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2019年度から、普通科にコース制を導入。大学
や専門学校への進学、スポーツで次のステージ
を目指す生徒のスキルアップをサポートします。

やる気を育てる教育

実社会を体験するインターンシップ（就業体験）制度

●コミュニケーションの基本は「あいさつ」
「あいさつ」の徹底指導をはじめ、社会で活躍するために基本となる
マナー教育に取り組んでいます。

●３年間じっくり向き合う担任制
３年間同じ担任が生徒一人ひとりに向き合い、きめ細かく指導。
学び ・ ものづくりを体験することでやる気を引き出し、卒業後の
目標設定を明確にしていきます。

●個人の学習進度に合わせたコンピュータ学習で放課後も勉強をサポート
●新型コロナによる休校期間もオンラインで講習会等を実施

●企業での実体験で具体的な職業観が身につく

資格取得で
プロフェッショナルに

教育活動

70以上

資格は

進路指導 技術指導

　三宮から約15分の
好アクセス、最寄り駅
の神戸高速線「高速
長田」駅、神戸市営地
下鉄「長田」駅から徒歩
２分。

　学食のほか、校内にコンビニも
設置。休み時間、放課後など便利
に利用できて好評です。

毎日のことだから便利な方がいい！！
駅チカ 校内コンビニ

2分

工業技術を中心に各種の資格検定に合格できる
指導体制を整えています。

夢夢に近づく
選択肢がある 一歩リード

とことんサポート！
！とことんサポート！
！手厚い指導で

学びで成長を

実感できる

制　服

　神戸村野工業高等学校は、2020年に100周年を迎えました。そして2021年、次の100年に
向かって新たな一歩を踏み出します。「ものづくり」を担う人材を育成するという伝統を受け継ぐと
ともに、コース制を導入した普通科では進学を志望する学生を幅広くサポート。
　もちろん、これまで同様、資格取得や部活動にも力を入れます。また2020年からは新校舎建設
がスタートし、学びの環境もさらに拡充。これからの村工で、未来につながる可能性を大きく羽ば
たかせてください。

ネクタイ

Sum

Win

夏も着心地抜群で

スタイリッシュ！

靴

カバン

リュック

Next stageM U R A K O

次の100年へ。新たな村工が始動。

Po
Po

Po

Po

深みのある美しい

色合いのジャケット
深みのある美しい

色合いのジャケット

シャツはストレッチ素材で

速乾タイプ

ノーアイロンでお手入れ簡単

シャツはストレッチ素材で

速乾タイプ

ノーアイロンでお手入れ簡単

めちゃ軽！

容量はおどろきの30L
めちゃ軽！

容量はおどろきの30L

ダークカラーの

チェック柄スラックス
ダークカラーの

チェック柄スラックス
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主な教育課程内容
●スポーツⅡ

●英会話

●総合的な探求の時間

主な教育課程内容

●キャリアデザイン

●キャリア国語・数学・英語

●総合的な探求の時間

部活も勉強も頑張り、行きたい大学や専門学校への進学を目指します。

「将来こうなりたい！」を明確にイメージして、やりたい仕事に就くことを目指します。

スポーツに打ち込み進学したい

英語を使いこなしたい

自分がやりたいことを見つけたい

希望する仕事に就きたい

　スポーツ類型に所属する指定クラブの生徒を対象と
した専門体育の授業です。競技ごとに分かれ、さらなる
スキルアップを目指し、週2回実施。同じ時間に、グロー
バル類型の生徒は、ネイティブの先生や生徒同士の対
話を中心とした英語の授業に取り組みます。

　スポーツ推薦で入学してきた生徒を対象とした「ス
ポーツ類型」と、英語学習に特化した「グローバル類
型」の2つの類型がある総合アドバンスコース。週2
回、各類型に特化した授業があり、それぞれ専門体育
と英語学習に取り組みます。グローバル類型の生徒は
もちろん、スポーツ類型の生徒にも勉強に力を入れて
もらいたいと思っています。共にがんばりましょう！

