
進学者数および就職者数、その他
2022年5⽉1⽇現在

（単位︓⼈）

2021年度卒業⽣（2022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 38 37 34 91.9% 1 1
⼥⼦ 81 80 79 98.8% 3 4
計 119 117 113 96.6% 4 5
男⼦ 0 0 0 0.0% 0 0
⼥⼦ 9 9 8 88.9% 1 0
計 9 9 8 88.9% 1 0
男⼦ 19 19 15 78.9% 1 0
⼥⼦ 52 49 45 91.8% 9 4
計 71 68 60 88.2% 10 4
男⼦ 61 59 53 89.8% 2 6
⼥⼦ 114 108 80 74.1% 2 3
計 175 167 133 79.6% 4 9
男⼦ 13 11 11 100.0% 0 0
⼥⼦ 42 42 42 100.0% 1 0
計 55 53 53 100.0% 1 0

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
374 361 314 87.0% 19 18
55 53 53 100.0% 1 0
429 414 367 88.6% 20 18

領域別進路状況②
⾳楽領域 種別 統計

男 ⼥
教育関係 2 1 3
福祉関係 1 4 5
⾳楽講師 0 3 3
⾳楽家 10 19 29
⼀般企業 18 44 62
公務員 1 1 2
進学 2 7 9
その他 4 2 6

芸術教養領域 種別 統計
男 ⼥

⼀般企業 0 6 6
公務員 0 1 1
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 0 4 4
作家活動・フリーランス 4 8 12

⼀般企業 10 20 30
上記以外 0 1 1
進学 1 13 14
その他 4 7 11

デザイン領域 種別 統計
男 ⼥

教育関係 2 4 6
作家活動・フリーランス 4 11 15

⼀般企業 39 60 99
上記以外 0 0 0
進学 8 5 13
その他 8 34 42

⼈間発達学部  種別 統計
⼦ども発達学科 男 ⼥

教職関係 0 11 11
認定こども園 0 6 6
福祉関係 2 16 18
⼀般企業 8 8 16
公務員 1 0 1
進学 0 1 1
その他 2 0 2

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

4 1 10 4 1 20

3 0 2 6 0 11
0 0 0 0 0 0
2 0 2 3 0 7

合計 9 1 14 13 1 38
1 0 0 1 0 2
1 0 3 7 2 13

合計 2 0 3 8 2 15

活動中(調査中) 4 1 8 34 0 47

合計 4 1 8 34 0 47
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芸術学科（芸術教養領域）
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就職外進路

進学
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その他

講師登録･その他

進路

⼤学院

研究⽣
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その他(⼤学･専⾨等)

