
進学者数および就職者数、その他
2021年5⽉1⽇現在

（単位︓⼈）

2020年度卒業⽣（2021年3⽉卒業⽣）
学部別進路状況①
学部 学科 卒業者数 就職・進学希望者数就職・進学者数就職・進学率 ⼤学院進学 その他進学

男⼦ 27 21 19 90.5% 3 0
⼥⼦ 53 51 49 96.1% 4 2
計 80 72 68 94.4% 7 2
男⼦ 0 0 0 0.0% 0 0
⼥⼦ 3 3 2 66.7% 1 0
計 3 3 2 66.7% 1 0
男⼦ 12 11 9 81.8% 1 1
⼥⼦ 59 55 47 85.5% 10 1
計 71 66 56 84.8% 11 2
男⼦ 49 47 39 83.0% 5 3
⼥⼦ 108 103 74 71.8% 2 2
計 157 150 113 75.3% 7 5
男⼦ 12 12 12 100.0% 0 0
⼥⼦ 57 55 55 100.0% 0 1
計 69 67 67 100.0% 0 1

卒業者数 就職・進学希望者数就職・進学者数就職・進学率 ⼤学院進学 その他進学
311 291 239 82.1% 26 9
69 67 67 100.0% 0 1
380 358 306 85.5% 26 10

領域別進路状況②
⾳楽領域 種別 統計

男 ⼥
教育関係 1 6 7
福祉関係 0 3 3
⾳楽講師 0 1 1
⾳楽家 7 3 10
⼀般企業 8 30 38
公務員 0 0 0
進学 3 6 9
その他 8 4 12

芸術教養領域 種別 統計
男 ⼥

⼀般企業 0 1 1
公務員 0 0 0
進学 0 1 1
その他 0 1 1

美術領域 種別 統計
男 ⼥

教育関係 2 2 4
作家活動・フリーランス 2 5 7

⼀般企業 3 29 32
上記以外 0 0 0
進学 2 11 13
その他 3 12 15

デザイン領域 種別 統計
男 ⼥

教育関係 0 2 2
作家活動・フリーランス 7 6 13

⼀般企業 24 62 86
上記以外 0 0 0
進学 8 4 12
その他 10 34 44

⼈間発達学部  種別 統計
⼦ども発達学科 男 ⼥

教職関係 2 6 8
認定こども園 0 11 11
福祉関係 3 28 31
⼀般企業 7 9 16
公務員 0 0 0
進学 0 1 1
その他 1 2 3

学部別就職を除いた進路内訳
⾳楽 芸術教養 美術 デザイン ⼦ども発達 合計

7 1 11 7 0 26

2 0 1 1 0 4
0 0 0 0 0 0
0 0 1 4 1 6

合計 9 1 13 12 1 36
0 0 0 0 0 0
8 0 5 7 2 22

合計 8 0 5 7 2 22

活動中(調査中) 4 1 10 37 0 52

合計 4 1 10 37 0 52

男⼥別⼈数

芸術学部

芸術学科（⾳楽領域）

芸術学科（芸術教養領域）

芸術学科（美術領域）

芸術学科（デザイン領域）

⼈間発達学部 ⼦ども発達学科

学部
芸術学部

⼈間発達学部
全学部合計

男⼥別⼈数

就職外進路

進学

⼤学院

研究⽣
海外(留学)

男⼥別⼈数

男⼥別⼈数

男⼥別⼈数

領域 進路

講師登録･その他

その他(⼤学･専⾨等)

