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（1）学部、学科、課程、研究科、専攻ごとの名称及び教育研究上の目的
及び学校教育法施行規則第百六十五条の二 第一項規定により定める方針



サレジオ高専 公式サイト内学科紹介ページ（ https://www.salesio-sp.ac.jp/main/departments/ad.html    )より



アイデアを具現化するためのPC(Mac & Windows)施設や、本格的な木工、金工、陶芸等の制作が行える工房設備や実習室は、実践的な
授業を行う為だけでなく放課後も個人作業や自主制作等に活用する事ができます。

大学にも勝るとも劣らない充実の学科施設・設備

放課後には有志が学年を超えて学校プロジェクト「全国高専デザコン(P. 17参照)」や学外のコンペ等に取り組んでいます。
産官学連携プロジェクトでは、社会の要請に応じた実際的なデザイン活動を通して提案を行い、学外からも高い評価を得ています。
また、長期休暇には外部講師を招いた特別講座を開催するなど、普段の授業とは違う貴重な経験の場として学生の成長の機会となっています。

学外との取り組みにチャレンジ！

社会に即したデザインやものづくりの実践的な能力を身につけた人材を輩出するために、低学年次にデザインの基礎をしっかり身につけ、高学年では
講義と実習をリンクさせながら様 な々デザイン領域を横断的に経験し、興味を持った専門領域をより深く学ぶ事ができる科目構成としています。

学年別カリキュラム

卒業生の声 卒業生の声

ソニーグループ株式会社クリエイティブセンター

佐藤  愛 さん
（2016年度卒業/東京都日野市立三沢中学校 出身）

おもな進路（2017～2021）
デザイン学科の進路希望は、進学30%、就職70%が平均的な割合です。進学先は国立大学をはじめ都内主要私立美大や工学
部のデザイン・建築学科などが主な対象です。
また就職は、大手企業から個人事務所までOBの就職先を中心に様々な業界から求人を頂き、デザイナー職を筆頭にものづくり
に関わる幅広い職種に人材を輩出しています。

●おもな進学（編入学）実績
千葉大学、拓殖大学、武蔵野美術大学、多摩美術大学、東京造形大学、横浜美術大学、日本大学芸術学部、日本大学理工
学部、玉川大学、京都工芸繊維大学、京都芸術大学、大阪芸術大学  他

●おもな就職実績
（独）国立印刷局、（株）本田技術研究所、（株）三越環境デザイン、アイリスオーヤマ（株）、TOTOバスクリエイト（株）、YKK（株）、
コクヨ（株）、（株）東急エージェンシープロミックス、（株）タチエス、（株）ミドリ安全、（株）秀光、（株）廣済堂、日本フォームサービス（株）、
（株）シャイン、（株）フォルム、（株）丹青TDC、（株）ヴァンドームヤマダ、（株）暁和、高島屋スペースクリエイツ（株）、マレリ（株） 他

キャリアセンターからの進路情報に合わせて、
デザイン学科では学生一人ひとりの特性を見
極めながら、卒業研究担当教員を中心に担任
や学科進路指導教員など複数教員による進路
相談・進路指導(履歴書の書き方から面接練
習、ポートフォリオ指導など)をきめ細やかに行い
ます。また、企業からOB等を招いた企業説明会
を年複数回開催し、直接の対象学年だけでなく
低学年次の学生にも早期から実際の仕事の現
場の様子を知り将来を検討してもらう機会を
提供しています。

進学就職へのサポート

Q.サレジオ高専に入学したきっかけは？
小さい頃から絵を描くことや工作をすることが好きでしたが、その当時からデザイ
ンを学ぶつもりは無く、将来も漠然と「モノを作る」仕事をしてみたいとしか思って
いませんでした。中学3年で進路を決める際、育英祭のデザイン学科の展示を見学
に行き、「自分もこんなものを作りたい」と思ったことが入学のきっかけです。

Q.学科はどのように決めましたか？
デザインを学びたかったため、デザイン学科一択でした。決め手はこれまで美術や
デッサンなどを学んでいない人でも、５年間かけて基礎から着実に身につけること
ができる授業の内容です。課題等は多いですが、「デザインの経験がない」「向いて
いるか心配」という人でも努力次第でどんどん成長できるのがこの学科の良いとこ
ろです。

Q.高専生活で楽しかったことはなんですか？
手を動かして試行錯誤しながら制作を行えるところです。授業内だけではなく、自
主制作での工房の利用もできます。また、材料などについてもデザイン学科の先生
方に相談できます。学年が上がると企業のインターンにも参加できるので、より高
いレベルを目指して学ぶことができます。

Q.現在のお仕事について教えてください。
現在は、ソニーグループ株式会社のクリエイティブセンターでテレビやホームオー
ディオのUI/UX(ユーザーインターフェース、ユーザーエクスペリエンス)デザイン
を担当しています。高専卒業後は千葉大学に三年次編入し、全国高専デザコンの
経験から興味を持ったサービスデザインを学んでいました。

Q.学生生活で一番楽しかった思い出は何ですか？
全国高専デザインコンペティション(通称高専デザコン)の活動です。3年時に最優
秀賞を受賞した環境デザイン部門では、社会の仕組みや自然環境について考慮
し、社会課題の解決を目標としたソーシャルデザインを行いました。
普段の学校課題とは違った方向性のデザインに取り組めた経験は、卒業後も大い
に役立っています。

Q.サレジオに入学を考えているひとへ、一言お願いします。
デザインという言葉が多用され、様々な解釈がされている現在において、サレジオ
で体感したデザインの楽しさや厳しさは、私がデザイナーとして生きる上での揺る
がない基礎として根付いています。職業としてデザイナーを選ばなくても、「デザイ
ンする」というスキルはどこでも必ず活かされると思っています。ご興味のある方に
は是非オススメです。

小野  航汰 さん　
（2021年度卒業/神奈川県横浜市立すすき野中学校 出身)

まちだみやげ包装材デザイン連携 コンビニエンスストア向けコーヒーマシンデザイン連携ユーザーインターフェース（UI）デザイン特別集中講座産学連携「花活布(はなかっぷ)プロジェクト

Windows PCラボレーザーカッターを備えたプロダクト実習室工房での木工制作風景Macによる制作作業ができるグラフィック実習室

1年 2年 3年 4年 5年

基礎デザイン 1（立体・平面） 2
基礎デザイン 2（デッサン） 2
基礎デザイン 3（製図） 2
基礎デザイン 4（色彩構成） 2

基礎デザイン 5（立体・空間構成） 2
基礎デザイン 6（ドローイング） 2
基礎デザイン 7（実材） 4
基礎デザイン 8（CG） 2

デザイン方法論 1                2
デザイン概論                      2
色彩学                             2
工業技術概論                    2
デザイン史                         2
CG 1                               2
構成演習                          2
表現法                             2
デザイン実習 1                   4

デザイン方法論 2                2
デザイン心理 1                   2
UI・UXデザイン概論            2
メディア・デザイン論             2
CG 2　　　　　                2
プレゼンテーション                2
デザイン実習 2                   4
応用デザイン 1                   2
応用デザイン 2                   2

科目名   　 単位 科目名   　 単位 科目名   　 単位 科目名   　 単位
環境論                             2
経営論                             2
マーケティング                     2
技術者倫理                       2
デザイン心理 2                   2
造形論                             2
応用デザイン 3                   2
応用デザイン 4                   2
卒業研究           　          16

科目名   　 単位

株式会社本田技術研究所 デザインセンター

全国高専唯一のデザイン学科
人々の生活に潤いと豊かさを与え社会に貢献することができるデザインの役割は、今後益々重要に なって行くと考えます。 デザイン学科では、幅広い分野で［ものづくり］に携わり、
柔軟な発想で未来を創造する人材を「5年間一貫教育」で育成していきます。感性を磨き、基礎技能と 知識を身につけながら、実践的なデザイン提案やものづくりを段階的に学びます。

低学年次はデッサンをはじめ、色彩構成や立体造形などの演習課題に繰り返し取り組むことで、造形表現の基礎となる技術と知識をしっかり
身につけ感性を磨きます。３年次以降は、専門分野ごとの実践的なデザインワークを通して開発プロセスや専門的な技術と理論を身につけな
がら、デザイナーからものづくりの現場まで一人ひとりの特性に合わせた卒業後の進路に向けて準備を進めます。　

実践的な力を養う演習・実習科目

デザイン実習１・２ ３・４年

基礎デザイン７(実材) 2年

デザイン表現の基礎となる要素（色、形、空間、構成など）を用いた演習
課題で作品制作に取り組みながら、平面領域から立体領域の表現技法
について幅広く学んでいきます。

基礎デザイン2(デッサン)、４(色彩構成) 1年

卒業研究 5年

本学科の
教育の柱

プロダクト＆インテリアデザイン（立体系） 　   　　　 工業製品全般／家具／室内・空間設計などの分野
ヴィジュアルコミュニケーションデザイン（平面系）　　　グラフィック／エディトリアル／広告／パッケージ／印刷などの分野

カラーコーディネーター検定試験・DTPエキスパート認定試験など、
資格取得を奨励しています。
色や印刷技術に関して、より深く学び、将来就職時に有利になる資格・認定の取得に
ついても、バックアップしています。

デッサン講評会 色彩構成発表風景

自らのアイデアを具現化するための制作技能を身につけるために、工房
での実材演習からコンピュータグラフィックスによる作品制作まで、様々
な技能演習に取り組みます。

シルクスクリーン印刷 作業風景

グラフィックデザイン、プロダクトデザイン、インテリアデザインなどの
専門領域の実習課題に幅広く取り組み、デザイン提案に必要なプロ
セスや知識を横断的に学びます。

グラフィックデザイン作業風景 立体系デザイン講義風景

それぞれの進路に合わせて研究室を選択し、自ら設定した研究テーマ
のもとに実践的なデザインプロセスに沿って、これまでに学んだ専門領
域の技能と知識を駆使して提案をまとめます。

和の灯り研究

高齢者ユーザーに配慮した
スポーツカー

安心して乗れる
スポーツ感覚の自転車

避難用背負子

小山内裏公園の
花散策ガイド

曲げ木による椅子制作

小学校用防災頭巾
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サレジオ高専 公式サイト内学科紹介ページ（ https://www.salesio-sp.ac.jp/main/departments/ee.html    )より



Q.サレジオ高専に入学したきっかけは？
環境問題や再生可能エネルギーに関する職業に就きたいと考えていて、高校1年生の年齢から
専門的な知識を学ぶことができる高専に興味を持ったのがきっかけです。体験入学や学校説明
会に参加した際に、大企業からの求人が多く就職に有利な点や、研究活動が出来る点に魅力を
感じておりました。他高専も併願していたのですが、サレジオ高専に合格し入学しました。

