計 ケイ		180		198(38)		169(23)		182(30)		136(23)		115(18)		800(132)

				専攻科 センコウ カ		28		11(0)		11(0)								22(0)



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成26年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		118(20)		80(9)		96(18)		71(13)		62(14)		427(74)

				神奈川 カナガワ		67(15)		71(8)		75(11)		53(9)		42(4)		308(47)

				埼玉 サイタマ		6(1)		9(4)		4(1)		7(1)		4(0)		30(7)

				千葉 チバ		3(1)		2(0)		1(0)		2(0)		2(0)		10(1)

				その他 タ		4(1)		7(2)		6(0)		3(0)		5(0)		25(3)

				計 ケイ		198(38)		169(23)		182(30)		136(23)		115(18)		800(132)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成26年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成26年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		2		11		12		16		19		60

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		0		12		9		6		3		30

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		0		3		0		1		1		5

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン

				あしなが育英会 イクエイ カイ		0		2								2



				その他 タ

				合計 ゴウケイ		2		28		21		23		23		97





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成26年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.08

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12

		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ



				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ



				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		13		19		15		1		1		50

				女 オンナ		0		0		2		2		0		0		4

				合計 ゴウケイ		1		13		21		17		1		1		54



				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ						1						1

				教授 キョウジュ						6		5		2		13

				准教授 ジュン キョウジュ				8		8		5				21

				講師 コウシ				10		3		4				17

				助教 ジョ キョウ				1								1

				助手 ジョシュ		1										1

				合計 ゴウケイ		1		19		18		14		2		54



				専任教員１人当り学生数(本科)　:  16.6人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン



				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :    8.3人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン



				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    54対43 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ



				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		88%

						デザイン学科 ガッカ		85.3%

						電気工学科 デンキ コウガッカ		84.0%

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		91.5%

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		94.6%

				専攻科 センコウ カ				78.5%





25年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2013(平成25)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成25年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		34(18)		45(24)		36(20)		37(16)		35(25)		187(103)

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		38(0)		42(1)		34(0)		36(0)		28(2)		178(3)

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		50(2)		54(2)		36(1)		23(0)		36(1)		199(6)

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		60(5)		51(3)		43(5)		24(2)		32(2)		210(17)

				計 ケイ		180		182(25)		192(30)		149(26)		120(18)		131(30)		774(129)

				専攻科 センコウ カ		28		12(0)		13(0)								25(0)



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成25年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		88(10)		100(18)		77(14)		65(14)		59(12)		389(68)

				神奈川 カナガワ		74(9)		81(11)		60(11)		43(4)		63(15)		321(50)

				埼玉 サイタマ		10(4)		4(1)		7(1)		4(0)		3(1)		28(7)

				千葉 チバ		2(0)		1(0)		2(0)		3(0)		1(0)		9(0)

				その他 タ		8(2)		6(0)		3(0)		5(0)		5(2)		27(4)

				計 ケイ		182(25)		192(30)		149(26)		131(30)		131(30)		774(129)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成25年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成25年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		10		2		13		16		20		71

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		0		10		8		3		8		29

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		4		0		1		1		1		7

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン

				あしなが育英会 イクエイ カイ		2								2		4



				その他 タ

				合計 ゴウケイ		16		21		22		20		31		111





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成25年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12

		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ

				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ

				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		14		16		16		3		1		51

				女 オンナ		0		0		1		3		0		0		4

				合計 ゴウケイ		1		14		17		19		3		1		55

				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ						1						1

				教授 キョウジュ						4		4		6		14

				准教授 ジュン キョウジュ				3		9		5				17

				講師 コウシ				10		5		4				19

				助教 ジョ キョウ				3								3

				助手 ジョシュ		1										1

				合計 ゴウケイ		1		16		19		13		6		55

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  14.0人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :    7.6人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン

				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    55対46 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		86%

						デザイン学科 ガッカ		83.1%

						電気工学科 デンキ コウガッカ		79.1%

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		88.4%

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		93.3%

				専攻科 センコウ カ				89.2%





24年度

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2012(平成24)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成24年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		48(25)		37(21)		40(17)		35(25)		32(18)		192(106)

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		43(1)		36(0)		36(1)		32(2)		39(0)		186(4)

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		56(2)		37(1)		22(0)		41(1)		30(1)		186(5)

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		55(3)		48(6)		26(2)		36(2)		40(4)		205(17)

				計 ケイ		180		202(31)		158(28)		124(20)		144(30)		141(23)		769(132)

				専攻科 センコウ カ		28		14(0)		13(0)								27(0)



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成24年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		107(19)		82(15)		68(15)		65(12)		71(12)		393(73)

				神奈川 カナガワ		81(11)		62(11)		45(5)		69(15)		59(8)		316(50)

				埼玉 サイタマ		5(1)		7(1)		4(0)		3(1)		6(1)		25(4)

				千葉 チバ		1(0)		3(0)		2(0)		2(0)		0(0)		8(0)

				その他 タ		8(0)		4(0)		5(0)		5(2)		5(2)		27(4)

				計 ケイ		202(31)		158(27)		124(20)		144(30)		141(23)		769(131)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成24年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成24年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		9		11		11		20		12		63

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		10		9		4		8		3		34

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン				1				1		1		3

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン

				あしなが育英会 イクエイ カイ								2				2

				ｻﾚｼﾞｵ貸与生* タイヨ セイ						6						6

				その他 タ

				合計 ゴウケイ		19		21		21		31		16		108

				*・・・平成２２年度生募集において特別教育支援入試で採用された貸与奨学生 ヘイセイ ネンド セイ ボシュウ トクベツ キョウイク シエン ニュウシ サイヨウ タイヨ ショウガクセイ



		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成24年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数 シガン シャ スウ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.95		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12





２２年度

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2010(平成22)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成22年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		39(18)		39(27)		34(20)		38(19)		34(11)		184(95)

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		41(0)		36(3)		40(0)		48(0)		52(1)		217(4)

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		23(0)		42(1)		36(1)		30(1)		25(2)		156(5)

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		32(2)		35(2)		50(4)		37(3)		29(4)		183(15)

				計 ケイ		180		135(20)		152(33)		160(25)		153(23)		140(18)		740(119)

				専攻科 センコウ カ		28		14(0)		1(0)								15(0)

		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成22年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		73(15)		70(13)		86(15)		77(11)		83(11)		389(65)

				神奈川 カナガワ		50(5)		72(17)		62(7)		60(11)		43(6)		287(46)

				埼玉 サイタマ		5(0)		3(1)		6(1)		6(1)		7(0)		27(3)

				千葉 チバ		2(0)		2(0)		1(0)		5(0)		2(1)		12(1)

				その他 タ		5(0)		5(2)		5(2)		5(0)		5(0)		25(4)

				計 ケイ		135(20)		152(33)		160(25)		153(23)		140(18)		740(119)

		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成22年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

				ｲﾝﾄﾞ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0

		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成22年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		7		17		8		18		11		66

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		4		6		7		8		4		29

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン						2		1		1		4

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン										1		1

				あしなが育英会 イクエイ カイ				2								2

				ｻﾚｼﾞｵ貸与生* タイヨ セイ		7		18								25

				その他 タ

				合計 ゴウケイ		18		43		17		27		17		127

				*・・・平成２２年度生募集において特別教育支援入試で採用された貸与奨学生 ヘイセイ ネンド セイ ボシュウ トクベツ キョウイク シエン ニュウシ サイヨウ タイヨ ショウガクセイ

		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成22年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数 シガン シャ スウ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12
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■ 専任職別教員数・男女別教員数

■ 専任教員年齢数別／職階別構成

■ 専任教員1人当り学生数（本科）

15.4人

■ 非常勤教員を含む1人当り学生数（本科）

8.34人

■ 専任教員数と非常勤教員数の比率

52対44

■ 収容定員充足率

職名 校長 教授 准教授 講師 助教 助手 合計
男 1 16 17 11 4 0 49
女 0 1 2 0 0 0 3

合計 1 17 19 11 4 0 52

本科 全体 89.0%
デザイン学科 84.0%
電気工学科 71.1%

機械電子工学科 105.3%
情報工学科 95.5%

専攻科 125.0%

職名 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～ 合計
校長 1 1
教授 3 13 1 17
准教授 2 11 6 19
講師 6 3 1 1 11
助教 2 2 4
助手 0
合計 2 10 17 21 2 52


学納金

		学納金他 ガクノウキン タ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

		学年 ガクネン		授業料 ジュギョウリョウ		実験実習費 ジッケン ジッシュウ ヒ		施設設備費 シセツ セツビヒ		校費 コウヒ		課外教育費 カガイ キョウイクヒ		研修旅行積立金 ケンシュウ リョコウ ツミタテ キン		父母会入会金 フボ カイ ニュウカイキン		父母会費 フボ カイヒ		学友会費 ガクユウカイ ヒ

		1		500,000		48,000		180,000		45,000		42,000		19,000		10,000		9,800		6,800

		2		600,000		48,000		180,000		45,000				38,000				9,800		6,800

		3		700,000		48,000		180,000		45,000				38,000				9,800		6,800

		4		960,000		60,000		180,000		45,000				55,000				9,800		6,800

		5		960,000		60,000		180,000		45,000								9,800		6,800

		入学金 ニュウガクキン		入学検定料 ニュウガク ケンテイ リョウ

		300,000		21,000





令和3年度

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2021(令和3)年度 レイワ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																		( 内女子 ） ウチ ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		38(25)		50(31)		32(18)		37(22)		32(18)		189(114)														189

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		23(2)		41(1)		23(0)		44(2)		29(0)		160(5)														160

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		43(2)		58(2)		51(9)		52(5)		33(2)		237(20)														237

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		40(2)		42(3)		42(5)		39(2)		52(2)		215(14)														215

				計 ケイ		180		144(31)		191(37)		148(32)		172(31)		146(22)		801(153)														801

				専攻科 センコウ カ		28		21(0)		14(1)								35(1)														35



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( 内女子 ） ウチ ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		87（20）		105（18）		72（18）		96（21）		88（13）		448(90）

				神奈川 カナガワ		40（8）		78（17）		64（12）		60（8）		52（9）		294（54）

				埼玉 サイタマ		3（0）		3（1）		5（0）		3（0）		5（0）		19（1）

				千葉 チバ		5（2）		2（0）		3（0）		5（1）		0（0）		15（3）

				その他 タ		9（1）		3（1）		4（2）		8（1）		1（0）		25（5）

				計 ケイ		144（31）		191（37）		148（32）		172（31）		146（22）		801（153）



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構※ ニホン ガクセイ シエン キコウ		3		5		7		23		21		59

				東京都育英資金 トウキョウト イクエイ シキン		3		5		10		10		4		32

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		0		0		1						1

				相模原市奨学金 サガミハラ シ ショウガクキン		3		3		3						9

				その他 タ		0		0		0		1		1		2





				合計 ゴウケイ		9		13		21		34		26		103

				※貸与奨学生・給付奨学生の合計 タイヨ ショウガクセイ キュウフ ショウガクセイ ゴウケイ



		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																																		倍率＝志願者÷入学定員 バイリツ シガンシャ ニュウガク テイイン

																																				定員充足率＝入学者÷入学定員 テイイン ジュウソクリツ ニュウガク シャ ニュウガクテイイン

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ																						志願者数 シガンシャ スウ		入学者数 ニュウガク シャ スウ

				令和3年度(2021) レイワ ネンド		180		227(41)		1.26		144(31)		0.80																				令和3年度(2021) レイワ ネンド		227		144

				令和2年度(2020) レイワ ネンド		180		342(57)		1.90		194(37)		1.08																				令和2年度(2020) レイワ ネンド		342		194

				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		180		266(53)		1.48		157(38)		0.87																				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		266		157

				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		180		330(57)		1.83		199(35)		1.11																				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		330		199

				平成29年度(2017) ヘイセイ ネンド		180		330(41)		1.83		180(26)		1.00																				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		330		180

				平成28年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.68		196(29)		1.09																				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		302		196

				平成27年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.71		201(30)		1.12																				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		307		201

				平成26年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.09																				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		353		196

				平成25年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00																				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		288		180

				平成24年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.97		200(31)		1.11																				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		354		200

				平成23年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94																				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		314		170

				平成22年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72																				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		207		130

				平成21年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88																				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		245		159

				平成20年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96																				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		254		172

				平成19年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99																				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		251		179

				平成18年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91																				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		201		163

				平成17年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96																				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		242		173

				平成16年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96																				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		221		172

				平成15年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87																				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		223		157

				平成14年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78																				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		214		141

				平成13年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03																				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		241		186

				平成12年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		0.94		152(26)		0.68																				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		212		152

				平成11年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.44		244(34)		1.08																				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		325		244

				平成10年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.30		242(33)		1.08																				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		293		242

				平成9年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.70		242(33)		1.08																				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		382		242

				平成8年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.60		241(55)		1.07																				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		361		241

				平成7年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16																				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		371		262

				平成6年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95																				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		297		213

				平成5年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.41		260(37)		1.16																				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		317		260

				平成4年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22																				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		425		275

				平成3年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17																				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		486		264

				平成2年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19																				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		492		268

				平成1年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12																				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		439		252

				昭和63年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12																				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		469		252



		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ

				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		16		17		11		4		0		49

				女 オンナ		0		1		2		0		0		0		3

				合計 ゴウケイ		1		17		19		11		4		0		52

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ																 

				職名 ショクメイ		20～29歳 サイ		30～39歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ								1				1

				教授 キョウジュ						5		12		1		17

				准教授 ジュン キョウジュ				3		12		4				19

				講師 コウシ				6		3		1		1		11

				助教 ジョ キョウ		2		1								4

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ		2		10		17		21		2		52																本科生数 ホンカセイ スウ		801

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																														専任教員数 センニン キョウイン スウ		52		15.4

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  15.4人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン																												非常勤教員数 ヒジョウキン キョウイン スウ		44

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :   8.34人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン																												教員計 キョウイン ケイ		96		8.34

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    52対44 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ																														在籍者数÷定員 ザイセキシャ スウ テイイン

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		89.0%																								0.890

						デザイン学科 ガッカ		84.0%																								0.840

						電気工学科 デンキ コウガッカ		71.1%																								0.7111111111

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		105.3%																								1.0533333333

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		95.5%																								0.9555555556

				専攻科 センコウ カ				125.0%																								1.25

		退学・除籍者数 タイガク ジョセキ シャ スウ

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		4		13		11		17		2		47

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		8		11		12		8		1		40

		中退率 チュウタイ リツ																																1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ																5/1/17		182		189		191		180		133

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		2.2%		6.8%		5.7%		9.4%		1.5%		5.3%																5/1/16		196		199		182		156		149

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		4.0%		5.5%		6.5%		5.1%		0.6%		4.5%

		留年者数 リュウネンシャ スウ



				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				13名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				8名 メイ

		社会人学生数 シャカイ ジン ガクセイ スウ				※　学事統計では使ってない ガクジ トウケイ ツカ

				令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

				令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		海外協定相手校 カイガイ キョウテイ アイテ コウ

				校名 コウメイ				国 クニ		内容 ナイヨウ

				泰日工科大学 タイ ニチ コウカ ダイガク				タイ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾏﾝﾀﾞﾙｲﾖﾝ工科大学 コウカ ダイガク				フィリピン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				モンゴル高専教育ｾﾝﾀ-NGO コウセン キョウイク				モンゴル		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾃｸﾆｶﾙ・ｶﾚｯｼﾞ・ﾌｧﾄﾏｶ				東ﾃｨﾓ-ﾙ ヒガシ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ネ－グルカレッジ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ
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				ｻﾘｱ・ｻﾚｼﾞｵ大学 ダイガク				スペイン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				教皇庁立ｻﾚｼﾞｵ大学 キョウコウ チョウ リツ ダイガク				イタリア		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ





令和2年度

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2020(令和2)年度 レイワ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																		( 内女子 ） ウチ ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		50(30)		33(19)		41(25)		32(18)		33(23)		189(115)														189

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		44(2)		24(0)		49(2)		31(0)		37(0)		185(4)														185

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		58(2)		48(9)		55(5)		34(3)		52(2)		247(21)														247

