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愛知県立愛知総合工科
高等学校専攻科

公共交通機関でお越しの場合
名古屋市営地下鉄・東山線「星ヶ丘駅」下車、2番出口より徒歩４分

所在地：〒464-0808　名古屋市千種区星が丘山手107
TEL：052-788-7200　　FAX：052-783-0411
Web：https://www.aichi-te-ad.jp/

愛 知 県 立

愛 知 総 合 工 科

高 等 学 校
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ぜひホームページをご覧ください
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ワールド・グリーン・チャレンジ

鳥人間コンテスト出場

　２０２１年８月、秋田県大潟村で開催されたワー
ルド・グリーン・チャレンジに出場しました。ミニ
ソーラー・カー・レース（5時間耐久）と、ソーラー・
バイシクル・レース（100㎞）、共にグランドチャン
ピオンとなりました。

技能五輪全国大会出場
　２０２１年６月愛知県大会を上位で通過し、１２
月東京ビッグサイトで開催された第59回技能
五輪全国大会「機械組立て」に出場しました。

若年者ものづくり競技大会
　２０２１年８月、愛媛県で行われた若年者もの
づくり競技大会で、「フライス盤」では銅賞、
「CAD」では敢闘賞を受賞しました。

　2021年7月、琵琶湖で開催された「第43回
鳥人間コンテスト2021」の滑空機部門に初出
場しました。本科・名古屋聾学校と共同製作し
た機体「コノウエ300Ｍ」は見事153.73m飛行
し、7位という結果を残しました。

GNSS・QZSS
ロボットカーコンテスト2021
　2021年10月、測位航法学会が主催するコンテストが
Zoomで開催されました。全国から10チームが参加し、２
年生総合実習「GPSによるロボットカー制御の研究と実
践」チームが、車両の完成度とモデルベース開発を適用
したことが評価され、見事、最優秀賞を受賞しました。

指定管理法人
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1年生　25万円程度、２年生　22万円程度
入学料、授業料、教科書・実習服購入代等を含む目安の金額になります。
（専攻科独自の奨学金や支援金制度が充実しています。）

学費について

4月　入学式・始業式、オリエンテーション、前期授業開始
5月　救急救命講習会、第１回スポーツ大会
6月　第１回専攻科説明会
7月 STEM講座開講式
8月　前期考査、夏季休業、インターンシップ、出校日
9月 夏季休業、後期授業開始、特別推薦入学者選抜
10月　第２回専攻科説明会
11月　一般入学者選抜、第２回スポーツ大会
12月　冬季休業
1月 冬季休業、進路説明会（生徒・保護者合同）、学習成果発表会、後期考査
2月　業界研究セミナー、同窓会入会式
3月　修了式、終業式、合格者登校日

専攻科 の 1 年

交通アクセス

各種大会実績

総合実習テーマ
1年生
機械系・高度ものづくり技能の追求と実践（旋盤、フライス）
電気系・高度ものづくり技能の追求と実践（メカトロ）
航空機製作に向けての基礎研究と実践（鳥人間コンテスト挑戦Ⅰ）
自動車設計手法の習得
エコモビリティ技術・再生可能エネルギーの研究と実践Ⅰ
飛行体とCANSATの研究と実践
自動運転支援用プレビューセンサ開発と実践Ⅰ
先端小型ロボットの開発と製作
RoboCup競技に向けての創造・開発力の習得
福祉機器の研究と開発

2年生
機械系・高度ものづくり技能の追求と実践（旋盤、CAD、機械組立）
電気系・高度ものづくり技能の追求と実践（ロボットソフト組込み）
エコモビリティ技術・再生可能エネルギーの研究と実践Ⅱ
GPSによるロボットカー制御の研究と実践
Li電池、FCエネルギーを活用した新モビリティの研究と実践
航空機製造技術の研究と実践（鳥人間コンテスト挑戦Ⅱ）
自動運転支援用プレビューセンサ開発と実践Ⅱ
デンソー先端ロボット制御技術の研究と実践
アグリテクノロジー機器の開発と知的財産化

