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沿革

1971年（昭和46年） 開校
機械科
自動車科
電子工学科の3学科設置

1982年（昭和57）
日本初の電子機械科 新設

2014年～2016年（平成26～平成28年）
文部科学省「スーパー・
プロフェッショナル・ハ
イスクール」指定校認定

2020年 創立50周年

学校紹介

優れた人格形成を基に、工業技術に関する
高度な知識と確かな技術・技能を身につけ、
広い視野と創造力に満ちた
「ものづくり」人材の育成を目指しています。

校訓 人あって技術あり



カリキュラム

１年生（一括募集）

機械系科目、電気系科目、製図、情報など工業科目を
幅広く学び、自らの興味関心適正により学科を選択します。

選択した４つの学科に分かれ、
より専門的な知識、技術・技能を学びます。

電子機械科

自動車科 電子工学科

機械科

進学指導に実績のある教員が学習指導（英語・
数学・理科）や進学相談を行い、大学等への進
学を考えている生徒の手助けをします。

スタディルーム（２・３年生希望者）

F
学科紹介へ

選科



Machine
機械科 Robot

電子機械科

第４４回生（平成２８年度卒）

山浦 英将

中部電力株式会社 勤務

私は「お客さまの暮らしに欠かせない

電気をお届けする」という使命感を持っ

て仕事をしています。主に台風などの災

害時に発生する停電の復旧作業や、電柱

の設備改修、お客さま宅を訪問して電気の契約変更を行
う工事に従事しています。社会人には、「スピード感」
が求められます。時間の遅れは、お客さまも上司も待っ
てくれません。「Time is money（時は金なり）」、高校
生のうちに時間感覚を磨き、充実した学生生活を送りま
しょう。

電子機械科では、電気や情報（制御技術）が理解でき
る「機械技術者」をコンセプトに、それらの知識と技能
を幅広く習得し、ものづくりを通じて社会で活躍できる
技術者の育成を目指します。

そのため、機械、電気、情報の基礎理論はもちろん、
機械加工や溶接といった機械技術、シーケンスやコン
ピュータを使った電子・制御技術まで、幅広く学ぶこと
ができます。

★取得可能な資格等

・電子機械認定試験

・機械製図検定

・ガス溶接技能講習

・第二種電気工事士

・情報技術検定

・初級ＣＡＤ検定

機械は「すべてのモノづくりの基礎」です。身近な工
業製品から食品製造にいたるまで、機械技術は無くては
ならないものです。機械科は、モノづくりの生産現場で
活躍するスペシャリストの育成を目指しています。

金属の加工方法、材料の強度、図面のかき方・読み方
など、機械に関する知識の他、旋盤や溶接などの実習で
産業界のニーズに対応できる技術・技能を養います。

★取得可能な資格等

・品質管理検定(ＱＣ検定)４級

・ガス溶接技能講習

・３級、２級機械加工技能士（普通旋盤作業）

・３級機械検査技能士（機械検査作業）

・アーク溶接技能検定

・機械製図検定

第４５回生（平成２９年度卒）

竹谷 響

株式会社デンソー 勤務

私は、ハイブリッドカーに搭載される

製品の開発に携わっています。高校では

色々なことにチャレンジし、そこで体験

した数々の成功や失敗から学んだ喜びを、

現在の会社生活に活かしています。高校生活は、社会人

になる前の貴重な時間です。

社会に出る前に一歩踏み出す勇気の大切さを友人や先
生方と一緒に学び、充実した高校生活を送って下さい。

先輩からのメッセージ

学 科a



Automobile
自動車科 Electronics

電子工学科

自動車科では、機械や電気、情報に関する基礎を身につ
けつつ、工業技術が集約された自動車を教材として、自動
車の原理・構造と各種計測機器の使用法や整備について実
習と座学で体得し、実社会で幅広く活躍できる人材の育成
を目指します。自動車の原理・構造・機能などの自動車工
学はもちろん、試験・検査・整備・法規に関する専門知識
と技術、技能を学習します。また、機械の設計・製図・工
作および電気・情報の基礎を学習します。

★取得可能な資格等

・三級自動車整備士（シャシ、ガソリンエンジン）

・自動車整備技術検定（ガソリンエンジン）

・第二種電気工事士

・ガス溶接技能講習

・機械製図検定

・初級ＣＡＤ検定

第３７回生（平成２１年度卒）

南 泰祐

愛知県立豊橋工業高等学校 定時制 教諭

私は、工業高校の夜間定時制に勤めて

います。夜、真っ暗な教室に明かりを灯

し、そこで輝く笑顔と向き合っています。

生徒たちと喜んだり悲しんだり、楽しく働いています。

高校生のみなさんには、熱中できるものを見つけて欲し
いです。それは、部活、勉強、資格検定など人それぞれ
です。一生懸命取り組むことで、喜びや悲しみなど様々
な感情に出会えます。そのとき抱いた感情は、みなさん
の心を大きく成長させてくれるはずです。何かに熱中す
る3年間にして下さい。

生産現場では、機械の制御・新製品の開発・試作品の検
査・測定機器の操作と多岐にわたった知識・技能が求めら
れます。電子工学科では、あらゆる生産シーンに対応でき
る人材育成を目指しています。

具体的には、電子部品の機能・回路測定に必要な計器類
の操作方法・通信技術・コンピュータによる機械制御（プ
ログラミング）といった電気・電子技術に関することを学
習します。

★取得可能な資格等

・ＩＴパスポート試験

・工事担任者試験（ＤＤ第三種） ・第二種電気工事士

・第二級海上特殊無線技士 ・第三級陸上特殊無線技士

・技能検定２･３級 電子機器組立（電子機器組立て業）

電気機器組立（ｼｰｹﾝｽ制御作業)