家事･結婚等



進学および就職等の状況に関すること（過去3年間）
2022年5⽉1⽇現在

⾳楽学部／⾳楽領域
◆2019年度〜2021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
東海エイド株式会社 愛知県⽴⼀宮北⾼等学校 ＮＰＯ法⼈響愛学園 2005年⼩澤征爾⾳楽塾オペラブロジェクト
株式会社ＨＩＳ ⼩牧市⼀⾊⼩学校 医療法⼈さくら総合病院 ドイツオスナブリュック市⽴歌劇場
株式会社コーセー ⾼浜市⽴翼⼩学校 ＳＯＭＰケア株式会社 ヤマハエレクトーンデモンストレーター
株式会社シミズオクト 千種区宮根⼩学校 社会福祉法⼈桃林会 遊育園 NHK交響楽団
株式会社東海サウンド 東海市三ツ池⼩学校 社会福祉法⼈⼀期⼀会福祉会 群⾺交響楽団
株式会社河合楽器製作所 四⽇市市下野⼩学校 京都市交響楽団
⽇本郵政株式会社 常滑市⽴常滑⻄⼩学校 広島交響楽団
東濃信⽤⾦庫 南知多町⽴⽇間賀⼩学校 セントラル愛知交響楽団
株式会社クスリのアオキ 愛知県⼩牧市⽴北⾥中学校 ⼤阪市⾳楽団
島村楽器株式会社 蒲郡市内中学校 宝塚歌劇オーケストラ
株式会社セリア 東⽩川村⽴東⽩川中学校 防衛省⾃衛隊（海上⾃衛隊⾳楽隊）
株式会社マツイシ楽器店 多伎町⽴多伎中学校 愛知県警察⾳楽隊
ＭＸモバイリング株式会社 ⻑野県上松町⽴上松中学校 静岡県警⾳楽隊
富⼠ソフト株式会社 ⼀宮市⽴北部中学校 岐⾩県警察⾳楽隊
株式会社名古屋東通 岩倉市⽴南部中学校 【⾳楽講師】 名古屋市消防⾳楽隊
株式会社コングレ 豊⽥市⽴益富中学校 かすみミュージックスクール 劇団四季（複数名）
株式会社若尾綜合舞台 鈴⿅市⽴創徳中学校 株式会社ツルタ楽器 中国国⽴中央バレエ団
株式会社映像センター 愛知県⽴旭陵⾼等学校 パピーミュージック株式会社 ⾳楽座
株式会社サウンドクルー 愛知県⽴丹⽻⾼等学校 ヤマハ⾳楽教室 ミュージカル研究所「カンバニー・ワン」
株式会社A Dimension 愛知県⽴⼀宮市特別⽀援学校 株式会社河合楽器製作所 東京ディズニーリゾート
株式会社 ザ・サムシングエルス 愛知県⽴三好特別⽀援学校 サンリオ・ビューロランド
スペースクラフト・エージェンシー 株式会社 岐⾩県揖斐郡⼤野町⽴揖東中学校 ラグーナ蒲郡
株式会社パワフルヴォイス 株式会社宝塚舞台
株式会社アーチドゥーク・オーディオ 静岡県舞台芸術センター
株式会社ゴイス その他所屈団体多数
株式会社パシフィックアートセンター
株式会社ステージ・ループ 【公務員】
株式会社 エス・シー・アライアンス 中津川市役所
株式会社アート・ステージライティング・グループ 岩倉市役所
⽇本綜合テレビ株式会社 岐⾩県警察
東海テレビ事業株式会社
株式会社星野リゾート
ヨモギヤ楽器株式会社
株式会社ライリスト社
株式会社東海サウンド
⽇響楽器株式会社

◆2019年度〜2021年度卒業⽣の主な進学先
●2019年度 ●2020年度 ●2021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
名古屋芸術⼤学研究⽣ 名古屋芸術⼤学研究⽣ 名古屋芸術⼤学研究⽣

