
 教育研究上の情報

＜教員一人当たり学生数＞

（平成30年5月1日現在）

学部 学科 専任教員数 在籍学生数 教員一人当たり学生数

 工学部  電気学科 26 1099 42.3

 応用化学科 17 587 34.5

 機械学科 25 1066 42.6

土木工学科
（都市環境学科）

13 558 42.9

 建築学科 17 910 53.5

98 4220 43.1

 経営学部  経営学科 17 636 37.4

17 636 37.4

 情報科学部  情報科学科 20 896 44.8

20 896 44.8

基礎教育センター 31 ― ―

総合技術研究所 ― ― ―

31 ― ―

166 5752合計 

計 

工学部計 

経営学部計 

情報科学部計 



 教育研究上の情報

＜収容定員充足率＞

（平成30年5月1日現在）

学部 学科 入学定員
収容定員
( a )

在籍学生
総数( b )

収容定員充足率
（b／a）※1

 工学部  電気学科 270 1000 1099 1.10

 応用化学科 135 530 587 1.11

 機械学科 250 940 1066 1.13

 土木工学科（都市環境学科） 120 480 558 1.16

 建築学科 220 800 910 1.14

995 3750 4220 1.13

 経営学部  経営学科 130 520 636 1.22

130 520 636 1.22

 情報科学部  情報科学科 190 760 896 1.18

190 760 896 1.18

1315 5030 5752 1.14

工学部計 

※1　収容定員充足率については、小数点以下第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。

経営学部計 

情報科学部計 

合計 



＜入学定員数（過去4年間）＞

学部 学科 平成30年度 平成29年度 平成28年度 平成27年度

 工学部  電気学科 270 270 230 230

 応用化学科 135 135 130 130

 機械学科 250 250 220 220

 土木工学科（都市環境学科） 120 120 120 120

 建築学科 220 220 180 180

995 995 880 880

 経営学部  経営学科 130 130 130 130

130 130 130 130

 情報科学部  情報科学科 190 190 190 190

190 190 190 190

1315 1315 1200 1200合計 

工学部計 

経営学部計 

情報科学部計 



 教育研究上の情報

＜学位授与数（過去4年間）＞

 学士（工学） 889 857 828 828

 学士（経営学） 188 174 175 210

 学士（情報科学） 214 239 197 212

 学士（経営情報科学） － － － 1

1291 1270 1200 1251

 修士（工学） 50 68 70 58

 修士（経営情報科学） 34 32 29 54

84 100 99 112

 博士（工学） 4 5 4 0

 博士（経営情報科学） 4 5 1 0

8 10 5 0

 博士（工学） 1 0 2 1

 博士（経営情報科学） 1 0 3 0

2 0 5 1

※　経営学部経営学科及び情報科学部情報科学科は、平成21年度設置

 課程博士

合計 

 論文博士

合計 

合計 

合計 

 修士

平成26年度授与学位

 学士

平成28年度平成29年度 平成27年度



 教育研究上の情報

＜入学者推移（過去4年間）＞

学部
入学定員数 入学者数 入学定員数 入学者数 入学定員数 入学者数 入学定員数 入学者数

 工学部 995 976 995 1135 880 1001 880 1078

 経営学部 130 149 130 158 130 146 130 180

 情報科学部 190 198 190 241 190 200 190 228

合計 1315 1323 1315 1534 1200 1347 1200 1486

平成28年度 平成27年度平成30年度 平成29年度



 教育研究上の情報

＜学部、学科別の退学者数の推移（過去3年間）＞

◆平成29年度 （平成30年5月1日現在）

学部 学科 1年次 2年次 3年次 4年次 合計
 工学部  電気学科 10 6 11 0 27

 応用化学科 1 7 3 4 15
 機械学科 1 6 5 2 14
土木工学科（都市環境学科） 2 2 5 0 9
 建築学科 2 9 5 3 19

16 30 29 9 84
 経営学部  経営学科 5 5 5 2 17

5 5 5 2 17
 情報科学部  情報科学科 9 3 6 5 23

9 3 6 5 23

30 38 40 16 124

◆平成28年度

学部 学科 1年次 2年次 3年次 4年次 合計
 工学部  電気学科 8 10 15 1 34

 応用化学科 4 4 3 2 13
 機械学科 4 11 11 4 30
土木工学科（都市環境学科） 4 3 4 0 11
 建築学科 9 23 9 2 43

29 51 42 9 131
 経営学部  経営学科 4 8 2 2 16

4 8 2 2 16
 情報科学部  情報科学科 6 9 10 9 34

6 9 10 9 34

39 68 54 20 181

◆平成27年度
学部 学科 1年次 2年次 3年次 4年次 合計

 工学部  電気学科 7 10 13 3 33
 応用化学科 1 10 5 2 18
 機械学科 3 14 11 1 29
 都市環境学科 4 6 2 1 13
 建築学科 10 20 4 4 38