Q.学科はどのように決めましたか？
エネルギーについて学びたいと思っていました。そのため、電気エネルギーについて学ぶ
科目が充実していて、ミニチュアソーラーカーなど、再生可能エネルギーを応用したもの
作り実験のある電気工学科に決めました。

Q.高専生活で楽しいことは何ですか？
授業で学んだ知識を使って実験・研究ができる事です。電気工学科では、1年生から電気回路
について学び、その知識を使って実験を行ったり、実験である現象を体験した後にその成り立
ちや理論を学んだりする事が多いです。電気の分野は教科書のイラストや公式だけでは想像
付かない物があるため、自分の目で見て肌で感じられるのがとても良い所です。また研究活動
では、今まで学んできた知識を活かすことができ、「自分のやりたいことを実現するためにはど
うすれば良いか」という考える力が身につきます。自分の興味がある事について貪欲になって、
課外活動をしてみたり、沢山調べてみたりすると、充実した高専生活になると思います。

Q.現在のお仕事について教えてください。
私はテルモのセールスエンジニアとして、医療機器のアフターサービスに携わっています。
業務内容は点検作業の他、保守提案や講習会講師など多岐にわたります。

Q.学生生活で一番楽しかった思い出は何ですか？
一番の思い出は、プロジェクト・研究室での課外活動です。プロジェクトでは、企画運
営から予算確保までそのすべてを学生が担います。リーダー経験を通じて学んだマネ
ジメントやPDCAは、卒業後もその大切さを痛感しています。また放課後は複数の研
究室を掛け持ちし、マイコン制御や画像処理・風洞装置など様々な専門知識を親身に
指導いただきました。学生の夢を全力でサポートする環境が、サレジオの強みです。

Q.サレジオに入学を考えているひとへ、一言お願いします。
サレジオ高専では誰にでも平等にチャンスがあり、一人ひとりに活躍の場がありま
す。のびのびとオンリーワンを目指す校風が、普通高校との違いだと思います。高専
ならではの利点としては、大学入学共通テストを気にせず学業に専念できます。ま
た、進学・就職ともに幅広い選択肢があり、やりたい事が変わった際にもフレキシブ
ルに進路変更できます。とりわけ電気工学科は、幅広い知識を身に着けたい人、熱意
のある人にお勧めです。

電気工学科では実践的な技術を学ぶための実験設備が数多くあります。5年間の実験を通して産業界の多様な技術に対応できる技術者を育成します。
充実の学科施設・設備

電気工学科の学生が取り組んでいる活動は、学内にとどまらず学外の競技やイベントにも参加します。電気の知識や技術を応用して活
用できる力「総合技術」「実践力」を育みます。

電気エネルギーを応用した活動へのチャレンジ！ 

在校生の声

テルモ(株)
ホスピタルカンパニー　国内営業推進本部　
アフターサービス部  勤務

伊藤 嶺太 さん
（2018年度卒業/東京都町田市立町田第一中学校 出身）

おもな進路（2017～2021）
就職、進学ともに希望者の進路決定率は100％です。幅広い業種から求人があり、電力、エネルギー、電機、家電、電気設備、ビル管理、運輸、
自動車、精密機械から、食品、医療、通信、印刷など様々な分野に就職しています。進学は、本校専攻科を始めとして、主に首都圏の国公私
立大学の電気系学科へ進学しています。
●おもな進学（編入学）実績
サレジオ高専専攻科、秋田大学、豊橋技術科学大学、長岡科学技術大学、工学院大学、湘南工科大学、東京電機大学、東京理科大学、
日本大学、早稲田大学　他
●おもな就職実績
アマゾンジャパン、池上通信機(株)、出光興産(株)、NTT東日本グループ会社、(株)Mテック、オムロンフィールドエンジニアリング(株)、(株)関電工、
キヤノンメディカルシステムズ(株)、(株)きんでん、KYB(株)、グリコマニュファクチャリングジャパン(株)、(株)小松製作所、(株)JALエンジニアリング、
サントリーホールディングス(株)、(株)ジャノメ、JR貨物、JR東海、(株)JR東日本メカトロサービス、(株)SUBARU、テルモ(株)、東急テクノシステム(株)、
東京エレクトロン(株)、東京地下鉄(株)、東芝インフラシステムズ(株)、東芝エレベータ(株)、東芝プラントシステム(株)、東芝三菱電機産業システム(株)、
東レ(株)、(株)ニコン、日本空港テクノ(株)、日本水産(株)、日本総合住生活(株)、(株)日立ビルシステム、フォスター電機(株)、フジテック(株)、富士
フイルムGSテクノ(株)、本田技研工業(株)、三菱電機ビルテクノサービス(株)、メタウォーター(株)、森永乳業(株)、山崎製パン(株)　他

進学就職へのサポート
電気工学科では、キャリアアップを目的と
して資格取得を推奨しており、第二種電気
工事士の受験対策を始めとして、更に上を
目指す学生には第一種電気工事士や電験
三種の指導も行っています。電気工学実
験では学科コンテストで創造力を養うとと
もに、口頭発表や口述試験などでコミュニ
ケーションスキルの向上をはかるなど、普
段の授業から将来にわたって活躍できる
ための人間力を育成しています。就職活動
では所属する研究室ごとでひとりひとりに
あった指導を行っています。

卒業生の声

電気工学科 5年　丹代 真実　
東京都町田市立鶴川第二中学校 出身

やりたいことが
実現できる学科

義体製作プロジェクト自動運転EVの車両製作自動運転EVのスケールモデル 非接触技術開発プロジェクト

3次元の設計図をそのまま形にできる3Dプリンタ30万ボルトの人工雷電力系統や電気機器を学ぶエネルギー変換実験室 5Gに対応する高周波回路評価装置

根幹技術を総合的に学ぶ電気工学科
電気エネルギーの発生から有効利用までを総合的に学ぶ、電気主任技術者認定学科です。パワーシ ステム、パワーエレクトロニクス、再生可能エネルギー、メカトロニクス、マテリアル科学の各分野の
根幹技術をバランスよく学ぶことにより、あらゆる産業界で活躍できる技術者・研究者へと成長して いきます。

1年 2年 3年 4年 5年

電気主任技術者の認定学科として、各分野のバランスが取れた学習によって基礎技術・知識をしっ
かり身につけ、豊富な実験実習によって幅広い分野で活躍できる「実践力」を育てます。

電気回路1 2
CAD  2
電気工学基礎 3

電気回路2 2
電気磁気学1 2
創造設計 2
電気工学実験1 3

回路理論1 2
電気機器 2
電子工学 2
計測工学 2
情報処理 2
機械工学 2
電気工学実験2 3

回路理論2 2
電気磁気学2 2
発変電工学 2
電力系統工学 2
電子回路 2
電子計算機 2
パワーエレクトロニクス 2
メカトロニクス 2
電気数学1 2
電気数学2 2
応用物理 2
電気工学実験3 3

自動制御 2
高電圧工学 2
電気応用 2
電機設計 2
電気電子材料 2
通信工学概論 2
電気法規 2
技術者倫理 2
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科目名 単位科目名 単位科目名 単位科目名 単位科目名 単位

国家資格取得に有利な認定学科
第2種・3種電気主任技術者認定学科
第2種電気工事士1次筆記試験免除学科

学年別カリキュラム

多様化し進化していくテクノロジーにいつでも対応できる基本的な「技能」「技術」を実験実習で学び、実践的なものづくりで「創造力」を
養います。さらに特色ある学科内コンテストや卒業研究でアイディアを実現するための「研究」「開発」能力を育成します。

ユニークな実験・実習 － 「技能」「技術」から「研究」「開発」へ －

本学科の
教育の柱

パワーシステム 電気社会の礎（発電、送電、配電、受電、オール電化）
パワーエレクトロニクス 電気エネルギーの変換と制御技術（磁気浮上、リニアモーターカー）
再生可能エネルギー 持続可能な社会を築く（太陽光・風力・波力発電、ソーラーカー）
メカトロニクス ロボット技術を支える（マイクロコンピュータ、自動計測・制御、精密加工）
マテリアル科学 科学技術の基盤（電気電子材料、導体、絶縁体、半導体、磁性体）

電気工学実験 ３・４年

創造設計 2年

電気工学の基礎的な理論・現象に対する理解を深めます。オリジナル
の電動カート製作を通してものづくりの基礎を体験で学びます。

電気工学基礎 1年

卒業研究 5年

電動カート製作 走行会

クラス全員で課題に取り組み、競技を行います。基本技術の習得と応用
技術への展開、コンテストを行うことでの創意工夫やチャレンジ精神、
仲間とのコミュニケーションの育成を目的としています。

ミニチュアソーラーカー製作 ラジコンミニ四駆の製作

電気工学に関する創造力や論理的思考を育成するため、電気機器、電気
電子回路、計測・制御、電子物性等の現象について学習します。再生可能
エネルギーなどの新しい技術も学びます。

風力・太陽光発電システムの制御実験 リニアモーターカーの走行実験

５年間の集大成として自主的にテーマを選定し、エネルギー、モビリティ、
ロボット、プログラミング、ライフサポートなどの様々な技術について１年間
かけて研究を行います。

誘導型磁気浮上推進装置 ウインクを感知して動くヒト前腕部電動義手
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サレジオ高専 公式サイト内学科紹介ページ（ https://www.salesio-sp.ac.jp/main/departments/me.html    )より



本学科では実物を使った臨場感の高い技術教育を実施しています。実物の迫力が学生達のスキルアップを推進しています。
通信･音響･材料･電子回路・機械加工にいたる充実した教育設備

メカトロニクス技術の実践力養成を目指し、学生主体で活動する学科独自の技術交流の場です。また、学科プロジェクトとして各種資格取得
（電気工事士、アマチュア無線、DD3種、CAD利用技術者、品質管理（QC）検定、アーク溶接、ガス溶接、グラインダー）も支援しています。

もう一つの機械電子工学科 学科プロジェクト！ーコンテストへの出場だけにとどまらず、産学官連携等をとおして真の“ものづくり”を実践ー

卒業後得られる資格
申請のみで
すぐ交付されるもの

第2級陸上特殊無線技士（総務省）
第2級海上特殊無線技士（総務省）

一部試験科目が
免除されるもの

5年創造設計学は、VEリーダー（VEL）試験の受験資格
要件である12時間以上のＶＥ研修の受講に相当します。

ソーラーバイクレース in 浜松 ソーラーSLによる地域連携高校･高専　気象観測機器コンテストNHK高専ロボコン産学連携によるロボット教材開発

金属や樹脂の切削ができるCNC加工機設計した作品が出力できる3Dプリンタ電子回路基板が製作できる基板加工機SEM（走査電子顕微鏡）レーダ装置

優秀賞・選考委員特別賞・佐々木嘉和賞 耐久レース優勝 三連覇を達成！決勝トーナメント進出

複合技術を学ぶ機械電子工学科
環境問題や感染症対策など「持続可能」がテーマとなる時代になりました。 IoTを用いた遠隔操作や自動化技術への期待が高まっています。
機械電子工学科は「探求する」「創造する」という横断的な学びであるSTEAM教育の実践を通じて持続可能な開発目標（SDGs）を達成できるエンジニア・研究者の育成を目指しています。