就職・進学希望なし
家事･結婚等
その他



進学および就職等の状況に関すること（過去5年間）
2021年5⽉1⽇現在

⾳楽学部／⾳楽領域
◆2016年度〜2020年度卒業⽣の主な就職先

【⼀般企業】 【教職関係】 【医療・福祉関係】 過去の主な所属団体等
（株）ヤマハミュージックリテイリング 名古屋市⽴宮根⼩学校 （株）ラ・テール 2005年⼩澤征爾⾳楽塾オペラブロジェクト
（株）ヤマハミュージックジャパン ⼩牧市⽴⼀⾊⼩学校 （福）来光会 ドイツオスナブリュック市⽴歌劇場
（株）ヤマハミュージカルプロダクツ 稲沢市⽴稲沢⻄⼩学校 （福）あいプロジェクト ヤマハエレクトーンデモンストレーター
（財）ヤマハ⾳楽振輿会 豊⼭町⽴新栄⼩学校 （福）紫⽔会 NHK交響楽団
（株）河合楽器制作所 東海市⽴三ツ池⼩学校 （福）桃林会 群⾺交響楽団
（株）⾶騨・コンソーシアム（⾶騨世界⽣活⽂化センター） 南知多町⽴⽇間賀⼩学校 特定⾮営利活動法⼈ 百千⿃福祉会 京都市交響楽団
（株）ユー・エス・ジェイ 刈⾕市⽴⼩裔原⼩学校 特定⾮営利活動法⼈ 幸の華 広島交響楽団
（株）ステージ・ループ 上松町⽴上松⼩学校 （株）ヒューマンテック セントラル愛知交響楽団
（株）ミュージックエイト 北名古屋市⽴師勝中学校 （株）ベネッセスタイルケア ⼤阪市⾳楽団
（株）東海サウンド 岡崎市⽴河合中学校 松阪市療育センター 宝塚歌劇オーケストラ
（株）若尾綜合舞台 豊⽥市⽴⾜助中学校 特定⾮営利活動法⼈ 響愛学園 防衛省⾃衛隊（海上⾃衛隊⾳楽隊）
5/Rホール＆ギャラリー⾳楽ホール 豊⽥市⽴上郷中学校 メディカル・ケア・サービス（株） 愛知県警察⾳楽隊
B-Dooコミュニケーションズ（株）サラマンカホール ⾼浜市⽴⾼浜中学校 静岡県警⾳楽隊
（株）アックス⾳響効果グループ ⼋百津町⽴⼋百津東部中学校 岐⾩県警察⾳楽隊
（株）総合舞台はぐるま 桑名市⽴正和中学校 【⾳楽講師】 名古屋市消防⾳楽隊
（株）サンデーフォークプロモーション 津市⽴⼀⾝⽥中学校 かすみピアノスクール 劇団四季（複数名）
（株）Arxicuc Audio 津市⽴久居中学校 スナフキンズ⾳楽教室 中国国⽴中央バレエ団
⻑久⼿市⽂化の家 津市⽴⼀⾝⽥中学校国児分校 くりんくらん⾳楽教室 ⾳楽座
（株） CAC ⻲岡市⽴⻲岡中学校別院中学校 （株）スタイルクリエイトカノン・ミュージックスクールミュージカル研究所「カンバニー・ワン」
島村楽器（株） 多伎町⽴多伎中学校 （株）⽻島⾳楽センター 東京ディズニーリゾート
（株）⿊澤楽器 愛知県⽴⼀⾊⾼等学校 クロサワバイオリン サンリオ・ビューロランド
（株）Ｅ-レクト 愛知県⽴⼀宮聾学校 クラブナージ⾳楽教室 ラグーナ蒲郡
（株）名古屋東通 愛知県⽴半⽥特別⽀援学校 真和楽器（株） （株）宝塚舞台
東濃信⽤⾦庫 愛知県⽴豊川特別⽀援学校 （株）林楽器 静岡県舞台芸術センター
（株）ワールドコーポレーション 愛知県⽴佐織特別⽀援学校 朝⽇楽器 その他所屈団体多数
（株）マネジメント・ジャパン 愛知県⽴三好特別⽀援学校 （有）村林楽器店
（株）コングレ 愛知県⽴岡崎特別⽀援学校 ハセガワ楽器（有）
（株）セリア 愛知県⽴⼀宮特別⽀援学校 ミヤケ楽器
（株）ミート 楽器の幸林堂
トヨタカローラ岐⾩（株） （株）イケダ光⾳堂
（株）エフティグループ 【公務員】 バピーミュージック（株）
ＭＸモバイリング（株） 防衛省⾃衛隊 （株）ツルタ楽器