東山タワーからの眺望
（2021年度）

Aichi High School of Technology and 
Engineering Advanced Course



全国初の国家戦略特区対象校とし
て、他には無い次世代教育を提供し
ています。

国 家戦略特区とは
　産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を促進する観点から、規
制改革を総合的かつ集中的に推進する取組です。専攻科は 2017 年 4 月から公設民営化
（指定管理法人：学校法人名城大学）を実施し、企業や大学等と連携し、生産現場の動向・
ニーズに具体的かつ迅速に対応した教育を可能としています。

資 格取得
　技能検定（機械保全（機械系・電気系）、機械検査、シーケンス制御、普通旋盤、CAD製図、
機械組立仕上げ、電子機器組立）、電気工事士、マイクロソフトオフィススペシャリスト、
電気主任技術者、危険物取扱者、品質管理、情報処理技術者、工業技術英語検定など様々な
資格取得にチャレンジできます。

総 合演習
　多種多様な講演会や社会人マナー、
ストレスマネジメント力、コミュニケー
ション力の習得のための授業を通じて、
リーダーに必要な資質を身につけます。

人 間力の育成
　「ものづくりは人づくり」という言葉
があるように、専攻科では生活習慣や
身だしなみ、あいさつ等、人間力を高め
るための指導にも力を入れています。

〇共通科目【１年生】文章表現Ⅰ,Ⅱ/ 線形代数Ⅰ,Ⅱ/ 微分・積分Ⅰ,Ⅱ/ 物理学Ⅰ,Ⅱ/ 英語コミュニケーションⅠ,Ⅱ/体育実技Ⅰ,Ⅱ/生産管理技術Ⅰ/データサイエンス /制御工学Ⅰ/安全工学 /キャリアプランニング/ 総合演習Ⅰ/CAD 実習 / 総合実習Ⅰ
　　　　 【２年生】人文科学基礎 /社会科学基礎 /アジア文化論 / 英語コミュニケーションⅢ,Ⅳ/中国語 /体育実技Ⅲ,Ⅳ/生産管理技術Ⅱ/制御工学Ⅱ/ 技術者倫理 / 総合演習Ⅱ/ 総合実習Ⅱ
〇専門科目【自動車・航空コース】機械製図 /材料学 /材料力学Ⅰ,Ⅱ/ 機械機構学 / 熱力学 / 流体力学 /自動車工学Ⅰ,Ⅱ/ 航空工学Ⅰ,Ⅱ/ 電気理論 / 計測 /プログラミング基礎 /ネットワークシステム /自動車・航空実習Ⅰ,Ⅱ

【電気・制御コース】電気回路Ⅰ,Ⅱ/ 電気磁気学Ⅰ,Ⅱ/ 電子回路Ⅰ,Ⅱ/デジタル回路 / 電気計測 / 電気機器 / 通信工学 / 電力技術 / 電気法規・施工管理 /パワーエレクトロニクス /プログラミング/応用制御 / 電気・制御実習Ⅰ,Ⅱ
【情報・IT コース】科学技術リテラシー/IT 工学基礎 /コンピュータアーキテクチャ/情報通信・ネットワーク/ソフトウェア工学 /デジタル回路Ⅰ,Ⅱ/IT・AI 数学基礎 /アルゴリズム・データ処理 / 電子回路 /デジタル信号処理 /

 　　　　　　　　　　 言語設計基礎 /情報理論 /IT 活用技術 /コンピュータ応用解析 /情報・IT 実習Ⅰ,Ⅱ
【電子・ロボットコース】機械製図 /材料学 /材料力学Ⅰ･Ⅱ/ 機械機構学 /ロボット工学 / 電気理論 / 計測 / 電子回路Ⅰ,Ⅱ/プログラミングⅠ,Ⅱ/パワーエレクトロニクス /ネットワークシステム /応用制御 / 電子・ロボット実習Ⅰ,Ⅱ