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		42(3)		43(6)		44(2)		59(2)		40(1)		228(14)														228

				計 ケイ		180		194(37)		148(34)		189(34)		156(23)		162(26)		849(154)														849

				専攻科 センコウ カ		28		15(0)		11(0)								26(0)														26



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( 内女子 ） ウチ ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		106(18)		72(19)		107(22)		95(13)		96(14)		476(86)

				神奈川 カナガワ		80(17)		63(13)		65(10)		54(10)		64(12)		326(62)

				埼玉 サイタマ		3(1)		5(0)		3(0)		5(0)		2(0)		18(1)

				千葉 チバ		2(0)		4(0)		5(1)		0		0		11(1)

				その他 タ		3(1)		4(2)		9(1)		2(0)		0		18(4)

				計 ケイ		194(37)		148(34)		189(34)		156(23)		162(26)		849(154)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0

				合計 ゴウケイ		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構※ ニホン ガクセイ シエン キコウ		3		5		7		23		21		59

				東京都育英資金 トウキョウト イクエイ シキン		3		5		10		10		4		32

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		0		0		1						1

				相模原市奨学金 サガミハラ シ ショウガクキン		3		3		3						9

				その他 タ		0		0		0		1		1		2





				合計 ゴウケイ		9		13		21		34		26		103

				※貸与奨学生・給付奨学生の合計 タイヨ ショウガクセイ キュウフ ショウガクセイ ゴウケイ



		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																																		倍率＝志願者÷入学定員 バイリツ シガンシャ ニュウガク テイイン

																																				定員充足率＝入学者÷入学定員 テイイン ジュウソクリツ ニュウガク シャ ニュウガクテイイン

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ																						志願者数 シガンシャ スウ		入学者数 ニュウガク シャ スウ

				令和2年度(2020) レイワ ネンド		180		342(57)		1.90		194(37)		1.08																				令和2年度(2020) レイワ ネンド		342		194

				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		180		266(53)		1.48		157(38)		0.87																				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		266		157

				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		180		330(57)		1.83		199(35)		1.11																				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		330		199

				平成29年度(2017) ヘイセイ ネンド		180		330(41)		1.83		180(26)		1.00																				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		330		180

				平成28年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.68		196(29)		1.09																				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		302		196

				平成27年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.71		201(30)		1.12																				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		307		201

				平成26年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.09																				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		353		196

				平成25年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00																				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		288		180

				平成24年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.97		200(31)		1.11																				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		354		200

				平成23年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94																				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		314		170

				平成22年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72																				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		207		130

				平成21年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88																				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		245		159

				平成20年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96																				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		254		172

				平成19年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99																				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		251		179

				平成18年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91																				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		201		163

				平成17年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96																				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		242		173

				平成16年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96																				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		221		172

				平成15年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87																				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		223		157

				平成14年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78																				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		214		141

				平成13年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03																				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		241		186

				平成12年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		0.94		152(26)		0.68																				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		212		152

				平成11年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.44		244(34)		1.08																				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		325		244

				平成10年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.30		242(33)		1.08																				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		293		242

				平成9年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.70		242(33)		1.08																				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		382		242

				平成8年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.60		241(55)		1.07																				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		361		241

				平成7年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16																				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		371		262

				平成6年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95																				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		297		213

				平成5年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.41		260(37)		1.16																				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		317		260

				平成4年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22																				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		425		275

				平成3年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17																				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		486		264

				平成2年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19																				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		492		268

				平成1年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12																				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		439		252

				昭和63年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12																				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		469		252



		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ

				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		17		17		11		4		0		50

				女 オンナ		0		1		2		0		0		0		3

				合計 ゴウケイ		1		18		19		11		4		0		53

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～29歳 サイ		30～39歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ								1				1

				教授 キョウジュ						5		12		1		18

				准教授 ジュン キョウジュ				3		12		4				19

				講師 コウシ				6		3		1		1		11

				助教 ジョ キョウ		3		1								4

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ		2		10		21		18		2		53																本科生数 ホンカセイ スウ		849

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																														専任教員数 センニン キョウイン スウ		53		16.0

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  16人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン																												非常勤教員数 ヒジョウキン キョウイン スウ		52

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :   8.09人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン																												教員計 キョウイン ケイ		105		8.09

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    53対52 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ																														在籍者数÷定員 ザイセキシャ スウ テイイン

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		94.3%																								0.943

						デザイン学科 ガッカ		84.0%																								0.840

						電気工学科 デンキ コウガッカ		82.2%																								0.8222222222

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		109.8%																								1.0977777778

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		101.3%																								1.0133333333

				専攻科 センコウ カ				92.9%																								0.9285714286

		退学・除籍者数 タイガク ジョセキ シャ スウ

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		4		13		11		17		2		47

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		8		11		12		8		1		40

		中退率 チュウタイ リツ																																1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ																5/1/17		182		189		191		180		133

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		2.2%		6.8%		5.7%		9.4%		1.5%		5.3%																5/1/16		196		199		182		156		149

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		4.0%		5.5%		6.5%		5.1%		0.6%		4.5%

		留年者数 リュウネンシャ スウ



				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				13名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				8名 メイ

		社会人学生数 シャカイ ジン ガクセイ スウ				※　学事統計では使ってない ガクジ トウケイ ツカ

				令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

				令和1年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		海外協定相手校 カイガイ キョウテイ アイテ コウ

				校名 コウメイ				国 クニ		内容 ナイヨウ

				泰日工科大学 タイ ニチ コウカ ダイガク				タイ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾏﾝﾀﾞﾙｲﾖﾝ工科大学 コウカ ダイガク				フィリピン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				モンゴル高専教育ｾﾝﾀ-NGO コウセン キョウイク				モンゴル		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾃｸﾆｶﾙ・ｶﾚｯｼﾞ・ﾌｧﾄﾏｶ				東ﾃｨﾓ-ﾙ ヒガシ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ネ－グルカレッジ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾚｼﾞｱﾝｶﾚｯｼﾞ・ｻﾝﾊﾞﾘ-ｽｸ-ﾙ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾘｱ・ｻﾚｼﾞｵ大学 ダイガク				スペイン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				教皇庁立ｻﾚｼﾞｵ大学 キョウコウ チョウ リツ ダイガク				イタリア		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ





令和元年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2019(令和元)年度 レイワ ガン ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																		( 内女子 ） ウチ ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		37（22）		40（25）		33（18）		33（23）		38（21）		181（109）														181

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		25（0）		50（2）		34（0）		39（0）		29（0）		177（2）														177

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		48（9）		58（5）		39（3）		55（2）		45（4）		245（23）														245

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		47（7）		48（3）		62（2）		40（1）		38（1）		235（14）														235

				計 ケイ		180		157（38）		196（35）		168（23）		167（26）		150（26）		838（148）														838

				専攻科 センコウ カ		28		11（1）		10（0）								21（1）														21



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( 内女子 ） ウチ ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		79(22)		111(23)		102(13)		97(14)		96(21)		485(93)

				神奈川 カナガワ		65(14)		68(10)		57(10)		68(12)		45(5)		303(51)

				埼玉 サイタマ		5		3		5		2		3		18

				千葉 チバ		4		5(1)		2		0		3		14(1)

				その他 タ		4(2)		9(1)		2		0		3		18(3)

				計 ケイ		157(38)		196(35)		168(23)		167(26)		150(26)		838(148)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0

				合計 ゴウケイ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ				まだ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		5		7		5		13		16		46

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		5		10		12		5		16		48

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		0		0		1						1

																0

																0

																0

				その他 タ												0

				合計 ゴウケイ		10		17		18		18		32		95





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																																		倍率＝志願者÷入学定員 バイリツ シガンシャ ニュウガク テイイン

																																				定員充足率＝入学者÷入学定員 テイイン ジュウソクリツ ニュウガク シャ ニュウガクテイイン

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ																						志願者数 シガンシャ スウ		入学者数 ニュウガク シャ スウ

				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		180		266(53)		1.48		157(38)		0.87																				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		266		157

				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		180		330(57)		1.83		199(35)		1.11																				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		330		199

				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		180		330(41)		1.83		180(26)		1.00																				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		330		180

				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.68		196(29)		1.09																				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		302		196

				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.71		201(30)		1.12																				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		307		201

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.09																				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		353		196

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00																				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		288		180

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.97		200(31)		1.11																				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		354		200

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94																				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		314		170

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72																				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		207		130

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88																				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		245		159

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96																				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		254		172

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99																				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		251		179

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91																				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		201		163

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96																				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		242		173

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96																				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		221		172

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87																				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		223		157

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78																				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		214		141

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03																				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		241		186

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		0.94		152(26)		0.68																				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		212		152

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.44		244(34)		1.08																				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		325		244

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.30		242(33)		1.08																				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		293		242

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.70		242(33)		1.08																				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		382		242

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.60		241(55)		1.07																				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		361		241

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16																				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		371		262

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95																				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		297		213

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.41		260(37)		1.16																				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		317		260

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22																				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		425		275

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17																				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		486		264

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19																				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		492		268

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12																				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		439		252

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12																				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		469		252



		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ

				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		16		19		7		5		0		48

				女 オンナ		0		0		3		1		1		0		5

				合計 ゴウケイ		1		16		22		8		6		0		53

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ								1				1

				教授 キョウジュ						6		9		1		16

				准教授 ジュン キョウジュ				4		10		7		1		22

				講師 コウシ				4		2		2				8

				助教 ジョ キョウ		3		3								6

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ		3		11		18		19		2		53																本科生数 ホンカセイ スウ		838

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																														専任教員数 センニン キョウイン スウ		53		15.8

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  15.8人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン																												非常勤教員数 ヒジョウキン キョウイン スウ		51

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :   8.06人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン																												教員計 キョウイン ケイ		104		8.06

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    53対51 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ																														在籍者数÷定員 ザイセキシャ スウ テイイン

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		93.1%																								0.931

						デザイン学科 ガッカ		80.4%																								0.804

						電気工学科 デンキ コウガッカ		78.7%																								0.7866666667

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		108.9%																								1.0888888889

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		104.4%																								1.0444444444

				専攻科 センコウ カ				75.0%																								0.75

		退学・除籍者数 タイガク ジョセキ シャ スウ

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		4		13		11		17		2		47

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		8		11		12		8		1		40

		中退率 チュウタイ リツ																																1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ																5/1/17		182		189		191		180		133

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		2.2%		6.8%		5.7%		9.4%		1.5%		5.3%																5/1/16		196		199		182		156		149

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		4.0%		5.5%		6.5%		5.1%		0.6%		4.5%

		留年者数 リュウネンシャ スウ



				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				13名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				8名 メイ

		社会人学生数 シャカイ ジン ガクセイ スウ

				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		海外協定相手校 カイガイ キョウテイ アイテ コウ

				校名 コウメイ				国 クニ		内容 ナイヨウ

				泰日工科大学 タイ ニチ コウカ ダイガク				タイ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾏﾝﾀﾞﾙｲﾖﾝ工科大学 コウカ ダイガク				フィリピン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				モンゴル高専教育ｾﾝﾀ-NGO コウセン キョウイク				モンゴル		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾃｸﾆｶﾙ・ｶﾚｯｼﾞ・ﾌｧﾄﾏｶ				東ﾃｨﾓ-ﾙ ヒガシ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ネ－グルカレッジ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾚｼﾞｱﾝｶﾚｯｼﾞ・ｻﾝﾊﾞﾘ-ｽｸ-ﾙ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾘｱ・ｻﾚｼﾞｵ大学 ダイガク				スペイン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				教皇庁立ｻﾚｼﾞｵ大学 キョウコウ チョウ リツ ダイガク				イタリア		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ





30年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2018(平成30)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																		( 内女子 ） ウチ ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		41(25)		36(20)		38(23)		39(22)		35(20)		189(110)														189

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		48(2)		42(0)		46(0)		40(1)		29(1)		205(4)														205

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		62(5)		41(3)		54(1)		54(5)		43(1)		254(15)														254

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		48(3)		63(2)		45(1)		47(2)		49(7)		252(15)														252

				計 ケイ		180		199(35)		182(25)		183(25)		180(30)		156(29)		900(144)														875

				専攻科 センコウ カ		28		10(0)		14(0)								24(0)														25



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( 内女子 ） ウチ ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		114(22)		112(15)		105(13)		110(23)		92(14)		533(87)

				神奈川 カナガワ		68(11)		59(10)		73(12)		59(6)		52(12)		311(51)

				埼玉 サイタマ		3		6		3		3		5(1)		20(1)

				千葉 チバ		5(1)		2		0		3		3(1)		13(2)

				その他 タ		9(1)		3		2		5(1)		4(1)		23(3)

				計 ケイ		199(35)		182(25)		183(25)		180(30)		156(29)		900(144)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		0		3		7		9		8		27

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		0		11		8		19		9		47

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		0		2		1						3

																0

																0

																0

				その他 タ												0

				合計 ゴウケイ		0		16		16		28		17		77





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		180		330(57)		1.83		199(35)		1.10

				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		180		330(41)		1.83		180(26)		1.00

				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.67		196(29)		1.089

				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.7		201(30)		1.11

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.08

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.6		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12



		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ

				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		13		21		5		5		0		45

				女 オンナ		0		0		2		2		0		0		4

				合計 ゴウケイ		1		13		23		7		5		0		49

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ								1				1

				教授 キョウジュ						5		7		1		13

				准教授 ジュン キョウジュ				6		7		9		1		23

				講師 コウシ						5		2		0		7

				助教 ジョ キョウ				5								5

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ				11		17		19		2		49																本科生数 ホンカセイ スウ		875

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ																														専任教員数 センニン キョウイン スウ		49		17.9

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  18.4人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :   8.74人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    49対54 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		100.0%																								0.9722222222

						デザイン学科 ガッカ		84.0%																								0.840

						電気工学科 デンキ コウガッカ		91.1%																								0.9111111111

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		112.9%																								1.1288888889

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		112.0%																								1.12

				専攻科 センコウ カ				85.7%																								0.8928571429

		退学・除籍者数 タイガク ジョセキ シャ スウ

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		4		13		11		17		2		47

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		8		11		12		8		1		40

		中退率 チュウタイ リツ																																1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ																5/1/17		182		189		191		180		133

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		2.2%		6.8%		5.7%		9.4%		1.5%		5.3%																5/1/16		196		199		182		156		149

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		4.0%		5.5%		6.5%		5.1%		0.6%		4.5%

		留年者数 リュウネンシャ スウ



				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				13名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				8名 メイ

		社会人学生数 シャカイ ジン ガクセイ スウ

				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

		海外協定相手校 カイガイ キョウテイ アイテ コウ

				校名 コウメイ				国 クニ		内容 ナイヨウ

				泰日工科大学 タイ ニチ コウカ ダイガク				タイ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾏﾝﾀﾞﾙｲﾖﾝ工科大学 コウカ ダイガク				フィリピン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				モンゴル高専教育ｾﾝﾀ-NGO コウセン キョウイク				モンゴル		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾃｸﾆｶﾙ・ｶﾚｯｼﾞ・ﾌｧﾄﾏｶ				東ﾃｨﾓ-ﾙ ヒガシ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ネ－グルカレッジ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾚｼﾞｱﾝｶﾚｯｼﾞ・ｻﾝﾊﾞﾘ-ｽｸ-ﾙ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾘｱ・ｻﾚｼﾞｵ大学 ダイガク				スペイン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				教皇庁立ｻﾚｼﾞｵ大学 キョウコウ チョウ リツ ダイガク				イタリア		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ





29年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2017(平成29)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		37(21)		40(26)		42(23)		36(20)		33(17)		188(107)														188

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		42(0)		44(0)		46(0)		38(2)		26(0)		196(2)														196

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		40(3)		56(1)		56(5)		51(1)		33(1)		236(11)														236

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		63(2)		49(1)		47(1)		55(8)		41(4)		255(16)														255

				計 ケイ		180		182(26)		189(28)		191(29)		180(31)		133(22)		875(136)														875

				専攻科 センコウ カ		28		12(0)		15(0)								27(0)														27



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( )は女子 ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		114(20)		113(17)		117(23)		112(20)		59(15)		516(95)

