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（1）教員組織、各教員が有する学位及び業績
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2022年度 組織図

育英学院 理事会 法人本部

評議員会

MSC

(MSC)
校長直轄

(MSC)

校長補佐

専攻科　　　　　教務担当
一般教育科　　　教務担当

AMC,EMC デザイン学科　　教務担当
教務主事 教務部会 電気工学科　　　教務担当

機械電子工学科　教務担当
教務係 情報工学科　　　教務担当

AMC,EMC プレテック　　　学生担当
学生主事 学生部会 デザイン学科　　学生担当

電気工学科　　　学生担当
学生係 機械電子工学科　学生担当

情報工学科　　　学生担当

　 基礎教育センター長　 基礎教育委員会　

　 キャリアセンター長　 キャリア委員会　

メディア委員会　

応用技術委員会　

地域交流委員会　

国際交流委員会  

学生支援委員会　

EMC 委員長　 寮務委員会
寮務主事 寮務部会

寮務員
EMC
専攻科長 研究委員

AMC.TPC AMC,EMC,MSC
　校長 副校長

プレテック主事 プレテック１年主任
プレテック２年主任
学生担当

EMC
デザイン学科長

デザコン AD　リーダー 副リーダー
EMC ロボコン EE　リーダー 副リーダー

学科長 電気工学科長 ロボコン ME  リーダー 副リーダー
プロコン CS　リーダー 副リーダー

EMC プレコン GE　リーダー 副リーダー
機械電子工学科長

EMC
情報工学科長

EMC

OMC 学生係    　　　　　　
教務学生課長 課長補佐

OMC
入試募集課長 課長補佐

工房          工房長 　　　　工房担当
OMC
総務施設課長 課長補佐 総務・施設係　　　　　　　　

OMC,AMC,MSC
事務部

　
OMC
会計課長 課長補佐

OMC
人事給与課長 課長補佐

寮務部会支援
OMC
教育支援課長 課長補佐 総合メディアセンター　

キャリアセンター 進路係　

OMC
企画広報課長 課長補佐

父母会支援　教務学生課
協力組織支援　

同窓会事務局　事務長　　　　　事務局

　■安全衛生委員会　　委員長　　　　　　　　安全衛生委員

教育支援係

広報担当

 毒物・劇物取扱担当者

多摩境寮生の支援担当

会計・経理担当

人事給与担当　 

受付係　　　　　　　　　　　　 
事務長

入試募集係　

教務係　　　　

養護係　　　　　　　　カウンセラー　

プレテック

　　準学士課程

学生プロジェクト指導

一般教育科　文系科長、理系科長　

研究委員会 研究統括長

副校長（研究担当）

EMC
プレテック主事補　　　

　 地域交流センター長　

　 国際交流センター長　

　 学生支援センター長

寮長　　
寮監　　

学生主事補　
副校長（学生支援担当）

専攻科　　　    学生担当

　 総合メディアセンター長　

 　応用技術センター長　

AMC
チャプレン 司牧委員長　 　　　　　　　　　　　　　司牧委員会

教務主事補
副校長（教育担当）

企画広報課長 　企画広報委員

ＩＵＳＣｏ．
（サレジオ高等教育機構担当）

入試募集本部長　　

入試募集課長 職員チーム

未来戦略総合本部長　 　　　　未来戦略総合本部員

募集統括長 教員チーム

法人課長  －　法人係長
　　

　　　　　２０２２年度運営組織図

学院長 法人参与　
理事長　



サレジオ高専 研究ポータルサイト（ https://www.kenkyu.salesio-special.com/ ）で下記情報公開中



（2）入学者数、収容定員、在学者数、卒業（修了）者数、進学者数、就職者数



サレジオ工業高等専門学校
情報公開

2022年05月01日現在

■ 定員及び現員

■ 出身中学校地域別学生数

■ 外国人学生数

■ 奨学生数

出身地

留学生 外国人学生 留学生 外国人学生 留学生 外国人学生 留学生 外国人学生 留学生 外国人学生 留学生 外国人学生

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年

奨学金名 第1学年 第2学年 第3学年 第4学年 第5学年 計
日本学生支援機構※ 0 0 4 5 21 30
東京都育英資金 0 1 4 3 8 16
埼玉県奨学金 0 0 1 0 0 1

相模原市奨学金 0 0 3 0 0 3
その他 0 0 0 0 1 1

合計 0 1 12 8 30 51
※貸与奨学生・給付奨学生の合計

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

ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 45 49(23) 36(24) 48(29) 32(17) 35(22) 200(115)
電気工学科 45 21(0) 21(2) 41(1) 25(0) 40(2) 148(5)

機械電子工学科 45 50(6) 41(2) 60(3) 49(8) 45(5) 245(24)
情報工学科 45 54(5) 40(2) 42(5) 36(3) 36(2) 208(17)

計 180 174(34) 138(30) 191(38) 142(28) 156(31) 801(161)
専攻科 28 10(0) 20(0) 30(0)

( 内女子 ）
出身地 第1学年 第2学年 第3学年 第4学年 第5学年 計
東京 92（20） 84（19） 105（20） 65（15） 89（21） 435(95）

神奈川 67（11） 37（8） 78（16） 64（11） 53（8） 299（54）
埼玉 6（0） 3（0） 3（1） 5（0） 3（0） 20（1）
千葉 7（2） 5（2） 2（0） 3（0） 5（1） 22（5）

その他 2（1） 9（1） 3（1） 5（2） 6（1） 25（6）
計 174（34） 138（30） 191（38） 142（28） 156（31） 801（161）


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								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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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		0		4		5		21		30

				東京都育英資金 トウキョウト イクエイ シキン		0		1		4		3		8		16

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

				相模原市奨学金 サガミハラ シ ショウガクキン		0		0		3		0		0		3

				その他 タ		0		0		0		0		1		1



				合計 ゴウケイ		0		1		12		8		30		51

				※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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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)		36(3)		36(2)		208(17)														209

				計 ケイ		180		174(34)		138(30)		191(38)		142(28)		156(31)		801(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		92（20）		84（19）		105（20）		65（15）		89（21）		435(95）

				神奈川 カナガワ		67（11）		37（8）		78（16）		64（11）		53（8）		299（54）

				埼玉 サイタマ		6（0）		3（0）		3（1）		5（0）		3（0）		20（1）

				千葉 チバ		7（2）		5（2）		2（0）		3（0）		5（1）		22（5）

				その他 タ		2（1）		9（1）		3（1）		5（2）		6（1）		25（6）

				計 ケイ		174（34）		138（30）		191（38）		142（28）		156（31）		801（161）



		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		0		4		5		21		30

				東京都育英資金 トウキョウト イクエイ シキン		0		1		4		3		8		16

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

				相模原市奨学金 サガミハラ シ ショウガクキン		0		0		3		0		0		3

				その他 タ		0		0		0		0		1		1



				合計 ゴウケイ		0		1		12		8		30		51

				※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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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)		36(3)		36(2)		208(17)														209

				計 ケイ		180		174(34)		138(30)		191(38)		142(28)		156(31)		801(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		92（20）		84（19）		105（20）		65（15）		89（21）		435(95）

				神奈川 カナガワ		67（11）		37（8）		78（16）		64（11）		53（8）		299（54）

				埼玉 サイタマ		6（0）		3（0）		3（1）		5（0）		3（0）		20（1）

				千葉 チバ		7（2）		5（2）		2（0）		3（0）		5（1）		22（5）

				その他 タ		2（1）		9（1）		3（1）		5（2）		6（1）		25（6）

				計 ケイ		174（34）		138（30）		191（38）		142（28）		156（31）		801（161）



		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		0		4		5		21		30

				東京都育英資金 トウキョウト イクエイ シキン		0		1		4		3		8		16

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

				相模原市奨学金 サガミハラ シ ショウガクキン		0		0		3		0		0		3

				その他 タ		0		0		0		0		1		1



				合計 ゴウケイ		0		1		12		8		30		51

				※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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■ 入学定員及び志願者数推移