25 60 35 11 131
 経営学部  経営学科 8 10 6 6 30

8 10 6 6 30
 情報科学部  情報科学科 8 15 17 4 44

8 15 17 4 44
 経営情報科学部  経営学科 － － － － －

 情報科学科 － － － 1 1
－ － － 1 1

41 85 58 22 206

情報科学部計

合計

経営学部計

工学部計

情報科学部計

合計

工学部計

経営学部計

※退学者数には、除籍者も含む。

工学部計

経営情報科学部計

経営学部計

情報科学部計

合計



 教育研究上の情報

＜留年者数＞

（平成29年度）

学部 学科 1年次 2年次 3年次 4年次

 工学部  電気学科 16 13 31 8

 応用化学科 1 23 9 9

 機械学科 7 22 38 5

土木工学科（都市環境学科） 5 14 15 9

 建築学科 15 25 16 14

44 97 109 45

 経営学部  経営学科 6 9 6 9

6 9 6 9

 情報科学部  情報科学科 16 8 12 35

16 8 12 35

66 114 127 89

経営学部計 

情報科学部計 

合計 

工学部計 



 教育研究上の情報

＜社会人学生数＞

（平成30年5月1日現在）

 研究科　 専攻 修士課程 博士課程

 工学研究科  電気電子工学専攻 0 -

 材料化学専攻 0 -

 機械工学専攻 0 -

 建設システム工学専攻 0 -

 電気・材料工学専攻 - 1

 生産・建設工学専攻 - 1

0 2

 経営情報科学研究科  経営情報科学専攻 1 10

1 10

1 12

経営情報科学研究科計 

工学研究科計 

合計 



 教育研究上の情報

＜留学生数＞

◆学部 （平成30年度）

学部 学科 留学生数

 工学部  電気学科 0

 応用化学科 1

 機械学科 1

 土木工学科 0

 建築学科 1

3

 経営学部  経営学科 0

0

 情報科学部  情報科学科 0

0

◆大学院研究科 （平成30年度）

 研究科　 専攻 修士課程 博士課程

 工学研究科  電気電子工学専攻 0 0

 材料化学専攻 0 0

 機械工学専攻 1 0

 建設システム工学専攻 0 0

 電気・材料工学専攻 0 0

 生産・建設工学専攻 0 2

1 2

 経営情報科学研究科  経営情報科学専攻 26 10

26 10

27 12

工学部合計 

合計 

経営学部合計 

情報科学部合計 

工学研究科計 

経営情報科学研究科計 



 教育研究上の情報

＜協定相手校＞

国　名 学校名 協定の種類
提携年
（西暦）

中華人民共和国 東南大学 姉妹校提携 1980年

中華人民共和国 東南大学 学生交流協定 1996年

スロベニア共和国 ヨーゼフステファン研究所 学術交流および共同研究に関する協定 2001年

フランス ピエール・マリー・キュリー大学（パリ第６大学） 包括協定 2001年

アメリカ合衆国 ケンタッキー大学　（工学部） 学術交流協定 2002年

タイ国 チェンマイ大学　（理学部） 協力協定 2003年