				神奈川 カナガワ		58(6)		71(11)		65(6)		59(11)		61(7)		314(41)

				埼玉 サイタマ		6		4		4		4		8		26

				千葉 チバ		2				2		3		2		9

				その他 タ		2		1		3		2		3		11

				計 ケイ		182(26)		189(29)		191(29)		180(31)		133(22)		875(136)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0

				合計 ゴウケイ		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		5		8		9		10		26		58

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		12		10		19		14		8		63

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		2		1						3		6

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン												0

				あしなが育英会 イクエイ カイ						1				1		2

																0

				その他 タ												0

				合計 ゴウケイ		19		19		29		24		38		129





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		180		330(41)		1.07		180(26)		1.00

				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.67		196(29)		1.089

				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.7		201(30)		1.11

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.08

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.6		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12



		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ





				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ



				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		12		21		6		5		0		45

				女 オンナ		0		0		3		2		0		0		5

				合計 ゴウケイ		1		12		24		8		5		0		50



				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ								1				1

				教授 キョウジュ						5		7				12

				准教授 ジュン キョウジュ				6		10		7		1		24

				講師 コウシ		1		4		1		2		0		8

				助教 ジョ キョウ		2		3								5

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ		3		13		16		17		1		50

																																本科生数 ホンカセイ スウ		882

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  17.5人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン																												専任教員数 センニン キョウイン スウ		53		16.6



				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :   8.93人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン



				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    50対48 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ



				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		97.3%																								0.9722222222

						デザイン学科 ガッカ		83.5%																								0.8355555556

						電気工学科 デンキ コウガッカ		87.1%																								0.8711111111

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		104.8%																								1.0488888889

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		113.7%																								1.1333333333

				専攻科 センコウ カ				96.4%																								0.9642857143





28年度

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2016(平成26)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成28年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		43(27)		44(24)		39(23)		34(17)		36(20)		196(111)														196

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		46(0)		50(0)		38(2)		32(0)		34(0)		200(2)														200

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		57(1)		55(5)		51(2)		43(1)		39(2)		245(11)														245

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		50(1)		50(1)		54(7)		47(5)		40(3)		241(17)														241

				計 ケイ		180		196(29)		199(30)		182(34)		156(23)		149(25)		882(141)														882

				専攻科 センコウ カ		28		16(0)		4(0)								20(0)														20



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成28年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( )は女子 ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		115(14)		119(20)		108(15)		71(10)		76(14)		463(78)

				神奈川 カナガワ		77(15)		67(8)		63(12)		68(8)		62(10)		321(48)

				埼玉 サイタマ		4		4		5(1)		9(4)		4(1)		28(7)

				千葉 チバ				3		3(0)		2		2		11(1)

				その他 タ		1		5(1)		3(1)		6(1)		5		25(4)

				計 ケイ		196(29)		199(30)		182(34)		156(23)		149(25)		882(141)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成28年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成28年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		5		11		6		24		17		63

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		11		20		12		10		9		62

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		1						3				4

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン												0

				あしなが育英会 イクエイ カイ				1				2				3

																0

				その他 タ												0

				合計 ゴウケイ		17		32		18		39		26		132





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成28年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.67		196(29)		1.089

				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.7		201(30)		1.11

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.08

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.6		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12





		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ



				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ



				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		13		20		10		4		0		48

				女 オンナ		0		0		3		2		0		0		5

				合計 ゴウケイ		1		13		23		12		4		0		53



				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ						1						1

				教授 キョウジュ						6		7		1		14

				准教授 ジュン キョウジュ				8		9		5		1		23

				講師 コウシ				6		2		3		0		11

				助教 ジョ キョウ		2		2								4

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ		2		16		18		15		2		53



				専任教員１人当り学生数(本科)　:  16.6人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン																												本科生数 ホンカセイ スウ		882

																																専任教員数 センニン キョウイン スウ		53		16.6

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :    9.02人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン



				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    55対39 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ



		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		98.0%																								0.98

						デザイン学科 ガッカ		87.1%																								0.8711111111

						電気工学科 デンキ コウガッカ		88.8%																								0.8888888889

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		108.8%																								1.0888888889

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		107.1%																								1.0711111111

				専攻科 センコウ カ				71.0%																								0.7142857143





27年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2015(平成27)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成27年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		43(23)		41(23)		35(18)		38(21)		33(19)		190(104)

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		52(0)		41(2)		33(0)		38(0)		31(0)		195(2)

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		56(6)		55(2)		43(1)		42(2)		32(0)		228(11)

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		50(1)		52(8)		53(5)		47(3)		33(4)		235(21)

				計 ケイ		180		201(30)		189(35)		164(24)		165(26)		129(23)		848(138)

				専攻科 センコウ カ		28		4(0)		11(0)								15(0)



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成27年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		122(22)		112(18)		75(10)		87(15)		67(13)		463(78)

				神奈川 カナガワ		67(7)		65(14)		71(8)		68(10)		50(9)		321(48)

				埼玉 サイタマ		3		5(1)		9(4)		4(1)		7(1)		28(7)

				千葉 チバ		3		3(1)		2		1		2		11(1)

				その他 タ		6(1)		4(1)		7(2)		5		3		25(4)

				計 ケイ		201(30)		189(35)		164(24)		165(26)		129(23)		848(138)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成27年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成27年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		5		6		15		20		18		64

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン				10		10		7		6		33

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン						3				1		4

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン

				あしなが育英会 イクエイ カイ						2						2



				その他 タ

				合計 ゴウケイ		5		16		30		27		25		103





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成27年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.70		201(30)		1.11

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.08

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12

		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ



				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ



				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		13		21		14		2		0		51

				女 オンナ		0		0		2		2		0		0		4

				合計 ゴウケイ		1		13		23		16		2		0		55



				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ						1						1

				教授 キョウジュ						5		7		1		13

				准教授 ジュン キョウジュ				9		7		6		1		23

				講師 コウシ				10		1		4		1		16

				助教 ジョ キョウ		2										2

				助手 ジョシュ

				合計 ゴウケイ		2		19		14		17		3		55



				専任教員１人当り学生数(本科)　:  15.4人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン



				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :    9.02人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン



				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    55対39 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ



		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		94.2%

						デザイン学科 ガッカ		84.4%

						電気工学科 デンキ コウガッカ		86.6%

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		101.3%

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		104.4%

				専攻科 センコウ カ				53.5%





26年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2014(平成26)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成26年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		45(26)		33(17)		44(23)		33(19)		37(16)		192(101)

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		44(2)		36(0)		40(1)		35(0)		34(0)		189(3)

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		55(2)		47(1)		50(2)		32(0)		22(0)		206(5)

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		54(8)		53(5)		48(4)		36(4)		22(2)		213(23)

				計 ケイ		180		198(38)		169(23)		182(30)		136(23)		115(18)		800(132)

				専攻科 センコウ カ		28		11(0)		11(0)								22(0)



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成26年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		118(20)		80(9)		96(18)		71(13)		62(14)		427(74)

				神奈川 カナガワ		67(15)		71(8)		75(11)		53(9)		42(4)		308(47)

				埼玉 サイタマ		6(1)		9(4)		4(1)		7(1)		4(0)		30(7)

				千葉 チバ		3(1)		2(0)		1(0)		2(0)		2(0)		10(1)

				その他 タ		4(1)		7(2)		6(0)		3(0)		5(0)		25(3)

				計 ケイ		198(38)		169(23)		182(30)		136(23)		115(18)		800(132)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成26年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成26年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		2		11		12		16		19		60

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		0		12		9		6		3		30

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		0		3		0		1		1		5

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン

				あしなが育英会 イクエイ カイ		0		2								2



				その他 タ

				合計 ゴウケイ		2		28		21		23		23		97





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成26年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.08

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12

		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ



				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ



				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		13		19		15		1		1		50

				女 オンナ		0		0		2		2		0		0		4

				合計 ゴウケイ		1		13		21		17		1		1		54



				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ						1						1

				教授 キョウジュ						6		5		2		13

				准教授 ジュン キョウジュ				8		8		5				21

				講師 コウシ				10		3		4				17

				助教 ジョ キョウ				1								1

				助手 ジョシュ		1										1

				合計 ゴウケイ		1		19		18		14		2		54



				専任教員１人当り学生数(本科)　:  16.6人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン



				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :    8.3人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン



				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    54対43 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ



				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		88%

						デザイン学科 ガッカ		85.3%

						電気工学科 デンキ コウガッカ		84.0%

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		91.5%

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		94.6%

				専攻科 センコウ カ				78.5%





25年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2013(平成25)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成25年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		34(18)		45(24)		36(20)		37(16)		35(25)		187(103)

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		38(0)		42(1)		34(0)		36(0)		28(2)		178(3)

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		50(2)		54(2)		36(1)		23(0)		36(1)		199(6)

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		60(5)		51(3)		43(5)		24(2)		32(2)		210(17)

				計 ケイ		180		182(25)		192(30)		149(26)		120(18)		131(30)		774(129)

				専攻科 センコウ カ		28		12(0)		13(0)								25(0)



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成25年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		88(10)		100(18)		77(14)		65(14)		59(12)		389(68)

				神奈川 カナガワ		74(9)		81(11)		60(11)		43(4)		63(15)		321(50)

				埼玉 サイタマ		10(4)		4(1)		7(1)		4(0)		3(1)		28(7)

				千葉 チバ		2(0)		1(0)		2(0)		3(0)		1(0)		9(0)

				その他 タ		8(2)		6(0)		3(0)		5(0)		5(2)		27(4)

				計 ケイ		182(25)		192(30)		149(26)		131(30)		131(30)		774(129)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成25年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成25年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		10		2		13		16		20		71

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		0		10		8		3		8		29

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		4		0		1		1		1		7

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン

				あしなが育英会 イクエイ カイ		2								2		4



				その他 タ

				合計 ゴウケイ		16		21		22		20		31		111





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成25年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12

		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ

				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ

				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		14		16		16		3		1		51

				女 オンナ		0		0		1		3		0		0		4

				合計 ゴウケイ		1		14		17		19		3		1		55

				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ						1						1

				教授 キョウジュ						4		4		6		14

				准教授 ジュン キョウジュ				3		9		5				17

				講師 コウシ				10		5		4				19

				助教 ジョ キョウ				3								3

				助手 ジョシュ		1										1

				合計 ゴウケイ		1		16		19		13		6		55

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  14.0人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :    7.6人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン

				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    55対46 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		86%

						デザイン学科 ガッカ		83.1%

						電気工学科 デンキ コウガッカ		79.1%

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		88.4%

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		93.3%

				専攻科 センコウ カ				89.2%





24年度

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2012(平成24)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成24年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		48(25)		37(21)		40(17)		35(25)		32(18)		192(106)

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		43(1)		36(0)		36(1)		32(2)		39(0)		186(4)

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		56(2)		37(1)		22(0)		41(1)		30(1)		186(5)

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		55(3)		48(6)		26(2)		36(2)		40(4)		205(17)

				計 ケイ		180		202(31)		158(28)		124(20)		144(30)		141(23)		769(132)

				専攻科 センコウ カ		28		14(0)		13(0)								27(0)



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成24年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		107(19)		82(15)		68(15)		65(12)		71(12)		393(73)

				神奈川 カナガワ		81(11)		62(11)		45(5)		69(15)		59(8)		316(50)

				埼玉 サイタマ		5(1)		7(1)		4(0)		3(1)		6(1)		25(4)

				千葉 チバ		1(0)		3(0)		2(0)		2(0)		0(0)		8(0)

				その他 タ		8(0)		4(0)		5(0)		5(2)		5(2)		27(4)

				計 ケイ		202(31)		158(27)		124(20)		144(30)		141(23)		769(131)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成24年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成24年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		9		11		11		20		12		63

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		10		9		4		8		3		34

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン				1				1		1		3

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン

				あしなが育英会 イクエイ カイ								2				2

				ｻﾚｼﾞｵ貸与生* タイヨ セイ						6						6

				その他 タ

				合計 ゴウケイ		19		21		21		31		16		108

				*・・・平成２２年度生募集において特別教育支援入試で採用された貸与奨学生 ヘイセイ ネンド セイ ボシュウ トクベツ キョウイク シエン ニュウシ サイヨウ タイヨ ショウガクセイ



		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成24年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数 シガン シャ スウ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.95		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12





２２年度

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2010(平成22)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成22年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		39(18)		39(27)		34(20)		38(19)		34(11)		184(95)

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		41(0)		36(3)		40(0)		48(0)		52(1)		217(4)

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		23(0)		42(1)		36(1)		30(1)		25(2)		156(5)

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		32(2)		35(2)		50(4)		37(3)		29(4)		183(15)

				計 ケイ		180		135(20)		152(33)		160(25)		153(23)		140(18)		740(119)

				専攻科 センコウ カ		28		14(0)		1(0)								15(0)

		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成22年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		73(15)		70(13)		86(15)		77(11)		83(11)		389(65)

				神奈川 カナガワ		50(5)		72(17)		62(7)		60(11)		43(6)		287(46)

				埼玉 サイタマ		5(0)		3(1)		6(1)		6(1)		7(0)		27(3)

				千葉 チバ		2(0)		2(0)		1(0)		5(0)		2(1)		12(1)

				その他 タ		5(0)		5(2)		5(2)		5(0)		5(0)		25(4)

				計 ケイ		135(20)		152(33)		160(25)		153(23)		140(18)		740(119)

		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成22年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

				ｲﾝﾄﾞ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0

		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成22年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		7		17		8		18		11		66

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		4		6		7		8		4		29

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン						2		1		1		4

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン										1		1

				あしなが育英会 イクエイ カイ				2								2

				ｻﾚｼﾞｵ貸与生* タイヨ セイ		7		18								25

				その他 タ

				合計 ゴウケイ		18		43		17		27		17		127

				*・・・平成２２年度生募集において特別教育支援入試で採用された貸与奨学生 ヘイセイ ネンド セイ ボシュウ トクベツ キョウイク シエン ニュウシ サイヨウ タイヨ ショウガクセイ

		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成22年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数 シガン シャ スウ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12
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学納金

		学納金他 ガクノウキン タ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

		学年 ガクネン		授業料 ジュギョウリョウ		実験実習費 ジッケン ジッシュウ ヒ		施設設備費 シセツ セツビヒ		校費 コウヒ		課外教育費 カガイ キョウイクヒ		研修旅行積立金 ケンシュウ リョコウ ツミタテ キン		父母会入会金 フボ カイ ニュウカイキン		父母会費 フボ カイヒ		学友会費 ガクユウカイ ヒ

		1		500,000		48,000		180,000		45,000		42,000		19,000		10,000		9,800		6,800

		2		600,000		48,000		180,000		45,000				38,000				9,800		6,800

		3		700,000		48,000		180,000		45,000				38,000				9,800		6,800

		4		960,000		60,000		180,000		45,000				55,000				9,800		6,800

		5		960,000		60,000		180,000		45,000								9,800		6,800

		入学金 ニュウガクキン		入学検定料 ニュウガク ケンテイ リョウ

		300,000		21,000





令和3年度

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2021(令和3)年度 レイワ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																		( 内女子 ） ウチ ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		38(25)		50(31)		32(18)		37(22)		32(18)		189(114)														189

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		23(2)		41(1)		23(0)		44(2)		29(0)		160(5)														160

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		43(2)		58(2)		51(9)		52(5)		33(2)		237(20)														237

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		40(2)		42(3)		42(5)		39(2)		52(2)		215(14)														215

				計 ケイ		180		144(31)		191(37)		148(32)		172(31)		146(22)		801(153)														801

				専攻科 センコウ カ		28		21(0)		14(1)								35(1)														35



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( 内女子 ） ウチ ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		87（20）		105（18）		72（18）		96（21）		88（13）		448(90）

				神奈川 カナガワ		40（8）		78（17）		64（12）		60（8）		52（9）		294（54）

				埼玉 サイタマ		3（0）		3（1）		5（0）		3（0）		5（0）		19（1）

				千葉 チバ		5（2）		2（0）		3（0）		5（1）		0（0）		15（3）

				その他 タ		9（1）		3（1）		4（2）		8（1）		1（0）		25（5）

				計 ケイ		144（31）		191（37）		148（32）		172（31）		146（22）		801（153）



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構※ ニホン ガクセイ シエン キコウ		3		5		7		23		21		59