Q.サレジオ高専に入学したきっかけは？
私は小さい頃からものづくりに興味があり、将来はものづくりに関するお仕事に就き
たいと思っていました。そのためには、専門的な知識と技術を身に付ける必要があるた
め、最初は工業高校に行こうと考えていたのですが進路先を調べていると5年制の高
専を見つけました。迷いましたが、時間をかけ、しっかりと専門分野の基礎から学べる
所に魅力を感じ、高専に入学しました。
Q.学科はどのように決めましたか？
学校説明会に参加した時、4学科の中でも楽しそうにロボットを作っている様子やプ
ログラミングの授業を受けている様子が印象に残りました。また、体験入学で、ロボッ
ト作りをしたとき先輩方が優しく教えて下さったことがとても印象的でした。これらの
事が決め手となり、機械電子工学科を志望しました。
Q.高専生活で楽しいことはなんですか。
授業で皆と一緒にものを作っている時、そして、作ったものが動いた時がとても楽しい
です。放課後はソーラーカーやロボコンなどのプロジェクトからメカトロニクス研究部
の様な部活動があり、積極的にものづくりができることが魅力です。また、資格取得に
も力を入れており、希望者は電気工事士やアマチュア無線を講習することが出来ます。
私は今、電気工事士取得にチャレンジしています。

Q.現在のお仕事について教えてください。
私の主な業務は2つあり、1つ目はIAサーバの設計開発です。マザーボードを始めとす
る複数種類の基板の回路を設計しています。2つ目は、製品に発生した障害の原因追
及と改善です。趣向を凝らした製品でも時々想定外の故障やバグが発生してしまうた
め、その原因を突き止めて改善方法を考え、修正しています。高専で学んだ知識を常に
活用できる職場なので、日々楽しく仕事をしています。
Q.学生生活で一番楽しかった思い出は何ですか？
一番の思い出は、先生からお誘いを受けて参加した有志のプロジェクト活動です。機
械いじりをしながら各種イベントなどで様々な土地へ連れて行ってもらいました。私
は、山口（イルミネーションコンテスト）、モンゴル（授業アシスタント・国際交流）、函館
（学会発表）などへ行きました。また、これらのイベントで仲間・友達と一緒に頑張った
のも良い思い出です。
Q.サレジオに入学を考えているひとへ、一言お願いします。
私がサレジオ高専への入学を考えていた時は、高校との違いに悩んでいました。「周り
は高校なのに自分だけ高専」、「そもそも5年間も頑張れるのか？」そんなような事を考
え、何となく入学していました。しかし、高専生活はとても楽しく、もともとロボットや機
械が好きな私にとって、毎日が輝いていました。ロボットが好き、パソコンが好き、マシ
ンが好き、そんな皆さんをサレジオは待っていると思います。

本学科の
教育の柱

次の分野における基礎的な知識、技術を習得し活用できる能力を養う。
産業応用 ロボット、メカトロニクス、マイコンプログラミング、CAD/CAM、家電製品、アンプ、スピーカー、モータ
情報通信 スマートフォン、ネットワーク、loT、レーダー、GPS、自動運転関連技術、マルチコプター（ドローン）、音響
機械・電子材料 平面・立体加工、3Dプリンタ、金属、プラスチック、新素材、発光ダイオード（LED）、各種センサ

工学基礎 2
創造演習（1年） 2
製図 1
工学基礎演習 1

機械加工1 1
電子計算機 2
創造演習（2年）　　　　   2
電気回路の基礎と演習 1
機械電子工学実験（2年） 4

電気回路1 4
電気磁気1 4
通信工学 2
工業材料 4
機械加工2 2
機械電子工学実験（3年） 4

線形代数 2
アナログ電子回路 2
電気回路2 2
電気磁気2 4
半導体デバイス 2
アンテナ工学 2
材料力学 2
機械電子工学実験（4年） 4

創造設計学 2
ディジタル電子回路 2
制御工学 2
計測工学 2
機構学 2
応用物理学 2
技術者倫理 2
電気通信法規 2
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科目名 単位科目名 単位科目名 単位科目名 単位科目名 単位

1年 2年 3年 4年 5年

学年別カリキュラム
機械と電子の融合・複合領域として「メカトロニクス」を意識したテーマの実験・実
習や創造演習を取り入れるとともに、3D CADは、今後の「ものづくり教育」に欠か
せないツールであるとの認識にもとづきカリキュラム編成しています。

専門知識と技術を身に付けるだけに留まらず、自分の考えを論理的に説明できる「コミュニケーション力」、的確な分析と豊かなアイデアを
発想できる「創造力」を伸ばしていくために、学生達の主体性を重視したユニークな内容の実験・実習を行っています。

特長ある教育（実験・実習・設備）

在校生の声

富士通株式会社 勤務

三木 克尚 さん
（2016年度卒業/東京都国分寺市立第一中学校 出身）

進路実績（2016～2021）
最近5年間の進路決定率は、毎年100％で、その間の平均進学率は42％となっています。サレジオ高専専攻科への進学希望者
が増加し、学士取得と大学院進学の可能性を夢見る学生が増えています。就職については、高専枠を利用した就職活動ができる
ことが大きなメリットとなり、魅力ある第1志望の企業より内定をいただくケースが多いのも特長です。
●おもな進学（編入学）実績
サレジオ高専 専攻科、岐阜大学、神戸大学、東京農工大学、富山大学、豊橋技術科学大学、長岡技術科学大学、埼玉医科大学、
東京電機大学、東京理科大学、日本大学、東海大学、東京工業大学、北見工業大学、島根大学、立命館大学、  他
●おもな就職実績
旭化成（株）、（株）SUBARU、東海旅客鉄道（株）、京王電鉄（株）、富士通（株）、（株）東芝、（株）IHI、パナソニックシステムネッ
トワークス（株）、（株）ニコン、シチズン時計（株）、蛇の目ミシン工業（株）、東芝エレベータ（株）、（株）日立ビルシステム、三井造
船（株）、（株）関電工、東京ガス（株）、東京電力（株）、佐藤製薬（株）、アマゾンジャパン（株）、（株）ロッテ、雪印メグミルク（株）、
山崎製パン（株）、伊藤ハム（株）、サッポロビール（株）、サントリービール（株）、アイリスオーヤマ（株）、森永乳業（株）、  他

進学就職へのサポート
機械電子工学科では“働く”をイメージする
ために各学年で企業見学を実施して職場
の雰囲気を体験しています。また、低学年
から学問に対し自身を付けるとともに、専
門科目を学ぶうえでの意識改革を目的に「
資格取得支援プロジェクト」を実施してい
ます。さらに大学進学希望学生に対しては
模擬テストや編入学対策講座を実施して
います。

卒業生の声

夢への確かなアプローチ

機械電子工学科 4年　関口 裕子　
神奈川県相模原市立大沢中学校 出身

基礎力の育成 ３・4年

論理的思考･ものづくり基礎力のトレーニング 2年

共通テーマに沿った「ものづくり」から「テストラン」、「報告書作成」および
「ディスカッション」、「プレゼンテーション」を通して総合的な教育を行い、
価値を創造する力の養成を目指します。

アイディア発想を重視したものづくり 1年

卒業研究 5年

機械工作実習の様子 ムードランプの製作

教育用ロボットを使用してプログラミング実習を行います。また、金属板の
切断・穴あけ・折り曲げ加工、およびアーク溶接などの実習を通して、もの
づくりに必要な基礎技術の習得をはかります。

プログラミングのためのディスカッション 溶接実習

機械・材料・電子・制御・通信・音響の分野をバランス良く配置した実験・
実習を行います。座学で得た知識の融合・複合を経験し、メカトロ技術者に
必要な応用力の涵養をはかります。

本学科 STEAM 教育の集大成です。これまで学んだ知識、得てきた経験、
伸ばしてきた創造力を発揮し、自分自身で決めた研究を行い専門家として
成長します。

卒業研究風景 学会発表の様子自作アンプの特性実験 無響室における音響実験
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サレジオ高専 公式サイト内学科紹介ページ（ https://www.salesio-sp.ac.jp/main/departments/cs.html    )より



Q.サレジオ高専に入学したきっかけは？
中学校３年生の時に、理科の先生の勧めで学校説明会に参加したことがきっかけでし
た。早い時期に専門知識を学ぶことができるという環境に興味をもち、サレジオ高専に
入学しようと思いました。

Q.学科はどのように決めましたか？
小さいころよりパソコンを使って遊ぶことが好きで、コンピュータを使って自分の好き
なことができるようになりたいと思い、情報工学科興味を持ちました。体験入学を通し
て、自分の思う通りにロボットが動かす経験や、画面に図形が出ているのを見て更に面
白いことをしたいと思い、情報工学科に入ることを決めました。

Q.高専生活で楽しいことはなんですか？
プログラムを作成する課題を終えたときが一番楽しいです。どのように課題を解くかか
ら始まり、そのプログラムが正常に動作したときは、安心するとともに大きな達成感を
得ることができました。学科や部活動では、同じものを目指して集まっている人と一緒
になるので、気軽にそれぞれの詳しい分野の人とお話したり相談したりできることも高
専の良い点だと思います。

Q.現在の仕事について教えてください。
私はNTTコミュニケーションズグループのNTTコムエンジニアリングという会社で働いて
います。現在はIP電話用ネットワークの設計・構築業務に携わり、NTTコミュニケーション
ズが提供している大規模ネットワーク基盤の設計やサーバー構築を担当しています。
Q.学生生活で一番楽しかった思い出は何ですか？
一番を決めるのは難しいですが、クラスメイトとの学生生活は楽しいことが多くありました。毎
年の育英際や競技大会などの行事はもちろん、普段の授業でも楽しく過ごすことができました。
高専は5年間なのでクラスメイトと過ごす時間が多く、遊ぶときはふざけ合いながらも勉
学では互いに助け合い、信頼しあえるクラスになっていました。社会人となった今でも仲
間同士で集まり、サレジオの思い出を語り合っていますね（笑）
Q.サレジオに入学を考えているひとへ、一言お願いします。
近年、人工知能(AI)やIoTなどが話題になっていますが、それらの基礎となっているのは情報工
学です。もし「ネットワークの仕組みを知りたい」「自分でプログラムを書いて開発してみたい」と
いう好奇心があれば、サレジオで基礎から応用まで学ぶことができます。
そして、高専の強みは社会に出た時の即戦力を付けることだと思います。みんなよりも早くやりた
いことを決めるのは不安かもしれませんが、必ず社会に出てから強みを感じると思います。もしエ
ンジニアなどの職業に興味があるのであれば、選択肢としてサレジオ高専はいかがでしょうか？