　軟式野球部の顧問を務め、文武両道を
テーマに、競技のスキルはもちろん、勉学に
も応用できる集中法（マインドフルネス）な
ども指導する。

　資格取得に向け、先生が放課後に講習を
実施。わからないポイントなどを詳しく解説
します。

　高校卒業後、就職を考えているけど、何をしたいか
わからない。そういった生徒を対象にしたコースで、1
年生で取り組む「キャリアデザイン」の授業を中心に、
自分の興味や関心を探っていきます。普通科ですが、
工業系の資格取得も放課後の講習などでしっかりと
サポート。就職を考え、資格を取りたいと頑張ってい
る生徒たちを全力でバックアップします。

　消防署や企業の工場見学を行ったり、長田神社の神
主さんのお話を聞くなど、課外活動を取り入れ、テキス
トに頼らない生きた教材から学びます。事前に行う「調
べ学習」、課外活動、現場での気づきをまとめ・発表す
るという一連の流れを通して、「将来こうなりたい自
分」を探します。

 「スポーツⅡ」って どんな授業？

 「キャリアデザイン」って どんな授業？

普通科　佐藤 優樹　先生

普通科　大前 康弘　先生

総合アドバンス コース

キャリアアップ コース

自分の可能性にチャレンジ！

自分の興味、関心を探ろう！

やり
たい！ を

見つける

やり
たい！ を

見つける

「総合アドバンス」「キャリアアップ」の2つのコースを用意。選択授業などを通し
て、それぞれの個性に応じたカリキュラムで、希望の進路を目指します。

普通科３年

孫田 太郎 さん
バドミントン部

（伊丹市立天王寺川中学校 出身）

普 通 科

普通科３年

小坂 蛍斗 さん
軟式野球部

（加古川市立神吉中学校 出身）

　普通科でありながら機械系の資格取得にもチャ
レンジでき、進学だけではなく就職も見据えて学
べるところに魅力を感じて村工に進学しました。
 先生方はみんな優しく、どの科目も丁寧に指導し
てくださるので、わかりやすいですよ。

普通科でも様々な資格取得に挑戦でき、
進学・就職の両方を目指せます。

　普通科は勉強ができる人、スポーツが得意な人
など、真面目だけど個性的な人が多く、授業はいつ
も楽しいです。高校に入ってからは、言われたこと
だけをするのではなく、自分で考えて行動ができ
るように。その点が成長したところです。

高校3年間で人間的にも成長し、
自分で考えて行動できるようになりました。

普通科３年

木下 愛球 さん
軟式野球部

（神戸市立長田中学校 出身）

普通科３年

塩山 皓大 さん
サッカー部

（神戸市立須佐野中学校 出身）

　2年生の総合探求では英語や溶接作業など、興
味のある講座を少人数で受講しました。普段の勉
強とは違うことに挑戦でき、楽しく学ぶ中で視野
も広げられました。

通常の授業のほか、総合探求の講座で、
興味の幅や視野も広げられます！

　好きな科目は「英語」で、ネイティブの先生は特
にフレンドリーで授業自体が面白いですよ。
　工業科と同じように資格をたくさん取ることが
でき、進学はもちろん就職率が高いところが魅力
です。

ネイティブの先生の
英語の授業が大好きです！
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主な教育課程内容
●工業技術基礎　●課題研究　●実習

●製図　●機械工作　●機械設計

●原動機　●電気基礎　●工業基礎検定 など

主な教育課程内容
●工業技術基礎　●課題研究　●実習

●製図　●情報技術基礎　●電気基礎

●電気機器　●電力技術　●電子技術 など

ものづくりのドキドキ・ワクワクを実感できる実習を数多く開講。
思った通りの大きさ・形にできるスキルを身につけます。夢を実現しましょう！

機械科３年

福永 天斗 さん
ソフトテニス部

（神戸市立鵯台中学校 出身）

生活に欠かせない電気について、発電・送電、電気工事など幅広く学び、専門的な
知識・技術を習得。電気を安全・有効に取り扱える技術者を育成します。

資格を取りたい !

機械を使う人から作る人になりたい!

学習したことを活かし大学で学びたい!

電気設備の保守・管理の仕事をしたい !

電気工事をしたい !

鉄道会社で技術のプロフェッショナルになりたい !