年度 入学定員 志願者数(内女子) 倍率 入学者(内女子) 定員充足率
令和4年度(2022) 180 283(50) 1.57 171(33) 0.95
令和3年度(2021) 180 227(41) 1.26 144(31) 0.80
令和2年度(2020) 180 342(57) 1.90 194(37) 1.08
令和元年度(2019) 180 266(53) 1.48 157(38) 0.87
平成30年度(2018) 180 330(57) 1.83 199(35) 1.11
平成29年度(2017) 180 330(41) 1.83 180(26) 1.00
平成28年度(2016) 180 302(43) 1.68 196(29) 1.09
平成27年度(2015) 180 307(50) 1.71 201(30) 1.12
平成26年度(2014) 180 353(68) 1.96 196(38) 1.09
平成25年度(2013) 180 288(41) 1.60 180(25) 1.00
平成24年度(2012) 180 354(50) 1.97 200(31) 1.11
平成23年度(2011) 180 314(50) 1.74 170(28) 0.94
平成22年度(2010) 180 207(33) 1.15 130(20) 0.72
平成21年度(2009) 180 245(48) 1.36 159(35) 0.88
平成20年度(2008) 180 254(26) 1.41 172(23) 0.96
平成19年度(2007) 180 251(34) 1.39 179(26) 0.99
平成18年度(2006) 180 201(24) 1.12 163(22) 0.91
平成17年度(2005) 180 242(31) 1.34 173(21) 0.96
平成16年度(2004) 180 221(27) 1.23 172(20) 0.96
平成15年度(2003) 180 223(33) 1.24 157(24) 0.87
平成14年度(2002) 180 214(36) 1.19 141(26) 0.78
平成13年度(2001) 180 241(28) 1.34 186(20) 1.03
平成12年度(2000) 225 212(31) 0.94 152(26) 0.68
平成11年度(1999) 225 325(39) 1.44 244(34) 1.08
平成10年度(1998) 225 293(40) 1.30 242(33) 1.08
平成9年度(1997) 225 382(41) 1.70 242(33) 1.08
平成8年度(1996) 225 361(62) 1.60 241(55) 1.07
平成7年度(1995) 225 371(46) 1.65 262(43) 1.16
平成6年度(1994) 225 297(24) 1.32 213(19) 0.95
平成5年度(1993) 225 317(41) 1.41 260(37) 1.16
平成4年度(1992) 225 425(61) 1.89 275(45) 1.22
平成3年度(1991) 225 486(50) 2.16 264(33) 1.17
平成2年度(1990) 225 492(46) 2.19 268(32) 1.19
平成1年度(1989) 225 439(32) 1.95 252(25) 1.12

昭和63年度(1988) 225 469(25) 2.08 252(22) 1.12


学納金

		学納金他 ガクノウキン タ

		平成30年5月1日現在 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

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

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

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

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

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

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

		入学金 ニュウガクキン		入学検定料 ニュウガク ケンテイ リョウ

		300,000		21,000





令和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)		36(3)		36(2)		208(17)														209

				計 ケイ		180		174(34)		138(30)		191(38)		142(28)		156(31)		801(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		92（20）		84（19）		105（20）		65（15）		89（21）		435(95）

				神奈川 カナガワ		67（11）		37（8）		78（16）		64（11）		53（8）		299（54）

				埼玉 サイタマ		6（0）		3（0）		3（1）		5（0）		3（0）		20（1）

				千葉 チバ		7（2）		5（2）		2（0）		3（0）		5（1）		22（5）

				その他 タ		2（1）		9（1）		3（1）		5（2）		6（1）		25（6）

				計 ケイ		174（34）		138（30）		191（38）		142（28）		156（31）		801（161）



		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		0		4		5		21		30

				東京都育英資金 トウキョウト イクエイ シキン		0		1		4		3		8		16

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

				相模原市奨学金 サガミハラ シ ショウガクキン		0		0		3		0		0		3

				その他 タ		0		0		0		0		1		1



				合計 ゴウケイ		0		1		12		8		30		51

				※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		171(33)		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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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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2021年度～2017年度 進路実績（就職実績推移）

Page 01／07サレジオ工業高等専門学校

企業名 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 総計

（有）アーミック 1 1

ＩＨＩ運搬機械（株） 1 1

（株）ＩＳＬＷＡＲＥ 1 1

アイ・エヌ・シー・エンジニアリング 1 1

アイ・システム（株） 1 1 1 3

（株）アイ・シー・ビー・エム 1 1

アイダエンジニアリング（株） 1 1

アイランドテレシスホールディングス㈱ 1 1

アイリスオーヤマ（株） 2 1 3

（株）AXSEED 1 1

旭化成（株） 1 1 1 3

朝日航洋㈱ 1 1

（株）アズパートナーズ 1 1

（株）アド・ソアー 1 1 2

（株）アペックス 3 1 1 5

アマゾンジャパン（合） 1 1 1 1 4

（株）アマダミヤチ 1 1 2

アライドテレシス（株） 1 1

有富設計（株） 1 1

（株）アルバック 1 1

（株）アルファシステムズ 1 1 2

（株）アルプス技研 1 1

（株）イー・エム・シー・ジャパン 1 1

（株）イアス 1 1

池上通信機（株） 1 1 1 3

（株）イシダ 1 2 3

出光興産（株） 1 1

井原精機（株） 1 1

（株）茨城技研 1 1

(株）イング 1 1

（株）インターコマース 1 1 2

（株）インフォデイオ 1 1

ＶＡＩＯ（株） 1 1

（株）ウィルテック 1 1

（株）ウエマツ 1 1

（株）内野製作所 1 1

（福）うらわ学園 1 1

（株）AIRDO 1 1

（株）エイチーム 1 1

（株）エイチ・エス・ジェイ 3 1 1 1 6

宇宙技術開発（株） 1 1

（株）ＨＫＴ 1 1 2 4

（株）エージーピー 1 1 2

（株）エーワ 1 1

Ｍテック(株) 1 1

ＮＥＣフィールディング（株） 1 1 2

NTT東日本グループ会社＜エンジニア＞（旧（株）ＮＴＴ－ME・南関東含） 2 3 3 8

ＮＴＴコムエンジニアリング（株） 1 1 2 4

NTTコムソリューションズ（株） 1 1

（株）ＮＴＴデータＳＢＣ 1 1

（株）NTTファシリティーズ中央 1 1

（株）NTTロジスコインフォメーションサービス 1 1

（株）エヌデザイン 1 1

(株)ＦＤＣ 1 1

Ｍ－ＳＯＬＵＴＩＯＮＳ(株) 1 1

Ｍテック(株) 1 1

就職実績推移
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2021年度～2017年度 進路実績（就職実績推移）