プログラムはもちろん、ハードウェアから情報ネットワークに関する実験・実習まで、柔軟に対応できる教室で授業を行います。
充実の学科施設・設備

本学科の
教育の柱

情報工学の基礎 情報数学、アルゴリズム
コンピュータハードウェア 情報工学概論、電気回路、論理回路、計算機アーキテクチャ
ソフトウェア プログラミング言語、オペレーティングシステム、プログラム開発
情報ネットワーク ネットワーク構築，サーバ構築、データベース

情報工学科の授業風景

基礎から実践能力まで学ぶ情報工学科
パソコンや携帯電話だけではなく多くの製品やシステムにコンピュータが組み込まれています。情報 工学科では、情報工学の基礎とともにコンピュータハードウェア、ソフトウェア、情報ネットワーク技術を
身につけ、実践能力を備えた情報技術エンジニアやネットワークエンジニアの養成を目指していきま す。

情報工学の基礎科目や、実験・実習や創造的プログラミング演習
を重点的に取り入れるとともに、様々な応用知識の科目を導入して
います。

1年 2年 3年 4年 5年

学年別カリキュラム

情報社会論 2
プログラミング基礎 1 4
情報工学概論 4

プログラミング基礎 2  2
電気回路 1,2 2
情報工学実験 1  4
情報工学実験 2  4

アルゴリズム論  1  2
アルゴリズム論 2 2
論理回路 2
デジタル回路設計 1
プログラミング基礎 3 2
情報数学概論 2
情報工学実験 3 4
情報工学実験 4 4
線形代数 1 2
線形代数 2 2

プログラミング応用 1 1
プログラミング応用 2 1
数値計算 1 2
数値計算 2 2
電子回路 2
情報工学演習 2
離散数学 1 2
離散数学 2 2
解析学 3 2
統計解析学 1 2
情報工学実験 5 4

計算機アーキテクチャ 2
ソフトウエア工学 2
OS概論 2
統計解析学 2 2
画像処理  2
人工知能 2
技術者倫理 2
情報工学演習 2 2
卒業研究                        16
ディジタル信号処理 2
情報ネットワーク 2

科目名 単位科目名 単位科目名 単位科目名 単位科目名 単位

各種資格試験をバックアップ
情報工学科では国家資格である情報処理技術者試験をメインに各種資格試験のバッ
クアップのための特別講座などを用意して学生の資格取得を応援しています。

情報技術に必要な知識を身に付けるだけではなく、グループ実験や演習を通じて、「コミュニケーション力」を高めながら、身に付けた知識を
技術として活かせる授業やプログラミングコンテスト、メディアコンテストなどの課外活動の場を提供します。

プロダクトマインドを大切にした教育（授業・設備）

在校生の声

NTTコムエンジニアリング株式会社
クラウド･アプリケーション＆ボイス部 勤務

岸野 慧 さん
（2014年度卒業/東京都八王子市立宮上中学校 出身）

おもな進路（2017～2021）
情報工学科では進路は進学30％・就職70％程度で推移しています。進学は国公立大学から私立大学までと広く、専攻分野
も情報系に限らず経営工学系なども含まれます。就職は大手企業から中小のソフトウエア会社まで、会社規模は多岐にわたっ
ており、高専枠を利用した有利な就職活動を展開できるのが特徴です。
●おもな進学（編入学）実績
電気通信大学、東京農工大学、東京海洋大学、信州大学、岩手県立大学、京都工芸繊維大学、山梨大学、長岡技術科学大学、
豊橋技術科学大学、新潟大学、上智大学、東京電機大学、工学院大学、東京工科大学、日本大学、サレジオ高専 専攻科  他
●おもな就職実績
富士通株式会社、日本信号株式会社、NTTコミュニケーションズ株式会社、京王電鉄株式会社、富士重工株式会社、NEC
フィールディング株式会社、NTT-ME、CTCテクノロジー株式会社、株式会社OEC、株式会社日立情報通信エンジニアリング、
M-SOLUTIONS株式会社、SUBARUテクノサービス株式会社、日本フィールドエンジニアリング株式会社、キーウェアソ
リューションズ株式会社、富士通ネットワークソリューションズ株式会社  他

進学就職へのサポート
志望校・志望企業の相談はもとより、学生のサ
ポートには全教員が当たります。また、年に数
回、卒業生を招いて、学科独自の就職研究
（OB・OG座談会）も実施しています。

卒業生の声

OB・OG座談会の様子

情報工学科 5年 　片山 朝陽
神奈川県相模原市立相原中学校 出身

情報工学実験3・4、情報工学実験5・6 ３・４年

情報工学実験1・2 2年

プログラミングだけでなく情報工学の基礎を学びます。普段ゲームをして
いるコンピュータがどのように作られているか、社会ではコンピュータは
どのように利用されているのかを学んでいきます。

情報工学導入教育 1年

卒業研究、学科プロジェクト 5年

情報工学概論（PCの組み立て演習）

2年生から本格的な実験が始まります。手を動かして組み立てたLEGO
ロボットをプログラムで動かす実験では、楽しみながら「ものづくり」を
勉強していきます。

情報工学実験1（組込みシステムプログラミング）の様子

この実験では画像処理、数値計算、UNIX、ネットワーク、信号処理等の
プログラミングを学習します。テーマは教員それぞれが自分の専門性を
生かして設定しています。高度な情報処理を体験できます。

情報工学実験3（論理回路作成）の様子 情報工学実験5（ネットワーク構築）の様子

卒業研究は 5年間の集大成です。情報工学の各分野の専門家である教
員が学生の興味を引き出して研究を行います。がんばった研究は国内
の学協会や国際会議で発表されることもあります。

様々なコンテストへチャレンジするために
切磋琢磨する学科プロジェクト

卒業研究（制御情報研究室）

5年OS概論2年情報工学実験（LEGO）3年線形代数II2年情報工学実験（電子回路）

クラスタ型並列計算機ハードウエア実験室：測定機器PC演習室(2) 安全を配慮した作業環境を持つ実験室PC演習室(1) 60台の充実したPC環境

好きなことが、
自信に変わる学科

15 16



サレジオ高専 公式サイト内学科紹介ページ（ https://www.salesio-sp.ac.jp/main/departments/ac.html    )より



専攻科課程
ディプロマ・ポリシー

専攻科課程では、教育目的を実現するために以下のような力や気質を身に付け、所定の期
間在学し、所定の単位を修得した学生に対して修了を認定します。

A．基礎力 ： 自身の専門について、常に基礎に還り、新知識を創り出す能力を養う
B．専門力 ： より高度な専門領域について、講義，演習，実験や研究を通して知識の
みならず、学ぶ力を養うことにより、創造的研究開発能力を得る

C．コミュニケーション力 ： 発表の場（学内発表、学会発表）において、論文作成、研
究発表（情報発信）、質疑応答を行い、真の意味でのコミュニケーション力を養う

D．人間性 ： 学問を通して人間性を養い、良き技術者となる
E．国際性 ： 国際的な視野を持って研究を行い（文献調査や国際会議参加など）、自身
の研究の位置づけを理解するとともにエンジニアとしての国際性を身につける

専攻科課程
アドミッションポリシー

専攻科課程では、ディプロマ・ポリシーに示される「基礎力」、
「専門力」、「コミュニケーション力」、「人間性」、「国際性」を備え
た技術者を育成するために、以下のような人を受け入れます。

1.本校専攻科課程に入学するまでの学修において、確か
な基礎学力及び主体的に学ぶ態度を身につけた人
2.物事を論理的に考え、それらを文章や言葉で表現でき
る人
3.技術者として社会に貢献したい人
4.基本的なコミュニケーション力を身に付けている人



エネルギー多消費社会の現代，再生可能でクリーンなエネルギーの有効利用が
望まれています。３Ｅ（経済，環境，エネルギー）のトリレンマという言葉があるよ
うに、これらを成立させることの出来るエネルギー供給システムが今後必要とな
ります。本研究室では「海洋再生可能エネルギー」を中心に風力、波力、潮力等
の自然エネルギーを利用した発電方法について研究を行っております。

エネルギー変換研究室 指導教員：山下 健一郎 http://www.salesio-sp.ac.jp/department/lab/yamasita/

本研究室では主に、熱を電気に直接変換できる熱電材料を扱っています。実用
例としては、惑星探査機の電源として搭載されているラジオアイソトープ熱電発
電器などがありますが、発電所や工場から出る廃熱の有効利用としても期待が高
まっています。高温大気中で使用できる熱電材料として、鉄、マンガン、マグネシ
ウムなどのケイ化物に着目し、製造コスト削減や特性向上に関する研究を行って
います。

機能材料研究室 指導教員：加藤 雅彦

本研究室では、電磁波エネルギーの制御に関する研究を行っています。具体的に
は①RFスイッチなどの電磁波のエネルギーを制御する半導体を用いた回路技術
に関する研究。②透明マント実現のヒントとなるメタマテリアル技術を用いた電
磁波と物質の相互作用に関する研究。③ワイヤレス給電技術の高性能化に関す
る研究を行っています。京都大学や電気通信大学と共同研究を実施しています。

電磁波制御研究室

他2研究室

指導教員：水谷 浩

・生体情報計測研究室　 ・地球探査研究室（泉 吉紀）　

ディジタル信号処理は、近年のエレクトロニクスの発達により情報・通信、計測・
制御、医療など様々な分野で必要不可欠な技術となっています。そこで、本研究
室では信号処理の基礎的な技術であるディジタルフィルタの設計法や、信号処理
を用いた高速高精度な計測を行うための技術開発に関する研究を行っています。

計測信号処理研究室

他1研究室

指導教員：宮田 統馬

・数理モデル研究室（島川 陽一）

本研究室では、パワーエレクトロニクスの応用を主軸として取り組んでいます。
「無いモノは作る！」をモットーにモノづくりを基礎として学年隔たりなく研究活
動を行っています。1年間を通じて全学生が学会等で研究発表を行い、多くの学
生が表彰・受賞を受けています。産学連携・学学連携も盛んであり、産業界の研
究テーマを学生の研究テーマに取り込んでいます。
《研究テーマ例》 ①電磁誘導（IH調理器，熱処理装置，非接触給電等）②太陽光
発電システム（蓄電、表面防汚等）