3年間の学びの集大成として、溶接や機械加工、自動車な
ど自分の興味ある分野の実技に取り組みます。企業の技
術者の方から指導を受けられるほか、研究活動を通じて、
各分野に連動した国家資格の取得を目指せるのも特長
です。

ものづくりを通じた人づくりがテーマです。電気工
事や信号機の自動制御、電子回路など、さまざま
なものづくりに取り組み、授業の成果として第二
種電気工事士の取得を目指します。

 「実習」って どんな授業？

機械科　名和 雄介　先生 電気科　坂口 淳広　先生

 「課題研究」って どんな授業？

機 械 科 確かな技で夢を形に!!

機械科３年

平山 駿 さん
水泳部

（神戸市立王塚台中学校 出身）

機械科３年

福嶋 樹 さん
バレーボール部

（尼崎市立小園中学校 出身）

電気科３年

大嶋 凛 さん
電験部

（明石市立野々池中学校 出身）

電気科３年

高橋 廉 さん
ラグビー部

（神戸市立玉津中学校 出身）

電 気 科 国家資格にチャレンジ！
電気技術のスペシャリストに

　実習の種類が多く、様々な機械や工具を使う
ことができ、自分のやりたい仕事がはっきりする
のが機械科のいいところ。特にものづくりをして
いる実感が得られる「溶接」の授業が大好きで
す。3年間で技術力はもちろん、自主性も身につ
きました！

ものづくりの楽しさを実感できる
多彩な実習が魅力です！

　機械科の科目だけではなく、数学やCADなど
一般科目や他専攻の科目もしっかりと学べるの
がうれしいですね。資格の勉強にもチカラを入
れ、「粉じん作業従事者」や「研削といし取替試
運転作業者」などを取得しました。

他専攻の科目が学べるのも魅力！
資格取得にもチカラを入れました。

　普通科の学校では学べない、電気関係の授業
がやっぱり面白いです。学ぶ内容が楽しいので、
勉強にも自主的に取り組むようになり、テスト結
果はクラスで一桁台の順位を取れるように。そ
のことが大きな自信にもなりました。

電気関連の授業が楽しく、勉強にも
自主的に取り組めるようになりました。

　溶接の授業は慣れないうちは少し怖かったけ
ど、繰り返し経験して、技術が向上していくうち
にどんどん楽しくなりました。所属する水泳部で
は2019年の近畿総合体育大会と国体に出場。
勉強も部活動も、どちらも充実しています！

村工での3年間は、勉強も部活動も
充実していました！

　2年生では電気工事士の資格を取得。わから
ないことやできないことがあれば、放課後の講
習で生徒が理解するまで先生が丁寧に教えてく
ださるなど、サポート体勢も万全です。合格した
時も自分のことのように喜んでくださいました。

放課後の講習での先生の丁寧な指導など、
資格取得のサポート体勢も万全です！
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主な教育課程内容
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主な教育課程内容
●工業技術基礎　●課題研究　●実習　●製図
●情報技術基礎　●生産システム技術
●通信技術　●プログラミング技術
●ハードウェア技術　●ソフトウェア技術 など

ゲームやドローン、人工知能などこれから需要の高まる技術を基本から学びます。
ソフトからハードまで対応できる広い知識が身につき、自身の成長が実感できます。

情報技術科３年

村上 雄紀 さん
情報技術部

（明石市立錦城中学校 出身）

ゲームを作りたい !

よりハイレベルなことをしたい !

進学するための基礎を学びたい!

2年生を対象とした授業で、C言語を中心にプログラミ
ングの基礎について学習。情報技術検定2級の合格を
目指します。ここで身につけたスキルをもとに、３年生
ではゲーム制作などにもチャレンジします！

「プログラミング技術」って どんな授業？

情報技術科

情報技術科３年

浦木 秀太 さん
サッカー部

（西宮市立浜甲子園中学校 出身）

　ハードウェアや基盤の実習で製図の基礎につ
いて学べるほか、プログラムの授業ではゲーム
作りにもチャレンジできます。世の中に必要とさ
れる分野で、自分も興味のあることなので、勉強
にも意欲的に取り組めるようになりました！

プログラミングの応用としてゲーム作りなど、
意欲的に勉強に取り組めています。

　プログラミングをはじめ情報技術は将来必ず役
立つ知識・技術で、ゲーム作りなどの実習を通じ
て、その基礎をしっかりと学べるのが魅力です。ク
ラスでは委員長を務め、責任感を持ってクラス運
営にあたる中で人間的にも成長できました。

今後の社会に欠かすことができない
情報技術について幅広く学べます！

主な教育課程内容
●工業技術基礎　●課題研究　●実習　●製図

●情報技術基礎　●機械工作　●電子機械

●電気基礎　●ハードウェア技術 など

実習は、メカトロニクスやロボット技術が中心。ICTや IoT技術などを利用し、
電気回路・制御・配線、金属加工技術などについて幅広く学びます。

ロボットを作りたい !