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
2022年5⽉1⽇現在

芸術教養領域
◆2020年度〜2021年度卒業⽣の主な就職先

OMソーラー株式会社
株式会社出雲殿
株式会社コンサルリンク
株式会社ロフトワーク
株式会社ココトモフォーム
株式会社アイケイワイ
ＦＴＣ株式会社

◆2020年度〜2021年度卒業⽣の主な進学先
●2020年度 ●2021年度
名古屋⼤学 ⼤学院 東北⼤学⼤学院



進学および就職等の状況に関すること（過去3年間）
2022年5⽉1⽇現在

美術・デザイン学部／美術・デザイン領域
◆2019年度〜2021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】 【⾃動⾞関連】 【建築・不動産関連】 【家電・雑貨・⽇⽤品関連】 【情報・IT（WEB）関連】
株式会社オフィスオフサイド ホシザキ株式会社 スズキ株式会社 アサヒグローバル株式会社 株式会社サトーグランド 株式会社博報堂プロダクツ
株式会社テニテオ ⽇本メナード化粧品株式会社 トヨタ⾞体株式会社 クラシスホーム株式会社 株式会社トップメール 株式会社プラネッツ豊⽥
株式会社リトルクリエイティブセンター株式会社⾜⽴ライト⼯業所 トヨタ⾃動⾞株式会社 ⼤和ハウス⼯業株式会社 株式会社友膳 リディアミックス株式会社
サンメッセ株式会社 株式会社ワンゴジュウゴ ＴＢカワシマ株式会社 タマホーム株式会社 株式会社ドリテック 株式会社クレオ
安⽥印刷⼯業株式会社 名古屋製酪株式会社 ヤマハモーターパワープロダクツ株式会社ミサワホーム株式会社 (有)丸義 株式会社ミライク
駒⽥印刷株式会社 株式会社スタジオムンド 株式会社松⽥電機⼯業所 AND GO DESIGN株式会社 協和ダンボール株式会社 株式会社メンバーズ
株式会社ソーゴー 株式会社スタジオディテイルズ 真和⼯業株式会社 アーキテックス株式会社 株式会社⼭加商店 株式会社ティー・オー・エム
株式会社チューキョー 株式会社ライオンハート TGテクノ株式会社 ハウスクラフト株式会社 株式会社メガネトップ 株式会社イマジカデジタルスケープ
株式会社永昌堂印刷 株式会社リーピー トピー⼯業株式会社 エーセンス建築設計事務所株式会社 ⼤同⾄⾼印刷株式会社 株式会社メイン
株式会社明光社 株式会社Ｔ３デザイン 株式会社ケイテック 株式会社ケント 中部オプチカル株式会社 株式会社マケレボ
⽇本印刷株式会社 株式会社広告制作所 株式会社東海理化電機製作所 株式会社デザインセンターオワリヤ 株式会社メガネスーパー 株式会社あとらす⼆⼗⼀
株式会社アクア バルクライン株式会社 中央精機株式会社 クラウンエクステリア株式会社 他 株式会社トキテック
株式会社三幸企画 株式会社⽇展 株式会社ナガラ ジーク株式会社 株式会社オー・エル・エム
株式会社中広 株式会社BULLET 株式会社不⼆越 ナガオ装⼯株式会社 【舞台美術関連】 株式会社タノシナル
株式会社すがの印刷 株式会社ハーズ実験デザイン研究所 株式会社光岡⾃動⾞ マニカホーム株式会社 (有)第⼀舞台 株式会社フリースタイルエンターテイメント
⼤信印刷株式会社 株式会社ジールアソシエイツ 光正アルミニューム⼯業株式会社 阿部建設株式会社 株式会社デフォルメ 株式会社ルーデル
⿓共印刷株式会社 株式会社ココデザイン ⼩島プレス⼯業株式会社 株式会社 L.I.M 株式会社チトセアート 株式会社アイデアクラウド
アベイズム株式会社 株式会社タケナカ 株式会社ウイルテック 株式会社Imaeda Design 株式会社クラフト 株式会社ディライトテクノロジー
株式会社アクセス 株式会社シー・アール・エム 株式会社アビスト 株式会社OHArchitecture 他 ＡＡ ＭＯＶＩＥ株式会社
株式会社たきコーポレーション 株式会社GK京都 株式会社アイ・エス・ジェイ 株式会社インテリア・ネットワークス 株式会社アニベース
株式会社マーグラ 他 株式会社ビーネックスソリューションズ株式会社スプリングヒル 【教職・公務関連】 ウルトラグラム株式会社
株式会社⼤広 ニッシンテクニス株式会社 株式会社スペース 公⽴学校教員 株式会社千⾥
プリ・テック株式会社 【ゲーム関連】 林テレンプ株式会社 株式会社パワーアップ 私⽴学校教員 株式会社東海タイトル・ワン
ムラセ印刷株式会社 株式会社DCG Entertainment 他 株式会社ラックランド ⾃衛隊 株式会社アイガー
株式会社21インコーポレーション 株式会社マイクロキャビン 株式会社市原産業 他 株式会社スパイク・チュンソフト
株式会社ｓｗｉｍ アプシィ株式会社 【繊維・ファッション関連】 株式会社⼤中環境 ヌーベルキャリア
株式会社アドライン １－ＵＰスタジオ株式会社 株式会社マイルーム 株式会社⽥中建設 【その他】 株式会社プラーム
株式会社エムアイシーグループ (有)クリエイティブハウスポケット 株式会社BANKAN 株式会社武市ウインド名古屋 スジャータめいらく株式会社 株式会社アイム
株式会社⼤⿅印刷所 株式会社メテオライズ 株式会社アイレクスリテイル 株式会社ミユキデザイン 共同エンジニアリング株式会社 株式会社トライ・トライ
株式会社⽇本創発グループ 他 株式会社イチテキ 吉富⼯務店 ＤＮＰ⽥村プラスチック株式会社 (有)キュームグラフィック
株式会社システムコミュニケーションズ 市川呉服店 協和コーポレーション 株式会社⽇本オプティカル 株式会社コンテンツ庵
オゼキ紙商事株式会社 【インテリア・家具関連】 中伝⽑織株式会社 原浩⼆建築設計事務所 株式会社名⼤社 株式会社フロンティア
ダイナパック株式会社 吉⽥貴⼦デザインスタジオ 藤娘きぬたや 太陽社 ⽇研トータルソーシング株式会社 合同会社あやとり
⼩松印刷株式会社 柏⽊⼯株式会社 (有)かわむらや 仲建設株式会社 株式会社アトモス モアシステム株式会社
あいち印刷株式会社 株式会社オゼキ 株式会社スズサン 株式会社三洋堂ホールディングス 株式会社カインズ 株式会社ＳＵＮＲＩＳＥ ＢＥＹＯＮＤ
⼭下印刷紙器株式会社 (有)アーティストリー 葛利⽑織⼯業株式会社 株式会社つばめ⾷品 株式会社アオキスーパー 株式会社リキシステム
東洋プリディア株式会社 他 株式会社みすゞ捺染 (有)藤川⼯務店 名鉄バス株式会社 (有)ヤングライフプロポーサル
中島紙⼯株式会社 株式会社⽇興染織 橋梁技建株式会社 ＤＣＭカーマ株式会社 ダイアモンドヘッド株式会社
セントラルデザイン株式会社 【⼯芸関連】 宮⽥⽑織⼯業株式会社 株式会社スマートテクニカ 他 株式会社ウィル・ドゥ
株式会社デザインヒーロー ⽇の出ガラス⼯芸社 三甲テキスタイル株式会社 株式会社チェックハウス 株式会社Ｌａｙ－ｄｕｃｅ
株式会社レベルフォーデザイン アトリエあまのじゃく株式会社 ⻑⾕⻁紡績株式会社 株式会社鈴⿅ 【アニメーション・映像関連】 (有)ブレインズ・ベース
河原紙器株式会社 (有)カイカイキキ 昌和染⼯株式会社 株式会社アルム スタジオライフ トーテックフロンティア株式会社