⼀宮市役所
⼤台町役場
常滑市役所
岩倉市役所
愛知県教育委員会

◆2016年度〜2020年度卒業⽣の主な進学先
●2016年度 ●2017年度 ●2018年度 ●2019年度 ●2020年度
名古屋芸術⼤学⼤学院 名古屋芸術⼤学⼤学院 名古屋芸術⼤学⼤学院 名古屋芸術⼤学⼤学院 名古屋芸術⼤学⼤学院
名古屋芸術⼤学研究⽣ 洗⾜学園⾳楽⼤学⼤学院 桐朋学園⼤学研究⽣ 名古屋芸術⼤学研究⽣ 名古屋芸術⼤学研究⽣
名古屋芸術⼤学保育専⾨学校 名古屋⼤原簿記情報医療専⾨学校 名古屋⾳楽⼤学研究⽣ 武蔵野⾳楽⼤学⼤学院



進学および就職等の状況に関すること
2021年5⽉1⽇現在

芸術教養領域
◆2020年度卒業⽣の主な就職先

OMソーラー株式会社

◆2020年度卒業⽣の主な進学先
●2020年度
名古屋⼤学 ⼤学院



進学および就職等の状況に関すること（過去5年間）
2021年5⽉1⽇現在

美術・デザイン学部／美術・デザイン領域
◆2016年度〜2020年度卒業⽣の主な就職先

【出版・広告・印刷関連】 【デザイン・ブランディング関連】 【インテリア・家具関連】 【⼯芸関連】 【画材関連】
（株）デザインヒーロー ⾶騨産業（株） アトリエあまのじゃく（株） セントラル画材（株） （株）ロイヤルグループ

（株）博報堂ＤＹホールディングス （株）Ｔ３デザイン カリモク家具（株） （株）中⽇ステンドアート （株）世界堂 他 FES（株）
（株）たきC1 （株）ライオンハート （株）FLANNEL （株）パールマネキン 曽我硝⼦（株） （株）松⽥電機⼯業所
（株）たき⼯房 （株）フリースタイルエンターテイメント（株）パモウナ ⾦⼦眼鏡（株） 他 （株）千⾥
（株）エー・ティ・エー （株）リーピー （株）アーティストリー 他 （株）Edo
（株）コレオ （株）広告制作所 丸眞（株） 【ジュエリー関連】 ＤＮＰ⽥村プラスチック（株）
（株）クラウン・パッケージ （株）ジールアソシエイツ 吉⽥貴⼦デザインスタジオ 【家電・雑貨・⽇⽤品関連】 （株）ケイ・ウノ エイアンドビーホールディングス（株）
（株）⼭崎デザイン事務所 （株）BULLET （株）トレジャー・ファクトリー ヤエックス（株） （株）伊藤宝⽯店 （株）ナガラ
（株）エルコンパス （株）GK京都 他 ピープル（株） Ａｓ－ｍｅエステール（株） ジャペル（株）
凸版印刷（株） 他 岐⾩プラスチック⼯業（株） 他 （株）⽇展
（株）⼤広 【⾃動⾞関連】 （株）キングコーポレーション ⼭⽥化学（株）
⼩松印刷（株） 【ゲーム関連】 トヨタ⾃動⾞（株） （株）⾜⽴ライト⼯業所 【舞台美術関連】 （株）ヤタロー
（株）アクア （株）サイゲームス （株）本⽥技術研究所 （株）ドリテック （株）シーエスエス総合舞台 （株）アフェクトホールディングス
セントラルデザイン（株） 1-UPスタジオ（株） スズキ（株） （株）コボ ⾦井⼤道具（株） ⽇華化学（株）
（株）スイッチ （株）セガゲームス マツダ（株） （株）シャンソン化粧品 他 （株）⽔⽣活製作所
（株）三幸企画 （株）DMM.com OVERRIDE ダイハツ⼯業（株） 協和ダンボール（株） （株）オールハーツ・カンパニー
新⽇本法規出版（株） アプシィ（株） ヤマハ発動機（株） 本多タオル（株） 【教職・公務関連】 （株）真誠インダストリアル・パーク
東洋プリディア（株） （株）DCG Entertainment ヤマハモーターパワープロダクツ（株）（株）メガネトップ 公⽴学校教員 中部フーズ（株）
プリ・テック（株）  （株）マイクロキャビン （株）ケイテック （株）坪井花苑 （特別⽀援学校、常勤・⾮常勤講師含）（株）オリジナルマインド
（株）ヤマニパッケージ （株）メテオライズ トピー⼯業株 中部オプチカル（株） 私⽴学校教員（常勤・⾮常勤含） （株）VA
ダイナパック（株） 他 （株）東海理化電機製作所 ⼤同⾄⾼印刷（株） 他 （株）アオキスーパー
新⽇本印刷（株） TGテクノ（株） 他 （株）ＩＥＣ
（株）システムコミュニケーションズ【情報・IT（WEB）関連】 中央精機（株）  【その他】 伸栄産業（株）
（株）⽇本創発グループ ヤフー（株） （株）アーク 【繊維・ファッション関連】 （株）エディオン ⽇和⼭観光（株）
（株）テニテオ （株）エイチーム（Ａteam Inc.） TBカワシマ（株） 瀧定名古屋（株） ⽇本郵便（株） （株）アジアル
（株）チューキョーＰ＆Ｇ （株）カカクコム サカエ理研（株） ⻑⾕⻁紡績（株） ユニー（株） （株）ラグナマリーナ
キンコーズ・ジャパン（株） （株）フロンティア （株）テクノアートリサーチ 野村タオル（株） （株）カインズ （株）レーザテック
⽇本印刷（株） （株）あとらす⼆⼗⼀ 林テレンプ（株） 宇仁繊維（株） （株）桂新堂 ライクスタッフィング（株）
（株）プラネッツ豊⽥ KDDI（株） 他 中伝⽑織（株） 中央紙器⼯業（株） フリーバード（株）
（株）東海タイトル・ワン （株）div テックキャンプ 中外国島（株） （株）創寫館 東海紙器（株）
（株）みすゞ捺染 （株）コンテンツ庵 【建築・不動産関連】 ⻘⼭商事（株） （株）名⼤社 トーテックフロンティア（株）
⼭下印刷紙器（株） （株）トキテック （株）丹⻘社 （株）藤娘きぬたや （株）バロー （株）マーキュリー