・フォークリフト（１ｔ未満）特別講習

第４３回生（平成２７年度卒）

山本 廉志

トヨタ自動車株式会社 勤務

私は、技術部門の設備保全の業務を行

なっています。照明や空調、実験設備の

修理など幅広い知識・技能を必要とする

仕事です。自動車業界でもEVなど電気や情報の分野が使
われており、高校で学んだことを仕事に活かすことが出
来ます。豊田工業は、勉強や資格取得、部活動など幅広
く取り組むことができ、自分を成長させられる学校です。

また、在学中に取得できる国家資格が数多くあり、ジュ
ニアマイスターという資格取得の顕彰制度もあるので受
賞を目指して頑張ってください。

先輩からのメッセージ

紹 介



◆大学・短大
愛知工業大学 大同大学 中部大学 名城大学 愛知学院大学 愛知学泉大学
中京大学 修文大学 東海学園大学 環太平洋大学 至学館大学 中日本自動車短期大学

◆専修・各種学校
トヨタ名古屋自動車大学校
日産愛知自動車大学校
中日本航空専門学校
日本航空専門学校
名古屋工学院専門学校
愛知工業大学情報電子専門学校
ＨＡＬ名古屋
トライデントコンピュータ専門学校
東海医療技術専門学校
国際医学技術専門学校
中部美容専門学校
名古屋コミュニケーションアート専門学校
ESP 東京法律専門学校 など

主な進学先

就職・進学

◆企業内学園
愛三工業㈱
アイシン・エィ・ダブリュ㈱
アイシン化工㈱
アイシン精機㈱
愛知製鋼㈱
㈱アドヴィックス
アラコ㈱
アンデン㈱
㈱ジェイテクト
中央発條㈱
㈱デンソー
㈱東海理化電機製作所
トヨタ自動車㈱
㈱豊田自動織機
トヨタ紡織㈱
三菱電機㈱
名菱テクニカ㈱

◆生産関係・技能職等
アイシン・エィ・ダブリュ㈱
アイシン化工㈱
アイシン機工㈱
アイシン精機㈱
アイシン高丘㈱
アイシン高丘エンジニアリング㈱
アスカ㈱
㈱アドテック富士
㈱アドヴィックス
アンデン㈱
㈱イノアックコーポレーション

ＡＧＣ㈱
エヌエスディ㈱
㈱ＦＴＳ
エフティテクノ㈱
㈱岡崎設計
㈱オティックスホールディングス
㈱川本製作所
川本電産㈱
㈱協豊製作所
小島プレス工業㈱
㈱三五
㈱ジェイテクト
シロキ工業㈱
神星工業㈱
㈱シンテックホズミ
新明工業㈱
スタンレー電気㈱
住友ゴム工業㈱
ｿﾆｰｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ&ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ㈱
大日通信㈱
大豊工業㈱
大豊精機㈱
中央精機㈱
中部電力㈱
㈱デンソー
㈱デンソーファシリティーズ
㈱トーエネック
トーテックアメニティ㈱
㈱東海理化電機製作所
東海旅客鉄道㈱
㈱東郷製作所
東邦ガス㈱
東明工業㈱

東レ㈱
㈱トヨタエンタプライズ
トヨタ車体㈱
トヨタ自動車㈱
㈱豊田自動織機
豊田鉃工㈱
豊田バンモップス㈱
トヨタ紡織㈱
トヨタ輸送㈱
トリニティ工業㈱
名古屋鉄道㈱
日晶電機㈱
㈱ニフコ
日本発条㈱
㈱ノリタケカンパニーリミテド
林テレンプ㈱
㈱ＦＵＪＩ
富士精工㈱
フタバ産業㈱
豊生ブレーキ工業㈱
豊和化成㈱
マルヤス工業㈱
丸和電子化学㈱
万能工業㈱
三菱自動車エンジニアリング㈱
三菱自動車工業㈱
三菱電機ビルテクノサービス㈱
㈱メイドー
㈱豊電子工業

◆公務員
愛知県警・警視庁
消防（豊田市・岡崎市）など

主な就職先

・計算技術検定３級 ・情報技術検定３級 ・危険物取扱者(乙種１～６類)
・リスニング英語検定 ・実用英語技能検定 ・日本漢字能力検定

全学科で取得可能な資格

進学した先輩からのメッセージ

第４５回生（平成２９年度卒）

橋本 翔

名城大学

私は、名城大学の硬式野球部に

所属し、日々の学校生活と野球の

両立が出来るよう努力しています。

私が進学する道を選んだ理由は、

大学でレベルの高い学習と練習の

中で自分を磨き、もっと成長したいと思ったからです。

豊田工業は、就職だけでなく、進学する道もあります。
自分の夢を見つけて充実した学校生活にして下さい。



部活動
～運動部～

硬式野球部 テニス部 サッカー部 陸上部 ハンドボール部 バスケットボール部
柔道部 剣道部 卓球部 水泳部 ラグビー部 バレーボール部 バドミントン部

～文化部～

写真部 自動車部 放送部 ロボット部 美術部 音楽部 生産技術部 情報処理部



愛知県立豊田工業高等学校
〒473-0913 豊田市竹元町南細畔3番地

TEL 0565-52-4311
FAX 0565-53-7716

http://www.toyota-th.aichi-c.ed.jp/

名鉄三河線 若林駅 下車 東2.5km
名鉄三河線 竹村駅 下車 東2.5km
愛知環状鉄道 三河上郷駅 下車 西2.0km
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