ポーランド ポーランド科学アカデミー・基盤技術研究所 学術交流協定 2005年

チェコ共和国 チャーレス大学　(薬学部） 協力協定 2005年

タイ国 ソンクラ大学　（理学部） 協力協定 2005年

アメリカ合衆国 ジョージタウンカレッジ 学術交流協定 2006年

インド スリ シバスブラマニーヤ ナダール工業大学（ＳＳＮ） 協力協定 2007年

スペイン カタロニア工科大学 学術交流協定及び学生交流協定 2008年

中華人民共和国 東南大学 共同学位プログラムに関する協定 2008年

大韓民国 韓国海洋大学校 共同学位プログラムに関する協定 2009年

タイ国 コンキャン大学 学術交流協定及び学生交流協定 2011年

中華人民共和国 東南大学 学術交流協定 2011年

中華人民共和国 東南大学 共同研究協定 2011年

中華人民共和国 揚州大学 学術交流協定及び学生交流協定 2011年

大韓民国 韓国海洋大学校 学術交流に関する協定及び学生交流協定 2013年

中華人民共和国 華南理工大学 学術交流協定及び学生交流協定 2017年

詳細はこちら http://www.ait.ac.jp/international/partner-schools/



 教育研究上の情報

＜大学間連携＞

本学、名古屋工業大学、大同大学、豊田工業高等専門学校の４校で「工科系コンソーシアムによるもの
づくり教育の拠点」を形成している。
現在は、各校の建学の精神を尊重しながら工科系教育研究の特色を活かして中部地域の「ものづくり」
教育研究の充実、高度化を推進している。

本コンソーシアムでは、以下の取組を連携して行っている。

①理工系進学のための啓発活動
②学部・大学院教育プログラムなどの開発

③教育研究環境の充実のための教育・研究設備の共同利用
④国際交流活動

詳細はこちら http://www.nitech.ac.jp/o_gakumu/conso/



 教育研究上の情報

＜産官学連携＞

本学では、総合技術研究所・研究センターが大学院・学部と連携して工学、経営学、情報科学に関する

研究に意欲的に取り組み、学術的に貢献するだけでなく、産業界や公的機関との連携を通じて研究成

果を広く社会に還元することを目指している。

さらに、その成果が本学に還元され、本学で学ぶ学生達に学習・研究のモチベーションを高める機会を得

たいと努力している。

詳細はこちら http://www.ait.ac.jp/facility/research/social-
cooperation/



金融 セキスイハイム中部株式会社

セキスイハイム東海株式会社

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 積水ハウス株式会社
岡三証券株式会社 第一設備工業株式会社
蒲郡信用金庫 株式会社大気社
岐阜信用金庫 株式会社大京穴吹建設
木村証券株式会社 株式会社大仙
ＫＯＹＯ証券株式会社 大東建託株式会社
瀬戸信用金庫 大日本コンサルタント株式会社
株式会社名古屋銀行 大日本土木株式会社
西尾信用金庫 株式会社太平エンジニアリング
浜松信用金庫 大有建設株式会社
株式会社百十四銀行 大冷工業株式会社