他 （株）アルタ （株）スペース （株）ファッションクロス ルートインジャパン（株） （株）トリオセラミックス
（株）アビスト （株）洞⼝ シバタテクノテキス（株）  （株）クレールコーポレーション （株）ラウンドワン
（株）タノシナル 新⽣ホームサービス（株） アッシュ・ペー・フランス（株） （株）カネスエ 他

【アニメーション・映像関連】 （株）リキシステム （株）⽚桐建設 （株）ユニクロ CKTS（株）
（株）名古屋東通企画 リディアミックス（株） （株）アキュラホーム （株）⼀蔵 （株）アトモス
（株）テレビシティ 他 サーラ住宅（株）   （株）スズサン （株）グラト
（株）A-1 Pictures 東建コーポレーション ゴールドフラッグ（株） ⽇研トータルソーシング（株）
（株）フラックス 仲建設（株） （株）スタッフブリッジ ↓
（株）⼤垣ケーブルテレビ タマホーム（株） 藤久（株）
（有）ブレインズ・ベース アーキテックス（株） （株）森本本店
（株）トライ・トライ （株）Imaeda Design （株）⾼⽊ミンク
（株）六本⽊スタジオ （株）チェックハウス （有）オー・アール・エフ

他 共同エンジニアリング（株） （株）ライフビューティープロダクツ
（株）⽥中建設 フィカス（株）
ミサワホーム（株） 他
（株）紋郎美術⼯房

他

◆2016年度〜2020年度卒業⽣の主な進学先
●2016年度 ●2017年度 ●2018年度 ●2019年度 ●2020年度
名古屋芸術⼤学⼤学院 名古屋芸術⼤学⼤学院 名古屋芸術⼤学⼤学院 名古屋芸術⼤学⼤学院 名古屋芸術⼤学⼤学院
束尽去術⼤学⼤学院 名古屋芸術⼤学研究⽣ 名古屋芸術⼤学研究⽣ 名古屋芸術⼤学研究⽣ スペースデザインガレッジ
多摩美術⼤学⼤学院 愛知県⽴芸術⼤学⼤学院 愛知教育⼤学教職⼤学院 東京藝術⼤学⼤学院 愛知県⽴芸術⼤学⼤学院
京都市⽴芸術⼤学⼤学院 京都市⽴芸術⼤学⼤学院 京都造形芸術⼤学⼤学院 ⼥⼦美術⼤学⼤学院 情報科学芸術⼤学院⼤学
愛知県⽴芸術⼤学⼤学院 愛知教育⼤学⼤学院 ⼤阪芸術⼤学⼤学院 武蔵野美術⼤学
多治⾒市陶磁意匠研究所 秋⽥公⽴美術⼤学⼤学院 倉敷芸術科学⼤学⼤学院 沖縄県⽴⼤学 美術⼯芸学部
とこなめ陶の森陶芸研究所 多治⾒市陶磁意匠研究所 星槎⼤学 HAL名古屋
瀬⼾市新世紀⼯芸館 デジタルハリウッド⼤阪校

富⼭市⽴富⼭ガラス造形研究所