他 (有)後藤萬仏具店 茶久染⾊株式会社 株式会社イチバンセン 株式会社テレビシティ 株式会社フラッグ
株式会社紋郎美術⼯房 カワボウテキスチャード株式会社 株式会社シモヤ 株式会社フラックス 株式会社エー・ティ・エー

【ジュエリー関連】 株式会社新巧模型製作所 野村タオル株式会社 株式会社和模型⼯房 株式会社ＭＡＰＰＡ 他
鍛造指輪株式会社 FES株式会社 株式会社やまと 他 株式会社A-1 Pictures

他 他 株式会社ブルーメイト 東海テレビ放送
他 株式会社動画⼯房

株式会社フォーミュレーションI.T.S.
他

◆2019年度〜2021年度卒業⽣の主な進学先
●2019年度 ●2020年度 ●2021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
名古屋芸術⼤学研究⽣ スペースデザインガレッジ 愛知県⽴芸術⼤学⼤学院
東京藝術⼤学⼤学院 愛知県⽴芸術⼤学⼤学院 名古屋⼤学⼤学院
⼥⼦美術⼤学⼤学院 情報科学芸術⼤学院⼤学 京都芸術⼤学⼤学院

武蔵野美術⼤学 名古屋モード学園
沖縄県⽴⼤学 美術⼯芸学部 ユマニテク看護助産専⾨学校
HAL名古屋



進学および就職等の状況に関すること（過去3年間）
2022年5⽉1⽇現在

⼈間発達学部(⼦ども発達学科)
◆2019年度〜2021年度卒業⽣の主な就職先

【⼩学校】 【保育園・幼稚園・こども園】
名古屋市教育委員会 社会福祉法⼈愛名⼟古おおぞら保育園
北名古屋市教育委員会 社会福祉法⼈愛⽣会丹⽻保育園
岩倉市教育委員会 社会福祉法⼈⾹⽉福祉会かなれ原保育園
江南市教育委員会 社会福祉法⼈諏訪福祉会上⼩⽥井保育園
あま市教育委員会 社会福祉法⼈NUA愛知保育園
岡崎市教育委員会 社会福祉法⼈あすみ福祉会茶々とどろき保育園
岐⾩県教育委員会 社会福祉法⼈フィロスにじの花保育園
横浜市教育委員会 社会福祉法⼈栄寿福祉会わたつみ保育園