制御、溶接、電気工事などの仕事をしたい !

機械オペレーターの仕事をしたい !

センサーでラインを読み取って移動するライントレーサーや、
自動販売機や信号機などに応用されるシーケンス制御な
どの制作に取り組みます。機械系の資格が取れ、プログラ
ミングも学べるので、進路選択の幅は広いですよ。

 「実習」って どんな授業？

機械電子科３年

黒田 和英 さん
軟式野球部

（神戸市立東落合中学校 出身）

機械電子科３年

田中 充才 さん
軟式野球部

（加古川市立神吉中学校 出身）

機械電子科 楽しみながら専門技術を学び
ロボットの製作などにも挑戦！

　機械・電気・情報などを幅広く学ぶことができ、
中でもお気に入りは「機械工作」の授業です。工
業科ならではの溶接や鋳造など、初めて学ぶこ
とばかりでしたが、先生がわかりやすく丁寧に教
えてくださるので、楽しみながら受講できました。

溶接や鋳造など初めて挑戦する実技も、
先生方が丁寧に指導してくださいます。

機械電子科３年

樋山 明樹 さん
山岳部

（神戸市立鷹匠中学校 出身）

　プログラミングやロボットの製作、金属加工、
電気回路まで、多種多様な勉強ができるのが魅
力です。就職の幅が広がるのはもちろん、社会
人経験のある先生方から体験談を聞くことがで
き、視野も大きく広がりました。

社会人経験のある先生方から、
仕事の話を聞けるのも貴重です！

　資格は計算技術検定3級、アーク溶接、漢字検
定3級を取得。部活動では軟式野球部で主将を務
め、2019年は全国大会ベスト8、国体で3位入賞
を果たしました。勉強も部活も責任感を持って意欲
的に取り組む中で、大きく成長できたと思います。

専門分野の勉強や資格取得、部活動と、
それぞれ全力で取り組めました。

機械電子科　松嶋 健太郎　先生情報技術科　青木 俊介　先生
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主な教育課程内容
●工業技術基礎　●課題研究　●実習　●製図
●情報技術基礎　●生産システム技術
●通信技術　●プログラミング技術
●ハードウェア技術　●ソフトウェア技術 など

ゲームやドローン、人工知能などこれから需要の高まる技術を基本から学びます。
ソフトからハードまで対応できる広い知識が身につき、自身の成長が実感できます。

情報技術科３年

村上 雄紀 さん
情報技術部

（明石市立錦城中学校 出身）

ゲームを作りたい !

よりハイレベルなことをしたい !

進学するための基礎を学びたい!
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ングの基礎について学習。情報技術検定2級の合格を
目指します。ここで身につけたスキルをもとに、３年生
ではゲーム制作などにもチャレンジします！
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クラブ活動紹介 めざせ! 完全燃焼

村工生たち
本校では、運動部・文化部あわせて現在38のクラブが活動しています。生徒それぞれが、個性に合わせたクラブ
活動のなかで、仲間とのコミュニケーションや目的に向かって努力する姿勢を養い、人間的に大きく成長しています。

硬式野球部
軟式野球部
ラグビー部
陸上競技部
柔道部
剣道部
硬式テニス部
ソフトテニス部
卓球部
水泳部

山岳部
体操競技部
バスケットボール部
バレーボール部
ハンドボール部
空手道部
少林寺拳法部
サッカー部
バドミントン部

書道部
音楽部
写真部
電子工作部
図書部

新聞部
園芸部
理科学研究部
美術部

機械工作部
電験部
ＥＳＳ部
計算技術部
コーラス部

ロボット研究部
情報技術部
家庭科部
ダンス部

ロジック・コンピューティング部

 　● 軟式野球部
 　● バドミントン部
 　● 水泳部
 　● バスケットボール部

 
　● バドミントン部
 　● 軟式野球部
 　● 少林寺拳法部
 　● 機械工作部
 　●ロボット研究部

 
　● 軟式野球部
 　● 柔道部
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卒業生の声 次なるステージで活躍中の先輩たち 村工での学びを胸に、大きく羽ばたいた先輩からのメッセージ

