
問い
合わせ

栄から 10 分！さまざまな交通経路で
とても通いやすい場所にあります。

どこに
あるの？？どこに？どこにあるの？あるの

アクセス
交通の便

ものづくりの
プロフェッショナルを育成！

どんな
学校？？どんな？どんな学校？学校 工芸高校とは？

名古屋のものづくりと歩んで１０６年目
創立から 100年以上続く歴史と信頼があります。
これまでに 2万 3千人以上の卒業生を送り出しています。

在学中からものづくりの力を十分に発揮し
社会を良くする取り組みに貢献しています。

ものづくりの基礎を土台とした教育と
レベルの高い確かな指導力で
進歩し続ける技術に対応できる
プロフェッショナルとなる人材を育てています。
国内外での卒業生の活躍がその証拠です。

無限の可能性を秘めた
ものづくりのプロフェッショナルを育成

社会の活性化に大きく貢献

①少人数での実習で、きめ細かい指導
②アクティブラーニングを取り入れた授業
③学科ごとの募集で、1年生から専門教育を充実
④生徒の個性や進路を尊重したコース選択制を導入
⑤大学・企業の外部専門講師による授業や
　大学での最新設備を使用した実習の実施
⑥産学官・地域連携による 社会に開かれた教育 で
　市政に貢献・地域に貢献
⑦競技会・資格取得の高い目標へのチャレンジ

みんなスタートはゼロから
工芸に入学した生徒だれもが
安心して学ぶことができるように
以下のことに取り組んでいます

部活動

・野球
・陸上競技
・水泳
・剣道
・サッカー
・ラグビー

・バレーボール男子・女子
・ハンドボール男子
・バスケットボール男子・女子
・卓球
・バドミントン男子・女子
・テニス女子
・ソフトテニス男子

・演劇
・ブラスバンド
・漫画研究
・工芸
・情報倶楽部
・ライフクリエイト

・美術
・写真
・軽音楽
・放送
・クラフトクリエイター

目標を達成するために
仲間と共に日々活動しています。

部活は
どう？？部活は？部活はどう？どうグラフィックアーツ科

印刷に必要な
知識や技術を
学びます

卒業後の主な進路先

•DTP オペレーター
•印刷オペレーター
•カメラマン　など

印刷実習 /レイアウト実習
DTP技術 /写真実習 /色彩学

（株）トッパンコミュニケーションプロダクツ /竹田印刷（株）
富士特殊紙業（株）/（株）昭和写真工業所 /（株）アイカ
名鉄局印刷（株）/（株）シイエム・シイ /空（有）/丸眞（株）
友宏ワイズ（株）/（株）シー・アール・エム /（株）全進堂　など

愛知教育大学/名古屋芸術大学/名古屋学芸大学/名古屋造形大学
東海学園大学/愛知淑徳大学/中部大学/名古屋ビジュルアーツ など

デザイン科 描くことや作ることの
技術と楽しさを学びます

卒業後の主な進路先

•グラフィックデザイナー
•プロダクトデザイナー
•イラストレーター　など

デザイン技術/デザイン材料/構成
平面実習 / 立体実習

豊田合成（株）/トヨタ紡織（株）/ 鳴海製陶（株）/丸眞（株）
（株）ツカサディザインコマーズ /（株）ジェー・シー・スタッフ
（株）浅井商店/日本郵政（株）/セントラル画材（株）   など

愛知県立芸術大学 /金沢美術工芸大学/武蔵野美術大学
多摩美術大学 /東京造形大学 /京都精華大学 /名古屋芸術大学
名古屋学芸大学/名古屋造形大学 /椙山女学園大学　など

令和５年度の見学会・イベントなど
見学や授業体験、作品の展示を観るなどして
工芸高校をもっと詳しく知ることができます。

※新型コロナウィルス感染症の流行状況により、実施やその内容などを変更する可能性があります。Webページにて最新の情報を掲載します。

デザイン科
卒業制作展

愛知県立美術館 E室
令和５年

12 日～ 17 日12月
( 火 )         ( 日 )

学校見学会
夏休みの平日と２学期の土日に見学を開催する予定です。事前に見学したい学科を申し込んで
いただき、体験や見学をすることができます。複数の学科を見学することも可能です。
詳細は、各中学校にお送りする資料や本校ウェブページなどでご確認ください。

● 見学の申し込みは、中学校の進路担当の先生に申し出てください。

インテリア科
作品展

鋭 意 計 画 中！

グラフィック
アーツ科 科展

文化祭

鋭意計画中！

（9月～ 10月予定）

Webページ
随時
更新中！

見学して
みたい!!見学して!!見学して
みたい!!みたい

インテリア科 室内空間の計画や
家具等の製作を学びます

卒業後の主な進路先

•インテリアデザイナー
•インテリアプランナー
•家具製造・販売　など

インテリアデザイン実習 /製図
家具クラフト実習

愛知（株）/（株）伊藤タンス店 / 飛騨産業（株）/（株）LIXIL
カリモク家具（株）/（株）服部家具センター /（有）片桐産業
トヨタ自動車（株）/リンナイ（株）/エヌワイ工業（株） など
愛知工業大学 /名古屋学芸大学 /名古屋芸術大学 /中部大学
名古屋造形大学/愛知淑徳大学/椙山女学園大学/金城学院大学
トライデントデザイン専門学校 /東海工業専門学校　など

都市システム科 まちづくりに関する
知識や技術を学びます

卒業後の主な進路先

•土木施工管理技士
•測量士/土木技術者
•技術系公務員　など

インフラメンテナンス/測量実習
都市空間デザイン/機械施工実習

東海旅客鉄道（株）/ 名古屋鉄道（株）/ 名古屋高速臨海鉄道（株）
東邦ガス（株）/矢作建設工業（株）/名工建設（株）/中京スポーツ施設
日本コンクリート工業（株）/中日本ハイウェイエンジニアリング名古屋（株）
国土交通省 /愛知県 /名古屋市 /豊橋市 /名古屋市交通局 など