				東京都育英資金 トウキョウト イクエイ シキン		3		5		10		10		4		32

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		0		0		1						1

				相模原市奨学金 サガミハラ シ ショウガクキン		3		3		3						9

				その他 タ		0		0		0		1		1		2





				合計 ゴウケイ		9		13		21		34		26		103

				※貸与奨学生・給付奨学生の合計 タイヨ ショウガクセイ キュウフ ショウガクセイ ゴウケイ



		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																																		倍率＝志願者÷入学定員 バイリツ シガンシャ ニュウガク テイイン

																																				定員充足率＝入学者÷入学定員 テイイン ジュウソクリツ ニュウガク シャ ニュウガクテイイン

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ																						志願者数 シガンシャ スウ		入学者数 ニュウガク シャ スウ

				令和3年度(2021) レイワ ネンド		180		227(41)		1.26		144(31)		0.80																				令和3年度(2021) レイワ ネンド		227		144

				令和2年度(2020) レイワ ネンド		180		342(57)		1.90		194(37)		1.08																				令和2年度(2020) レイワ ネンド		342		194

				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		180		266(53)		1.48		157(38)		0.87																				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		266		157

				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		180		330(57)		1.83		199(35)		1.11																				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		330		199

				平成29年度(2017) ヘイセイ ネンド		180		330(41)		1.83		180(26)		1.00																				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		330		180

				平成28年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.68		196(29)		1.09																				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		302		196

				平成27年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.71		201(30)		1.12																				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		307		201

				平成26年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.09																				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		353		196

				平成25年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00																				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		288		180

				平成24年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.97		200(31)		1.11																				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		354		200

				平成23年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94																				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		314		170

				平成22年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72																				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		207		130

				平成21年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88																				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		245		159

				平成20年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96																				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		254		172

				平成19年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99																				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		251		179

				平成18年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91																				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		201		163

				平成17年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96																				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		242		173

				平成16年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96																				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		221		172

				平成15年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87																				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		223		157

				平成14年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78																				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		214		141

				平成13年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03																				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		241		186

				平成12年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		0.94		152(26)		0.68																				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		212		152

				平成11年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.44		244(34)		1.08																				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		325		244

				平成10年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.30		242(33)		1.08																				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		293		242

				平成9年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.70		242(33)		1.08																				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		382		242

				平成8年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.60		241(55)		1.07																				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		361		241

				平成7年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16																				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		371		262

				平成6年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95																				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		297		213

				平成5年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.41		260(37)		1.16																				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		317		260

				平成4年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22																				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		425		275

				平成3年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17																				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		486		264

				平成2年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19																				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		492		268

				平成1年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12																				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		439		252

				昭和63年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12																				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		469		252



		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ

				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		16		17		11		4		0		49

				女 オンナ		0		1		2		0		0		0		3

				合計 ゴウケイ		1		17		19		11		4		0		52

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ																 

				職名 ショクメイ		20～29歳 サイ		30～39歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ								1				1

				教授 キョウジュ						5		12		1		17

				准教授 ジュン キョウジュ				3		12		4				19

				講師 コウシ				6		3		1		1		11

				助教 ジョ キョウ		2		1								4

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ		2		10		17		21		2		52																本科生数 ホンカセイ スウ		801

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																														専任教員数 センニン キョウイン スウ		52		15.4

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  15.4人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン																												非常勤教員数 ヒジョウキン キョウイン スウ		44

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :   8.34人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン																												教員計 キョウイン ケイ		96		8.34

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    52対44 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ																														在籍者数÷定員 ザイセキシャ スウ テイイン

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		89.0%																								0.890

						デザイン学科 ガッカ		84.0%																								0.840

						電気工学科 デンキ コウガッカ		71.1%																								0.7111111111

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		105.3%																								1.0533333333

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		95.5%																								0.9555555556

				専攻科 センコウ カ				125.0%																								1.25

		退学・除籍者数 タイガク ジョセキ シャ スウ

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		4		13		11		17		2		47

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		8		11		12		8		1		40

		中退率 チュウタイ リツ																																1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ																5/1/17		182		189		191		180		133

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		2.2%		6.8%		5.7%		9.4%		1.5%		5.3%																5/1/16		196		199		182		156		149

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		4.0%		5.5%		6.5%		5.1%		0.6%		4.5%

		留年者数 リュウネンシャ スウ



				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				13名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				8名 メイ

		社会人学生数 シャカイ ジン ガクセイ スウ				※　学事統計では使ってない ガクジ トウケイ ツカ

				令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

				令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		海外協定相手校 カイガイ キョウテイ アイテ コウ

				校名 コウメイ				国 クニ		内容 ナイヨウ

				泰日工科大学 タイ ニチ コウカ ダイガク				タイ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾏﾝﾀﾞﾙｲﾖﾝ工科大学 コウカ ダイガク				フィリピン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				モンゴル高専教育ｾﾝﾀ-NGO コウセン キョウイク				モンゴル		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾃｸﾆｶﾙ・ｶﾚｯｼﾞ・ﾌｧﾄﾏｶ				東ﾃｨﾓ-ﾙ ヒガシ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ネ－グルカレッジ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾚｼﾞｱﾝｶﾚｯｼﾞ・ｻﾝﾊﾞﾘ-ｽｸ-ﾙ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾘｱ・ｻﾚｼﾞｵ大学 ダイガク				スペイン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				教皇庁立ｻﾚｼﾞｵ大学 キョウコウ チョウ リツ ダイガク				イタリア		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ





令和2年度

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2020(令和2)年度 レイワ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																		( 内女子 ） ウチ ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		50(30)		33(19)		41(25)		32(18)		33(23)		189(115)														189

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		44(2)		24(0)		49(2)		31(0)		37(0)		185(4)														185

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		58(2)		48(9)		55(5)		34(3)		52(2)		247(21)														247

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		42(3)		43(6)		44(2)		59(2)		40(1)		228(14)														228

				計 ケイ		180		194(37)		148(34)		189(34)		156(23)		162(26)		849(154)														849

				専攻科 センコウ カ		28		15(0)		11(0)								26(0)														26



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( 内女子 ） ウチ ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		106(18)		72(19)		107(22)		95(13)		96(14)		476(86)

				神奈川 カナガワ		80(17)		63(13)		65(10)		54(10)		64(12)		326(62)

				埼玉 サイタマ		3(1)		5(0)		3(0)		5(0)		2(0)		18(1)

				千葉 チバ		2(0)		4(0)		5(1)		0		0		11(1)

				その他 タ		3(1)		4(2)		9(1)		2(0)		0		18(4)

				計 ケイ		194(37)		148(34)		189(34)		156(23)		162(26)		849(154)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0

				合計 ゴウケイ		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構※ ニホン ガクセイ シエン キコウ		3		5		7		23		21		59

				東京都育英資金 トウキョウト イクエイ シキン		3		5		10		10		4		32

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		0		0		1						1

				相模原市奨学金 サガミハラ シ ショウガクキン		3		3		3						9

				その他 タ		0		0		0		1		1		2





				合計 ゴウケイ		9		13		21		34		26		103

				※貸与奨学生・給付奨学生の合計 タイヨ ショウガクセイ キュウフ ショウガクセイ ゴウケイ



		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																																		倍率＝志願者÷入学定員 バイリツ シガンシャ ニュウガク テイイン

																																				定員充足率＝入学者÷入学定員 テイイン ジュウソクリツ ニュウガク シャ ニュウガクテイイン

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ																						志願者数 シガンシャ スウ		入学者数 ニュウガク シャ スウ

				令和2年度(2020) レイワ ネンド		180		342(57)		1.90		194(37)		1.08																				令和2年度(2020) レイワ ネンド		342		194

				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		180		266(53)		1.48		157(38)		0.87																				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		266		157

				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		180		330(57)		1.83		199(35)		1.11																				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		330		199

				平成29年度(2017) ヘイセイ ネンド		180		330(41)		1.83		180(26)		1.00																				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		330		180

				平成28年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.68		196(29)		1.09																				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		302		196

				平成27年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.71		201(30)		1.12																				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		307		201

				平成26年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.09																				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		353		196

				平成25年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00																				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		288		180

				平成24年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.97		200(31)		1.11																				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		354		200

				平成23年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94																				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		314		170

				平成22年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72																				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		207		130

				平成21年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88																				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		245		159

				平成20年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96																				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		254		172

				平成19年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99																				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		251		179

				平成18年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91																				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		201		163

				平成17年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96																				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		242		173

				平成16年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96																				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		221		172

				平成15年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87																				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		223		157

				平成14年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78																				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		214		141

				平成13年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03																				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		241		186

				平成12年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		0.94		152(26)		0.68																				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		212		152

				平成11年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.44		244(34)		1.08																				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		325		244

				平成10年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.30		242(33)		1.08																				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		293		242

				平成9年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.70		242(33)		1.08																				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		382		242

				平成8年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.60		241(55)		1.07																				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		361		241

				平成7年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16																				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		371		262

				平成6年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95																				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		297		213

				平成5年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.41		260(37)		1.16																				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		317		260

				平成4年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22																				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		425		275

				平成3年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17																				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		486		264

				平成2年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19																				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		492		268

				平成1年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12																				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		439		252

				昭和63年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12																				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		469		252



		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ

				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		17		17		11		4		0		50

				女 オンナ		0		1		2		0		0		0		3

				合計 ゴウケイ		1		18		19		11		4		0		53

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～29歳 サイ		30～39歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ								1				1

				教授 キョウジュ						5		12		1		18

				准教授 ジュン キョウジュ				3		12		4				19

				講師 コウシ				6		3		1		1		11

				助教 ジョ キョウ		3		1								4

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ		2		10		21		18		2		53																本科生数 ホンカセイ スウ		849

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																														専任教員数 センニン キョウイン スウ		53		16.0

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  16人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン																												非常勤教員数 ヒジョウキン キョウイン スウ		52

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :   8.09人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン																												教員計 キョウイン ケイ		105		8.09

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    53対52 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ																														在籍者数÷定員 ザイセキシャ スウ テイイン

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		94.3%																								0.943

						デザイン学科 ガッカ		84.0%																								0.840

						電気工学科 デンキ コウガッカ		82.2%																								0.8222222222

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		109.8%																								1.0977777778

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		101.3%																								1.0133333333

				専攻科 センコウ カ				92.9%																								0.9285714286

		退学・除籍者数 タイガク ジョセキ シャ スウ

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		4		13		11		17		2		47

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		8		11		12		8		1		40

		中退率 チュウタイ リツ																																1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ																5/1/17		182		189		191		180		133

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		2.2%		6.8%		5.7%		9.4%		1.5%		5.3%																5/1/16		196		199		182		156		149

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		4.0%		5.5%		6.5%		5.1%		0.6%		4.5%

		留年者数 リュウネンシャ スウ



				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				13名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				8名 メイ

		社会人学生数 シャカイ ジン ガクセイ スウ				※　学事統計では使ってない ガクジ トウケイ ツカ

				令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

				令和1年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		海外協定相手校 カイガイ キョウテイ アイテ コウ

				校名 コウメイ				国 クニ		内容 ナイヨウ

				泰日工科大学 タイ ニチ コウカ ダイガク				タイ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾏﾝﾀﾞﾙｲﾖﾝ工科大学 コウカ ダイガク				フィリピン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				モンゴル高専教育ｾﾝﾀ-NGO コウセン キョウイク				モンゴル		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾃｸﾆｶﾙ・ｶﾚｯｼﾞ・ﾌｧﾄﾏｶ				東ﾃｨﾓ-ﾙ ヒガシ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ネ－グルカレッジ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾚｼﾞｱﾝｶﾚｯｼﾞ・ｻﾝﾊﾞﾘ-ｽｸ-ﾙ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾘｱ・ｻﾚｼﾞｵ大学 ダイガク				スペイン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				教皇庁立ｻﾚｼﾞｵ大学 キョウコウ チョウ リツ ダイガク				イタリア		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ





令和元年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2019(令和元)年度 レイワ ガン ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																		( 内女子 ） ウチ ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		37（22）		40（25）		33（18）		33（23）		38（21）		181（109）														181

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		25（0）		50（2）		34（0）		39（0）		29（0）		177（2）														177

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		48（9）		58（5）		39（3）		55（2）		45（4）		245（23）														245

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		47（7）		48（3）		62（2）		40（1）		38（1）		235（14）														235

				計 ケイ		180		157（38）		196（35）		168（23）		167（26）		150（26）		838（148）														838

				専攻科 センコウ カ		28		11（1）		10（0）								21（1）														21



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( 内女子 ） ウチ ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		79(22)		111(23)		102(13)		97(14)		96(21)		485(93)

				神奈川 カナガワ		65(14)		68(10)		57(10)		68(12)		45(5)		303(51)

				埼玉 サイタマ		5		3		5		2		3		18

				千葉 チバ		4		5(1)		2		0		3		14(1)

				その他 タ		4(2)		9(1)		2		0		3		18(3)

				計 ケイ		157(38)		196(35)		168(23)		167(26)		150(26)		838(148)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0

				合計 ゴウケイ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ				まだ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		5		7		5		13		16		46

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		5		10		12		5		16		48

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		0		0		1						1

																0

																0

																0

				その他 タ												0

				合計 ゴウケイ		10		17		18		18		32		95





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																																		倍率＝志願者÷入学定員 バイリツ シガンシャ ニュウガク テイイン

																																				定員充足率＝入学者÷入学定員 テイイン ジュウソクリツ ニュウガク シャ ニュウガクテイイン

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ																						志願者数 シガンシャ スウ		入学者数 ニュウガク シャ スウ

				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		180		266(53)		1.48		157(38)		0.87																				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		266		157

				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		180		330(57)		1.83		199(35)		1.11																				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		330		199

				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		180		330(41)		1.83		180(26)		1.00																				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		330		180

				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.68		196(29)		1.09																				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		302		196

				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.71		201(30)		1.12																				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		307		201

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.09																				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		353		196

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00																				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		288		180

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.97		200(31)		1.11																				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		354		200

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94																				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		314		170

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72																				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		207		130

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88																				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		245		159

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96																				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		254		172

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99																				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		251		179

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91																				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		201		163

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96																				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		242		173

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96																				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		221		172

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87																				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		223		157

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78																				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		214		141

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03																				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		241		186

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		0.94		152(26)		0.68																				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		212		152

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.44		244(34)		1.08																				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		325		244

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.30		242(33)		1.08																				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		293		242

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.70		242(33)		1.08																				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		382		242

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.60		241(55)		1.07																				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		361		241

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16																				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		371		262

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95																				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		297		213

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.41		260(37)		1.16																				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		317		260

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22																				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		425		275

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17																				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		486		264

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19																				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		492		268

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12																				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		439		252

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12																				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		469		252



		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ

				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		16		19		7		5		0		48

				女 オンナ		0		0		3		1		1		0		5

				合計 ゴウケイ		1		16		22		8		6		0		53

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ								1				1

				教授 キョウジュ						6		9		1		16

				准教授 ジュン キョウジュ				4		10		7		1		22

				講師 コウシ				4		2		2				8

				助教 ジョ キョウ		3		3								6

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ		3		11		18		19		2		53																本科生数 ホンカセイ スウ		838

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																														専任教員数 センニン キョウイン スウ		53		15.8

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  15.8人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン																												非常勤教員数 ヒジョウキン キョウイン スウ		51

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :   8.06人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン																												教員計 キョウイン ケイ		104		8.06

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    53対51 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ																														在籍者数÷定員 ザイセキシャ スウ テイイン

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		93.1%																								0.931

						デザイン学科 ガッカ		80.4%																								0.804

						電気工学科 デンキ コウガッカ		78.7%																								0.7866666667

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		108.9%																								1.0888888889

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		104.4%																								1.0444444444

				専攻科 センコウ カ				75.0%																								0.75

		退学・除籍者数 タイガク ジョセキ シャ スウ

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		4		13		11		17		2		47

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		8		11		12		8		1		40

		中退率 チュウタイ リツ																																1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ																5/1/17		182		189		191		180		133