大和ハウス工業株式会社

建設業 高松建設株式会社

瀧上建設興業株式会社

アイシン開発株式会社 株式会社竹中工務店
株式会社淺沼組 タマホーム株式会社
株式会社朝日工業社 中央電気工事株式会社
株式会社一条工務店 株式会社中部
株式会社伊藤工務店 株式会社中部プラントサービス
イビデングリーンテック株式会社 ＴＳＵＣＨＩＹＡ株式会社
株式会社ウッドフレンズ 坪井工業株式会社
ＮＤＳ株式会社 株式会社テクノ菱和
株式会社NTTファシリティーズ東海 東海プラントエンジニアリング株式会社
荏原商事株式会社 東建コーポレーション株式会社
株式会社大本組 東洋建設株式会社
小原建設株式会社 東レ建設株式会社
オリエンタル白石株式会社 株式会社トーエネック（中部電力グループ）
株式会社ガイアート 徳倉建設株式会社
株式会社柿本商会 トヨタホーム名古屋株式会社
株式会社カシワバラ・コーポレーション 内外エンジニアリング株式会社
株式会社加藤建設 株式会社ナカノフドー建設
門脇商店 日鉄住金環境株式会社
川北電気工業株式会社 日鉄住金テックスエンジ株式会社
川崎設備工業株式会社 株式会社ＮＩＴＴＯＨ
川崎地質株式会社 株式会社長谷工コーポレーション
木内建設株式会社 パナソニックＥＳエンジニアリング株式会社
岐建株式会社 株式会社ピーエス三菱
株式会社協和エクシオ 日比谷総合設備株式会社
株式会社きんでん 前田建設工業株式会社
株式会社熊谷組 三井住友建設株式会社
株式会社鴻池組 三井ホーム株式会社
五洋建設株式会社 名工建設株式会社
株式会社近藤組 株式会社森組
サーラ住宅株式会社 矢作建設工業株式会社
佐藤工業株式会社 ライト工業株式会社
シーエヌ建設株式会社 株式会社林工組
株式会社シーテック
ジェイアール東海建設株式会社 公務
清水建設株式会社

白石建設株式会社 愛知県警察本部
新生テクノス株式会社 愛知県庁
新日本空調株式会社 一宮市役所
神野建設株式会社 岐阜県警察本部
株式会社スガテック 警視庁
鈴与建設株式会社（鈴与コンストラクションホールディングス） 国土交通省　中部地方整備局
株式会社スペース 豊田市役所
住友電設株式会社 豊橋市役所
住友林業ホームエンジニアリング株式会社 名古屋市消防局
須山建設株式会社 浜松市役所
生和コーポレーション株式会社　東日本本社 三重県庁

主な就職先一覧



サービス 東海エレクトロニクス株式会社

東京アート株式会社

あいち海部農業協同組合 東京エレクトロン株式会社
あいち中央農業協同組合（ＪＡあいち中央） 東郷産業株式会社
株式会社アウトソーシングテクノロジー 株式会社ナ・デックス
株式会社アスパーク 株式会社日伝
株式会社アテック 日産部品東海販売株式会社
株式会社アドウェイズ 日本住宅パネル工業協同組合
株式会社アビスト 萩原電気ホールディングス株式会社
株式会社アルトナー 矢崎総業株式会社
株式会社アルプス技研 株式会社山西
ＡＮＡラインメンテナンステクニクス株式会社 株式会社ユピテル
株式会社エスユーエス　東京オフィス リコージャパン株式会社
株式会社ＮＴＴネオメイト 菱洋エレクトロ株式会社
株式会社ＮＴＴフィールドテクノ
株式会社大木家(オーギヤグループ) 情報通信
尾張中央農業協同組合
サンエイ株式会社 株式会社アイル
株式会社三機サービス 旭情報サービス株式会社
三和工機株式会社 株式会社アピリッツ
三和油化工業株式会社 アンドール株式会社
ＣＤＳ株式会社 株式会社ＥＭシステムズ
新日本ウエックス株式会社 株式会社石川コンピュータ・センター
株式会社総合資格 ＮＣＳ＆Ａ株式会社
タイムズサービス株式会社 エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社
ＷＤＢ工学株式会社 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
株式会社中央エンジニアリング 株式会社オプティム
ディーピーティー株式会社 株式会社クエスト
株式会社テクノプロ・コンストラクション 株式会社グローバルワイズ
株式会社テクノプロ　テクノプロ・デザイン社 株式会社コア
トーテックアメニティ株式会社 コムシス株式会社
トランスコスモス株式会社 株式会社サイバーエージェント
日本郵便株式会社 株式会社システムリサーチ
パーソルＲ＆Ｄ株式会社 Ｓｋｙ株式会社
株式会社ビジネスブレイン太田昭和 株式会社セルシス
株式会社ヒップ 株式会社ゼンリン
株式会社ＶＳＮ ソフトバンク株式会社
株式会社フォーラムエンジニアリング 株式会社第一コンピュータリソース
株式会社ホンダテクノフォート 中部ケーブルネットワーク株式会社
株式会社マイスターエンジニアリング　大阪本社 中部テレコミュニケーション株式会社
三菱自動車エンジニアリング株式会社 ＴＩＳソリューションリンク株式会社
三菱電機エンジニアリング株式会社 株式会社テクノ・セブン
三菱電機システムサービス株式会社 デンソーテクノ株式会社
三菱電機ビルテクノサービス株式会社 東海ソフト株式会社
三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 株式会社ドコモＣＳ東海
三菱電機メカトロニクスエンジニアリング株式会社 ドコモ・テクノロジ株式会社
株式会社メイテック 豊田ハイシステム株式会社
ＵＴグループ株式会社 株式会社ニッセイコム
夢コーポレーション株式会社 日本システムウエア株式会社
リゾートトラスト株式会社 日本情報産業株式会社
レシップホールディングス株式会社 日本システム開発株式会社　名古屋本社