サレジオ工業高等専門学校

（株）おいもや 1 1

オーク設備工業（株） 1 1

（株）ＯＥＣ 1 1 1 1 1 5

（株）大浩 1 1

オムロンフィールドエンジニアリング（株） 1 2 1 4

（株）CAICA 1 1

（株）カカクコム 1 1

河西工業（株） 1 1

（宗）カトリック聖パウロ修道会サンパウロ 1 1

川本工業（株） 1 1

（株）関電工 1 1 2

（株）キーウェアソリューションズ 1 1

技研電子（株） 1 1

キヤノンマーケティングジャパン（株） 1 1 1 3

キヤノンメディカルシステムズ（株） 2 1 1 1 5

（株）キャロットシステムズ 2 2

（株）きんでん 2 2

京王重機設備（株） 1 2 3

（株）KDDIウェブコミュニケーションズ 1 1

（株）ケーヒン 1 1

警視庁 1 1

京西テクノス（株） 1 1 2

（株）共立 1 1

（株）空海 1 1

熊沢印刷工芸（株） 1 1

（株）クライムドア 1 1

グローブライド（株） 1 1

グリコマニュファクチャリングジャパン（株） 1 1

KYB(株） 1 1

（株）ゲイン 1 1

ケンコーマヨネーズ（株） 1 1

（株）廣済堂 2 2 1 2 7

甲神電機（株） 1 1

国際ソフトウェア（株） 1 1

コクヨ（株）（旧コクヨエンジニアリング＆テクノロジー(株)） 1 1 2

(独)国立印刷局 1 1 1 1 4

㈱コスモ型機 1 1

コトブキシーティング株) 1 1

コニカミノルタ（株） 1 1

（株）小松製作所 2 2

（株）コンヴァノ 1 1

権田金属工業（株） 1 1

（有）サーフクリーン 1 1

（株）サイバーエージェント 1 1

サイバーステップ（株） 1 1

（株）佐藤製作所 1 1

三機工業（株） 1 1

サンコースプリング（株） 1 1

三松堂印刷（株） 1 1

（株）三信 1 1 1 3

サントリービール（株） 1 1

サントリーホールディングス（株） 1 1

サンリツオートメイション（株） 1 1 2

（株）サンワーク 1 1

（株）ＪＣＧ 1 1

（株）ｇ＆ｈ 1 1

ＧＨＡｄｖａｎｃｅｒｓ（株） 1 1

（株）ジェイアール東日本メカトロサービス 1 1

ＪＦＥプラントエンジ（株） 1 1

自衛隊 1 1

（株）ＣＲＩ・ミドルウェア 1 1

（株）ＣＡＣ 1 1 2

シーティーシー・テクノロジー（株） 1 1
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サレジオ工業高等専門学校

シグマトロン（株） 1 1

（有）ジクラ 1 1

（株）じそく1じかん 1 1

（株）ＳＨＩＦＴ 1 1

（株）ジャノメ（旧蛇の目ミシン工業（株）） 1 1 1 3

（株）JALエンジニアリング 1 1

拾壱・ビッグストーン 1 1

（株）ジョイワークス 1 1 2

（株）昭和真空 1 1 2

ジョンソンコントロールズ（株） 1 1

（株）シュライバー 1 1

城山工業（株） 2 3 5

新協電子（株） 1 1

スタンレー電気（株） 1 1

（株）ＳＵＢＡＲＵ（旧 富士重工業㈱） 1 2 2 5

ＳＵＢＡＲＵテクノ（株）（旧 富士ﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ㈱） 3 1 1 5

セコム（株） 1 1

セコムトラストシステムズ（株） 1 1

ＳＯＬＩＺＥ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ（株） 1 1

（株）第一エレクトロニクス 1 1

ダイキンエアテクノ（株） 1 1

ダイキン工業（株） 1 1

タイコエレクトロニクスジャパン（合） 1 1

大日精化工業（株） 1 1

大和製罐（株） 1 1 1 1 4

高島屋スペースクリエイツ（株） 2 2

（株）タカラトミー 1 1

竹田設計工業（株） 1 2 3

（株）タジマモーターコーポレーション 1 1

田中産業（株） 2 2

タマテクノシステム（株） 1 1 1 2 5

（株）丹青ＴＤＣ 2 1 1 4

チームラボ（株） 1 1

中央電子（株） 1 1

ＴＭＣシステム（株） 1 1

（株）ティ・アイ・ディ 2 2

㈱ディーエスケー・プロ 1 1

TCA 1 1

㈱デイズ 1 1

テクノプロ 1 1

テスアムジャパン（スタッフサービス） 1 1

（株）テヌート 1 1

（株）テクシオテクノロジー 1 1

（株）テルモ 1 2 3

（株）テレフィット 1 1

（株）電巧社 1 1 2 1 5

ＤＯＷＡサーモエンジニアリング（株） 1 1

東海交通機械（株） 1 1 2

東海旅客鉄道（株）（JR東海） 1 1 2 4

東罐興業（株） 1 1

（株）東急エージェンシープロミックス 2 2

東急テクノシステム（株） 1 1

東京アドデザイナース（株） 1 1

東京エレクトロン（株） 1 1

東京ガス（株） 1 1 2

東急（株）（旧東京急行鉄道（株）） 1 1 2

東京航空計器（株） 1 1 2

東京水道（株） 3 3

東京地下鉄（株） 1 1

東京電力ホールディングス（株） 1 1 2

（株）東光高岳 1 1

東芝ＩＴサービス（株） 1 1 2
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サレジオ工業高等専門学校

東芝インフラシステムズ（株） 1 1 2

東芝エレベータ（株） 1 1 1 1 4

東芝プラントシステム（株） 1 1 2

東芝三菱電機産業システム（株） 2 2 1 1 6

東成エレクトロビーム（株） 1 1

東プレ（株） 1 2 3

㈱東邦システムサイエンス 1 1

東邦電子（株） 1 1 2

東洋製罐（株） 1 1

東洋製版（株） 1 1 1 3

東レ（株） 1 1 2

（株）ドコモＣＳ 1 1

（株）Translimit 1 1

ドン・ボスコ社 1 1

（株）中村技研 1 1

新村印刷（株） 1 1

（株）日管 1 1 2

（株）ニックス 1 1

日研トータルソーシング（株） 1 1

（株）ニコン 1 1

西日本高速道路エンジニアリング関西（株） 1 1

（株）　日産オートモーティブテクノロジー 1 1

（株）日産テクノ 1 1

日信電子サービス（株） 2 2

（株）日創工芸 1 1 1 3

（株）日展 1 1

　日東電工（株） 1 1

日本オーチス・エレベータ（株） 1 1

日本貨物鉄道（株）（JR貨物） 1 1

日本空港テクノ（株） 1 1

日本サーモニクス（株） 1 1

日本水産（株） 1 1

日本総合住生活（株） 1 1

日本電設工業（株） 1 1

（株）日本熱電機製作所 1 1

日本ビルコン（株） 1 1

日本フィールド・エンジニアリング（株） 2 1 3 6

㈱ニュージェック 1 1

野村不動産パートナーズ（株） 1 1

（有）ハイタイムコーポレーション 1 1

（株）ハートビーツ 1 1

パナソニックＩＴＳ（株） 1 1

パナソニックシステムソリューショ ンズジャッパン（株）（旧 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱） 2 1 1 1 5

（株）ハネスト 1 1

（株）パンインテリアプロダクト 1 1

バンズシティ（株） 1 1

（株）半導体エネルギー研究所 1 1 2

日立アプライアンス（株） 1 1

（株）日立国際電気 1 1

（株）日立情報通信エンジニアリング 1 1 2

（株）日立ビルシステム 1 1 1 3

日立ビルテクノ（株） 1 1

日野自動車（株） 1 1

（株）日野ヒューテック 1 1 2

（株）ファインディックス 1 1

（株）ＦＩＸＥＲ 2 1 1 4

（株）ブイ・テクノロジー 1 1

フォスター電機（株） 1 1

（株）フジキン 1 1

富士工業（株） 1 1

富士ソフト（株） 1 1

富士通（株） 1 1
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サレジオ工業高等専門学校

（株）富士通エフサス 1 1

フジテック（株） 1 1

富士フイルムGSテクノ(株)（旧 FFGSﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ㈱） 1 1 2