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		2.2%		6.8%		5.7%		9.4%		1.5%		5.3%																5/1/16		196		199		182		156		149

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		4.0%		5.5%		6.5%		5.1%		0.6%		4.5%

		留年者数 リュウネンシャ スウ



				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				13名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				8名 メイ

		社会人学生数 シャカイ ジン ガクセイ スウ

				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		海外協定相手校 カイガイ キョウテイ アイテ コウ

				校名 コウメイ				国 クニ		内容 ナイヨウ

				泰日工科大学 タイ ニチ コウカ ダイガク				タイ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾏﾝﾀﾞﾙｲﾖﾝ工科大学 コウカ ダイガク				フィリピン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				モンゴル高専教育ｾﾝﾀ-NGO コウセン キョウイク				モンゴル		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾃｸﾆｶﾙ・ｶﾚｯｼﾞ・ﾌｧﾄﾏｶ				東ﾃｨﾓ-ﾙ ヒガシ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ネ－グルカレッジ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾚｼﾞｱﾝｶﾚｯｼﾞ・ｻﾝﾊﾞﾘ-ｽｸ-ﾙ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾘｱ・ｻﾚｼﾞｵ大学 ダイガク				スペイン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				教皇庁立ｻﾚｼﾞｵ大学 キョウコウ チョウ リツ ダイガク				イタリア		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ





30年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2018(平成30)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																		( 内女子 ） ウチ ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		41(25)		36(20)		38(23)		39(22)		35(20)		189(110)														189

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		48(2)		42(0)		46(0)		40(1)		29(1)		205(4)														205

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		62(5)		41(3)		54(1)		54(5)		43(1)		254(15)														254

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		48(3)		63(2)		45(1)		47(2)		49(7)		252(15)														252

				計 ケイ		180		199(35)		182(25)		183(25)		180(30)		156(29)		900(144)														875

				専攻科 センコウ カ		28		10(0)		14(0)								24(0)														25



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( 内女子 ） ウチ ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		114(22)		112(15)		105(13)		110(23)		92(14)		533(87)

				神奈川 カナガワ		68(11)		59(10)		73(12)		59(6)		52(12)		311(51)

				埼玉 サイタマ		3		6		3		3		5(1)		20(1)

				千葉 チバ		5(1)		2		0		3		3(1)		13(2)

				その他 タ		9(1)		3		2		5(1)		4(1)		23(3)

				計 ケイ		199(35)		182(25)		183(25)		180(30)		156(29)		900(144)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		0		3		7		9		8		27

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		0		11		8		19		9		47

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		0		2		1						3

																0

																0

																0

				その他 タ												0

				合計 ゴウケイ		0		16		16		28		17		77





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		180		330(57)		1.83		199(35)		1.10

				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		180		330(41)		1.83		180(26)		1.00

				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.67		196(29)		1.089

				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.7		201(30)		1.11

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.08

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.6		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12



		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ

				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		13		21		5		5		0		45

				女 オンナ		0		0		2		2		0		0		4

				合計 ゴウケイ		1		13		23		7		5		0		49

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ								1				1

				教授 キョウジュ						5		7		1		13

				准教授 ジュン キョウジュ				6		7		9		1		23

				講師 コウシ						5		2		0		7

				助教 ジョ キョウ				5								5

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ				11		17		19		2		49																本科生数 ホンカセイ スウ		875

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ																														専任教員数 センニン キョウイン スウ		49		17.9

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  18.4人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :   8.74人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    49対54 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		100.0%																								0.9722222222

						デザイン学科 ガッカ		84.0%																								0.840

						電気工学科 デンキ コウガッカ		91.1%																								0.9111111111

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		112.9%																								1.1288888889

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		112.0%																								1.12

				専攻科 センコウ カ				85.7%																								0.8928571429

		退学・除籍者数 タイガク ジョセキ シャ スウ

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		4		13		11		17		2		47

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		8		11		12		8		1		40

		中退率 チュウタイ リツ																																1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ																5/1/17		182		189		191		180		133

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		2.2%		6.8%		5.7%		9.4%		1.5%		5.3%																5/1/16		196		199		182		156		149

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		4.0%		5.5%		6.5%		5.1%		0.6%		4.5%

		留年者数 リュウネンシャ スウ



				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				13名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				8名 メイ

		社会人学生数 シャカイ ジン ガクセイ スウ

				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

		海外協定相手校 カイガイ キョウテイ アイテ コウ

				校名 コウメイ				国 クニ		内容 ナイヨウ

				泰日工科大学 タイ ニチ コウカ ダイガク				タイ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾏﾝﾀﾞﾙｲﾖﾝ工科大学 コウカ ダイガク				フィリピン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				モンゴル高専教育ｾﾝﾀ-NGO コウセン キョウイク				モンゴル		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾃｸﾆｶﾙ・ｶﾚｯｼﾞ・ﾌｧﾄﾏｶ				東ﾃｨﾓ-ﾙ ヒガシ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ネ－グルカレッジ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾚｼﾞｱﾝｶﾚｯｼﾞ・ｻﾝﾊﾞﾘ-ｽｸ-ﾙ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾘｱ・ｻﾚｼﾞｵ大学 ダイガク				スペイン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				教皇庁立ｻﾚｼﾞｵ大学 キョウコウ チョウ リツ ダイガク				イタリア		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ





29年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2017(平成29)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		37(21)		40(26)		42(23)		36(20)		33(17)		188(107)														188

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		42(0)		44(0)		46(0)		38(2)		26(0)		196(2)														196

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		40(3)		56(1)		56(5)		51(1)		33(1)		236(11)														236

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		63(2)		49(1)		47(1)		55(8)		41(4)		255(16)														255

				計 ケイ		180		182(26)		189(28)		191(29)		180(31)		133(22)		875(136)														875

				専攻科 センコウ カ		28		12(0)		15(0)								27(0)														27



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( )は女子 ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		114(20)		113(17)		117(23)		112(20)		59(15)		516(95)

				神奈川 カナガワ		58(6)		71(11)		65(6)		59(11)		61(7)		314(41)

				埼玉 サイタマ		6		4		4		4		8		26

				千葉 チバ		2				2		3		2		9

				その他 タ		2		1		3		2		3		11

				計 ケイ		182(26)		189(29)		191(29)		180(31)		133(22)		875(136)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0

				合計 ゴウケイ		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		5		8		9		10		26		58

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		12		10		19		14		8		63

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		2		1						3		6

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン												0

				あしなが育英会 イクエイ カイ						1				1		2

																0

				その他 タ												0

				合計 ゴウケイ		19		19		29		24		38		129





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		180		330(41)		1.07		180(26)		1.00

				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.67		196(29)		1.089

				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.7		201(30)		1.11

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.08

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.6		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12



		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ





				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ



				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		12		21		6		5		0		45

				女 オンナ		0		0		3		2		0		0		5

				合計 ゴウケイ		1		12		24		8		5		0		50



				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ								1				1

				教授 キョウジュ						5		7				12

				准教授 ジュン キョウジュ				6		10		7		1		24

				講師 コウシ		1		4		1		2		0		8

				助教 ジョ キョウ		2		3								5

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ		3		13		16		17		1		50

																																本科生数 ホンカセイ スウ		882

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  17.5人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン																												専任教員数 センニン キョウイン スウ		53		16.6



				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :   8.93人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン



				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    50対48 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ



				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		97.3%																								0.9722222222

						デザイン学科 ガッカ		83.5%																								0.8355555556

						電気工学科 デンキ コウガッカ		87.1%																								0.8711111111

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		104.8%																								1.0488888889

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		113.7%																								1.1333333333

				専攻科 センコウ カ				96.4%																								0.9642857143





28年度

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2016(平成26)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成28年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		43(27)		44(24)		39(23)		34(17)		36(20)		196(111)														196

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		46(0)		50(0)		38(2)		32(0)		34(0)		200(2)														200

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		57(1)		55(5)		51(2)		43(1)		39(2)		245(11)														245

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		50(1)		50(1)		54(7)		47(5)		40(3)		241(17)														241

				計 ケイ		180		196(29)		199(30)		182(34)		156(23)		149(25)		882(141)														882

				専攻科 センコウ カ		28		16(0)		4(0)								20(0)														20



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成28年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( )は女子 ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		115(14)		119(20)		108(15)		71(10)		76(14)		463(78)

				神奈川 カナガワ		77(15)		67(8)		63(12)		68(8)		62(10)		321(48)

				埼玉 サイタマ		4		4		5(1)		9(4)		4(1)		28(7)

				千葉 チバ				3		3(0)		2		2		11(1)

				その他 タ		1		5(1)		3(1)		6(1)		5		25(4)

				計 ケイ		196(29)		199(30)		182(34)		156(23)		149(25)		882(141)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成28年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成28年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		5		11		6		24		17		63

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		11		20		12		10		9		62

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		1						3				4

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン												0

				あしなが育英会 イクエイ カイ				1				2				3

																0

				その他 タ												0

				合計 ゴウケイ		17		32		18		39		26		132





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成28年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.67		196(29)		1.089

				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.7		201(30)		1.11

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.08

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.6		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12





		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ



				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ



				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		13		20		10		4		0		48

				女 オンナ		0		0		3		2		0		0		5

				合計 ゴウケイ		1		13		23		12		4		0		53



				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ						1						1

				教授 キョウジュ						6		7		1		14

				准教授 ジュン キョウジュ				8		9		5		1		23

				講師 コウシ				6		2		3		0		11

				助教 ジョ キョウ		2		2								4

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ		2		16		18		15		2		53



				専任教員１人当り学生数(本科)　:  16.6人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン																												本科生数 ホンカセイ スウ		882

																																専任教員数 センニン キョウイン スウ		53		16.6

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :    9.02人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン



				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    55対39 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ



		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		98.0%																								0.98

						デザイン学科 ガッカ		87.1%																								0.8711111111

						電気工学科 デンキ コウガッカ		88.8%																								0.8888888889

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		108.8%																								1.0888888889

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		107.1%																								1.0711111111

				専攻科 センコウ カ				71.0%																								0.7142857143





27年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2015(平成27)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成27年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		43(23)		41(23)		35(18)		38(21)		33(19)		190(104)

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		52(0)		41(2)		33(0)		38(0)		31(0)		195(2)

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		56(6)		55(2)		43(1)		42(2)		32(0)		228(11)

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		50(1)		52(8)		53(5)		47(3)		33(4)		235(21)

				計 ケイ		180		201(30)		189(35)		164(24)		165(26)		129(23)		848(138)

				専攻科 センコウ カ		28		4(0)		11(0)								15(0)



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成27年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		122(22)		112(18)		75(10)		87(15)		67(13)		463(78)

				神奈川 カナガワ		67(7)		65(14)		71(8)		68(10)		50(9)		321(48)

				埼玉 サイタマ		3		5(1)		9(4)		4(1)		7(1)		28(7)

				千葉 チバ		3		3(1)		2		1		2		11(1)

				その他 タ		6(1)		4(1)		7(2)		5		3		25(4)

				計 ケイ		201(30)		189(35)		164(24)		165(26)		129(23)		848(138)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成27年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成27年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		5		6		15		20		18		64

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン				10		10		7		6		33

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン						3				1		4

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン

				あしなが育英会 イクエイ カイ						2						2



				その他 タ

				合計 ゴウケイ		5		16		30		27		25		103





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成27年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.70		201(30)		1.11

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.08

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12

		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ



				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ



				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		13		21		14		2		0		51

				女 オンナ		0		0		2		2		0		0		4

				合計 ゴウケイ		1		13		23		16		2		0		55



				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ						1						1

				教授 キョウジュ						5		7		1		13

				准教授 ジュン キョウジュ				9		7		6		1		23

				講師 コウシ				10		1		4		1		16

				助教 ジョ キョウ		2										2

				助手 ジョシュ

				合計 ゴウケイ		2		19		14		17		3		55



				専任教員１人当り学生数(本科)　:  15.4人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン



				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :    9.02人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン



				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    55対39 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ



		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		94.2%

						デザイン学科 ガッカ		84.4%

						電気工学科 デンキ コウガッカ		86.6%

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		101.3%

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		104.4%

				専攻科 センコウ カ				53.5%





26年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2014(平成26)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成26年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		45(26)		33(17)		44(23)		33(19)		37(16)		192(101)

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		44(2)		36(0)		40(1)		35(0)		34(0)		189(3)

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		55(2)		47(1)		50(2)		32(0)		22(0)		206(5)

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		54(8)		53(5)		48(4)		36(4)		22(2)		213(23)

				計 ケイ		180		198(38)		169(23)		182(30)		136(23)		115(18)		800(132)

				専攻科 センコウ カ		28		11(0)		11(0)								22(0)



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成26年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		118(20)		80(9)		96(18)		71(13)		62(14)		427(74)

				神奈川 カナガワ		67(15)		71(8)		75(11)		53(9)		42(4)		308(47)

				埼玉 サイタマ		6(1)		9(4)		4(1)		7(1)		4(0)		30(7)

				千葉 チバ		3(1)		2(0)		1(0)		2(0)		2(0)		10(1)

				その他 タ		4(1)		7(2)		6(0)		3(0)		5(0)		25(3)

				計 ケイ		198(38)		169(23)		182(30)		136(23)		115(18)		800(132)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成26年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成26年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		2		11		12		16		19		60

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		0		12		9		6		3		30

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		0		3		0		1		1		5

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン

				あしなが育英会 イクエイ カイ		0		2								2



				その他 タ

				合計 ゴウケイ		2		28		21		23		23		97





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成26年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.08

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12

		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ



				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ



				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		13		19		15		1		1		50

				女 オンナ		0		0		2		2		0		0		4

				合計 ゴウケイ		1		13		21		17		1		1		54



				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ						1						1

				教授 キョウジュ						6		5		2		13

				准教授 ジュン キョウジュ				8		8		5				21

				講師 コウシ				10		3		4				17

				助教 ジョ キョウ				1								1

				助手 ジョシュ		1										1

				合計 ゴウケイ		1		19		18		14		2		54



				専任教員１人当り学生数(本科)　:  16.6人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン



				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :    8.3人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン



				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    54対43 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ



				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		88%

						デザイン学科 ガッカ		85.3%

						電気工学科 デンキ コウガッカ		84.0%

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		91.5%

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		94.6%

				専攻科 センコウ カ				78.5%





25年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2013(平成25)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成25年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		34(18)		45(24)		36(20)		37(16)		35(25)		187(103)

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		38(0)		42(1)		34(0)		36(0)		28(2)		178(3)

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		50(2)		54(2)		36(1)		23(0)		36(1)		199(6)

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		60(5)		51(3)		43(5)		24(2)		32(2)		210(17)

				計 ケイ		180		182(25)		192(30)		149(26)		120(18)		131(30)		774(129)

				専攻科 センコウ カ		28		12(0)		13(0)								25(0)



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成25年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		88(10)		100(18)		77(14)		65(14)		59(12)		389(68)

				神奈川 カナガワ		74(9)		81(11)		60(11)		43(4)		63(15)		321(50)

				埼玉 サイタマ		10(4)		4(1)		7(1)		4(0)		3(1)		28(7)

				千葉 チバ		2(0)		1(0)		2(0)		3(0)		1(0)		9(0)

				その他 タ		8(2)		6(0)		3(0)		5(0)		5(2)		27(4)

				計 ケイ		182(25)		192(30)		149(26)		131(30)		131(30)		774(129)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成25年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成25年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		10		2		13		16		20		71

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		0		10		8		3		8		29

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		4		0		1		1		1		7

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン

				あしなが育英会 イクエイ カイ		2								2		4



				その他 タ

				合計 ゴウケイ		16		21		22		20		31		111





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成25年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12

		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ

				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ

				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		14		16		16		3		1		51

				女 オンナ		0		0		1		3		0		0		4

				合計 ゴウケイ		1		14		17		19		3		1		55

				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ						1						1

				教授 キョウジュ						4		4		6		14

				准教授 ジュン キョウジュ				3		9		5				17

				講師 コウシ				10		5		4				19

				助教 ジョ キョウ				3								3

				助手 ジョシュ		1										1

				合計 ゴウケイ		1		16		19		13		6		55

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  14.0人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :    7.6人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン

				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    55対46 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		86%

						デザイン学科 ガッカ		83.1%

						電気工学科 デンキ コウガッカ		79.1%

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		88.4%

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		93.3%

				専攻科 センコウ カ				89.2%





24年度

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2012(平成24)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成24年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		48(25)		37(21)		40(17)		35(25)		32(18)		192(106)

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		43(1)		36(0)		36(1)		32(2)		39(0)		186(4)

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		56(2)		37(1)		22(0)		41(1)		30(1)		186(5)

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		55(3)		48(6)		26(2)		36(2)		40(4)		205(17)

				計 ケイ		180		202(31)		158(28)		124(20)		144(30)		141(23)		769(132)

				専攻科 センコウ カ		28		14(0)		13(0)								27(0)



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成24年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		107(19)		82(15)		68(15)		65(12)		71(12)		393(73)

				神奈川 カナガワ		81(11)		62(11)		45(5)		69(15)		59(8)		316(50)

				埼玉 サイタマ		5(1)		7(1)		4(0)		3(1)		6(1)		25(4)

				千葉 チバ		1(0)		3(0)		2(0)		2(0)		0(0)		8(0)

				その他 タ		8(0)		4(0)		5(0)		5(2)		5(2)		27(4)

				計 ケイ		202(31)		158(27)		124(20)		144(30)		141(23)		769(131)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成24年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成24年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		9		11		11		20		12		63

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		10		9		4		8		3		34

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン				1				1		1		3

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン

				あしなが育英会 イクエイ カイ								2				2

				ｻﾚｼﾞｵ貸与生* タイヨ セイ						6						6

				その他 タ

				合計 ゴウケイ		19		21		21		31		16		108

				*・・・平成２２年度生募集において特別教育支援入試で採用された貸与奨学生 ヘイセイ ネンド セイ ボシュウ トクベツ キョウイク シエン ニュウシ サイヨウ タイヨ ショウガクセイ



		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成24年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数 シガン シャ スウ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.95		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12





２２年度

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2010(平成22)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成22年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		39(18)		39(27)		34(20)		38(19)		34(11)		184(95)

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		41(0)		36(3)		40(0)		48(0)		52(1)		217(4)

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		23(0)		42(1)		36(1)		30(1)		25(2)		156(5)

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		32(2)		35(2)		50(4)		37(3)		29(4)		183(15)

				計 ケイ		180		135(20)		152(33)		160(25)		153(23)		140(18)		740(119)

				専攻科 センコウ カ		28		14(0)		1(0)								15(0)

		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成22年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		73(15)		70(13)		86(15)		77(11)		83(11)		389(65)

				神奈川 カナガワ		50(5)		72(17)		62(7)		60(11)		43(6)		287(46)

				埼玉 サイタマ		5(0)		3(1)		6(1)		6(1)		7(0)		27(3)

				千葉 チバ		2(0)		2(0)		1(0)		5(0)		2(1)		12(1)

				その他 タ		5(0)		5(2)		5(2)		5(0)		5(0)		25(4)

				計 ケイ		135(20)		152(33)		160(25)		153(23)		140(18)		740(119)

		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成22年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

				ｲﾝﾄﾞ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0

		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成22年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		7		17		8		18		11		66

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		4		6		7		8		4		29

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン						2		1		1		4

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン										1		1

				あしなが育英会 イクエイ カイ				2								2

				ｻﾚｼﾞｵ貸与生* タイヨ セイ		7		18								25

				その他 タ

				合計 ゴウケイ		18		43		17		27		17		127

				*・・・平成２２年度生募集において特別教育支援入試で採用された貸与奨学生 ヘイセイ ネンド セイ ボシュウ トクベツ キョウイク シエン ニュウシ サイヨウ タイヨ ショウガクセイ

		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成22年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数 シガン シャ スウ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12
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学納金

		学納金他 ガクノウキン タ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

		学年 ガクネン		授業料 ジュギョウリョウ		実験実習費 ジッケン ジッシュウ ヒ		施設設備費 シセツ セツビヒ		校費 コウヒ		課外教育費 カガイ キョウイクヒ		研修旅行積立金 ケンシュウ リョコウ ツミタテ キン		父母会入会金 フボ カイ ニュウカイキン		父母会費 フボ カイヒ		学友会費 ガクユウカイ ヒ

		1		500,000		48,000		180,000		45,000		42,000		19,000		10,000		9,800		6,800

		2		600,000		48,000		180,000		45,000				38,000				9,800		6,800

		3		700,000		48,000		180,000		45,000				38,000				9,800		6,800

		4		960,000		60,000		180,000		45,000				55,000				9,800		6,800

		5		960,000		60,000		180,000		45,000								9,800		6,800

		入学金 ニュウガクキン		入学検定料 ニュウガク ケンテイ リョウ

		300,000		21,000





令和3年度

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2021(令和3)年度 レイワ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																		( 内女子 ） ウチ ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		38(25)		50(31)		32(18)		37(22)		32(18)		189(114)														189

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		23(2)		41(1)		23(0)		44(2)		29(0)		160(5)														160

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		43(2)		58(2)		51(9)		52(5)		33(2)		237(20)														237

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		40(2)		42(3)		42(5)		39(2)		52(2)		215(14)														215

				計 ケイ		180		144(31)		191(37)		148(32)		172(31)		146(22)		801(153)														801

				専攻科 センコウ カ		28		21(0)		14(1)								35(1)														35



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( 内女子 ） ウチ ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		87（20）		105（18）		72（18）		96（21）		88（13）		448(90）

				神奈川 カナガワ		40（8）		78（17）		64（12）		60（8）		52（9）		294（54）

				埼玉 サイタマ		3（0）		3（1）		5（0）		3（0）		5（0）		19（1）

				千葉 チバ		5（2）		2（0）		3（0）		5（1）		0（0）		15（3）

				その他 タ		9（1）		3（1）		4（2）		8（1）		1（0）		25（5）

				計 ケイ		144（31）		191（37）		148（32）		172（31）		146（22）		801（153）



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構※ ニホン ガクセイ シエン キコウ		3		5		7		23		21		59

				東京都育英資金 トウキョウト イクエイ シキン		3		5		10		10		4		32

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		0		0		1						1

				相模原市奨学金 サガミハラ シ ショウガクキン		3		3		3						9

				その他 タ		0		0		0		1		1		2





				合計 ゴウケイ		9		13		21		34		26		103

				※貸与奨学生・給付奨学生の合計 タイヨ ショウガクセイ キュウフ ショウガクセイ ゴウケイ



		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																																		倍率＝志願者÷入学定員 バイリツ シガンシャ ニュウガク テイイン

																																				定員充足率＝入学者÷入学定員 テイイン ジュウソクリツ ニュウガク シャ ニュウガクテイイン

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ																						志願者数 シガンシャ スウ		入学者数 ニュウガク シャ スウ

				令和3年度(2021) レイワ ネンド		180		227(41)		1.26		144(31)		0.80																				令和3年度(2021) レイワ ネンド		227		144

				令和2年度(2020) レイワ ネンド		180		342(57)		1.90		194(37)		1.08																				令和2年度(2020) レイワ ネンド		342		194

				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		180		266(53)		1.48		157(38)		0.87																				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		266		157

				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		180		330(57)		1.83		199(35)		1.11																				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		330		199

				平成29年度(2017) ヘイセイ ネンド		180		330(41)		1.83		180(26)		1.00																				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		330		180

				平成28年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.68		196(29)		1.09																				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		302		196

				平成27年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.71		201(30)		1.12																				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		307		201

				平成26年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.09																				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		353		196

				平成25年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00																				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		288		180

				平成24年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.97		200(31)		1.11																				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		354		200

				平成23年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94																				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		314		170

				平成22年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72																				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		207		130

				平成21年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88																				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		245		159

				平成20年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96																				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		254		172

				平成19年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99																				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		251		179

				平成18年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91																				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		201		163

				平成17年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96																				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		242		173

				平成16年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96																				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		221		172

				平成15年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87																				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		223		157

				平成14年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78																				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		214		141

				平成13年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03																				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		241		186

				平成12年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		0.94		152(26)		0.68																				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		212		152

				平成11年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.44		244(34)		1.08																				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		325		244

				平成10年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.30		242(33)		1.08																				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		293		242

				平成9年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.70		242(33)		1.08																				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		382		242

				平成8年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.60		241(55)		1.07																				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		361		241

				平成7年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16																				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		371		262

				平成6年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95																				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		297		213

				平成5年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.41		260(37)		1.16																				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		317		260

				平成4年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22																				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		425		275

				平成3年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17																				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		486		264

				平成2年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19																				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		492		268

				平成1年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12																				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		439		252

				昭和63年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12																				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		469		252



		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ

				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		16		17		11		4		0		49

				女 オンナ		0		1		2		0		0		0		3

				合計 ゴウケイ		1		17		19		11		4		0		52

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ																 

				職名 ショクメイ		20～29歳 サイ		30～39歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ								1				1

				教授 キョウジュ						3		13		1		17

				准教授 ジュン キョウジュ				2		11		6				19

				講師 コウシ				6		3		1		1		11

				助教 ジョ キョウ		2		2								4

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ		2		10		17		21		2		52																本科生数 ホンカセイ スウ		801

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																														専任教員数 センニン キョウイン スウ		52		15.4

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  15.4人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン																												非常勤教員数 ヒジョウキン キョウイン スウ		44

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :   8.34人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン																												教員計 キョウイン ケイ		96		8.34

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    52対44 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ																														在籍者数÷定員 ザイセキシャ スウ テイイン

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		89.0%																								0.890

						デザイン学科 ガッカ		84.0%																								0.840

						電気工学科 デンキ コウガッカ		71.1%																								0.7111111111

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		105.3%																								1.0533333333

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		95.5%																								0.9555555556

				専攻科 センコウ カ				125.0%																								1.25

		退学・除籍者数 タイガク ジョセキ シャ スウ

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		4		13		11		17		2		47

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		8		11		12		8		1		40

		中退率 チュウタイ リツ																																1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ																5/1/17		182		189		191		180		133

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		2.2%		6.8%		5.7%		9.4%		1.5%		5.3%																5/1/16		196		199		182		156		149

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		4.0%		5.5%		6.5%		5.1%		0.6%		4.5%

		留年者数 リュウネンシャ スウ



				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				13名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				8名 メイ

		社会人学生数 シャカイ ジン ガクセイ スウ				※　学事統計では使ってない ガクジ トウケイ ツカ

				令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

				令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

		令和3年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		海外協定相手校 カイガイ キョウテイ アイテ コウ

				校名 コウメイ				国 クニ		内容 ナイヨウ

				泰日工科大学 タイ ニチ コウカ ダイガク				タイ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾏﾝﾀﾞﾙｲﾖﾝ工科大学 コウカ ダイガク				フィリピン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				モンゴル高専教育ｾﾝﾀ-NGO コウセン キョウイク				モンゴル		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾃｸﾆｶﾙ・ｶﾚｯｼﾞ・ﾌｧﾄﾏｶ				東ﾃｨﾓ-ﾙ ヒガシ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ネ－グルカレッジ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾚｼﾞｱﾝｶﾚｯｼﾞ・ｻﾝﾊﾞﾘ-ｽｸ-ﾙ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾘｱ・ｻﾚｼﾞｵ大学 ダイガク				スペイン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				教皇庁立ｻﾚｼﾞｵ大学 キョウコウ チョウ リツ ダイガク				イタリア		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ





令和2年度

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2020(令和2)年度 レイワ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																		( 内女子 ） ウチ ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		50(30)		33(19)		41(25)		32(18)		33(23)		189(115)														189

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		44(2)		24(0)		49(2)		31(0)		37(0)		185(4)														185

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		58(2)		48(9)		55(5)		34(3)		52(2)		247(21)														247

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		42(3)		43(6)		44(2)		59(2)		40(1)		228(14)														228

				計 ケイ		180		194(37)		148(34)		189(34)		156(23)		162(26)		849(154)														849

				専攻科 センコウ カ		28		15(0)		11(0)								26(0)														26



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( 内女子 ） ウチ ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		106(18)		72(19)		107(22)		95(13)		96(14)		476(86)

				神奈川 カナガワ		80(17)		63(13)		65(10)		54(10)		64(12)		326(62)

				埼玉 サイタマ		3(1)		5(0)		3(0)		5(0)		2(0)		18(1)

				千葉 チバ		2(0)		4(0)		5(1)		0		0		11(1)

				その他 タ		3(1)		4(2)		9(1)		2(0)		0		18(4)

				計 ケイ		194(37)		148(34)		189(34)		156(23)		162(26)		849(154)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0

				合計 ゴウケイ		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構※ ニホン ガクセイ シエン キコウ		3		5		7		23		21		59

				東京都育英資金 トウキョウト イクエイ シキン		3		5		10		10		4		32

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		0		0		1						1

				相模原市奨学金 サガミハラ シ ショウガクキン		3		3		3						9

				その他 タ		0		0		0		1		1		2





				合計 ゴウケイ		9		13		21		34		26		103

				※貸与奨学生・給付奨学生の合計 タイヨ ショウガクセイ キュウフ ショウガクセイ ゴウケイ



		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																																		倍率＝志願者÷入学定員 バイリツ シガンシャ ニュウガク テイイン

																																				定員充足率＝入学者÷入学定員 テイイン ジュウソクリツ ニュウガク シャ ニュウガクテイイン

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ																						志願者数 シガンシャ スウ		入学者数 ニュウガク シャ スウ

				令和2年度(2020) レイワ ネンド		180		342(57)		1.90		194(37)		1.08																				令和2年度(2020) レイワ ネンド		342		194

				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		180		266(53)		1.48		157(38)		0.87																				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		266		157

				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		180		330(57)		1.83		199(35)		1.11																				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		330		199

				平成29年度(2017) ヘイセイ ネンド		180		330(41)		1.83		180(26)		1.00																				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		330		180

				平成28年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.68		196(29)		1.09																				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		302		196

				平成27年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.71		201(30)		1.12																				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		307		201

				平成26年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.09																				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		353		196

				平成25年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00																				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		288		180

				平成24年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.97		200(31)		1.11																				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		354		200

				平成23年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94																				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		314		170

				平成22年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72																				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		207		130

				平成21年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88																				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		245		159

				平成20年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96																				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		254		172

				平成19年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99																				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		251		179

				平成18年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91																				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		201		163

				平成17年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96																				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		242		173

				平成16年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96																				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		221		172

				平成15年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87																				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		223		157

				平成14年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78																				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		214		141

				平成13年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03																				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		241		186

				平成12年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		0.94		152(26)		0.68																				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		212		152

				平成11年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.44		244(34)		1.08																				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		325		244

				平成10年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.30		242(33)		1.08																				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		293		242

				平成9年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.70		242(33)		1.08																				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		382		242

				平成8年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.60		241(55)		1.07																				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		361		241

				平成7年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16																				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		371		262

				平成6年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95																				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		297		213

				平成5年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.41		260(37)		1.16																				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		317		260

				平成4年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22																				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		425		275

				平成3年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17																				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		486		264

				平成2年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19																				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		492		268

				平成1年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12																				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		439		252

				昭和63年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12																				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		469		252



		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ

				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		17		17		11		4		0		50

				女 オンナ		0		1		2		0		0		0		3

				合計 ゴウケイ		1		18		19		11		4		0		53

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～29歳 サイ		30～39歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ								1				1

				教授 キョウジュ						5		12		1		18

				准教授 ジュン キョウジュ				3		12		4				19

				講師 コウシ				6		3		1		1		11

				助教 ジョ キョウ		3		1								4

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ		2		10		21		18		2		53																本科生数 ホンカセイ スウ		849

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																														専任教員数 センニン キョウイン スウ		53		16.0

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  16人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン																												非常勤教員数 ヒジョウキン キョウイン スウ		52

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :   8.09人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン																												教員計 キョウイン ケイ		105		8.09

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    53対52 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ																														在籍者数÷定員 ザイセキシャ スウ テイイン

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		94.3%																								0.943

