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モンゴル支援事業協力支援体制

モンゴル
リエゾン
オフィス

機構本部

モンゴル科学技術大学附属高専

・教材・カリキュラム等開発支援
・現地での教職員研修
・キャリア教育の支援
・教育研究サポート

・日本での教職員研修
・日本国内でのインターンシップ実施
・日本の各種コンテストの参加

協力支援
校

学生・教職員の
モビリティを加

速

高専教育の普及・定着
学生・教職員受け入れを通じた

高専国際化・高度化

モンゴル 協力支援幹事校

都城高専

特別協力校
仙台高専
東京高専新モンゴル高専

モンゴル工業技術大学附属高専

6

木更津高
専

八戸高専

苫小牧高
専

佐世保高
専

福島高専

明石高専

徳山高専

石川高専

⾧岡高専

両国間政府の合意を基盤にした、技術者教育支援にかかる協力関係



モンゴル３高専の誕生と現在の進路状況

2014年

モンゴル

３高専開校

2019年6月

第一期生卒業
（計１４２名）

2019年卒業生

42名/142名が

日本企業内定

2020年卒業生

24名/98名が

日本企業内定



2019年６月卒業生（142名） 

学校名 会社名 人数 採用業務 所在地 

科技大高専 
（計7名） 

 
 

大淀開発 1名  施設管理 宮崎県都城市 

マトヤ技研工業 1名  食肉機械製造 鹿児島県曽於市 

ジー･イー･エス 1名  自動車部品製造 宮城県宮城郡 

JALエンジニアリング  1名  機体整備 東京都大田区 

日本装芸 1名  設計 東京都大田区 

トーコン 1名 機器設計 神奈川県横浜市 

シーマイクロ 1名  機器設計 香川県高松市 

IETモンゴル高専 
（計22名） 

 

東武ビルマネジメント  4名  保守点検 東京都墨田区 

国光施設工業 3名  施設管理 東京都大田区 

京都スペーサー 2名  製造設計 大阪府堺市 

藤村電器 2名  製造設計 東京都品川区 

日本装芸 2名  設計 東京都大田区 

タナカコンサルタント 1名  設計 北海道苫小牧市 

大淀開発 1名  施工管理 宮崎県都城市 

ニッセー 1名  開発製造 静岡県焼津市 

ジー･イー･エス 1名  設計製作 宮城県宮城郡 

勝亦電機製作所 1名  設計 東京都品川区 

田島緑地前川コルポラッション 1名  施設管理 北海道北斗市 

湘南技術センター 1名  設計 神奈川県横浜市 

富士根産業 1名  機械設計 静岡県沼津市 

メタルテクノ 1名  設計 宮崎県都城市 

新モンゴル高専 
（計13名） 

トラバース 4名  施設管理 千葉県市川市 

JALエンジニアリング 1名  機体整備 東京都大田区 

Union Plate 2名  カスタム設計 長野県千曲市 

井上ヒーター 2名  設計 兵庫県西宮市 

第一工業製薬 1名  品質管理 京都市下京区 

キャル 1名 プログラミング 大阪府大阪市 

山田工務所 2名 施工管理 千葉県千葉市 

 合計 42名    



2020年６月卒業生（98名） 

学校名 会社名 人数 採用業務 所在地 

科技大高専 
（計3名） 

ANAベースメンテナンステクニクス 1名  機体整備 東京都大田区 

日本装芸 1名  設計 東京都大田区 

池田工務所 1名  開発製造 東京都品川区 

IETモンゴル高専 
（計12名） 

長田電機工業 2名  製造 東京都品川区 

AKOO 1名  施工管理 千葉県千葉市 

ANAベースメンテナンステクニクス 1名  機体整備 東京都大田区 

井上製作所 2名  金属加工設計 神奈川県伊勢原市 

山下電気 1名  設計 東京都品川区 

池田工業 1名 建設設計 北海道札幌市 

須長製作所  1名  製造、施工 東京都品川区 

藤村電器 1名  金属加工 東京都品川区 

勝亦電機製作所 1名  システム構築 東京都品川区 

山田工務所 1名  施工管理 千葉県千葉市 

新モンゴル高専 
（計９名） 

ファインケム 4名  化学製品の製造 静岡県菊川市 

山田工務所 2名  施工管理 千葉県千葉市 

DIC 2名  品質管理 東京都板橋区 

第一工業製薬 1名  品質管理 京都市下京区 

湘南技術センター 1名  設計 神奈川県横浜市 

 合計 24名    



高専機構が目指す形

みやぎ工業会

地元企業
モンゴル

３高専

技術者の安定した雇用獲得
日本企業就職の機会創出

信頼できる技術者紹介による地元企業育成



Appendix



モンゴル高専生採用の流れ

求人票の提出（企業側）

モンゴル３高専キャリアセンターから学生へアナウンス、
掲示

履歴書の提出（学生）

書類選考のうえ、面接対象者選定
（企業側）

現地、もしくはオンライン等による採用面接実施

内定者決定



内定者の来日までの流れ

在留資格認定の申請（企業側）To各入国管理局

入国管理局にて資格審査実施

申請の承認（From入国管理局 To採用企業）

承認書類の送付（To モンゴル側キャリアセンター）

VISA申請
（FromキャリアセンターToモンゴル日本大使館）

VISAの承認

３か月以内での来日