　大学では、課外活動としてオープ

ンキャンパススタッフや学園祭実行

委員に取り組んでいます。人と積極

的に関わり、誰かの役に立ちたいと

の思いから活動に参加しましたが、

その原点となっているのが村工時代の経験です。軟式野球部に所

属し、2年の秋からキャプテンを担当。顧問の佐藤先生と対話す

る機会も増え、その中で「人と話し、自分の意見を伝えることの

大切さ」を学べました。また部活動を通して、集中して物事に取り

組む姿勢や、目標設定の大切さなども学習。身につけた知見は、

大学でのキャリア形成や資格試験の勉強などにも活かせていま

す。今後はマーケティングをさらに深く学び、百貨店のバイヤーを

目指しています。

早稲田大学
同志社大学
立命館大学
鹿屋体育大学
関西学院大学
近畿大学
龍谷大学
京都産業大学
甲南大学
日本体育大学

京都外国語大学
関西外国語大学
神戸学院大学
天理大学
大阪電気通信大学
神戸医療福祉大学
大阪芸術大学
追手門学院大学
大阪工業大学
流通科学大学

相互的なコミュニケーションや
目標設定の大切さを学べた村工時代。
得られた知見は大学でも活かされています！

長光 智哉さん
2018年３月普通科卒
大阪産業大学経営学部商学科

大学ではオープンキャンパススタッフなどに参加。課外活動にも力を入れて
ます。

　村工バドミントン部の監督を務める

父の勧めもあって、本校に進学。イ

ンターハイ県代表として 3 年連続で

出場した全国大会では、優勝まであ

と一歩届きませんでしたが、元世界

チャンピオンの指導を受けられるマレーシアでのバドミントン留学

をはじめ、選手として大きく成長できた3年間でした。早稲田大学

では最先端のスポーツ科学やコーチング理論について学び、トレー

ニング方法など教わったことが競技力向上にもつながっています。

チームメイトもトップレベルの選手ばかりで、最高の環境で競技に

取り組めています。全日本学生選手権優勝、さらにはトップリーグ

での活躍を目指し、将来的には父の後を引き継ぎ、母校のバドミ

ントン部の指導者になるのが目標です。

バドミントンのトッププレイヤーを
目指して奮闘中。将来は父の後を継ぎ、
母校の指導者になるのが目標です。

友金 利玖斗さん
2018年３月普通科卒
早稲田大学スポーツ科学部スポーツ科学科

母も全英オープンに出場しており、バドミントン一家で育ちました。

　村工では軟式野球部に所属してい

ました。顧問の佐藤先生から「お前

がキャプテンだ」と言われて自覚が

芽生え、チームをまとめていくなか

で全国大会出場という大きな目標に

向かう楽しさを実感しました。3年生の時には兵庫県大会で優勝

し、全国大会ベスト8、国民体育大会（茨城）で全国第3位の成

績を収められました。卒業後の進路に迷っていた時にサポートし

てくれたのも野球部の先輩です。阪急電鉄に勤務する先輩が来

校された際に仕事の話をしてくださり、興味を持ったのが志望す

るきっかけになりました。現在は西宮車庫で研修中で、勉強に追

われる日々。知識と技術を磨き、車輛管理のプロになりたいです。

軟式野球部で全国大会、国体に出場。
卒業後は電鉄会社に就職し、技術者として
車輛管理のプロをめざしています。