日本物流開発株式会社

商社 株式会社ネクス・ソリューションズ

株式会社バーズ情報科学研究所
愛知日野自動車株式会社 日立システムズパワーサービス
株式会社エネチタ 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト
株式会社大西熱学 ひまわりネットワーク株式会社
オムロンオートモーティブエレクトロニクス株式会社 富士ソフト株式会社
加藤憲ホールディングス株式会社 フリービット株式会社
コネクシオ株式会社 マネージメントサービス株式会社
サンワテクノス株式会社 株式会社ミクシィ
三和電材株式会社 三菱電機メカトロニクスソフトウエア株式会社
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 株式会社メイケイ
白石カルシウム株式会社 ヤフー株式会社
株式会社スギヤマ薬品 ユニバーサルコンピューター株式会社
株式会社中外 株式会社ＬＩＦＵＬＬ
株式会社槌屋 株式会社菱友システムズ



不動産
興亜エレクトロニクス株式会社

株式会社アーネストワン コーデンシ株式会社
アイディホーム株式会社 小島プレス工業株式会社
イワクラゴールデンホーム株式会社 コマニー株式会社
株式会社エサキホーム サカエ理研工業株式会社
株式会社ＳＴＡＲＴ 笹徳印刷株式会社
中電不動産株式会社 サングレイン株式会社
トヨタすまいるライフ株式会社 株式会社三五
名鉄不動産株式会社 三甲株式会社

三琇グループ

メーカー 株式会社ジーエスエレテック

株式会社シイエム・シイ
株式会社アーレスティ ＣＫＤ株式会社
アイカテック建材株式会社 株式会社島精機製作所
アイコクアルファ株式会社 シミズ工業株式会社
アイシン機工株式会社 シヤチハタ株式会社
アイシン精機株式会社 ジャニス工業株式会社
株式会社アイセロ ジャパンマテリアル株式会社
愛知機械工業株式会社 ジョンソンコントロールズ株式会社
愛知電機株式会社 神星工業株式会社
愛知時計電機株式会社 株式会社シンテックホズミ
株式会社ＡＩＨＯ 新東工業株式会社
アイホン株式会社 シンフォニアテクノロジー株式会社
朝日インテック株式会社 スズキ株式会社
旭サナック株式会社 住友電装株式会社
株式会社朝日製作所 株式会社関ケ原製作所
アスモ株式会社 タイコエレクトロニクスジャパン合同会社
株式会社アツミテック ダイコク電機株式会社
株式会社アドヴィックス 大信精機株式会社
アドバンス電気工業株式会社 株式会社タイテック
株式会社アマダホールディングス 株式会社ダイフク
株式会社アラクス 株式会社太平製作所
株式会社アンセイ 大豊工業株式会社
アンデン株式会社 大豊精機株式会社
株式会社石田大成社 ダイヤテックス株式会社
イヅミ工業株式会社 大和冷機工業株式会社
伊藤製油株式会社 株式会社高木製作所　岡崎工場
株式会社イノアックコーポレーション 株式会社タチエス
揖斐川工業株式会社 中央精機株式会社
イビデン株式会社 株式会社中央製作所
株式会社岩田レーベル 中央発條株式会社
株式会社エクセディ 中部東芝エンジニアリング株式会社
ＮＥＣプラットフォームズ株式会社 中立電機株式会社
ＮＴＮ株式会社 テクノエイト株式会社
株式会社荏原製作所 株式会社テクマ
株式会社ＦＴＳ 株式会社デンソー
株式会社エルモ社 デンソートリム株式会社
大阪シーリング印刷株式会社 東亞合成株式会社
株式会社オティックス 東海光学株式会社
兼房株式会社 東海交通機械株式会社
菊水化学工業株式会社 東海紙器株式会社
岐セン株式会社 株式会社東郷製作所
北川工業株式会社 東芝インフラシステムズ
株式会社ギフ加藤製作所 東芝キヤリア株式会社
岐阜プラスチック工業株式会社 東芝メモリ株式会社
キョーラク株式会社 東新ゴム化学株式会社
近畿車輛株式会社 株式会社トウチュウ
クレハエラストマー株式会社 トピー工業株式会社
グローブライド株式会社 豊田合成株式会社
グローリー株式会社 トヨタ自動車株式会社
株式会社ケーヒン トヨタ車体精工株式会社
株式会社ＫＶＫ 豊田スチールセンター株式会社