						デザイン学科 ガッカ		84.0%																								0.840

						電気工学科 デンキ コウガッカ		82.2%																								0.8222222222

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		109.8%																								1.0977777778

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		101.3%																								1.0133333333

				専攻科 センコウ カ				92.9%																								0.9285714286

		退学・除籍者数 タイガク ジョセキ シャ スウ

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		4		13		11		17		2		47

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		8		11		12		8		1		40

		中退率 チュウタイ リツ																																1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ																5/1/17		182		189		191		180		133

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		2.2%		6.8%		5.7%		9.4%		1.5%		5.3%																5/1/16		196		199		182		156		149

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		4.0%		5.5%		6.5%		5.1%		0.6%		4.5%

		留年者数 リュウネンシャ スウ



				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				13名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				8名 メイ

		社会人学生数 シャカイ ジン ガクセイ スウ				※　学事統計では使ってない ガクジ トウケイ ツカ

				令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

				令和1年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

		令和2年5月1日現在 レイワ ネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		海外協定相手校 カイガイ キョウテイ アイテ コウ

				校名 コウメイ				国 クニ		内容 ナイヨウ

				泰日工科大学 タイ ニチ コウカ ダイガク				タイ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾏﾝﾀﾞﾙｲﾖﾝ工科大学 コウカ ダイガク				フィリピン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				モンゴル高専教育ｾﾝﾀ-NGO コウセン キョウイク				モンゴル		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾃｸﾆｶﾙ・ｶﾚｯｼﾞ・ﾌｧﾄﾏｶ				東ﾃｨﾓ-ﾙ ヒガシ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ネ－グルカレッジ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾚｼﾞｱﾝｶﾚｯｼﾞ・ｻﾝﾊﾞﾘ-ｽｸ-ﾙ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾘｱ・ｻﾚｼﾞｵ大学 ダイガク				スペイン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				教皇庁立ｻﾚｼﾞｵ大学 キョウコウ チョウ リツ ダイガク				イタリア		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ





令和元年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2019(令和元)年度 レイワ ガン ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																		( 内女子 ） ウチ ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		37（22）		40（25）		33（18）		33（23）		38（21）		181（109）														181

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		25（0）		50（2）		34（0）		39（0）		29（0）		177（2）														177

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		48（9）		58（5）		39（3）		55（2）		45（4）		245（23）														245

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		47（7）		48（3）		62（2）		40（1）		38（1）		235（14）														235

				計 ケイ		180		157（38）		196（35）		168（23）		167（26）		150（26）		838（148）														838

				専攻科 センコウ カ		28		11（1）		10（0）								21（1）														21



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( 内女子 ） ウチ ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		79(22)		111(23)		102(13)		97(14)		96(21)		485(93)

				神奈川 カナガワ		65(14)		68(10)		57(10)		68(12)		45(5)		303(51)

				埼玉 サイタマ		5		3		5		2		3		18

				千葉 チバ		4		5(1)		2		0		3		14(1)

				その他 タ		4(2)		9(1)		2		0		3		18(3)

				計 ケイ		157(38)		196(35)		168(23)		167(26)		150(26)		838(148)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0

				合計 ゴウケイ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ				まだ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		5		7		5		13		16		46

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		5		10		12		5		16		48

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		0		0		1						1

																0

																0

																0

				その他 タ												0

				合計 ゴウケイ		10		17		18		18		32		95





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																																		倍率＝志願者÷入学定員 バイリツ シガンシャ ニュウガク テイイン

																																				定員充足率＝入学者÷入学定員 テイイン ジュウソクリツ ニュウガク シャ ニュウガクテイイン

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ																						志願者数 シガンシャ スウ		入学者数 ニュウガク シャ スウ

				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		180		266(53)		1.48		157(38)		0.87																				令和元年度(2019) レイワ ガン ネンド		266		157

				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		180		330(57)		1.83		199(35)		1.11																				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		330		199

				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		180		330(41)		1.83		180(26)		1.00																				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		330		180

				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.68		196(29)		1.09																				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		302		196

				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.71		201(30)		1.12																				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		307		201

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.09																				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		353		196

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00																				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		288		180

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.97		200(31)		1.11																				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		354		200

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94																				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		314		170

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72																				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		207		130

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88																				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		245		159

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96																				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		254		172

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99																				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		251		179

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91																				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		201		163

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96																				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		242		173

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96																				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		221		172

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87																				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		223		157

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78																				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		214		141

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03																				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		241		186

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		0.94		152(26)		0.68																				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		212		152

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.44		244(34)		1.08																				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		325		244

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.30		242(33)		1.08																				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		293		242

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.70		242(33)		1.08																				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		382		242

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.60		241(55)		1.07																				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		361		241

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16																				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		371		262

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95																				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		297		213

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.41		260(37)		1.16																				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		317		260

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22																				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		425		275

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17																				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		486		264

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19																				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		492		268

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12																				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		439		252

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12																				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		469		252



		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ

				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		16		19		7		5		0		48

				女 オンナ		0		0		3		1		1		0		5

				合計 ゴウケイ		1		16		22		8		6		0		53

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ								1				1

				教授 キョウジュ						6		9		1		16

				准教授 ジュン キョウジュ				4		10		7		1		22

				講師 コウシ				4		2		2				8

				助教 ジョ キョウ		3		3								6

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ		3		11		18		19		2		53																本科生数 ホンカセイ スウ		838

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ																														専任教員数 センニン キョウイン スウ		53		15.8

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  15.8人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン																												非常勤教員数 ヒジョウキン キョウイン スウ		51

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :   8.06人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン																												教員計 キョウイン ケイ		104		8.06

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    53対51 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ																														在籍者数÷定員 ザイセキシャ スウ テイイン

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		93.1%																								0.931

						デザイン学科 ガッカ		80.4%																								0.804

						電気工学科 デンキ コウガッカ		78.7%																								0.7866666667

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		108.9%																								1.0888888889

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		104.4%																								1.0444444444

				専攻科 センコウ カ				75.0%																								0.75

		退学・除籍者数 タイガク ジョセキ シャ スウ

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		4		13		11		17		2		47

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		8		11		12		8		1		40

		中退率 チュウタイ リツ																																1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ																5/1/17		182		189		191		180		133

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		2.2%		6.8%		5.7%		9.4%		1.5%		5.3%																5/1/16		196		199		182		156		149

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		4.0%		5.5%		6.5%		5.1%		0.6%		4.5%

		留年者数 リュウネンシャ スウ



				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				13名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				8名 メイ

		社会人学生数 シャカイ ジン ガクセイ スウ

				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

		令和元年5月1日現在 レイワ ガンネン ヘイネン ガツ ニチ ゲンザイ

		海外協定相手校 カイガイ キョウテイ アイテ コウ

				校名 コウメイ				国 クニ		内容 ナイヨウ

				泰日工科大学 タイ ニチ コウカ ダイガク				タイ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾏﾝﾀﾞﾙｲﾖﾝ工科大学 コウカ ダイガク				フィリピン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				モンゴル高専教育ｾﾝﾀ-NGO コウセン キョウイク				モンゴル		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾃｸﾆｶﾙ・ｶﾚｯｼﾞ・ﾌｧﾄﾏｶ				東ﾃｨﾓ-ﾙ ヒガシ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ネ－グルカレッジ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾚｼﾞｱﾝｶﾚｯｼﾞ・ｻﾝﾊﾞﾘ-ｽｸ-ﾙ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾘｱ・ｻﾚｼﾞｵ大学 ダイガク				スペイン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				教皇庁立ｻﾚｼﾞｵ大学 キョウコウ チョウ リツ ダイガク				イタリア		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ





30年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2018(平成30)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																		( 内女子 ） ウチ ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		41(25)		36(20)		38(23)		39(22)		35(20)		189(110)														189

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		48(2)		42(0)		46(0)		40(1)		29(1)		205(4)														205

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		62(5)		41(3)		54(1)		54(5)		43(1)		254(15)														254

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		48(3)		63(2)		45(1)		47(2)		49(7)		252(15)														252

				計 ケイ		180		199(35)		182(25)		183(25)		180(30)		156(29)		900(144)														875

				専攻科 センコウ カ		28		10(0)		14(0)								24(0)														25



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( 内女子 ） ウチ ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		114(22)		112(15)		105(13)		110(23)		92(14)		533(87)

				神奈川 カナガワ		68(11)		59(10)		73(12)		59(6)		52(12)		311(51)

				埼玉 サイタマ		3		6		3		3		5(1)		20(1)

				千葉 チバ		5(1)		2		0		3		3(1)		13(2)

				その他 タ		9(1)		3		2		5(1)		4(1)		23(3)

				計 ケイ		199(35)		182(25)		183(25)		180(30)		156(29)		900(144)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		0		3		7		9		8		27

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		0		11		8		19		9		47

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		0		2		1						3

																0

																0

																0

				その他 タ												0

				合計 ゴウケイ		0		16		16		28		17		77





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成30年度(2018) ヘイセイ ネンド		180		330(57)		1.83		199(35)		1.10

				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		180		330(41)		1.83		180(26)		1.00

				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.67		196(29)		1.089

				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.7		201(30)		1.11

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.08

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.6		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12



		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ

				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		13		21		5		5		0		45

				女 オンナ		0		0		2		2		0		0		4

				合計 ゴウケイ		1		13		23		7		5		0		49

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ								1				1

				教授 キョウジュ						5		7		1		13

				准教授 ジュン キョウジュ				6		7		9		1		23

				講師 コウシ						5		2		0		7

				助教 ジョ キョウ				5								5

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ				11		17		19		2		49																本科生数 ホンカセイ スウ		875

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ																														専任教員数 センニン キョウイン スウ		49		17.9

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  18.4人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :   8.74人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    49対54 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		100.0%																								0.9722222222

						デザイン学科 ガッカ		84.0%																								0.840

						電気工学科 デンキ コウガッカ		91.1%																								0.9111111111

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		112.9%																								1.1288888889

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		112.0%																								1.12

				専攻科 センコウ カ				85.7%																								0.8928571429

		退学・除籍者数 タイガク ジョセキ シャ スウ

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		4		13		11		17		2		47

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		8		11		12		8		1		40

		中退率 チュウタイ リツ																																1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン

						1年 ネン		2年 ネン		3年 ネン		4年 ネン		5年 ネン		合計 ゴウケイ																5/1/17		182		189		191		180		133

				平成29年度 ヘイセイ ネンド		2.2%		6.8%		5.7%		9.4%		1.5%		5.3%																5/1/16		196		199		182		156		149

				平成28年度 ヘイセイ ネンド		4.0%		5.5%		6.5%		5.1%		0.6%		4.5%

		留年者数 リュウネンシャ スウ



				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				13名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				8名 メイ

		社会人学生数 シャカイ ジン ガクセイ スウ

				平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

				平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ				0名 メイ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

		海外協定相手校 カイガイ キョウテイ アイテ コウ

				校名 コウメイ				国 クニ		内容 ナイヨウ

				泰日工科大学 タイ ニチ コウカ ダイガク				タイ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾏﾝﾀﾞﾙｲﾖﾝ工科大学 コウカ ダイガク				フィリピン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				モンゴル高専教育ｾﾝﾀ-NGO コウセン キョウイク				モンゴル		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ･ﾃｸﾆｶﾙ・ｶﾚｯｼﾞ・ﾌｧﾄﾏｶ				東ﾃｨﾓ-ﾙ ヒガシ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ネ－グルカレッジ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾚｼﾞｱﾝｶﾚｯｼﾞ・ｻﾝﾊﾞﾘ-ｽｸ-ﾙ				ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				ｻﾘｱ・ｻﾚｼﾞｵ大学 ダイガク				スペイン		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ

				教皇庁立ｻﾚｼﾞｵ大学 キョウコウ チョウ リツ ダイガク				イタリア		学生・教員交流 ガクセイ キョウイン コウリュウ





29年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2017(平成29)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		37(21)		40(26)		42(23)		36(20)		33(17)		188(107)														188

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		42(0)		44(0)		46(0)		38(2)		26(0)		196(2)														196

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		40(3)		56(1)		56(5)		51(1)		33(1)		236(11)														236

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		63(2)		49(1)		47(1)		55(8)		41(4)		255(16)														255

				計 ケイ		180		182(26)		189(28)		191(29)		180(31)		133(22)		875(136)														875

				専攻科 センコウ カ		28		12(0)		15(0)								27(0)														27



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( )は女子 ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		114(20)		113(17)		117(23)		112(20)		59(15)		516(95)

				神奈川 カナガワ		58(6)		71(11)		65(6)		59(11)		61(7)		314(41)

				埼玉 サイタマ		6		4		4		4		8		26

				千葉 チバ		2				2		3		2		9

				その他 タ		2		1		3		2		3		11

				計 ケイ		182(26)		189(29)		191(29)		180(31)		133(22)		875(136)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0

				合計 ゴウケイ		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		5		8		9		10		26		58

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		12		10		19		14		8		63

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		2		1						3		6

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン												0

				あしなが育英会 イクエイ カイ						1				1		2

																0

				その他 タ												0

				合計 ゴウケイ		19		19		29		24		38		129





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成29年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２９年度(2017) ヘイセイ ネンド		180		330(41)		1.07		180(26)		1.00

				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.67		196(29)		1.089

				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.7		201(30)		1.11

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.08

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.6		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12



		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ





				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ



				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		12		21		6		5		0		45

				女 オンナ		0		0		3		2		0		0		5

				合計 ゴウケイ		1		12		24		8		5		0		50



				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ								1				1

				教授 キョウジュ						5		7				12

				准教授 ジュン キョウジュ				6		10		7		1		24

				講師 コウシ		1		4		1		2		0		8

				助教 ジョ キョウ		2		3								5

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ		3		13		16		17		1		50

																																本科生数 ホンカセイ スウ		882

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  17.5人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン																												専任教員数 センニン キョウイン スウ		53		16.6



				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :   8.93人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン



				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    50対48 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ



				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		97.3%																								0.9722222222

						デザイン学科 ガッカ		83.5%																								0.8355555556

						電気工学科 デンキ コウガッカ		87.1%																								0.8711111111

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		104.8%																								1.0488888889

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		113.7%																								1.1333333333

				専攻科 センコウ カ				96.4%																								0.9642857143





28年度

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2016(平成26)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成28年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		43(27)		44(24)		39(23)		34(17)		36(20)		196(111)														196

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		46(0)		50(0)		38(2)		32(0)		34(0)		200(2)														200

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		57(1)		55(5)		51(2)		43(1)		39(2)		245(11)														245

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		50(1)		50(1)		54(7)		47(5)		40(3)		241(17)														241

				計 ケイ		180		196(29)		199(30)		182(34)		156(23)		149(25)		882(141)														882

				専攻科 センコウ カ		28		16(0)		4(0)								20(0)														20



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成28年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

																( )は女子 ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		115(14)		119(20)		108(15)		71(10)		76(14)		463(78)

				神奈川 カナガワ		77(15)		67(8)		63(12)		68(8)		62(10)		321(48)

				埼玉 サイタマ		4		4		5(1)		9(4)		4(1)		28(7)

				千葉 チバ				3		3(0)		2		2		11(1)

				その他 タ		1		5(1)		3(1)		6(1)		5		25(4)

				計 ケイ		196(29)		199(30)		182(34)		156(23)		149(25)		882(141)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成28年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成28年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		5		11		6		24		17		63

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		11		20		12		10		9		62

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		1						3				4

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン												0

				あしなが育英会 イクエイ カイ				1				2				3

																0

				その他 タ												0

				合計 ゴウケイ		17		32		18		39		26		132





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成28年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ



				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２８年度(2016) ヘイセイ ネンド		180		302(43)		1.67		196(29)		1.089

				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.7		201(30)		1.11

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.08

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.6		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12





		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ



				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ



				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		13		20		10		4		0		48

				女 オンナ		0		0		3		2		0		0		5

				合計 ゴウケイ		1		13		23		12		4		0		53



				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ						1						1

				教授 キョウジュ						6		7		1		14

				准教授 ジュン キョウジュ				8		9		5		1		23

				講師 コウシ				6		2		3		0		11

				助教 ジョ キョウ		2		2								4

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ		2		16		18		15		2		53



				専任教員１人当り学生数(本科)　:  16.6人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン																												本科生数 ホンカセイ スウ		882