富士フェスティック（株） 1 1

（株）フジモデル 1 1

芙蓉実業（株） 1 1

プライムデリカ（株） 1 1 2

（株）BRISK 1 1

フリュー（株） 1 1

（株）Ｂｌｕｅｓｈｉｐ 2 2 1 5

ブルージラフ（株） 1 1

ホーチキ（株） 1 1

（株）ホリディ 1 1

（株）堀場製作所 1 1

本田技研工業（株） 1 1

（株）本田技術研究所 1 1 2

（株）ボンビ 1 1

（株）舞浜リゾートライン 1 1

（株）松田モデル 1 1

マリモ電子工業（株） 1 1

丸源飲料工業（株） 1 1

マレリ（株） 1 1

（株）ミクシィ 1 1

（株）ミクニ 1 1

三菱重工冷機（株） 1 1

三菱電機エンジニアリング（株） 1 1

三菱電機ビルテクノサービス（株） 1 1 2

ミドリ安全（株） 1 2 3

三波工業（株） 1 1

ミューザー（株） 1 1

ミュージックスクールｗｏｏｄ 1 1

武蔵エンジニアリング（株） 1 1 2

武蔵工業（株） 1 1

（株）村田製作所 1 1

（株）明電エンジニアリング 1 1

（株）ＭＡＩＳＯＮ ＭＡＲＣ 1 1

（株）メガクリエイト 1 1

メタウォーター（株） 1 1

(株）メディアシーク 1 1

（株）杢目金屋 2 1 3

モラブ阪神工業（株） 1 1

森永乳業（株） 1 1 1 2 5

（株）ヤナセ 1 1

（株）山一情報システム 1 1

山崎製パン（株） 1 1 2

ヤフー（株） 2 2

雪印メグミルク（株） 1 1

（株）ユーセイ 1 1

（株）ユニテックス 1 1

(株）USEN-NEXT HOLDINGS 2 2

ＵＴグループ（株） 1 1

ＵＴコンストラクション（株） 1 1

ＵＴテクノロジー（株） 1 1

横河ソリューションサービス（株） 1 1 1

ＬＩＮＥ（株） 1 1

（株）リーブルテック 1 1

リオンサービスセンター（株） 1 1

リオンテクノ（株） 1 1

レボックス（株） 1 1

レンゴー（株） 1 1

ローレルバンクマシン（株） 1 1

ロシュ・ダイアグノスティックス（株） 1 1
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サレジオ工業高等専門学校

（株）ロピア 1 1

（株）Y2C 1 1

わかさま陶芸 1 1

（株）ワコム 1 1

自営 1 1

就職内定者数 96 98 94 107 96 491

2022年（令和4年）4月1日現在
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2021年度～2017年度 進路実績（進学実績推移）

サレジオ工業高等専門学校

2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 総計

国公立大学 電気通信大学大学院 1 1 2

長岡技術科学大学大学院 2 2

北陸先端科学技術大学院大学 2 2 1 5

横浜国立大学大学院 1 1

都立産業技術大学院大学 1 1

私立大学 慶應義塾大学大学院 1 1 2

工学院大学大学院 1 1

芝浦工業大学大学院 1 1

法政大学大学院 1 1 2

早稲田大学大学院 2 1 3 4 2 12

7 4 3 8 7 29

国公立大学 秋田大学 1

岩手県立大学 1 1

北見工業大学 1

京都工芸繊維大学 1 1 2

静岡大学 1 0

島根大学 1

信州大学 1 1

千葉大学 1 2 1 1 6

電気通信大学 1 3

東京工業大学 1 1

東京農工大学 4 3 4

富山大学 0

豊橋技術科学大学 1 1 3

長岡技術科学大学 2 4 4 3 3 22

新潟大学 0

山梨大学 1 1 1

和歌山大学 1 1

11 12 8 6 7 44

私立大学 京都芸術大学 2 2

工学院大学 5 1 2 3 1 12

相模女子大学 1 1

松蔭大学 1 1

湘南工科大学 1 1 1 1 1 5

創価大学 1 1

拓殖大学 1 1

多摩美術大学 1 1 3 5

千葉工業大学 1 1

東京工科大学 2 5 1 8

東京国際工科専門職大学 1 1

東京家政大学 1 1

東京情報大学 1 1

東京造形大学 3 1 2 3 1 10

東京電機大学 1 2 2 1 6

東京都市大学 2 2

東京理科大学 1 1 2

東北芸術工科大学 2 2

日本大学 5 6 2 4 3 20

北海道科学大学 1 1

武蔵野美術大学 2 2 2 6

横浜美術大学 1 1

立命館大学 1 1

早稲田大学 1 1

21 18 14 25 14 92

32 30 22 31 21 135

専攻科 10 21 13 11 10 65

その他 2 2

8 6 4 4 1 23

8 6 4 6 1 25

57 61 42 56 39 255

2022年（令和4年）4月1日現在

海外留学

大学

大学院

各種専修学校・その他

総合計

進学実績推移

学校名

その他合計

大学院合計

国公立大学合計

私立大学合計

大学合計

サレジオ高専専攻科
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2022年（令和4年）4月1日現在

454 33.03

2021（令和3）年度　進路状況サマリー

(*)　本科求人倍率＝（学科別求人数＋学科不問求人数÷４）÷学科就職希望者数

2217 454 29.68

533 76.14

322

454

19.80

614 34.64

681 37.83

600 27.44

求人数 求人
倍率
(*)学科別 学科不問

57 57

22 22

50 50

26

21

7

97 96

90 89

21

就職

希望者 内定者

総　計 159

専攻科 生産システム工学 14

26

2750

電気工学科 29

77 7

12 12

合　計 145

デザイン学科 32

7 7

機械電子工学科 33 21

21 21

22

情報工学科 51

進学

希望者 合格者

9 9

卒業生数
修了生数

本科

2022年（令和4年）4月1日現在

57

2021（令和3）年度　進路先別サマリー

11 21 10 72 96 4 31 1 0 127 1 1 6156 2 51 3

－ －0 0 0 0 － 77 4 3 －

50

14 0 3 2 1 0 0 1 0

11 21 10 82 89 － －1 1 0 126 1 1 5142 2 48 1

9 01 0 0 20 0 0 0 5 2226 － － 8

0 21 － － 12

48 0 4 0 19

0 0 0 0

2 7

2 1 9 033 0 15 1 2 0 0 3

－ 1 3 10 0 21 －1 0 0 0

－ －0 211 0 9

29 2 14 0 2 1 1

0 132 0 15 0

合
　
計

専
攻
科

私
立

国
公
立

私
立

卒
業
生
・
修
了
生
数

進 学 先 別 進 学 合 格 者 数

サ
ー

ビ
ス
業

公
務

不
動
産
業

そ
の
他

海
外
留
学
／
専
修
学
校
等

国
公
立

娯
楽
業

生
活
関
連
サ
ー

ビ
ス
業

、

製
造
業

電
気
・
ガ
ス
・
水
道
業

0 8

業 種 別 就 職 内 定 者 数

3 0 0 1

建
設
業

10

情
報
通
信
業

運
輸
業

卸
売
業

、
小
売
業

専
門
・
技
術
サ
ー

ビ
ス
業

学
術
研
究

、
合
　
計

大
学
院
研
究
科

大
学
学
部

総　計

デザイン学科

電気工学科

機械電子工学科

情報工学科

合　計

生産システム工学専攻科

本科
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2名早稲田大学大学院

日東電工㈱ 1名

2名

芝浦工業大学大学院 1名

リオンサービスセンター㈱ 1名

【専攻科】

㈱エイチ・エス・ジェイ 1名

㈱関電工 1名

東芝三菱電機産業システム㈱ 1名

1名

旭化成㈱ 1名

東京電力ホールディングス㈱

進学（7名

就職
(7名)

北陸先端科学技術大学院大学 2名

長岡技術科学大学大学院

桑沢デザイン研究所 1名

㈱ウエマツ 1名

㈱ユニテックス 1名

【デザイン学科】

㈱本田技術研究所 1名

㈱日創工芸 1名

1名

2名

ミューザー㈱ 1名

アイリスオーヤマ㈱

バンズシティ㈱ 1名

㈱ホリディ

㈱アペックス 1名

㈱丹青TDC 2名

㈱廣済堂 2名

1名

㈱ジョイワークス 1名

㈱アズパートナーズ

1名

2名

東京造形大学 1名

造形大学 2名

日本大学（芸術学部） 3名

1名

日研トータルソーシング㈱ 1名

1名

（独）国立印刷局

ブルージラフ㈱

㈱テレフィット 1名

進学
（9名)

就職
(21名)