古澤 翔星さん
2020年３月機械科卒
阪急電鉄株式会社 技術部 車両管理

　高校に入って最初のオリエンテー

ションで、「本校は就職に強い。頑張

れば川崎重工や三菱重工にも入れる」

という先生の一言を聞いて、自分の

中の「やる気」に火が付きました。在学中に、当時取得可能だっ

た26の資格に合格するとともに、スキー部ではインターハイに出

場。学科でも成績トップを獲得し、勉強することの楽しさや、頑張っ

て結果が出ることの喜びを実感できました。卒業後は目標だった

川崎重工に就職し、現在は制御装置や電気機器、電子機器の検

査業務を担当。私の手掛けた製品が、お客様に安心して使ってい

ただけ、世の中に役に立っていることが仕事のやりがいにもなって

います。技術面や知識面をさらに磨き、職場のリーダーとして後

輩を引っ張っていくのが今後の目標です。

村工での3年間で、
成長することの喜びを実感。
自分を大きく変えることができました。

藤崎 椋さん
2013年３月機械科卒
川崎重工業株式会社 
エネルギー・環境プラントカンパニー
品質保証本部 機械品質保証部 検査課

2012年、高校2年インターハイ出場（前左より2人目）
今でも壁にぶつかると、在学中に恩師から掛けられた「敵は己にあり」
という言葉を思い出します。

クラスでは１年生から委員長をしました。現在は、電車の技術的・構造的
な面白さに興味を持ち、高校時代より勉強をしています。

トヨタ神戸自動車大学校
ホンダテクニカルカレッジ
日産京都自動車大学校
大阪航空専門学校
関西テレビ電気専門学校
神戸電子専門学校
ECCコンピュータ専門学校
大阪デザイナー専門学校
神戸医療福祉専門学校
神戸理美容専門学校

川崎重工業
三菱重工業
神戸製鋼所
日本製鉄
神戸マツダ
いすゞ 自動車近畿
住友ゴム
西日本旅客鉄道 (JR西日本 )
阪急電鉄
関電プラント
東芝三菱電機産業システム

４年制大学 短大・専門学校

主な進学先

ヤンマー
日本通運
東レ
YKK AP
ノーリツ
釜谷紙業
コカ・コーラボトルズジャパン
関西グリコ
伊藤ハム
山崎製パン
防衛省・自衛隊

主な就職先
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施設紹介

入口

至鈴蘭台

屋
内
練
習
棟

研修棟

管理棟

テニスコート

サッカー・ラグビーフィールド

野球場

外
周
コ
ー
ス

ひよどりグラウンド

正門

記念館

校舎

実習棟

体育館兼講堂

実習棟

校舎

徳育の庭

運動場

本館

テニスコート

N

至長田

駐
車
場

駐車場

海外で仕事をしたい
警察官になりたい
プロのアスリートになりたい

ゲームをつくりたい
アニメーターになりたい
プログラマーになりたい

乗物の整備をしたい
機械の設計をしたい
溶接の仕事をしたい

電気工事の仕事をしたい
電気整備の保守・管理をしたい
鉄道マンになりたい

ロボットをつくりたいをつくりたい

通信関係の仕事をしたい

● 溶接技能者評価試験
● 危険物取扱者（乙種・丙種）
● クレーン技能講習
● 技能検定 マシニングセンタ作業
● 技能検定 フライス盤作業
● 製図検定（機械・基礎） など