																																専任教員数 センニン キョウイン スウ		53		16.6

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :    9.02人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン



				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    55対39 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ



		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		98.0%																								0.98

						デザイン学科 ガッカ		87.1%																								0.8711111111

						電気工学科 デンキ コウガッカ		88.8%																								0.8888888889

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		108.8%																								1.0888888889

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		107.1%																								1.0711111111

				専攻科 センコウ カ				71.0%																								0.7142857143





27年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2015(平成27)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成27年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		43(23)		41(23)		35(18)		38(21)		33(19)		190(104)

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		52(0)		41(2)		33(0)		38(0)		31(0)		195(2)

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		56(6)		55(2)		43(1)		42(2)		32(0)		228(11)

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		50(1)		52(8)		53(5)		47(3)		33(4)		235(21)

				計 ケイ		180		201(30)		189(35)		164(24)		165(26)		129(23)		848(138)

				専攻科 センコウ カ		28		4(0)		11(0)								15(0)



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成27年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		122(22)		112(18)		75(10)		87(15)		67(13)		463(78)

				神奈川 カナガワ		67(7)		65(14)		71(8)		68(10)		50(9)		321(48)

				埼玉 サイタマ		3		5(1)		9(4)		4(1)		7(1)		28(7)

				千葉 チバ		3		3(1)		2		1		2		11(1)

				その他 タ		6(1)		4(1)		7(2)		5		3		25(4)

				計 ケイ		201(30)		189(35)		164(24)		165(26)		129(23)		848(138)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成27年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成27年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		5		6		15		20		18		64

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン				10		10		7		6		33

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン						3				1		4

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン

				あしなが育英会 イクエイ カイ						2						2



				その他 タ

				合計 ゴウケイ		5		16		30		27		25		103





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成27年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２７年度(2015) ヘイセイ ネンド		180		307(50)		1.70		201(30)		1.11

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.08

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12

		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ



				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ



				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		13		21		14		2		0		51

				女 オンナ		0		0		2		2		0		0		4

				合計 ゴウケイ		1		13		23		16		2		0		55



				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ						1						1

				教授 キョウジュ						5		7		1		13

				准教授 ジュン キョウジュ				9		7		6		1		23

				講師 コウシ				10		1		4		1		16

				助教 ジョ キョウ		2										2

				助手 ジョシュ

				合計 ゴウケイ		2		19		14		17		3		55



				専任教員１人当り学生数(本科)　:  15.4人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン



				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :    9.02人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン



				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    55対39 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ



		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		94.2%

						デザイン学科 ガッカ		84.4%

						電気工学科 デンキ コウガッカ		86.6%

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		101.3%

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		104.4%

				専攻科 センコウ カ				53.5%





26年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2014(平成26)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成26年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		45(26)		33(17)		44(23)		33(19)		37(16)		192(101)

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		44(2)		36(0)		40(1)		35(0)		34(0)		189(3)

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		55(2)		47(1)		50(2)		32(0)		22(0)		206(5)

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		54(8)		53(5)		48(4)		36(4)		22(2)		213(23)

				計 ケイ		180		198(38)		169(23)		182(30)		136(23)		115(18)		800(132)

				専攻科 センコウ カ		28		11(0)		11(0)								22(0)



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成26年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		118(20)		80(9)		96(18)		71(13)		62(14)		427(74)

				神奈川 カナガワ		67(15)		71(8)		75(11)		53(9)		42(4)		308(47)

				埼玉 サイタマ		6(1)		9(4)		4(1)		7(1)		4(0)		30(7)

				千葉 チバ		3(1)		2(0)		1(0)		2(0)		2(0)		10(1)

				その他 タ		4(1)		7(2)		6(0)		3(0)		5(0)		25(3)

				計 ケイ		198(38)		169(23)		182(30)		136(23)		115(18)		800(132)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成26年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成26年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		2		11		12		16		19		60

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		0		12		9		6		3		30

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		0		3		0		1		1		5

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン

				あしなが育英会 イクエイ カイ		0		2								2



				その他 タ

				合計 ゴウケイ		2		28		21		23		23		97





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成26年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２６年度(2014) ヘイセイ ネンド		180		353(68)		1.96		196(38)		1.08

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12

		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ



				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ



				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		13		19		15		1		1		50

				女 オンナ		0		0		2		2		0		0		4

				合計 ゴウケイ		1		13		21		17		1		1		54



				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ						1						1

				教授 キョウジュ						6		5		2		13

				准教授 ジュン キョウジュ				8		8		5				21

				講師 コウシ				10		3		4				17

				助教 ジョ キョウ				1								1

				助手 ジョシュ		1										1

				合計 ゴウケイ		1		19		18		14		2		54



				専任教員１人当り学生数(本科)　:  16.6人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン



				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :    8.3人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン



				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    54対43 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ



				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		88%

						デザイン学科 ガッカ		85.3%

						電気工学科 デンキ コウガッカ		84.0%

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		91.5%

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		94.6%

				専攻科 センコウ カ				78.5%





25年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2013(平成25)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成25年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		34(18)		45(24)		36(20)		37(16)		35(25)		187(103)

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		38(0)		42(1)		34(0)		36(0)		28(2)		178(3)

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		50(2)		54(2)		36(1)		23(0)		36(1)		199(6)

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		60(5)		51(3)		43(5)		24(2)		32(2)		210(17)

				計 ケイ		180		182(25)		192(30)		149(26)		120(18)		131(30)		774(129)

				専攻科 センコウ カ		28		12(0)		13(0)								25(0)



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成25年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		88(10)		100(18)		77(14)		65(14)		59(12)		389(68)

				神奈川 カナガワ		74(9)		81(11)		60(11)		43(4)		63(15)		321(50)

				埼玉 サイタマ		10(4)		4(1)		7(1)		4(0)		3(1)		28(7)

				千葉 チバ		2(0)		1(0)		2(0)		3(0)		1(0)		9(0)

				その他 タ		8(2)		6(0)		3(0)		5(0)		5(2)		27(4)

				計 ケイ		182(25)		192(30)		149(26)		131(30)		131(30)		774(129)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成25年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成25年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		10		2		13		16		20		71

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		0		10		8		3		8		29

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン		4		0		1		1		1		7

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン

				あしなが育英会 イクエイ カイ		2								2		4



				その他 タ

				合計 ゴウケイ		16		21		22		20		31		111





		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成25年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数(内女子) シガン シャ スウ ウチ ジョシ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２５年度(2013) ヘイセイ ネンド		180		288(41)		1.60		180(25)		1.00

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.96		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12

		教員数・構成 キョウイン スウ コウセイ

				専任職別教員数・男女別教員数 センニン ショク ベツ キョウイン スウ ダンジョ ベツ キョウイン スウ

				職名 ショクメイ		校長 コウチョウ		教授 キョウジュ		准教授 ジュン		講師 コウシ		助教 ジョ キョウ		助手 ジョシュ		合計 ゴウケイ

				男 オトコ		1		14		16		16		3		1		51

				女 オンナ		0		0		1		3		0		0		4

				合計 ゴウケイ		1		14		17		19		3		1		55

				専任教員年齢別/職階別構成 センニン キョウイン ネンレイベツ ショク カイ ベツ コウセイ

				職名 ショクメイ		20～２９歳 サイ		30～３９歳 サイ		40～49歳 サイ		50～59歳 サイ		60～		合計 ゴウケイ

				校長 コウチョウ						1						1

				教授 キョウジュ						4		4		6		14

				准教授 ジュン キョウジュ				3		9		5				17

				講師 コウシ				10		5		4				19

				助教 ジョ キョウ				3								3

				助手 ジョシュ		1										1

				合計 ゴウケイ		1		16		19		13		6		55

				専任教員１人当り学生数(本科)　:  14.0人  センニン キョウイン ニン アタ ガクセイスウ ホンカ ニン

				非常勤教員を含む１人当り学生数(本科)  :    7.6人 ヒジョウキン キョウイン フク ニン アタ ガクセイ スウ ホンカ ニン

				専任教員数と非常勤教員数の比率　　:    55対46 センニン キョウインスウ ヒジョウキン キョウインスウ ヒリツ タイ

		収容定員充足率 シュウヨウ テイイン ジュウソクリツ

				本科 ホンカ		全体 ゼンタイ		86%

						デザイン学科 ガッカ		83.1%

						電気工学科 デンキ コウガッカ		79.1%

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		88.4%

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		93.3%

				専攻科 センコウ カ				89.2%





24年度

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2012(平成24)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成24年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		48(25)		37(21)		40(17)		35(25)		32(18)		192(106)

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		43(1)		36(0)		36(1)		32(2)		39(0)		186(4)

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		56(2)		37(1)		22(0)		41(1)		30(1)		186(5)

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		55(3)		48(6)		26(2)		36(2)		40(4)		205(17)

				計 ケイ		180		202(31)		158(28)		124(20)		144(30)		141(23)		769(132)

				専攻科 センコウ カ		28		14(0)		13(0)								27(0)



		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成24年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		107(19)		82(15)		68(15)		65(12)		71(12)		393(73)

				神奈川 カナガワ		81(11)		62(11)		45(5)		69(15)		59(8)		316(50)

				埼玉 サイタマ		5(1)		7(1)		4(0)		3(1)		6(1)		25(4)

				千葉 チバ		1(0)		3(0)		2(0)		2(0)		0(0)		8(0)

				その他 タ		8(0)		4(0)		5(0)		5(2)		5(2)		27(4)

				計 ケイ		202(31)		158(27)		124(20)		144(30)		141(23)		769(131)



		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成24年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成24年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		9		11		11		20		12		63

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		10		9		4		8		3		34

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン				1				1		1		3

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン

				あしなが育英会 イクエイ カイ								2				2

				ｻﾚｼﾞｵ貸与生* タイヨ セイ						6						6

				その他 タ

				合計 ゴウケイ		19		21		21		31		16		108

				*・・・平成２２年度生募集において特別教育支援入試で採用された貸与奨学生 ヘイセイ ネンド セイ ボシュウ トクベツ キョウイク シエン ニュウシ サイヨウ タイヨ ショウガクセイ



		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成24年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数 シガン シャ スウ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２４年度(2012) ヘイセイ ネンド		180		354(50)		1.95		200(31)		1.11

				平成２３年度(2011) ヘイセイ ネンド		180		314(50)		1.74		170(28)		0.94

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12





２２年度

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2010(平成22)年度 ヘイセイ ネンド

		定員及び現員 テイイン オヨ ゲンイン

		平成22年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ														( )は女子 ジョシ

				学科 ガッカ		入学定員 ニュウガク テイイン		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ガッカ		45		39(18)		39(27)		34(20)		38(19)		34(11)		184(95)

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		41(0)		36(3)		40(0)		48(0)		52(1)		217(4)

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		23(0)		42(1)		36(1)		30(1)		25(2)		156(5)

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		32(2)		35(2)		50(4)		37(3)		29(4)		183(15)

				計 ケイ		180		135(20)		152(33)		160(25)		153(23)		140(18)		740(119)

				専攻科 センコウ カ		28		14(0)		1(0)								15(0)

		出身中学校地域別学生数 シュッシン チュウガク コウ チイキ ベツ ガクセイ スウ

		平成22年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシンチ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				東京 トウキョウ		73(15)		70(13)		86(15)		77(11)		83(11)		389(65)

				神奈川 カナガワ		50(5)		72(17)		62(7)		60(11)		43(6)		287(46)

				埼玉 サイタマ		5(0)		3(1)		6(1)		6(1)		7(0)		27(3)

				千葉 チバ		2(0)		2(0)		1(0)		5(0)		2(1)		12(1)

				その他 タ		5(0)		5(2)		5(2)		5(0)		5(0)		25(4)

				計 ケイ		135(20)		152(33)		160(25)		153(23)		140(18)		740(119)

		外国人学生数 ガイコク ジン ガクセイ スウ

		平成22年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				出身地 シュッシン チ		第１学年 ダイ ガクネン				第２学年 ダイ ガクネン				第３学年 ダイ ガクネン				第４学年 ダイ ガクネン				第５学年 ダイ ガクネン				計 ケイ

						留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ		留学生 リュウガク セイ		外国人学生 ガイコク ジン ガクセイ

				ｲﾝﾄﾞ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0

				合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0

		奨学生数 ショウガクセイ スウ

		平成22年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				奨学金名 ショウガクキン メイ		第1学年 ダイ ガクネン		第2学年 ダイ ガクネン		第3学年 ダイ ガクネン		第4学年 ダイ ガクネン		第5学年 ダイ ガクネン		計 ケイ

				日本学生支援機構 ニホン ガクセイ シエン キコウ		7		17		8		18		11		66

				東京都奨学金 トウキョウト ショウガクキン		4		6		7		8		4		29

				埼玉県奨学金 サイタマケン ショウガクキン						2		1		1		4

				関育英奨学金 セキ イクエイ ショウガクキン										1		1

				あしなが育英会 イクエイ カイ				2								2

				ｻﾚｼﾞｵ貸与生* タイヨ セイ		7		18								25

				その他 タ

				合計 ゴウケイ		18		43		17		27		17		127

				*・・・平成２２年度生募集において特別教育支援入試で採用された貸与奨学生 ヘイセイ ネンド セイ ボシュウ トクベツ キョウイク シエン ニュウシ サイヨウ タイヨ ショウガクセイ

		入学定員及び志願者数　推移 ニュウガク テイイン オヨ シガン シャ スウ スイイ

		平成22年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

				年度 ネンド		入学定員 ニュウガク テイイン		志願者数 シガン シャ スウ		倍率 バイリツ		入学者(内女子) ニュウガクシャ ウチ ジョシ		定員充足率 テイイン ジュウソクリツ

				平成２２年度(2010) ヘイセイ ネンド		180		207(33)		1.15		130(20)		0.72

				平成２１年度(2009) ヘイセイ ネンド		180		245(48)		1.36		159(35)		0.88

				平成２０年度(2008) ヘイセイ ネン ド		180		254(26)		1.41		172(23)		0.96

				平成１９年度(2007) ヘイセイ ネンド		180		251(34)		1.39		179(26)		0.99

				平成１８年度(2006) ヘイセイ ネンド		180		201(24)		1.12		163(22)		0.91

				平成１７年度(2005) ヘイセイ ネンド		180		242(31)		1.34		173(21)		0.96

				平成１６年度(2004) ヘイセイ ネンド		180		221(27)		1.23		172(20)		0.96

				平成１５年度(2003) ヘイセイ ネンド		180		223(33)		1.24		157(24)		0.87

				平成１４年度(2002) ヘイセイ ネンド		180		214(36)		1.19		141(26)		0.78

				平成１３年度(2001) ヘイセイ ネンド		180		241(28)		1.34		186(20)		1.03

				平成１２年度(2000) ヘイセイ ネンド		225		212(31)		1.08		152(26)		0.68

				平成１１年度(1999) ヘイセイ ネンド		225		325(39)		1.4		244(34)		1.08

				平成１０年度(1998) ヘイセイ ネンド		225		293(40)		1.3		242(33)		1.08

				平成９年度(1997) ヘイセイ ネンド		225		382(41)		1.7		242(33)		1.08

				平成８年度(1996) ヘイセイ ネンド		225		361(62)		1.6		241(55)		1.07

				平成７年度(1995) ヘイセイ ネンド		225		371(46)		1.65		262(43)		1.16

				平成６年度(1994) ヘイセイ ネンド		225		297(24)		1.32		213(19)		0.95

				平成５年度(1993) ヘイセイ ネンド		225		317(41)		1.4		260(37)		1.16

				平成４年度(1992) ヘイセイ ネンド		225		425(61)		1.89		275(45)		1.22

				平成３年度(1991) ヘイセイ ネンド		225		486(50)		2.16		264(33)		1.17

				平成２年度(1990) ヘイセイ ネンド		225		492(46)		2.19		268(32)		1.19

				平成１年度(1989) ヘイセイ ネンド		225		439(32)		1.95		252(25)		1.12

				昭和６３年度(1988) ショウワ ネンド		225		469(25)		2.08		252(22)		1.12
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