東北芸術工科大学

㈱アイ・シー・ビー・エム

日本工学院八王子専門学校 1名

進学
（7名）

㈱大浩 1名

キヤノンメディカルシステムズ㈱ 1名

川本工業㈱ 1名

【電気工学科】

サンリツオートメイション㈱ 1名

テルモ㈱ 1名

富士工業㈱ 1名

サントリーホールディングス㈱

宇宙技術開発㈱ 1名

1名

㈱エイチ・エス・ジェイ 1名

三機工業㈱ 1名

㈱ジャノメ 1名

アマゾンジャパン合同会社 1名

㈱小松製作所 1名

㈱イシダ 1名

京王重機整備㈱ 1名

日本貨物鉄道㈱（JR貨物） 1名

東京航空計器 1名

グリコマニュファクチャリングジャパン㈱ 1名

東芝三菱電機産業システム㈱ 1名

1名

竹田設計工業㈱ 1名

㈱第一エレクトロニクス

秋田大学 1名

東京理科大学 1名

埼玉自動車大学校（専修学校）

東京電機大学 1名

湘南工科大学 1名

1名

1名

サレジオ高専専攻科

就職
(21名)

三菱電機エンジニアリング㈱

㈱半導体エネルギー研究所

1名

【機械電子工学科】

東京ガス㈱ 1名

1名

㈱アペックス 2名

1名

甲神電機㈱

大和製罐㈱

㈱堀場製作所 1名

パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱ 1名

㈱村田製作所 1名

1名

㈱Mテック 1名

東芝エレベータ㈱

㈱電巧社 1名

ジョンソンコントロールズ㈱ 1名

森永乳業㈱ 1名

1名

三菱電機ビルテクノサービス㈱ 1名

㈱小松製作所 1名

㈱エイチ・エス・ジェイ 1名

1名

就職
(21名)

キヤノンメディカルシステムズ㈱ 1名

㈱内野製作所

㈱クライムドア

1名

1名

北見工業大学

立命館大学

進学
（12名）

サレジオ高専専攻科 9名

島根大学 1名

1名

2名

5名

3名

2名

東京工科大学

工学院大学

日本工学院八王子専門学校

原宿ベルエポック美容専門学校

2名

キヤノンマーケティングジャパン㈱ 1名

㈱NTTファシリティーズ中央 1名

㈱Blueship 2名

NTT東日本グループ会社＜エンジニア＞ 2名

【情報工学科】

㈱FIXER

㈱BRISK 1名

横河ソリューションサービス㈱ 1名

㈱KDDIウェブコミュニケーションズ 1名

就職
(26名)

㈱OEC 1名

㈱ファインディックス 1名

オムロンフィールドエンジニアリング㈱ 1名

2名

㈱日立ビルシステム 1名

日本フィールドエンジニアリング㈱

パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱ 1名

池上通信機㈱ 1名

山崎製パン㈱ 1名

アイ・システム㈱ 1名

㈱テクノプロ 1名

1名

ローレルバンクマシン㈱ 1名

タマテクノシステム㈱

進学
（22名）

1名

㈱NTT ロジスコインフォメーションサービス 1名

東芝ITサービス㈱ 1名

東京農工大学 4名

2名

山梨大学 1名

日本大学 2名

岩手県立大学

長岡技術科学大学



2020年（令和2年）4月1日現在

総　計

デザイン学科

電気工学科

機械電子工学科

情報工学科

合　計

生産システム工学専攻科

本科

建
設
業

4－

情
報
通
信
業

運
輸
業

卸
売
業

、
小
売
業

専
門
・
技
術
サ
ー

ビ
ス
業

学
術
研
究

、
合
　
計

大
学
院
研
究
科

大
学
学
部

娯
楽
業

生
活
関
連
サ
ー

ビ
ス
業

、

製
造
業

電
気
・
ガ
ス
・
水
道
業

1 9

業 種 別 就 職 内 定 者 数

0 1 1 4

進 学 先 別 進 学 合 格 者 数

サ
ー

ビ
ス
業

公
務

不
動
産
業

そ
の
他

海
外
留
学
／
専
修
学
校
等

国
公
立

33 0 3 0

合
　
計

専
攻
科

私
立

国
公
立

私
立

卒
業
生
・
修
了
生
数

14

37 0 7 2 1 2 1

1 0

11 1 1 0

－ －0 120 2

0 12

－ 2 1 61 1 28 －

52 0 14 5 1 2 0 0 0 0

－ 9

3 3 11 －0 34 － － 17

39 0 2 0 11 0 0 5 0 1 1618 － － 6

161 0 26 7

5 40 0 0 0

1 3 1 113 5 2 32 12 18 21 51 92 － － 56

11 0 1 0 2 0 0 3 0 1 56 2 2 －

172 0 27 7

－ －0 0 0 0

21 3 1 115 5 2 35 61

2020（令和2）年度　進路先別サマリー

12 18 21 61 98 2

資料：2020年度の進路状況
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（内定者1名健康上の都合で辞退）

2020年（令和2年）4月1日現在

情報工学科 39

進学

希望者 合格者

17 14

卒業生数
修了生数

本科

デザイン学科 33

9 9

機械電子工学科 52 34

28 28

16

2406

電気工学科 37

56 6

17 17

合　計 161

12

就職

希望者 内定者

総　計 172

専攻科 生産システム工学 11

22 19

35

5

107 99

101 93

求人数 求人
倍率
(*)学科別 学科不問

65 61

17 16

60 56

200

7.50

619 23.89

605 18.71

478 24.00

200 24.36

　

(*)　本科求人倍率＝（学科別求人数＋学科不問求人数÷４）÷学科就職希望者数

1772 200 19.52

634 105.67

70

　

　

2020（令和2）年度　進路状況サマリー

　



資料：2020年度の進路状況
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東京都市大学

長岡技術科学大学 2名

和歌山大学 1名

サレジオ高専専攻科 11名

㈱三信 1名

1名

富士フェステック㈱ 1名

芙蓉実業㈱ 1名

井原精機㈱ 1名

アライドテレシス㈱ 1名

就職
(34名)

東急㈱（旧東急電鉄） 1名

横河ソリューションサービス㈱ 1名

㈱日立国際電気 1名

1名

㈱日管 1名

1名

㈱イシダ

コニカミノルタ㈱ 1名

キヤノンマーケティングジャパン㈱

大和製罐㈱

1名㈱日野ヒューテック

1名

㈱AIRDO 1名

キヤノンメディカルシステムズ㈱ 1名

雪印メグミルク㈱ 1名

㈱電巧社 1名

1名

㈱タカラトミー 1名

1名

三菱重工冷熱㈱ 1名

㈱きんでん

京王重機整備㈱

東京電力ホールディングス㈱ 1名

昭和真空㈱ 1名

HKT㈱ 1名

日本ビルコン㈱ 1名

㈲サーフクリーン 1名

㈱アド・ソアー

東京水道㈱ 2名

1名

パナソニックシステムソリューションズジャパン 1名

1名

プライムデリカ㈱

【機械電子工学科】

SUBARUテクノ㈱

NTT東日本_南関東 1名

1名

日本大学 2名

進学
（17名）

早稲田大学大学院 1名

都立産業技術大学院大学 1名

法政大学大学院 1名

電気通信大学大学院 1名

㈱ニュージェック

1名

1名

㈱東邦システムサイエンス 1名

㈱アイ・エヌ・シー・エンジニアリング

【専攻科】

就職
(6名)

㈱コスモ型機 1名

進学（5名）

東京都立職業能力開発センター 1名

アイランドテレシスホールディングス㈱ 1名

朝日航洋㈱ 1名

進学
（14名)

国立音楽院

京都芸術大学 2名

テスアムジャパン（スタッフサービス） 1名

2名

多摩美術大学

1名

お茶の水美術専門学校 1名

JFTD学園日本フラワーカレッジ 1名

千葉大学 1名

日本大学（理工学部）

東京造形大学 1名

1名

日本大学（芸術学部） 2名

武蔵野美術大学

1名

㈱日創工芸 1名

㈱メガクリエイト 1名

TCA

㈱イング 1名

警視庁 1名

㈱丹青TDC 1名

1名

丸源飲料工業㈱ 1名

ミドリ安全㈱ 1名

㈱デイズ 1名

㈲ジクラ 1名

【デザイン学科】

就職
(12名)