進学および就職等の状況に関すること（過去5年間）
2021年5⽉1⽇現在

⼈間発達学部(⼦ども発達学科)
◆2016年度〜2020年度卒業⽣の主な就職先

【⼩学校】 【幼稚園】 【施設】
名古屋市⽴⽼松⼩学校 学校法⼈とみだヶ丘学園⼤治いずみ幼稚園 社会福祉法⼈愛知育児院児童養護施設南⼭寮
名古屋市⽴ほのか⼩学校 学校法⼈まさ美学園まさみが丘幼稚園 社会福祉法⼈恩賜財団慶福育児会⿇布乳児院
名古屋市⽴⻄前⽥⼩学校 学校法⼈まさ美学園まさ美幼稚園 社会福祉法⼈清修会児童養護施設宇宙
名古屋市⽴千⾳寺⼩学校 学校法⼈磯野学園国⾵第⼀幼稚園 社会福祉法⼈⻄春⽇井福祉会尾張中部福祉の杜
名古屋市⽴南陽⼩学校 学校法⼈暁学園豊⽥東丘幼稚園 社会福祉法⼈知多学園児童蓑護施設⼋波寮
名古屋市⽴⽐良⻄⼩学校 学校法⼈⼩牧美⿃学園美⿃第⼆幼稚園 社会福祉法⼈⾥⼭学院乳児院
名古屋市⽴滝川⼩学校 学校法⼈織⽥学園ずいよう幼稚園 財団法⼈慈友会 児童養護施設慈友学園
⼀宮市⽴⼤和東⼩学校 学校法⼈⽔⾕学園中央台幼稚菌 児童発達⽀援・放課後等デイサービスわかば
⼀宮市⽴朝⽇東⼩学校 学校法⼈瑞泉寺学園つしま幼稚園 社会福祉法⼈⾼砂福祉会
岡崎市⽴根⽯⼩学校 学校法⼈聖英学園江南幼稚園 名古屋⼩規模保育施設ほしの⼦愛児園
あま市⽴正則⼩学校  学校法⼈⽯川学園池上台幼稚園 社会福祉法⼈聖清会児童養護施設なかよしこよし
岩倉市⽴岩倉北⼩学校 学校法⼈浅野学園いづみ中央幼稚園 社会福祉法⼈崎浦福祉会わくなみこども園
常滑市市⽴⻤崎北⼩学校 学校法⼈⼤乗学園尾⻄幼稚園 社会福祉法⼈NUA森のくまっこ
瀬⼾市⽴⻄陵⼩学校 学校法⼈宝珠学園おじま幼稚園 学校法⼈前嶋学園てらべクリエイティブこども園
瀬⼾市⽴⻑根⼩学校 学校法⼈明佳学園明佳幼稚園 学校法⼈⻑沢学園⽊⽥幼稚園パオパオルーム
半⽥市⽴板⼭⼩学校 学校法⼈櫻井学園善光寺別院幼稚園 学校法⼈福寿学園 ゆめのもりこどもえん
北名古屋市⽴栗島⼩学校 学校法⼈すみれ学園すみれ幼稚園
北名占屋市⽴師勝東⼩学校 学校法⼈愛知ルーテル学院挙⺟ルーテル幼稚園 【⼀般企業】
北名古屋市⽴師勝北⼩学校 学校法⼈双峰学園リジョイス幼稚園 （株）河合楽器製作所
北名古屋市⽴師勝南⼩学校 学校法⼈⻯台学園⽊船幼稚園 桶源住輿（株）
可児市⽴桜ヶ丘⼩学校 学校法⼈みなと学園みなと幼稚園 （株）中建サービス
各務原市⽴那加第⼀⼩学校 学校法⼈那加学園⼦苑第⼆幼稚園 丸善⼯業（株）