産業応用研究室 指導教員：米盛 弘信 http://www.salesio-sp.ac.jp/department/lab/yonemori/

本研究室では、測位技術と通信技術を中心として、その複合を目指した研究を進
めています。例えば、GPSを用いた自律走行に関する研究や、センサネットワーク
技術を利用して富山湾の水温変化や海流調査などの海洋観測実験を行っていま
す。また、近年増加している熱中症への対策や、スポーツにおける動作解析など
も研究を始めています。

情報通信工学研究室

他2研究室

指導教員：吉田 将司

 ・複合材料構造研究室（坂口 雅人）・情報コミュニケーション研究室（三輪 賢一郎）

富山湾の水温観測とGPS自律制御車の研究

10kw風力発電装置

X線回折による結晶構造解析 ディジタルフィルタの設計プログラム

ワイヤレス給電実験の様子

画像はRGB3次元の情報をもつ画素の配列にしかすぎませんが、私たちはそこに
映っているのは誰か、どんなシーンかを即座に知ることができます。しかしながら、
それがコンピュータには難しい作業です。本研究室では、RGB情報がもつ色に着
目し、1枚、もしくは、条件の異なる複数枚の画像からシーン中の被写体の色やシー
ン全体の照明環境を推定する研究を中心に、人間がモノを見る際の知覚特性に基
づいて画像を人間が見やすいように加工する手法の研究も行う予定です。

画像情報解析研究室 指導教員：川村 春美

近年、環境問題やエネルギー問題、資源問題が如実に顕在化しています。このよ
うな背景の下、環境負荷の低減、省エネルギーおよび希少金属の代替などに資
する新規材料の開発に大きな期待が寄せられています。本研究室では、電気・磁
気・光・熱エネルギーを相互に変換するとともに、省エネルギーにも役立つ新し
い無機、もしくは有機・無機ハイブリッド材料などの合成と評価を行います。

電子セラミック研究室 指導教員：黒木 雄一郎

蛍光体発光の様子

誘導加熱によるSUSとAlの加熱

自作の太陽光発電システム

数理科学研究室では、生物内に存在する細胞組織の形態形成やひまわりなどの
植物で観察される美しい螺旋模様などのパターン形成といった実際の現象をタ
ーゲットとして、それらの現象を表現するための数理モデルを構築し、どのような
メカニズムでターゲットにしている現象が起こり得るかどうかを数値計算や数学
解析によって明らかにする研究に取り組みます。さらに、多くのパラメータに依存
する解の振る舞いを網羅的に調べるために、大規模な並列計算を効率的に行う
ためのアルゴリズム開発を行います。

数理科学研究室 指導教員：須志田 隆道

数値計算に用いる計算機群

専攻科は、高専本科5年間の準学士課程を修了した後に、進学し、2年間で学士を得る学士課程です。本科で学んだ基本的な勉強を
ベースとして、先端技術に対応できる技術的能力と創造的研究開発能力を備えた、国際性豊かなエンジニアの育成を目指しています。

専攻科修了後は、就職はもとより、より勉強したい学生や研究を続けたい学生は「大学院」へ進学しています。

サレジオ高専の専攻科は、本科（準学士課程）の電気工学科、機械電子工学科、情報工学科の3学科から学士課程（生産システ
ム専攻）を形成しています。準学士課程で最も得意とする専門分野を修得し、学士課程である本学専攻科に入学すると本科の知識を深め
るとともに、異なる学科の学問分野をも理解し、幅広い学問を学ぶことができるため、複合領域の学力を身につけることができます。また、
学生の多様なニーズに配慮して、他の大学や高等専門学校等で開設されている授業科目を履修できる「単位互換制度」を実施して
います。

サレジオ高専専攻科はJABEE認定校です。
本校専攻科は平成13年4月に発足し、多くの優秀なエンジニアを輩出しています。平成26年度の修了生からは日本技術者教育認定
機構（JABEE）の認定を受け※、他のワシントン協定に加盟している国々のプログラム修了生と同等の技術者教育を受けたものとして、
国際的に認められるようになりました。 ※正式名称は「サレジオ工業高等専門学校 生産システム工学プログラム」です。

本校専攻科は平成26年の「特例適用専攻科」に認定されました。
本専攻科（生産システム専攻）は平成26年の「特例適用専攻科」の認定を受け平成27年度の修了生からは、「独立行政法人 大学評
価・学位授与機構」の実施する「試験」を受けることなく、「学士」の学位が授与されることになりました。

専攻科入学後は、複合領域の講義や実験実習等の他に「特別研究」を実施します。1年生から研究室に所属され、2年間を
通じて様々な「生産システム工学」といった「ものづくり」の体系をじっくり研究し、その成果を国際学会や国内の種々の学会で発表す
ることになります。

少数主義の＋2年間、しっかり学習、じっくり研究

●電気工学系　研究室紹介 （一部紹介） ●情報工学系　研究室紹介（一部紹介）

●機械電子工学系　研究室紹介（一部紹介）



4月 ： 入学式（1年生）、始業式（2年生）

5月～7月 ： 通常授業・研究活動

8月､9月 ：研究・学会活動

10月 ： 中間発表

11月 ： パネル発表（育英祭）

12月 ： 冬期休暇

1月 ： 特別研究論文提出

2月 ： 特別研究発表会、フィリピン交流研修※

3月 ： 終業式（1年生）、修了式（2年生）、春期休暇

※一部の学生が対象

一貫教育による更なる成長

私が専攻科に進学した理由は、本科で行ってきた研究を継続して
取り組めることや、自身の専門分野をさらに広く、深く学びながら、
高いレベルの研究に携わることができると思ったからです。学会発
表の機会も多く、実際、専攻科1年生では海外で開催される学会
（国際会議）にも参加し、Best Presentation Awardを受賞す
ることができました。専攻科は本科の時よりも自由な時間が増え
るため、仲間たちとのプライベートな時間を多く持つことができ、
本科とは異なった楽しみも増えました。また、学校行事や課外活動
にも積極的に参加することができます。自分の好きなことに没頭し
たい方には、専攻科進学を強くおすすめします。専攻科への進学を
迷っている方は是非一度お話を聞きに来てください！！

学生の声 修了生の声

専攻科 　坂本　大空
サレジオ高専 電気工学科 出身　

専攻科での研究テーマ

専攻科の強みは、本科5年間の学習を基礎として、深く幅広く学ぶことができる“一貫
教育”です。電気・機械電子・情報の三分野が関係する横断的な講義と本科5年次より
3年間継続して行う研究活動により、視野を広げつつ専門をとことん深めることができ
ます。私はこの専攻科において、各学科の先生方による分野を超えた講義を通して学
際的な思考力を培うことができました。また、研究活動では先生方に協力して頂きな
がら査読付き論文を執筆し、学会誌に掲載することができました。これらの経験は、大
学院進学後も強力な武器となっています。修士課程の研究では、本科で学んだ機械電
子工学だけでなく、電気や情報の知識を必要とする交流電動機のドライブ制御にチャ
レンジしました。このような研究を遂行できたのは、高専の3年間に渡る研究と、それを
力強くサポートする横断的なカリキュラムで得られる知識と応用力のおかげです。今後
の技術者人生においても、専攻科で得たことを生かして活躍できると確信しています。

・IHI運搬機械株式会社
・工学院大学大学院  工学研究科　
  電気・電子工学専攻
小山　輝さん 2017年度専攻科修了

専攻科のイベント  

九州工業大学大学院、筑波大学大学院、長岡技術科学大学大学院、工学院大学大学院、芝浦工業大学大学院、情報セキュリティ大学院大学、
電気通信大学大学院、東京電機大学大学院、法政大学大学院、山梨大学大学院、早稲田大学大学院、横浜国立大学大学院、慶應義塾大学
大学院、北陸先端科学技術大学院大学　等

おもな進学先 ※1

アイフォーコム東京（株）、旭化成（株）、（株）アルプス技研、アルプス電気（株）、池上通信機（株）、（株）ＮＴＴ－ＭＥ、（株）ＮＴＴファシリティーズ、オ
リックス・ファシリティーズ（株）、キユーピー（株）、京セラコミュニケーションシステム（株）、（株）小松製作所、シーケーエンジニアリング（株）、（株）
造研、（株）ソルクシーズ、（株）タカインフォテクノ、（株）タマディック、茅ヶ崎市役所、（株）テックスイージー、東芝システムテクノロジー（株）、東芝
プラントシステム（株）、トシマ計装工業（株）、長野計器（株）、（株）日立国際電気、（株）舞浜リゾートライン、（株）明電舎、メタウォーター（株）、ロ
シュ・ダイアグノスティックス（株）、（株）ユニテック、リオンサービスセンター（株）、日本海洋掘削（株）、日野自動車（株）、（株）アルファシステムズ、
（株）リーブルテック、（株）ISLWARE、GHAdvancers（株）、（株）MAISON MARC、（株）日産オートモーティブテクノロジー・(株)エイチ・エス・
ジェイ、日東電工(株)、(株)関電工、東芝三菱電機産業システム(株)、東京電力ホールディングス(株)、(株)アイ・エヌ・シー・エンジニアリング　等
※2　就職は大学卒業採用枠、高専専攻科卒業採用枠で受験ができます。また、本科学生と同様にキャリアセンターのサポートを受けることができます。

※1　専攻科を修了すると「学士」の学位を取得して、大学院へ進学することができます。修了生の８割が国立大学、私立大学の大学院へ進学しています。

おもな就職先 ※2

専攻科修了後の進路

【国内学会発表】
電気学会、電気設備学会，電子情報通信学会、情報処理学会、日本工学教
育協会、日本AEM学会、日本熱電学会、日本感性工学会、日本音響学会、
バイオメディカル・ファジィ・システム学会、日本セラミック協会、地理情報
システム学会　等
【国際会議】
ICEMS 2021, ICEMS 2019, IEOM 2019, ICEMS 2018, IEOM 2018, 
ISEM 2017, IEEM 2016等 
【受賞歴】
IEOM 2021：「BEST PRESENTATIOM AWARD （2件）」
IEOM 2019：「Poster Competition Award」
ICEMS 2018：「BEST PAPER AWARD」
情報処理学会FIT2017 : 「FIT奨励賞」
ICEMS 2015：「BEST PAPER AWARD」
JSEE：「研究講演会発表賞」
電気学会全国大会：「優秀論文発表賞」
電気学会産業応用部門大会：「YPC優秀発表賞」
日本カイロプラクティック徒手医学会：「優秀論文賞」
日本感性工学会大会：「優秀発表賞」
日本熱電学会：「講演奨励賞」
電気設備学会：「論文奨励賞」「学術奨励賞」「全国大会発表奨励賞」
電気設備学会学生研究発表会：「優秀賞」「準優秀賞」
大学コンソーシアム八王子学生発表会：「優秀賞」「準優秀賞」「特別賞」　等