㈱ディーエスケー・プロ 1名

バンタンデザイン研究所 1名

進学
（9名）

日本大学 1名

豊橋技術科学大学 1名

サレジオ高専専攻科 6名

長岡技術科学大学 1名

1名

1名

自営

東京水道㈱ 1名

就職
(28名)

㈱空海

SUBARUテクノ㈱ 1名

西日本高速道路エンジニアリング関西㈱ 1名

モラブ阪神工業㈱ 1名

ハイタイムコーポレーション 1名

㈱ウィルテック 1名

東海旅客鉄道㈱ 1名

三菱電機ビルテクノサービス㈱ 1名

京成テクノス㈱ 1名

東芝三菱電機産業システム㈱ 2名

野村不動産パートナーズ㈱ 1名

アマゾンジャパン合同会社 1名

㈱きんでん 1名

東レ㈱ 1名

NTT東日本グループ会社＜エンジニア＞ 1名

アイダエンジニアリング㈱ 1名

ホーチキ㈱ 1名

日立ビルテクノ㈱ 1名

京王重機整備㈱ 1名

1名

レンゴー㈱ 1名

㈱エイチ・エス・ジェイ

㈱SBARU 1名

【電気工学科】

オムロンフィールドエンジニアリング㈱

東芝インフラシステムズ㈱ 1名

1名

㈱イシダ 1名

1名

東京国際工科専門職大学 1名

サレジオ高専専攻科 4名

日本児童教育専門学校 1名

静岡大学

東京農工大学 3名

工学院大学 1名

長岡技術科学大学 1名

湘南工科大学 1名

電気通信大学 1名

進学
(16名)

東京理科大学 1名

東京都市大学 1名

日本フィールドエンジニアリング㈱ 1名

NECフィールディング㈱ 1名

SUBARUテクノ㈱ 1名

就職
(18名)

タマテクノシステム㈱ 1名

アイ・システム㈱ 1名

1名

大日精化工業㈱ 1名

㈱CAICA

㈱Blue Ship 2名

1名

㈱OEC 1名

1名

㈱Translimit

㈱AXSEED

オムロンフィールドエンジニアリング㈱

【情報工学科】

㈱ティ・アイ・ディ 2名

㈱Y2C 1名

㈱メディアシーク 1名

1名

NTT東日本グループ会社＜エンジニア＞ 1名
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2020年（令和2年）4月1日現在

情報工学科 38

進学

希望者 合格者

12 12

卒業生数
修了生数

本科

デザイン学科 38

10 10

機械電子工学科 45 26

19 19

23

2552

電気工学科 29

37 7

18 18

合　計 150

22

就職

希望者 内定者

総　計 160

専攻科 生産システム工学 10

22 20

27

3

98 94

91 87

求人数 求人
倍率
(*)学科別 学科不問

58 57

15 14

55 54

83

4.34

644 34.99

648 24.77

509 24.08

83 26.89

2019（令和元）年度　進路状況サマリー

(*)　本科求人倍率＝（学科別求人数＋学科不問求人数÷４）÷学科就職希望者数

1880 83 21.57

672 96.00

79

2020年（令和2年）4月1日現在

総　計

デザイン学科

電気工学科

機械電子工学科

情報工学科

合　計

生産システム工学専攻科

本科

建
設
業

4－

情
報
通
信
業

運
輸
業

卸
売
業

、
小
売
業

専
門
・
技
術
サ
ー

ビ
ス
業

学
術
研
究

、
合
　
計

大
学
院
研
究
科

大
学
学
部

娯
楽
業

生
活
関
連
サ
ー

ビ
ス
業

、

製
造
業

電
気
・
ガ
ス
・
水
道
業

3 5

業 種 別 就 職 内 定 者 数

1 0 0 2

進 学 先 別 進 学 合 格 者 数

サ
ー

ビ
ス
業

公
務

不
動
産
業

そ
の
他

海
外
留
学
／
専
修
学
校
等

国
公
立

38 5 11 0

合
　
計

専
攻
科

私
立

国
公
立

私
立

卒
業
生
・
修
了
生
数

12

29 2 8 1 0 0 0

1 0

6 0 2 0

－ －0 220 2

1 4

－ － 6 40 0 19 －

45 1 18 0 2 0 0 0 0 0

－ 10

5 4 9 －0 26 － － 18

38 0 1 0 14 0 0 3 0 － 1320 － － 6

150 8 38 1

5 22 0 0 0

0 6 1 017 0 1 15 14 20 15 40 87 － － 53

10 0 2 0 3 0 0 2 0 － 37 0 3 －

160 8 40 1

－ －0 0 0 0

60 6 1 020 0 1 17 61

2019（令和元）年度　進路先別サマリー

14 20 15 40 94 2

資料：2019年度の進路状況
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【専攻科】

㈱日産オートモーティブテクノロジー 1名

USEN-NEXT HOLDINGS 1名

ヤフー株 2名

森永乳業㈱ 1名

早稲田大学大学院 3名

日本サーモニクス㈱ 1名

㈱イアス 1名

進学（3名）

就職
(7名)

【デザイン学科】

㈱松田モデル 1名

マレリ㈱ 1名

河西工業㈱ 1名

東洋製版㈱ 1名

㈱じそく1じかん 1名

㈱丹青TDC 1名

1名

高島屋スペースクリエイツ㈱ 2名

㈱ｇ＆ｈ 1名

㈱エーワ

㈱ヤナセ 1名

㈱杢目金屋 2名

㈱ハネスト 1名

㈱佐藤製作所

1名

1名

2名

（独）国立印刷局 1名

千葉大学 2名

㈱廣済堂

東京家政大学

京都工芸繊維大学 1名

2名

多摩美術大学 1名

東京アニメーター学院専門学校　イラストレーション学科

相模女子大学 1名

進学
（12名)

1名

森林たくみ塾 1名

東京造形大学

コクヨ㈱（旧コクヨエンジニアリング＆テクノロジー）

1名

㈱エヌデザイン

㈱シュライバー 1名

㈱パンインテリアプロダクト 1名

就職
(22名)

1名

東京保育専門学校

文化服装学院　服飾研究家

1名

1名

【電気工学科】

KYB㈱ 1名

竹田設計工業㈱ 1名

㈱日立ビルシステム 1名

1名

㈱イー・エム・シー・ジャパン 1名

㈱ケーヒン 1名

日本空港テクノ㈱

1名

㈱エイチ・エス・ジェイ 1名

東京エレクトロン㈱ 1名

東芝三菱電機産業システム㈱

㈱エージーピー 1名

京西テクノス㈱ 1名

㈱関電工 1名

1名

オーク設備工業㈱ 1名

㈱JALエンジニアリング 1名

東芝エレベータ㈱

出光興産㈱ 1名

TMCシステム㈱ 1名

城山工業㈱

1名

北海道科学大学 1名

工学院大学

サレジオ高専・専攻科 4名

1名

1名

日本大学 1名

湘南工科大学

進学
(10名)

1名

東海交通機械㈱ 1名

就職
(19名)

早稲田大学

東京電機大学

1名

【機械電子工学科】

パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱ 1名

城山工業㈱ 1名

アマゾンジャパン 1名

武蔵エンジニアリング㈱

㈱アペックス 1名

1名

有富設計㈱ 1名

㈱日本熱電機製作所 1名

1名

サレジオ高専・専攻科 9名

長岡技術科学大学 4名

池上通信機㈱ 1名

㈱テクシオ・テクノロジー 1名

1名

HKT㈱ 1名

東レ㈱ 1名

東邦電子㈱ 1名

アイリスオーヤマ㈱ 1名

ＪＦＥプラントエンジ㈱ 1名

日本オーチス・エレベータ㈱ 1名

就職
(26名)

竹田設計工業㈱ 1名

㈱ニックス

東プレ㈱

㈱日野ヒューテック

東京電機大学

1名

1名リオンテクノ㈱

旭化成㈱

1名

武藤工業㈱ 1名

1名

スタンレー電気㈱

USEN-NEXT HOLDINGS 1名

1名

㈱テヌート 1名

サントリービール㈱

1名

1名

1名

東京工業大学

1名

日本大学 1名

立命館大学

進学
(18名)