生産現場の
リーダーを
育成

【就職】
愛三工業（株）/（株）アイシン/愛知時計電機（株）/（株）アテック/アドバンス電気工業（株）/（株）アドヴィックス /（株）アルプス技研 /出光興産（株）/（株）NTTファシリティーズ /エヌティーテクノ（株）/（株）エムエス製作所 /オークマ（株）/川北電気工業（株）/
河村電器産業（株）/（株）クエスト/山九（株）/サンテクノ（株）/（株）シーアールイー/（株）シーエスイー/シーキューブ（株）/CKD（株）/（株）JERA 碧南火力発電所 /松栄テクノサービス（株）/日本製鉄（株）/スタンレー電気（株）/スマートインプリメント（株）/
（株）タイテック/中部電力（株）/中部電力パワーグリッド（株）/中部プラントサービス（株）/（株）TDEC/（株）テクニカルスタッフ/（株）テクノ・セブン/（株）デンソー/ 東海化学工業（株）/（株）東郷製作所 / 東邦ガス（株）/（株）トーエネック/豊田合成（株）/
トヨタ自動車（株）/トヨタ車体（株）/中日本炉工業（株）/名古屋大学未来社会創造機構 /名古屋品証研（株）/日本軽金属（株）/パーソル R＆D（株）/ 林テレンプ（株）/（株）パロマ/（株）ヒップ/（株）FUJI/ 富士ソフト（株）/ブラザー工業（株）/（株）豊幸 /
本田技研（株）/（株）マキタ/（株）松尾製作所 /丸藤精工（株）/（株）三品松菱 / 三菱電機プラントエンジニアリング（株）/ 三菱メカトロエンジニアリング（株）/（株）名光精機 /名鉄 EI エンジニア（株）/（株）メイドー/（株）明和 eテック/ヤマザキマザック（株）/
（株）山下工作所　など
【進学】
　豊橋技術科学大学（情報・知能工学課程 / 電気・電子情報工学課程）・愛知県立大学（情報科学部）・愛知学院大学（文学部）・愛知工科大学（工学部）・愛知工業大学（工学部）・中部大学（工学部）・名城大学（理工学部 / 都市情報学部）　など

コース
（概要）

自動車・航空コース
自動車・航空機の構造や仕組み、自動加工
技術など、運輸機械の製造に関わる高度な
技術を身に付けた産業人材の育成を目指し
ます。

電気・制御コース
発電や送電を行う電力システムや電気機器の
制御技術など、電気エネルギー産業に関わる
高度な技術を身に付けた産業人材の育成を目
指します。

情報・ITコース
AIやIoTに代表される情報処理技術など、情
報通信に関わる先端技術を身に付けた産業
人材の育成を目指します。

電子・ロボットコース
半導体や電子回路基板、信号処理、ロボット
技術など、生産現場のデジタル化に関わる先
端技術を身に付けた産業人材の育成を目指し
ます。

実　習

教育課程

主な進路先

高 度 技 術 科高 度 技 術 科 先 端 技 術 科先 端 技 術 科

マシニングセンタ（5軸）による切削加工実習

高度ものづくり技能の追求と実践「メカトロニクス」

【コース実習】  企業の技術者や技能五輪選手など、ものづくり現場のプロによる授業。最先端の生きた技術・技能が学べ、実践力が身につく。

操作盤による同期発電機の制御実習 C言語やPython を使ったプログラミング

Li 電池、FCエネルギーを活用した
新モビリティの研究と実践

自動運転支援用プレビューセンサ開発と実践

人協働ロボットCOBOTTAを使った FA実習

飛行体とCANSATの研究と実践

全国屈指の
実習設備

1

ものづくり現場の
プロによる
実習

2

充実した
進路

3

【総合実習】  各コースの力を結集。研究テーマごとに分かれ、班員と協力しながら、ものづくりを実践する。

製造業の技能系・技術系職種を中心とした幅広い就職先に加え、４年制大学への編入学も可能。

1学年
10名
1学年
10名

1学年
10名
1学年
10名

1学年
10名
1学年
10名

1学年
10名
1学年
10名

専攻科
３つの強み

2022年4月より