直列接続方式ウィンドファームのための
多端子ループ式HVDC送電システムの
定常特性解析
Steady-State Characteristics of a Loop-Type 
Multi-Terminal HVDC Transmission System for 
Series-Connected Wind Power Plants

年間スケジュール
学会での発表
専攻科の学生は国際会議や国内の学会で様々な研究発表をしております。



サレジオ高専 公式サイト（ https://www.salesio-sp.ac.jp/main/education/diploma_policy.html ）で下記情報公開中



サレジオ高専 公式サイト（ https://www.salesio-sp.ac.jp/main/education/curriculum_policy.html ）で下記情報公開中



サレジオ高専 公式サイト（ https://www.salesio-sp.ac.jp/main/education/admission_policy.html ）で下記情報公開中



（2）専任教員数



サレジオ工業高等専門学校
情報公開

2022年05月01日現在

■ 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）

8.43人

■ 専任教員数と非常勤教員数の比率

52対43

■ 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 18 16 9 4 0 48
女 0 1 2 0 1 0 4

合計 1 19 18 9 5 0 52

本科 全体 89.1%
デザイン学科 88.9%
電気工学科 65.7%

機械電子工学科 108.8%
情報工学科 92.8%

専攻科 107.1%

職名 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～ 合計
校長 1 1
教授 2 16 1 19
准教授 1 13 4 18
講師 7 1 1 9
助教 5 5
助手 0
合計 0 13 16 22 1 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4年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2022(令和4)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4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		49(23)		36(24)		48(29)		32(17)		35(22)		200(115)														200

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		21(0)		21(2)		41(1)		25(0)		40(2)		148(5)														148

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		50(6)		41(2)		60(3)		49(8)		45(5)		245(24)														245

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		54(5)		40(2)		42(5)		37(3)		36(2)		209(17)														208

				計 ケイ		180		174(34)		138(30)		191(38)		143(28)		156(31)		802(161)														802

				専攻科 センコウ カ		28		10(0)		20(0)								30(0)														30



		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4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4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		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

		令和4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4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4年度(2022) レイワ ネンド		180		283(50)		1.57		144(31)		0.95																				令和4年度(2022) レイワ ネンド		283		171

				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4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		18		16		9		4		0		48

				女 オンナ		0		1		2		0		1		0		4

				合計 ゴウケイ		1		19		18		9		5		0		52

		令和4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		19

				准教授 ジュン キョウジュ				2		11		6				18

				講師 コウシ				6		3		1		1		9

				助教 ジョ キョウ		2		2								5

				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		802

		令和4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		43

		令和4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)  :   8.44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		95		8.44

		令和4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

		令和4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%																								0.891

						デザイン学科 ガッカ		84.0%																								0.889

						電気工学科 デンキ コウガッカ		71.1%																								0.6577777778

						機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		105.3%																								1.0888888889

						情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		95.5%																								0.9244444444

				専攻科 センコウ カ				125.0%																								1.0714285714

		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4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				0名 メイ

		令和4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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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4年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2022(令和4)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4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		49(23)		36(24)		48(29)		32(17)		35(22)		200(115)														200

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		21(0)		21(2)		41(1)		25(0)		40(2)		148(5)														148

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		50(6)		41(2)		60(3)		49(8)		45(5)		245(24)														245

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		54(5)		40(2)		42(5)		37(3)		36(2)		209(17)														209

				計 ケイ		180		174(34)		138(30)		191(38)		143(28)		156(31)		802(161)														802

				専攻科 センコウ カ		28		10(0)		20(0)								30(0)														30



		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4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4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		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

		令和4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4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4年度(2022) レイワ ネンド		180		283(50)		1.57		144(31)		0.95																				令和4年度(2022) レイワ ネンド		283		171

				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4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		18		16		9		4		0		48

				女 オンナ		0		1		2		0		1		0		4

				合計 ゴウケイ		1		19		18		9		5		0		52

		令和4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		19

				准教授 ジュン キョウジュ				2		11		6				18

				講師 コウシ				6		3		1		1		9

				助教 ジョ キョウ		2		2								5

				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		802

		令和4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		43

		令和4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)  :   8.44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		95		8.44

		令和4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

		令和4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		89.1%																								0.891

						デザイン学科 ガッカ		88.9%																								0.889

						電気工学科 デンキ コウガッカ		65.7%																								0.6577777778

						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		92.8%																								0.9288888889

				専攻科 センコウ カ				107.1%																								1.0714285714

		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4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				0名 メイ

		令和4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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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4年度 

		学事統計資料 ガクジ トウケイ シリョウ

		2022(令和4)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4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		49(23)		36(24)		48(29)		32(17)		35(22)		200(115)														200

				電気工学科 デンキ コウガッカ		45		21(0)		21(2)		41(1)		25(0)		40(2)		148(5)														148

				機械電子工学科 キカイ デンシ コウガッカ		45		50(6)		41(2)		60(3)		49(8)		45(5)		245(24)														245

				情報工学科 ジョウホウ コウガッカ		45		54(5)		40(2)		42(5)		37(3)		36(2)		209(17)														209

				計 ケイ		180		174(34)		138(30)		191(38)		143(28)		156(31)		802(161)														802

				専攻科 センコウ カ		28		10(0)		20(0)								30(0)														30



		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4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4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		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

		令和4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4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4年度(2022) レイワ ネンド		180		283(50)		1.57		144(31)		0.95																				令和4年度(2022) レイワ ネンド		283		171

				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4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		18		16		9		4		0		48

				女 オンナ		0		1		2		0		1		0		4

				合計 ゴウケイ		1		19		18		9		5		0		52

		令和4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						2		16		1		19

				准教授 ジュン キョウジュ				1		13		4				18

				講師 コウシ				7		1		1				9

				助教 ジョ キョウ				5								5

				助手 ジョシュ												0

				合計 ゴウケイ		0		13		16		22		1		52																本科生数 ホンカセイ スウ		801

		令和4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		43

		令和4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)  :   8.43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		95		8.43

		令和4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

		令和4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		89.1%																								0.891

						デザイン学科 ガッカ		88.9%																								0.889

						電気工学科 デンキ コウガッカ		65.7%																								0.6577777778

						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		92.8%																								0.9288888889

				専攻科 センコウ カ				107.1%																								1.0714285714

		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4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				0名 メイ

		令和4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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（3）校地・校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境





















土地面積

サレジオ工業高等専門学校

自 有 地

校 地

校舎敷地 8,143

体育施設敷地 3,408

屋外運動場敷地 18,481

その他 11,114

校地の計（A） 41,146

そ の 他 の 土 地

寄宿舎敷地 2,103

その他の土地の計（B） 2,103

自 有 地 の 計（C）＝（A）+（B） 43,249

土 地 の 合 計 43,249

単位：㎡



建物面積及び図書館（室）

サレジオ工業高等専門学校

自 有

校 舎

一般校舎 13,894

その他 1,444

図書館 374

校舎の計（A） 15,712

附 属 施 設

講堂 390

体育施設（遊戯室） 2,810

付属施設の計（B） 3,200

そ の 他 の 建 物

合宿・研修施設 1,262

寄宿舎 1,123

その他 607

その他の建物の計（C） 2,992

自 有 の 計（D）＝（A）+（B）+（C） 21,904

建 物 の 合 計 21,904

単位：㎡



（4）授業料、入学料その他の大学が徴収する費用



学納金（2022年5月1日現在）

サレジオ工業高等専門学校

単位：円

本科 1年 2年 3年 4年 5年

授業料 500,000 600,000 700,000 960,000 960,000

実験実習費 48,000 48,000 48,000 60,000 60,000

施設設備費 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000

校費 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000

課外教育費 15,000 45,000 ― ― ―

・入 学 金 ： 300,000円
・入学検定料： 20,000円 ＋ 通信費 1,000円



（5）校舎等の耐震化率及び耐震化完了計画





（6）寄附行為、役員等名簿、役員報酬等基準
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学校法人育英学院寄附行為 
  学校法人認可   

昭和２６年２月２６日 

 
  第１章 総則 
 
（名 称） 
第１条  この法人は、学校法人育英学院と称する。 
 
（事務所） 
第２条  この法人は、事務所を東京都町田市小山ヶ丘四丁目６番８号に置く。 
 
  第２章 目的及び事業 
 
（目 的） 
第３条  この法人は、教育基本法及び学校教育法に従いつつ、カトリックの教育精神及び設立母体

であるカトリック・サレジオ修道会の創立者ヨハネ・ボスコの教育理念に基づく学校教育

を行い、社会に有為な人材を育成することを目的とする。 
 
（設置する学校） 
第４条  この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる学校を設置する。 
  一  サレジオ工業高等専門学校（電気工学科、機械電子工学科、情報工学科、デザイン学科） 
  二  サレジオ中学校 
  三  サレジオ小学校 
  四  目黒サレジオ幼稚園 
  五  足立サレジオ幼稚園 
  六  町田サレジオ幼稚園 
 
  第３章 役員及び理事会 
 
（役 員） 
第５条  この法人に、次の役員を置く。 
  一  理事   ６人以上８人以内 
  二  監事   ２人 
 ２   理事のうち１名を理事長とし、理事総数の過半数の議決により選任する。理事長の職を解

任するときも、同様とする。 
 ３   理事（理事長を除く。）のうち２人以内を常務理事とし、理事総数の過半数の議決により

選任する。常務理事の職を解任するときも、同様とする。 
 
（理事の選任） 
第６条  理事は次の各号に掲げる者とする。 
  一  育英学院の学院長 
  二  サレジオ工業高等専門学校の校長 
  三  サレジオ中学校の校長 
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  四  評議員のうちから評議員会において選任した者 ２人以上３人以内 
  五  前各号に規定する理事の過半数の議決により、本学校法人に対して功労のある者のうちよ

り選任した者 ２人以上３人以内 
 ２   前項第一号、第二号、第三号及び第四号の理事は、学院長、校長又は評議員の職を退いた

ときは、理事の職を失うものとする。 
 
（監事の選任） 
第７条  監事は、この法人の理事、職員（校長、教員その他の職員を含む。以下同じ。）、評議員

又は役員の配偶者若しくは三親等以内の親族以外の者であって理事会において選出した候

補者のうちから、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。 
 ２   前項の選任に当たっては、監事の独立性を確保し、かつ、利益相反を適切に防止すること