学校法⼈豊明学園豊明幼稚園 （株）エスクリエイト
【公務員（保育職）】 （株）フジトランスコーポレーション
⼀宮市⽴保育園 【保育園】 ⽇本郵便（株）
江南市⽴藤⾥保育園 社会福祉法⼈NUAたきこ幼児園 （株）ヴィジーン・トレーデイング
四⽇市市⽴中央保育園 社会福祉法⼈グロリア会マナ第2保育園 サキャクリエイト（株）
春⽇井市⽴柏原⻄保育菌 社会福祉法⼈さくら会⼾⽥さくら保育園 愛知スズキ販売（株）
瑞穂市⽴南保育教育センター 社会福祉法⼈フィロスソラーナいりなか （株）スギ薬局
⼤府市⽴保育園 社会福祉法⼈フィロス星のまち保育園 ⽣活協同組合コープぎふ
扶桑町⽴⾼雄⻄保育園 社会福祉法⼈フィロスにじの花保育園 東海キコスク（株）
扶桑町⽴⼭名保育園 社会福祉法⼈恩賜財団 愛知県同胞援護会さくら保育園 岐⾩商⼯信⽤組合
武豊町⽴北中根保育園 社会福祉法⼈恵成会知⽴なかよし保育園 （株）タートル
北名古屋市⽴保育園 社会福祉法⼈諏訪福祉会上⼩⽥井保育園 （株）テクノ・ライン
名古屋市⽴宝保育園 社会福祉法⼈双蜂福祉会留愛東郷保育園 （株）マーキュリー
名古屋市⽴嗚⼦保育園 社会福祉法⼈⼤和社会福祉事業センター イオン⼩牧キッズ保育園 （株）東横イン
東浦町⽴⽯浜⻄保育園 社会福祉法⼈徳重福祉会みどり保育園 （有）CBC⾃動⾞学校
北名古屋市⽴徳重保育園 社会福祉法⼈⽇東保育園 ⼋⼾農業協同組合
東浦町役場 社会福祉法⼈碧南市社会福祉協議会 ホーメックス（株）
岡崎市役所 社会福祉法⼈放光福祉会瀬⼾北保育園 （株）Be-Groove
刈⾕市役所 社会福祉法⼈豊津児童福祉会みらいの森ゆかた固 （株）全⽇警
⼀宮市役所 宗教法⼈浄福寺たかばた保育園 （株）名北調剤

船⽅保育園 （株）プチバトージャパン
蓮美幼児学園第2とよすナーサリー （株）トヨタレンタリース愛知
社会福祉法⼈真⼈舎 東郷あやめ保育園 特定⾮営利活動法⼈LLAYON LAND
名古屋第⼆⾚⼗字病院にこにこ保育園 （株）アイキョウ
社会福祉法⼈愛正会丹⽻保育園 （株）グラント
社会福祉法⼈陽だまりの家藤が丘保育園 （株）サカイホールディングス
社会福祉法⼈諏訪福祉会 上⼩⽥井保育園 （株）クリア
社会福祉法⼈市江福祉会 市江保育園
社会福祉法⼈栄寿福祉会わたつみ保育園
株式会社グローバルキッズ保育園
社会福祉法⼈真⼈舎東⼭ガーデニア保育園

◆2016年度〜2020年度卒業⽣の主な進学先
●2016年度 ●2017年度 ●2018年度 ●2019年度 ●2020年度
愛知教育⼤学⼤学院 名古屋芸術⼤学⼤学院 愛知教育⼤学⼤学院 特記事項なし 特記事項なし
（教職⼤学院） ⽇本ナレーション演技研究所 名古屋芸術⼤学3年編⼊
名古屋芸術⼤学
⾄学館⼤学健康科学部
健康スポーツ科学科
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