メーカー 輸送

豊田鉄工株式会社 アドバンスト・ロジステッィクス・ソリューションズ株式会社

豊臣機工株式会社 カリツー株式会社
トライス株式会社 山九株式会社
トリニティ工業株式会社 シグマロジスティクス株式会社
名古屋エアケータリング株式会社 大興運輸株式会社
名古屋電機工業株式会社 東海旅客鉄道株式会社（ＪＲ東海）
ナトコ株式会社 名古屋鉄道株式会社
株式会社ナベヤ 三重交通株式会社
株式会社ナルックス
日東工業株式会社 流通
日本ガスケット株式会社
日本トムソン株式会社 株式会社アジアル
日本トレクス株式会社 イオンベーカリー株式会社
日本耐酸壜工業株式会社 株式会社ＡＴグループ
日本電産エレシス株式会社 株式会社クスリのアオキ
株式会社ノリタケコーテッドアブレーシブ 株式会社ジョンマスターオーガニックグループ
株式会社バッファロー たんぽぽ薬局株式会社
パナソニックエコソリューションズ電材三重株式会社 トヨタカローラ岐阜株式会社
パナソニック デバイスＳＵＮＸ株式会社 名古屋スバル自動車株式会社
浜名湖電装株式会社 名古屋トヨペット株式会社
浜名部品工業株式会社 株式会社ネクステージ
株式会社日立アイイーシステム Hamee株式会社
株式会社日立超ＬＳＩシステムズ 株式会社バローホールディングス
フガク工機株式会社 ブルガリジャパン株式会社
富士機工株式会社 株式会社ほていや
フジパングループ本社株式会社 株式会社名鉄ＡＵＴＯ
富士変速機株式会社 ユニー株式会社
フタバ産業株式会社 株式会社レッドバロン
プライムデリカ株式会社
株式会社古川電機製作所 その他
株式会社ベルソニカ
豊生ブレーキ工業株式会社 株式会社シーエナジー
豊和工業株式会社 東邦ガス株式会社
豊和繊維工業株式会社
本州化学工業株式会社
本多電子株式会社
前澤工業株式会社
株式会社マキノ
株式会社松尾製作所
マツダ株式会社
丸一鋼管株式会社
三重富士通セミコンダクター株式会社
三菱自動車工業株式会社
宮崎精鋼株式会社
株式会社メイキコウ
株式会社メイドー
名菱テクニカ株式会社
株式会社明和ｅテック
山崎製パン株式会社
ヤマザキマザック株式会社
ヤマハ発動機株式会社
ヤマモリ株式会社
豊精密工業株式会社
ユニ・チャームプロダクツ株式会社
株式会社ユニバンス
吉川工業株式会社
リコーエレメックス株式会社
リンナイ株式会社
リンナイ精機株式会社