ができる者を選任するものとする。 
 
（役員の任期） 
第８条  役員（第６条第１項第一号、第二号及び第三号に掲げる理事を除く。以下この条において

同じ。）の任期は、３年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠役員の任期は、前任者

の残任期間とすることができる。 
 ２   役員は、再任されることができる。ただし、第６条第１項第一号、第二号及び第三号以外

の理事の任期は７５歳までを原則とする。 
 ３   役員は、任期満了の後でも、後任の役員が選任されるまでは、なお、その職務（理事長又

は常務理事にあっては、その職務を含む。）を行う。 
 
（役員の補充） 
第９条  理事又は監事のうち、その定数の５分の１をこえるものが欠けたときは、１月以内に補充

しなければならない。 
 
（役員の解任及び退任） 
第１０条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事総数の４分の３以上出席した理事会

において、理事総数の４分の３以上の議決及び評議員会の議決により、これを解任するこ

とができる。 
  一  法令の規定又はこの寄附行為に著しく違反したとき 
  二  心身の故障のため職務の執行に堪えないとき 
  三  職務上の義務に著しく違反したとき 
  四  役員たるにふさわしくない重大な非行があったとき 
 ２   役員は次の事由によって退任する。 
  一  任期の満了 
  二  辞任 
  三  死亡 
  四  私立学校法第３８条第８項第１号又は第２号に掲げる事由に該当するに至ったとき 
 
（理事長の職務） 
第１１条 理事長は、この法人を代表し、この法人の業務を総理する。 
 
（常務理事の職務） 
第１２条 常務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を処理する。 
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（理事の代表権の制限） 
第１３条 理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。 
 
（理事長の職務の代理等） 
第１４条 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名する他の

理事が、理事長の職務を代理し、又は理事長の職務を行う。 
 
（監事の職務） 
第１５条 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。 
  一  この法人の業務を監査すること 
  二  この法人の財産の状況を監査すること 
  三  この法人の理事の業務執行の状況を監査すること 
  四  この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、毎会計年度、監

査報告書を作成し、当該会計年度終了後２月以内に理事会及び評議員会に提出すること 
  五  第一号から第三号までの規定による監査の結果、この法人の業務若しくは財産又は理事の

業務執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを

発見したときは、これを文部科学大臣に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること 
六  前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して理事会及び評議員会の招集を請

求すること 
七  この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、理事会に出席して

意見を述べること 
 ２   前項第六号の請求があった日から５日以内に、その請求があった日から２週間以内の日を

理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合には、

その請求をした監事は、理事会又は評議員会を招集することができる。 
 ３   監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行

為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人

に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめさせること

を請求することができる。 
 
（理事会） 
第１６条 この法人に理事をもって組織する理事会を置く。 
 ２   理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務を監督する。 
 ３   理事会は、理事長が招集する。 
 ４   理事長は、理事総数の３分の２以上の理事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招

集を請求された場合には、その請求のあった日から７日以内に、これを招集しなければな

らない。 
 ５   理事会を招集するには、各理事に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべ

き事項を書面により通知しなければならない。 
 ６   前項の通知は、会議の７日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合は

この限りでない。 
 ７   理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。 
 ８   理事長が第４項の規定による招集をしない場合には、招集を請求した理事全員が連名で理

事会を招集することができる。 
 ９   前条第２項及び前項の規定に基づき理事会を招集した場合における理事会の議長は、出席

理事の互選によって定める。 
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 １０  理事会は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、理事総数の過半数の理事が

出席しなければ、会議を開き、議決することはできない。ただし、第１３項の規定による

除斥のため過半数に達しないときは、この限りではない。 
 １１  前項において、理事会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した

者は、出席者とみなす。 
 １２  理事会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席した理

事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 
 １３  理事会の議事について、特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。 
 
（業務の決定の委任） 
第１７条 法令及びこの寄附行為の規定により評議員会に付議しなければならない事項その他この法

人の業務に関する重要事項以外の決定であって、あらかじめ理事会において定めたものに

ついては、理事会において指名した理事に委任することができる。 
 
（議事録） 
第１８条 議長は、理事会の開催の場所及び日時並びに議決事項及びその他の事項について、議事録

を作成しなければならない。 
 ２   議事録には、議長及び出席した理事のうちから互選された理事２人以上が署名押印し、常

に事務所に備えて置かなければならない。 
 ３   利益相反取引に関する承認の決議については、理事それぞれの意思を議事録に記載しなけ

ればならない。 
 
 第４章 評議員会及び評議員 
 
（評議員会） 
第１９条 この法人に、評議員会を置く。 
 ２   評議員会は、１８人以上２０人以内の評議員をもって組織する。 
 ３   評議員会は、理事長が招集する。 
 ４   理事長は、評議員総数の３分の１以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員

会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から２０日以内に、これを招集しな

ければならない。 
 ５   評議員会を招集するには、各評議員に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議

すべき事項を、書面により通知しなければならない。 
 ６   前項の通知は、会議の７日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、

この限りではない。 
７   評議員会に議長を置き、議長は、評議員のうちから評議員会において選任する。 

 ８   評議員会は評議員総数の過半数の出席がなければ、その会議を開き、議決をすることがで

きない。ただし、第１２項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りで

はない。 
 ９   前項の場合において、評議員会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を

表示した者は、出席者とみなす。 
 １０  評議員会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段定めがある場合を除くほか、出席した評

議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 
 １１  議長は、評議員として議決に加わることができない。 
 １２  評議員会の議事について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。 
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（議事録） 
第２０条 第１８条第１項及び第２項の規定は、評議員会の議事録について準用する。この場合にお

いて、同条第２項中「理事のうちから互選された理事」とあるのは、「評議員のうちから

互選された評議員」と読み替えるものとする。 
 
（諮問事項） 
第２１条 次の各号に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ評議員会の意見を聴かな

ければならない。 
一  予算及び事業計画 
二  事業に関する中期的な計画 
三  借入金（当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。）及び基本財産の  

処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分 
四  役員に対する報酬等（報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退

職手当をいう。以下同じ。）の支給の基準 
五  予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄 
六  寄附行為の変更 
七  合併 
八  目的たる事業の成功の不能による解散 
九  寄附金品の募集に関する事項 
十  その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの 

 
（評議員会の意見具申等） 
第２２条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役

員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができ

る。 
 
（評議員の選任） 
第２３条 評議員は、次の各号に掲げる者とする。 
  一  サレジオ工業高等専門学校の校長 
  二  サレジオ小学校の校長 
  三  目黒サレジオ幼稚園の園長 
  四  足立サレジオ幼稚園の園長 
  五  町田サレジオ幼稚園の園長 
  六  この法人の教職員（この法人の設置する学校の教員その他の職員を含む。以下この条にお

いて同じ。）のうちから理事会において選任した者 ４人以上６人以内 
  七  この法人の設置する学校を卒業した者で年令２５年以上のもののうちから、理事会におい

て選任した者 ２人 
  八  理事のうちから、理事の互選によって選任した者 ２人 
  九  この法人の設置する学校の在学者の父母若しくは保護者のうちから、理事会において選任

した者 ２人 
  十  この法人に関係のある学識経験者で、前各号に規定する評議員の過半数の議決をもって選

任した者 ３人 
 ２   前項第一号から第六号、第八号及び第九号に規定する評議員は、サレジオ工業高等専門学

校長、サレジオ小学校長、目黒サレジオ幼稚園長、足立サレジオ幼稚園長、町田サレジオ

幼稚園長、この法人の教職員、理事又は父母若しくは保護者の地位を退いたときは評議員
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の職を失うものとする。 
 
（任 期） 
第２４条 評議員（前条第１項第一号、第二号、第三号、第四号及び第五号に規定する評議員を除く、

以下この条において同じ。）の任期は、３年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠評

議員の任期は、前任者の残任期間とすることができる。 
 ２   評議員は再任されることができる。 
 ３   評議員はその任期満了の後でも、後任者が選任されるまでは、なお、その職務を行う。 
 
（評議員の解任及び退任） 
第２５条 評議員が次の各号の一に該当するに至ったときは、評議員総数の３分の２以上の議決によ

り、これを解任することができる。 
  一  心身の故障のため職務の執行に堪えないとき 
  二  評議員たるにふさわしくない重大な非行があったとき 
 ２   評議員は次の事由によって退任する。 
  一  任期の満了 
  二  辞任 
  三  死亡 
 
  第５章 資産及び会計 
 
（資 産） 
第２６条 この法人の資産は、財産目録記載のとおりとする。 
 
（資産の区分） 
第２７条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産とする。 
 ２   基本財産は、この法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金とし、

財産目録中基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入された財産とする。 
 ３   運用財産は、この法人の設置する学校の経営に必要な財産とし、財産目録中運用財産の部

に記載する財産及び将来運用財産に編入された財産とする。 
 ４   寄附金品については、寄附者の指定がある場合には、その指定に従って基本財産、運用財

産に編入する。 
 
（基本財産の処分の制限） 
第２８条 基本財産は、これを処分してはならない。ただし、この法人の事業の遂行上やむを得ない

理由があるときは、理事会において理事総数の３分の２以上の議決を得て、その一部に限

り処分することができる。 
 
（積立金の保管） 
第２９条 基本財産及び運用財産中の積立金は、理事会の議決により確実な有価証券を購入し、又は

確実な信託銀行に信託し、又は確実な銀行に定期預金とし、若しくは定額郵便貯金として

理事長が保管する。 
 
（経費の支弁） 
第３０条 この法人の設置する学校の経営に要する費用は、基本財産並びに運用財産中の不動産及び
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積立金から生ずる果実、授業料収入、入学金収入、検定料収入その他の運用財産をもって

支弁する。 
 
（会 計） 
第３１条 この法人の会計は、学校法人会計基準により行う。 
  
（予算、事業計画及び事業に関する中期的な計画） 
第３２条 この法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会において

出席した理事の３分の２以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えよう

とするときも、同様とする。 
 ２   この法人の事業に関する中期的な計画は、５年以上７年以内において理事会で定める期間

ごとに、理事長が編成し、理事会において出席した理事の３分の２以上の議決を得なけれ

ばならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。 
 
（予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄） 
第３３条 予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようと

するときは、理事会において出席した理事の３分の２以上の議決がなければならない。借

入金（当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。）についても、同様

とする。 
 
（決算及び実績の報告） 
第３４条 この法人の決算は、毎会計年度終了後２月以内に作成し、監事の意見を求めるものとする。 
 ２   理事長は、毎会計年度終了後２月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その

意見を求めなければならない。 
 
（財産目録等の備付け及び閲覧） 
第３５条 この法人は、毎会計年度終了後２月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告