工学院大学

進学
(13名)

拾壱・ビッグストーン㈱ 1名

工学院大学

日本大学

東京工科大学

1名

1名

2名

技研電子㈱ 1名

LINE㈱ 1名

㈱日立情報通信エンジニアリング 1名

【情報工学科】

セコム㈱ 1名

SUBARUテクノサービス㈱ 1名

㈱山一情報システム 1名

就職
(20名)

タマテクノシステム㈱ 1名

キヤノンマーケティングジャパン㈱ 1名

㈱ハートビーツ 1名

㈱FIXER 1名

パナソニックTS㈱ 1名

国際ソフトウェア㈱ 1名

㈱OEC 1名

シーティーシーテクノロジー㈱ 1名

㈱ドコモCS 1名

ＮＴＴコムエンジニアリング㈱ 1名

1名

岩手県立大学 2名

金沢大学

ケンコーマヨネーズ㈱ 1名

㈱インフォディオ 1名

㈱シーエーシー 1名

1名

サレジオ高専・専攻科 2名

長岡技術科学大学

1名

湘南工科大学

2名

千葉大学

資料：2019年度の進路状況
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2019年（平成31年）4月1日現在

291 26.80

2018（平成30）年度　進路状況サマリー

(*)　本科求人倍率＝（学科別求人数＋学科不問求人数÷４）÷学科就職希望者数

1890 291 21.38

687 137.40

109

291

10.69

655 38.30

636 19.69

490 18.76

求人数 求人
倍率
(*)学科別 学科不問

54 54

18 18

46 46

30

36

8

107 107

102 102

17

就職

希望者 内定者

総　計 166

専攻科 生産システム工学 13

30

2577

電気工学科 28

85 5

6 6

合　計 153

デザイン学科 34

8 8

機械電子工学科 43 36

19 19

17

情報工学科 48

進学

希望者 合格者

14 14

卒業生数
修了生数

本科

2019年（平成31年）4月1日現在

54

2018（平成30）年度　進路先別サマリー

6 25 11 40 107 2 62 8 2 024 4 1 6166 7 52 1

－ －1 0 0 0 － 85 2 6 －

46

13 0 1 0 3 0 0 0 0

6 25 11 40 102 － －2 7 2 021 4 1 6153 7 51 1

12 22 1 0 00 0 1 0 1 1830 － － 3

0 36 － － 6

48 4 3 0 19

0 2 0 0

1 8

0 1 5 043 0 27 0 2 2 0 3

－ 2 1 40 0 19 －1 0 2 0

－ －0 172 1 14

28 2 11 1 0 2 0

1 034 1 10 0

合
　
計

専
攻
科

私
立

国
公
立

私
立

卒
業
生
・
修
了
生
数

進 学 先 別 進 学 合 格 者 数

サ
ー

ビ
ス
業

公
務

不
動
産
業

そ
の
他

海
外
留
学
／
専
修
学
校
等

国
公
立

娯
楽
業

生
活
関
連
サ
ー

ビ
ス
業

、

製
造
業

電
気
・
ガ
ス
・
水
道
業

1 11

業 種 別 就 職 内 定 者 数

0 0 1 1

建
設
業

2－

情
報
通
信
業

運
輸
業

卸
売
業

、
小
売
業

専
門
・
技
術
サ
ー

ビ
ス
業

学
術
研
究

、
合
　
計

大
学
院
研
究
科

大
学
学
部

総　計

デザイン学科

電気工学科

機械電子工学科

情報工学科

合　計

生産システム工学専攻科

本科
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Page 08／10サレジオ工業高等専門学校

進学（8名）

就職
(5名)

早稲田大学大学院 4名

法政大学大学院 1名

北陸先端科学技術大学院大学 2名

㈱ルーブルテック 1名

慶應義塾大学大学院 1名

㈱アルファシステムズ 1名

㈱ＭＡＩＳＯＮ ＭＡＲＣ 1名

㈱ＩＳＬＷＡＲＥ 1名

【専攻科】

ＧＨＡｄｖａｎｃｅｒｓ㈱ 1名

就職
(17名)

進学
（14名)

1名

早稲田大学芸術学校 1名

日本大学 2名

武蔵野美術大学 2名

京都伝統工芸大学校

東京造形大学 4名

多摩美術大学

拓殖大学 1名

2名

わかさま陶芸 1名

千葉大学 1名

1名

三松堂印刷㈱ 1名

㈱ロビア 1名

東洋製版㈱ 1名

ドン・ボスコ社

㈱本田技術研究所

㈱東京アドデザイナース 1名

田中産業㈱ 2名

独立行政法人国立印刷局 1名

1名

㈱ボンビ 1名

コクヨエンジニアリング＆テクノロジー㈱ 1名

㈱廣済堂 1名

熊沢印刷工業㈱ 1名

㈱キャロットシステムズ 1名

社会福祉法人うらわ学園 1名

㈱インターコマース 1名

【デザイン学科】

東京電機大学 1名

進学
(6名)

㈱ワコム 1名

サレジオ高専・専攻科 5名

森永乳業㈱ 1名

㈱半導体エネルギー研究所㈱

東成エレクトロビーム㈱ 1名

1名

東邦電子㈱ 1名

就職
(36名)

東京急行鉄道㈱ 1名

日信電子サービス㈱ 1名

1名

2名

東海旅客鉄道㈱ 1名

㈱電巧社

㈱ミクニ

テルモ㈱

東芝エレベータ㈱

1名

大和製罐㈱ 1名

タイコエレクトロニクスジャパン合同会社 1名

ダイキン工業㈱ 1名

ダイキンエアテクノ㈱ 1名

新協電子㈱ 1名

蛇の目ミシン工業㈱ 1名

城山工業㈱ 3名

サンコースプリング㈱ 1名

㈱三信 1名

グローブライド㈱ 1名

1名

㈱エージーピー 1名

㈱アペックス 1名

㈱アルバック 1名

1名

㈱アマダミヤチ 1名

ＶＡＩＯ㈱

㈱ＳＵＢＡＲＵ 2名

㈱ＮＴＴ－ＭＥ 1名

ＨＫＴ㈱ 2名

【機械電子工学科】

ＤＯＷＡサーモエンジニアリング㈱ 1名

就職
(19名)

工学院大学

長岡技術科学大学 2名

1名

進学
(8名)

サレジオ高専・研究生 1名

サレジオ高専・専攻科 4名

レボックス㈱ 1名

メタウォーター㈱ 1名

㈱明電エンジニアリング 1名

㈱舞浜リゾートライン 1名

プライムデリカ㈱ 1名

1名

富士フイルムＧＳテクノ㈱ 1名

東芝三菱電機産業システム㈱ 1名

日本水産㈱ 1名

フォスター電機㈱

東芝プラントシステム㈱ 1名

東芝インフラシステムズ㈱ 1名

東京地下鉄㈱ 1名

㈱タジマモーターコーポレーション 1名

㈱昭和真空 1名

テルモ㈱ 1名

㈱ジェイアール東日本メカトロサービス 1名

㈱キャロットシステムズ 1名

キヤノンメディカルシステムズ㈱ 1名

【電気工学科】

㈱エイチ・エス・ジェイ 1名

湘南工科大学 1名
進学

(18名)

1名

サレジオ高専・専攻科

1名

日立アプライアンス㈱

山梨大学 1名

就職
(30名)