社会福祉法⼈光聖会蓮美幼児学園 第2とよすナーサリー
【公務員（保育職）】 社会福祉法⼈⾼砂福祉会江東湾岸サテライトスマートナーサリースクール
北名古屋市公⽴保育園 社会福祉法⼈市江福祉会市江保育園
⼀宮市公⽴保育園 社会福祉法⼈真⼈舎東郷あやめ保育園
⼩牧市公⽴保育園 社会福祉法⼈真⼈舎東⼭ガーデニア保育園
清須市公⽴保育園 社会福祉法⼈清⾵会こどもみらい園ぽぽらす
春⽇井市公⽴保育園 社会福祉法⼈相和福祉会くすの樹
⽝⼭市公⽴保育園 社会福祉法⼈陽だまりの家認可保育園ふじがおか保育園
岡崎市公⽴保育園 社会福祉法⼈ゆう神領すまいる保育園
⼤府市公⽴保育園 宗教法⼈栄国寺松原幼児園
刈⾕市公⽴保育園 ⼀般社団法⼈奏会スマイル奏保育園いわつか
東郷町公⽴保育園 学校法⼈⻑沢学園⽊⽥幼稚園⼩規模保育事務所パオパオルーム
東浦町公⽴保育園 学校法⼈⻑沢学園⼩規模保育事業所パオパオルームⅡ
三重県菰野町公⽴保育園 名古屋市認可⼩規模保育事業所A型もやいっこ保育室
⻑野県飯⽥市公⽴保育園 名古屋市⼩規模保育施設ほしの⼦愛児園

名古屋第⼆⾚⼗字病院にこにこ保育園
【公務員（⾏政職）】 船⽅保育園
あま市役所 学校法⼈愛知享栄学園享栄幼稚園

学校法⼈河合塾学園真貴幼稚園
【施設】 学校法⼈⽥中学園⼤栄幼稚園
社会福祉法⼈擁童協会児童養護施設⼤野慈童園 学校法⼈名古屋芸術⼤学付属クリエ幼稚園
社会福祉法⼈児童養護施設岡崎平和学園 学校法⼈みなと学園みなと幼稚園
社会福祉法⼈晴光会児童養護施設晴光学院 学校法⼈⻯台学園⽊船幼稚園
社会福祉法⼈聖清会児童養護施設なかよしこよし 学校法⼈⽇⽐野学園みどりヶ丘幼稚園
社会福祉法⼈相和福祉会児童養護施設トイBOX 学校法⼈⽔⾕学園中央⼤和幼稚園
社会福祉法⼈叡徳福祉会児童発達⽀援施設ざくろの樹 学校法⼈愛知ルーテル学院挙⺟ルーテル幼稚園

学校法⼈岩倉学園岩倉北幼稚園
【⼀般企業】 学校法⼈⾼岸学園五反⽥幼稚園
⻄尾信⽤⾦庫 学校法⼈⼩池学園みどり幼稚園
⽇本郵政株式会社 学校法⼈聖英学園師勝はなの樹幼稚園
ライフサポート株式会社 学校法⼈双峰学園リジョイス幼稚園
にじいろクラブ株式会社 学校法⼈⼤杉学園如意幼稚園
株式会社名鉄スマイルプラス 学校法⼈津⽥学園
株式会社リトル・ママ 学校法⼈鶴⽥学園鶴⽥幼稚園
株式会社ポピンズ 学校法⼈藤⼭学園平安幼稚園
株式会社トットメイト 学校法⼈那加学園⼦苑第⼆幼稚園
株式会社テノ．コーポレーション 学校法⼈⽩百合学園⽩百合幼稚園
株式会社さくらさくみらい保育園 学校法⼈平野学園キートスガーデン幼稚園
株式会社コペル 学校法⼈豊明学園豊明幼稚園
株式会社グローバルキッズ 学校法⼈明佳学園明佳幼稚園
株式会社エデュケーションNET 学校法⼈桜台学園⼾⽥桜台幼稚園

⻲⽥幼稚園
社会福祉法⼈NUA森のくまっこ
社会福祉法⼈聖英会認定北なごや中部こども園
社会福祉法⼈崎浦福祉会わくなみこども園
社会福祉法⼈紫⽔会千⾳寺すみれこども園
社会福祉法⼈紫⽔会⽐良すみれこども園
社会福祉法⼈任天会富⼠⾒の森こども園
学校法⼈前嶋学園てらべクリエイティブこども園
学校法⼈吉住学園カレス学園
学校法⼈国⾵学園すくすくこども園
学校法⼈福寿学園ゆめのもりこどもえん

◆2019年度〜2021年度卒業⽣の主な進学先
●2019年度 ●2020年度 ●2021年度
特記事項なし 特記事項なし 愛知教育⼤学⼤学院（教職⼤学院）