書及び役員等名簿（理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。）を作

成しなければならない。 
 ２   この法人は、前項の書類、監査報告書、役員に対する報酬等の支給の基準及び寄附行為を

各事務所に備えて置き、請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを

閲覧に供しなければならない。 
 ３   前項の規定にかかわらず、この法人は、役員等名簿について同項の請求があった場合には、

役員等名簿に記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除外して、同項の閲覧を

させることができる。 
 
（情報の公表） 
第３６条 この法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、インターネットの利用によ

り、当該各号に定める事項を公表しなければならない。 
  一  寄附行為若しくは寄附行為変更の認可を受けたとき、又は寄附行為変更の届出をしたとき 

寄附行為の内容 
  二  監査報告書を作成したとき 当該監査報告書の内容 
  三  財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿（個人の住所に係る記載

の部分を除く。）を作成したとき これらの書類の内容 
  四  役員に対する報酬等の支給の基準を定めたとき 当該報酬等の支給の基準 
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（役員の報酬） 
第３７条 役員に対して、別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給す

ることができる。 
 
（資産総額の変更登記） 
第３８条 この法人の資産総額の変更は、毎会計年度末の現在により、会計年度終了後３月以内に登

記しなければならない。 
 
（会計年度） 
第３９条 この法人の会計年度は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終るものとする。 
 
  第６章 解散及び合併 
 
（解 散） 
第４０条 この法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。 
  一  理事会における理事総数の３分の２以上の議決及び評議員会の議決 
  二  この法人の目的たる事業の成功の不能となった場合で、理事会における出席した理事の３

分の２以上の議決 
  三  合併 
  四  破産 
  五  文部科学大臣の解散命令 
 ２   前項第一号に掲げる事由による解散にあっては文部科学大臣の認可を、同項第二号に掲げ

る事由による解散にあっては文部科学大臣の認定を受けなければならない。 
 
（残余財産の帰属者） 
第４１条 この法人が解散した場合（合併又は破産によって解散した場合を除く。）における残余財

産は、カトリック・サレジオ修道会を母体とする学校法人又は教育の事業を行う公益社団

法人若しくは公益財団法人のうちから、理事会において出席した理事の３分の２以上の議

決により選定した者に帰属する。 
 
（合 併） 
第４２条 この法人が合併しようとするときは、理事会において理事総数の３分の２以上の議決を得

て文部科学大臣の認可を受けなければならない。 
 
  第７章 寄附行為の変更 
 
（寄附行為の変更） 
第４３条 この寄附行為を変更しようとするときは、理事会において出席した理事の３分の２以上の

議決を得て、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 
 ２   私立学校法施行規則に定める届出事項については、前項の規定にかかわらず、理事会にお

いて出席した理事の３分の２以上の議決を得て、文部科学大臣に届け出なければならない。 
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  第８章 補則 
 
（書類及び帳簿の備付） 
第４４条 この法人は、第３５条第２項の書類のほか、次の各号に掲げる書類及び帳簿を、常に各事

務所に備えて置かなければならない。 
  一  役員及び評議員の履歴書 
  二  収入及び支出に関する帳簿及び証憑書類 
  三  その他必要な書類及び帳簿 
 
（公告の方法） 
第４５条 この法人の公告は、育英学院の掲示場に掲示して行う。 
 
（施行細則） 
第４６条 この寄附行為の施行についての細則その他この法人及びこの法人の設置する学校の管理及

び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。 
 
（責任の免除） 
第４７条 役員が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、職

務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案

して特に必要と認める場合には、役員が賠償の責任を負う額から私立学校法において準用

する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づく最低責任限度額を控除し

て得た額を限度として理事会の議決によって免除することができる。 
 
（責任限定契約） 
第４８条 理事（理事長、常務理事、業務を執行したその他の理事又はこの法人の職員でないものに

限る。）または監事（以下この条において「非業務執行理事等」という。）が任務を怠っ

たことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、当該非業務執行理事

等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金１０万円以上であらかじめ

定めた額と私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規

定に基づく最低責任限度額といずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と

締結することができる。 
 
（附 則） 
附則 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。 
      理事長  ガストン・デユメ 
      理事   アルビノ・マルゲビチウス 
      理事   ヴィンセンツオ・チマッチ 
      理事   恵 美 漸 吉 
      理事   本 田 善一郎 
      監事   クロドヴェオ・タシナリ 
      監事   ウルデリコ・ロマニ 
 
附則 この寄附行為は、昭和２６年２月２６日から施行する。 
 
附則 この寄附行為は、東京都知事の認可の日（昭和３４年９月１０日）から施行する。 
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附則 この寄附行為は、東京都知事の認可の日（昭和３５年３月１２日）から施行する。 
 
附則 この寄附行為は、文部大臣の認可の日（昭和３７年１２月１５日）から施行する。 
 
附則 この寄附行為は、昭和３８年４月２６日から施行し、昭和３８年４月１日から適用する。 
 
附則 この寄附行為は、文部大臣の認可の日（昭和３８年１０月３日）から施行する。 
 
   この法人の合併当初の役員は次のとおりとする。 
      理事（理事長） ヨハン ダルクマン 
      理事   ヨハネ ペトラッコ 
      理事   ニコロ タッサン 
      理事   ヨゼフ フィグラ 
      理事   恵 美 漸 吉 
      理事   本 田 善一郎 
      理事   アルビナス マルゲビチウス 
      監事   クロドヴェオ タシナリ 
      監事   アルフォンソ クレヴァコーレ 
 
附則 この寄附行為は、文部大臣の認可の日（昭和４０年６月１９日）から施行する。 
 
附則 この寄附行為は、文部大臣の認可の日（昭和４２年３月１３日）から施行する。 
 
附則 この寄附行為は、文部大臣の認可の日（昭和４３年３月３０日）から施行する。 
 
附則 この寄附行為は、文部大臣の認可の日（昭和５０年１月３０日）から施行する。 
 
附則 この寄附行為は、文部大臣の認可の日（昭和５１年２月２８日）から施行する。 
 
附則 この寄附行為は、文部大臣の認可の日（昭和５８年４月１日）から施行する。 
 
附則 この寄附行為は、文部大臣の認可の日（平成元年１２月２２日）から施行する。 
 
附則 この寄附行為は、文部大臣の認可の日（平成２年３月２２日）から施行する。 
 
附則 この寄附行為は、文部大臣の認可の日（平成９年２月１２日）から施行する。 
 
附則 （育英工業高等専門学校のグラフィック工学科及び工業デザイン学科の存続に関する経過措置） 
   育英工業高等専門学校のグラフィック工学科 及び工業デザイン学科は、改正後の寄附行為

第４条１号の規定にかかわらず平成９年３月３１日に当該学科に在学する者が当該学科に在学

しなくなるまでの間、存続するものとする。 
 
附則 この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日（平成１７年４月１日）から施行する。 
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附則 平成１７年３月２８日理事会決議のこの寄附行為は平成１７年４月１日より施行する。 
附則 平成１９年５月２９日理事会決議のこの寄附行為は平成１９年７月１日から施行する。 

 
附則 （電子工学科の存続に関する経過措置） 
   電子工学科は、学則第７条の規定にかかわらず平成２０年３月３１日に当該学科に在学する者

が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。 
 
附則 平成２１年２月２３日理事会決議のこの寄附附行為は平成２１年４月１日から施行する。 
 
附則 （デザイン工学科の存続に関する経過措置） 
   デザイン工学科は、学則第７条の規定にかかわらず平成２１年３月３１日に当該学科に在学す

る者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。 
 
附則 この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日（平成２１年８月２５日）から施行する。 
 
附則 この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日（平成２８年７月１３日）から施行する。 
 
附則 この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日（平成３１年２月２１日）から施行する。 
 
附則 令和２年３月１６日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、令和２年４月１日から施行する。 
 



学校法人育英学院役員・評議員
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理事
（理事長）

並木 豊勝

理事

小島 知博
育英学院 学院長

サレジオ工業高等専門学校 校長

北川 純二 サレジオ小学校・中学校 校長

三島 心 目黒サレジオ幼稚園 園長

小島 勉 常務理事

木戸 能史 常務理事

米本 光男 外部理事

木村 彰男 外部理事

監事

前田 崇史

菅野 正一

2022年10月1日現在役員
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小島 知博 北川 純二

三島 心 野口 重光

松永 伸子 山野邉 基雄

横山 松生 北川 大介

高橋 孝 桂嶋 博明

河村 英和 並木 豊勝

米本 光男 富岡 貴子

田村 寛 濱口 秀昭

小島 勉 木戸 能史

2022年10月1日現在評議員

学校法人育英学院役員・評議員



学校法人育英学院役員報酬規程 

平成 ２年３月１３日制定 

平成 ５年５月２５日改正 

平成１８年６月２７日改正 

平成２１年４月２０日改正 

平成２３年６月２０日改正 

平成２４年４月 １日改正 

平成２５年４月 １日改正 

平成２６年４月 １日改正 

平成２９年６月２９日改正 

令和 ２年３月２６日改正 

 

（目的） 

第１条 この学校法人育英学院役員報酬規程（以下「本規程」という）は本学院の理事会及び監事で構成する役員

に対し、適正な報酬を支給することを目的とする。 

 

（理事⾧の報酬） 

第２条 理事⾧の報酬は月額１５０，０００円を支給する。 

 

（常務理事の報酬） 

第３条 常勤する理事の報酬は次のとおりとする。 

任  期 本俸支給月額 

第１期役員就任 ２００，０００円 

第２期役員就任以降 ２３０，０００円 

  ２ 通勤手当は育英学院教職員給与規程第１６条にもとづいて支給する。 

  ３ 期末手当は６月期に本俸の１ヶ月、１２月期に本俸の２ヶ月を支給する。 

 

（教職員給与を支給されている理事の報酬） 

第４条 現に本学院の設置する学校（幼稚園）の業務に就き、教職員給与を支給されている者の理事の報酬につい

ては、支給しない。ただし、理事⾧が別途定めることがある。この場合は、理事会に報告する。 

 

（非常勤理事の報酬） 

第５条 非常勤理事の報酬は月額５０，０００円を支給する。ただし、理事⾧が別途定めることがある。この場合

は、理事会に報告する。 

 

（監事の報酬） 

第６条 監事の報酬は月額５０，０００円を支給する。 

  ２ 出張旅費は原則支給しない。ただし遠方の場合は、常任理事会の判断により支給する場合がある。 

 

（役員退職金） 

第７条 役員退職金は支給しない。 

 

（規程の改正） 

第８条 本規程の改正は理事会の承認を得なければならない。 



 

附則 

第９条 本規程は令和２年４月１日から施行する。 


	