● 電気工事士（第一種・第二種）
● 電気主任技術者　など

● 情報処理技術者試験
● CAD検定
● パソコン利用技術検定　など

普通科

電気科

情報技術科

情報技術科

機械電子科

機械電子科

機械電子科機械科

取得しておきたい資格 ！

取得しておきたい資格 ！

取得しておきたい資格 ！

● 実用英語技能検定
● 日本漢字能力検定

取得しておきたい資格 ！

● CGクリエータ検定
● IT パスポート
● 情報技術検定　など

取得しておきたい資格 ！

電気は世の中に

なくてはならない！！

最先端の

技術者になる！！

世界に羽ばたく

クリエーターに！！

ものづくりが
好き！！

本校では在学中に各種の資格・検定にチャレンジできます。
将来役立つ資格で夢に一歩リード！

他にも多くの資格を取得することが可能です。やさしい検定から
合格体験を積み重ねていき、卒業までに高度な国家資格を取得
する生徒が多くいます。

村工なら     に近づく
資格が取れる！
村工なら        近づく
資格が取れる！

夢夢

国際的に
活躍する！！

ブルペン 上空写真

食堂

図書館

プログラミング実習室

シャワー室

屋内練習場

移動もラクラク
バスで

バドミントン専用体育館
（2020年11月完成予定）

総面積
33,209㎡
充実の設備！
甲子園球場と同じ土を使った
同じ広さのグラウンド

オススメの学科

オススメの学科

オススメの学科

オススメの学科

オススメの学科

倉庫

13 14



施設紹介

入口

至鈴蘭台

屋
内
練
習
棟

研修棟

管理棟

テニスコート

サッカー・ラグビーフィールド

野球場

外
周
コ
ー
ス

ひよどりグラウンド

正門

記念館

校舎

実習棟

体育館兼講堂

実習棟

校舎

徳育の庭

運動場

本館

テニスコート

N

至長田

駐
車
場

駐車場

海外で仕事をしたい
警察官になりたい
プロのアスリートになりたい

ゲームをつくりたい
アニメーターになりたい
プログラマーになりたい

乗物の整備をしたい
機械の設計をしたい
溶接の仕事をしたい

電気工事の仕事をしたい
電気整備の保守・管理をしたい
鉄道マンになりたい

ロボットをつくりたいをつくりたい

通信関係の仕事をしたい

● 溶接技能者評価試験
● 危険物取扱者（乙種・丙種）
● クレーン技能講習
● 技能検定 マシニングセンタ作業
● 技能検定 フライス盤作業
● 製図検定（機械・基礎） など

● 電気工事士（第一種・第二種）
● 電気主任技術者　など

● 情報処理技術者試験
● CAD検定
● パソコン利用技術検定　など

普通科

電気科

情報技術科

情報技術科

機械電子科

機械電子科

機械電子科機械科

取得しておきたい資格 ！

取得しておきたい資格 ！

取得しておきたい資格 ！

● 実用英語技能検定
● 日本漢字能力検定

取得しておきたい資格 ！

● CGクリエータ検定
● IT パスポート
● 情報技術検定　など

取得しておきたい資格 ！

電気は世の中に

なくてはならない！！

最先端の

技術者になる！！

世界に羽ばたく

クリエーターに！！

ものづくりが
好き！！

本校では在学中に各種の資格・検定にチャレンジできます。
将来役立つ資格で夢に一歩リード！

他にも多くの資格を取得することが可能です。やさしい検定から
合格体験を積み重ねていき、卒業までに高度な国家資格を取得
する生徒が多くいます。

村工なら     に近づく
資格が取れる！
村工なら        近づく
資格が取れる！

夢夢

国際的に
活躍する！！

ブルペン 上空写真

食堂

図書館

プログラミング実習室

シャワー室

屋内練習場

移動もラクラク
バスで

バドミントン専用体育館
（2020年11月完成予定）

総面積
33,209㎡
充実の設備！
甲子園球場と同じ土を使った
同じ広さのグラウンド

オススメの学科

オススメの学科

オススメの学科

オススメの学科

オススメの学科

倉庫
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ACCESS
［路線図と最寄り駅までの所要時間］

大阪・姫路・三田からでも１時間以内で通えます

※阪神 神戸高速線「高速長田」駅下車すぐ

※市バス・市営地下鉄「長田」駅下車すぐ

※●の中の数字が乗車時間（分）の目安です（乗換時間含む）。　

高速
長田

西神
中央

高速
神戸

大阪／大阪梅田

新開地

谷上

湊川

湊川
公園

三田

長田

新長田

鈴蘭台

板宿 西代

元町

小野

垂水明石姫路 三ノ宮／神戸三宮

神戸電鉄

阪急電車山陽電鉄

阪神電車

JR線

神戸市営地下鉄

新型コロナウィルス感染症の対応については、ホームページをご覧ください。

〒653-0003　 神戸市長田区五番町8丁目5番地　TEL 078 (575) 0230㈹  FAX 078 (578) 4402　　
URL  https://www.kobemurano-th.ed.jp      E-mail  manager@kobemurano-th.ed.jp

※一部、2019年度以前の写真を使用しています。

三井住友銀行

トヨタ

●長田警察署
●長田消防署

神戸高速線

地下鉄長田駅前バス停

神戸
市営
地下
鉄西
神・山
手線

地下鉄（西出口2）

長田
駅

高速
長田
駅

神戸村野工高

神戸村野工業
高等学校

神戸高速線（山陽長田ビル出口）

正門

ご質問はお気軽にweb サイトの
お問い合わせフォームからお寄せください
https://www.kobemurano-th.ed.jp

駅チカ 2分
通学らくらく !

徒 

歩

KOBE MURANO
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