工学院大学 2名

日本電設工業㈱ 1名

2名

豊橋技術科学大学 1名

長岡技術科学大学 1名

日本フィールド・エンジニアリング㈱ 3名

パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱

東海交通機械㈱ 1名

1名

マリモ電子㈱ 1名

㈱ミクシィ

東京航空計器㈱ 1名

日信電子サービス㈱ 1名

自衛隊 1名

㈱ジョイワークス 1名

セコムトラストシステムズ㈱ 1名

キーウェアソリューションズ㈱ 1名

㈱共立 1名

㈱サイバーエージェント 1名

㈱アルプス技研 1名

㈱エイチーム 1名

㈱カカクコム 1名

㈱ＯＥＣ 1名

ＵＴテクノロジー㈱ 1名

アイ・システムズ㈱ 1名

【情報工学科】

㈱ＣＡＣ 1名

㈱ＣＲＩ・ミドルウェア 1名

㈱ＦＩＸＥＲ 1名

㈱ＮＴＴ－ＭＥ 2名

創価大学 1名

東京工科大学 5名

ＮＴＴコムエンジニアリング㈱ 1名

ＮＴＴコムソリューションズ㈱ 1名

東京電機大学 1名

日本大学 2名

専門学校東京テクニカルカレッジ 1名
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2018年（平成30年）4月1日現在

情報工学科 40

進学

希望者 合格者

8 8

卒業生数
修了生数

本科

デザイン学科 32

3 3

機械電子工学科 33 23

21 21

24

2318

電気工学科 24

74 4

9 9

合　計 129

24

就職

希望者 内定者

総　計 140

専攻科 生産システム工学 11

24 24

23

7

96 96

92 92

求人数 求人
倍率
(*)学科別 学科不問

39 39

12 12

32 32

342

8.06

588 32.07

580 28.93

406 20.48

342 27.71

2017（平成29）年度　進路状況サマリー

(*)　本科求人倍率＝（学科別求人数＋学科不問求人数÷４）÷学科就職希望者数

1682 342 22.00

636 159.00

108

2018年（平成30年）4月1日現在

総　計

デザイン学科

電気工学科

機械電子工学科

情報工学科

合　計

生産システム工学専攻科

本科

建
設
業

1－

情
報
通
信
業

運
輸
業

卸
売
業

、
小
売
業

専
門
・
技
術
サ
ー

ビ
ス
業

学
術
研
究

、 合
　
計

大
学
院
研
究
科

大
学
学
部

娯
楽
業

生
活
関
連
サ
ー

ビ
ス
業

、

製
造
業

電
気
・
ガ
ス
・
水
道
業

1 6

業 種 別 就 職 内 定 者 数

0 0 1 7

進 学 先 別 進 学 合 格 者 数

サ
ー

ビ
ス
業

公
務

不
動
産
業

そ
の
他

海
外
留
学
／
専
修
学
校
等

国
公
立

32 2 11 0

合
　
計

専
攻
科

私
立

国
公
立

私
立

卒
業
生
・
修
了
生
数

8

24 1 11 0 2 2 0

1 0

1 0 3 0

－ －2 240 0

1 0

－ 0 1 21 0 21 －

33 1 17 2 1 1 0 0 0 0

0 3

0 3 6 00 23 － － 9

40 0 2 0 18 0 0 2 0 0 1224 － － 6

129 4 41 2

4 22 0 0 0

0 5 1 121 3 2 10 7 14 10 12 92 － － 32

11 0 2 0 2 0 0 0 0 － 74 3 4 －

140 4 43 2

－ －0 0 0 0

40 5 1 123 3 2 10 39

2017（平成29）年度　進路先別サマリー

7 14 10 12 96 3
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1名

1名

1名

1名

1名

1名

1名

2名

2名

6名

1名

2名

1名

1名

1名

【情報工学科】

千葉大学

松蔭大学

東京造形大学

日本大学

武蔵野美術大学

1名

1名

1名

1名

2名

1名

富士ソフト㈱

1名

1名

1名

ＵＴコンストラクション㈱

新村印刷㈱

㈱日創工芸

早稲田大学大学院

1名

1名

1名

㈱日展

㈱フジモデル

ミドリ安全㈱

ミュージックスクールｗｏｏｄ

ＳＯＬＩＺＥ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ㈱

1名

2名

1名

㈱サンワーク

東罐興業㈱

㈱東急エージェンシープロミックス

東洋製罐㈱

東洋製版㈱

1名

1名

1名

㈱富士通エフサス 1名

三波工業㈱

㈱ブイ・テクノロジー

大和製罐㈱

東京ガス㈱

東芝エレベータ㈱

1名

1名

東海旅客鉄道㈱

1名

1名

1名

㈱日管

㈱東光高岳

1名

1名

1名

中央電子㈱

1名

1名

蛇の目ミシン工業㈱

1名

1名

旭化成㈱

1名

1名

㈱電巧社

1名

1名

1名

工学院大学大学院 1名

東海旅客鉄道㈱

権田金属工業㈱

1名

就職
(24名)

三松堂印刷㈱

㈱日産テクノ

1名

1名

【専攻科】 【電気工学科】

1名

サイバーステップ㈱

日野自動車㈱

アマゾンジャパン合同会社

㈱アマダミヤチ

㈱三信

1名

【機械電子工学科】

1名

1名

1名

1名

1名

1名㈱茨城技研

1名

1名

㈱ユーセイ

㈱ＪＣＧ

池上通信機㈱

㈱Ｍテック

㈱ＳＨＩＦＴ

1名

1名

1名

1名

1名

2名

㈲アーミック

㈱おいもや

フジテック㈱

富士フイルムＧＳテクノ㈱

㈱フジキン

就職
(21名)

㈱コトブキシーティング

㈱コンヴァノ

本田技研工業㈱

森永乳業㈱

山崎製パン㈱

1名

サレジオ高専・専攻科

2名

進学
(3名)

1名

1名

2名

1名

1名

2名

1名

1名

1名

1名

慶應義塾大学大学院

1名

1名

1名

1名

宗教法人カトリック聖パウロ修道会サンパウロ

1名

1名

㈱廣済堂

独立行政法人国立印刷局

1名

ロシュ・ダイアグノスティックス㈱

ＩＨＩ運搬機械㈱

㈱ＳＵＢＡＲＵ

1名

1名

2名

1名湘南工科大学

就職
(23名)

キヤノンメディカルシステムズ㈱

東急テクノシステム㈱

東芝プラントシステム㈱

1名

東プレ㈱

㈱中村技研

㈱ニコン

日本総合住生活㈱

㈱日立ビルシステム

1名

進学
(9名)

工学院大学

サレジオ高専・専攻科

1名

1名

1名

千葉工業大学

日本大学

東プレ㈱

2名

1名

1名

1名

1名

1名

進学
(12名)

就職
(24名)

1名

㈱アド・ソアー

㈱アルファシステムズ

1名

【デザイン学科】

1名

3名

1名

1名

1名

1名

1名

進学
（8名)

横浜美術大学

専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ

電気通信大学大学院 1名

就職
(4名)

北陸先端科学技術大学院大学

横浜国立大学大学院

1名

1名
進学（7名）

オムロンフィールドエンジニアリング㈱

㈱ゲイン

サンリツオートメイション㈱

シグマトロン㈱

タマテクノシステム㈱

チームラボ㈱

東芝ＩＴサービス㈱

㈱日立情報通信エンジニアリング

富士通㈱

フリュー㈱

武蔵エンジニアリング㈱

㈱Ｂｌｕｅｓｈｉｐ

長岡科学技術大学

㈱ＦＤＣ

㈱Ｍ－ＳＯＬＵＴＩＯＮＳ

ＮＥＣフィールディング㈱

ＮＴＴコムエンジニアリング㈱

㈱ＮＴＴデータＳＢＣ

㈱ＯＥＣ

岩手県立大学

東京工科大学

東京情報大学

東京電機大学

日本大学

ＳＵＢＡＲＵテクノサービス㈱

ＵＴグループ㈱

サレジオ高専・専攻科

京都工芸繊維大学

信州大学
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（3）授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画
（連携開設科目に係るものを含む）（シラバス又は年間授業計画の概要）



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



（4）学修の成果に係る評価（連携開設科目に係るものを含む）及び
卒業又は修了の認定に当たっての基準

（必修・選択・自由科目別の必要単位修得数及び取得可能学位）



学修の成果に係る評価及び卒業または修了の認定に当たっての基準（infoP42,44より引用）

サレジオ工業高等専門学校



（5）学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援









（6）教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報



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