名古屋工業大学/愛知工業大学/大同大学/中部大学/名城大学
東海学園大学 など

建築システム科 建築生産に関する
知識や技術を学びます

卒業後の主な進路先

•現場監督 /設計士
•専門工事業（大工・左官）
•積算士 /設備士　など

建築物の設計製図 /模型作成
木材加工 /建築環境

（株）淺沼組 /（株）鴻池組 /日本国土開発（株）/（株）堀井工務店
加納技研（株）/ヒメノビルド（株）/（株）硎谷建築積算事務所
（株）協和工務店 / 菱信工業（株）/名古屋市など
愛知工業大学 /大同大学 /中部大学 /名城大学 /愛知産業大学
東海工業専門学校　など

情  報  科 コンピュータに関する
知識や技術を学びます

卒業後の主な進路先

・プログラマー
・システムエンジニア
・カスタマーエンジニア　など

プログラミング / 3DCG
データベース / ウェブ

（株）ミツトヨ /トーテックアメニティ（株）
アイシン・エィ・ダブリュ（株）/リコージャパン（株）　など

愛知県立大学/静岡大学/愛知工業大学/名城大学/中部大学
中京大学/愛知淑徳大学/トライデントコンピュータ専門学校
HAL名古屋　など

電子機械科 機械・電子・情報に関する
知識や技術を学びます

卒業後の主な進路先

機械加工実習 /回路製作実習
プログラミング実習 /
機械設計 /製図 / CAD
ファクトリーオートメーション実習

•機械系技術者
•システムインテグレータ
•機械オペレーター
•生産技術者　など

（株）豊田自動織機 /トヨタ自動車（株）/（株）デンソー
（株）アイシン /大同特殊鋼（株）/ヤマザキマザック（株）
パナソニックスイッチギアシステムズ（株）/三菱電機（株）
東芝エレベータ（株）/ブラザー工業（株）など

名城大学 /愛知工業大学 /大同大学 /中部大学　など

工芸の７つの学科を紹介 わたしたちの生活に欠かすことのできない分野に関する７つの学科があります。
基礎と原理を学び、最新技術に対応することのできる知識と技術を身につけます。

何を
学ぶの？？学ぶの？学ぶの

測量士補（国家）試験…合格率 85％（全国平均約 47％）都

資格取得 将来の職業に必要な資格が
高校で取得できる！

その他多数！

基本情報技術者試験（国家）情

イ インテリアコーディネーター資格試験

電 危険物取扱者試験（国家）/ ガス溶接技能講習

工芸の生徒が主体となって地域や企業
と連携し、地域活性化につながるプロ
ジェクトに取り組んでいます。

令和 4年度のプロジェクトの例

工芸生が運営するデザイン事務所

その他多数実施！

・名古屋刑務所とのコラボレーション　刑務作業製品のデザイン制作
・名古屋矯正管区広報パンフレット制作
・名古屋市役所広報マスコットキャラクター　LINEスタンプ原画制作
・桜台高校ファッション文化科ファッションショーのポスター等制作
・東区民まつりポスター等の制作
・レゴランド　キャンペーンポスター制作
・高校生による科学の祭典　イラスト制作
・名古屋市立幼稚園　園児募集ポスター制作
・なごや子ども応援委員会チラシ制作
・名古屋市教員採用パンフレット制作
・名古屋市立小学校（東区）設置の防災かまどカバー制作・交換　など

第 16 回若年者ものづくり競技大会
ウェブデザイン職種…優勝・敢闘賞情

第 15 回愛知県工業高校ロボット競技会第３位電

左官職種…審査員特別賞建

各種競技会・コンテスト
第57 回技能五輪全国大会
ウェブデザイン職種…優勝・準優勝・敢闘賞情

H22年より毎年全国大会に
出場＆入賞！

その他多数！

住まいのインテリアコーディネーションコンテスト
高校生部門…高校生部門賞

イ

卒業生の活躍

わたしたちの生活を支える仕事や、生活を豊かにする
仕事で、日本国内に限らず世界でも活躍しています。

・大手企業エンジニア
・プログラマー
・CGクリエイター
・一級建築士
・土木関連会社社長
・公務員

・インテリアプランナー
・インテリアデザイナー
・アートディレクター
・プロダクトデザイナー
・グラフィックデザイナー
・プロカメラマン など

卒業後の進路
就職率

100%

就職人数
108
求人数
1896

求人倍率

17.56

就職 企　業
公
務
員

自
営
業108 人

　　　　　  長い歴史と卒業生の活躍から、大企業から地
域の企業まで、多くの企業から求人をいただいています。
生徒は多くの求人から選ぶことができます。

進学 大学 専門
141 人

　　　　　  主体的な学びから得た行動力や思考力を活か
し、進学先でも大活躍しています。

R04.3 月卒業生

工芸生の活躍 学習で習得した知識や技術・技能をさらに向上させて、競技会やコンテストへのチャレンジや、
資格取得、地域活性化への貢献に成功しています。卒業後はそれぞれの業界で大活躍しています。

なにが
できる？？なにが？なにができる？できる

寒暖差や場面に応じて
制服の組み合わせを選択します。制服どんな

制服？？どんな？どんな制服？制服

名古屋市立工芸高等学校のインフォメーション

名古屋市立工芸高等学校通信
工芸高校ってどんな学校？何を勉強するの？どんなことができるようになるの？
さまざまな疑問に答えるように、進路選択に役立つ情報をみなさんにお伝えします。
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