
総合学科１・２期生（令和２・３年度卒業生）　進路実績

【４年制大学 合格校】 ( )内の数字は延べ合格者数，過年度卒を含む，大学名は五十音順

国公立大学

愛知県立大学(1)

私立大学

愛知学院大学(7) 愛知学泉大学(1) 愛知工科大学(1) 愛知工業大学(5) 愛知産業大学(1) 愛知淑徳大学(3)

愛知東邦大学(6) 愛知文教大学(4) 愛知みずほ大学(3) 桜花学園大学(1) 岐阜女子大学(1) 金城学院大学(1)

修文大学(1) 椙山女学園大学(1) 大同大学(3) 中京大学(2) 中部大学(9) 東海学園大学(1)

東京福祉大学(1) 同朋大学(1) 名古屋学院大学(6) 名古屋経済大学(1) 名古屋芸術大学(1) 名古屋産業大学(3)

名古屋商科大学(2) 名古屋造形大学(2) 名古屋文理大学(2) 南山大学(1) 日本福祉大学(5) 人間環境大学(3)

名城大学(7)

【短期大学 合格校】

私立短期大学

愛知医療学院短大(1) 愛知文教女子短大(1) 愛知みずほ短大(1) 至学館大学短大部(1) 修文大学短大部(1) 中京学院大学短大部(1)

名古屋経営短大(3) 名古屋女子短大(1) 名古屋短大(1) 名古屋文化短大(2) 名古屋文理大学短大部(2) 名古屋柳城短大(4)

【専門・各種学校 合格校】 学校名は五十音順

専門学校

総合学科では、大学・短大志望者が増加し、模試・補習・個別指導等を活かして、多くの生徒が合格をつかみとりました。総
合型選抜・学校推薦型選抜の合格者に加え、一般選抜でも公立大学・県内難関私立大の合格者を出しました。総合学科らし
く、学部も文・法・経済・経営・人間科学・工・情報・看護・保育など多岐にわたっています。

《進学ー大学・短大》

《進学ー専門学校》
総合学科では、専門学校志望者も増加しました。将来の職業に直結する専門学校には、将来の夢を追って進学する人も多いで
すが、自分の進路を考えて授業を選べる総合学科の特色を活かし、授業や研究で学んだことを機に進学を決めた人も少なくあ
りません。分野は、会計・事務・医療・看護・保育・調理・動物・美容・音楽・デザインなど多彩です。

愛生会看護専門学校 あいち造形デザイン専門学校 あいちビジネス専門学校

愛知美容専門学校 愛知文化服装専門学校 あいち福祉医療専門学校

明美文化服装専門学校 大原トラベル･ホテル･ブライダル専門学校 大原法律公務員専門学校

大原法律公務員＆スポーツ専門学校大阪校 大原簿記情報医療専門学校 公立瀬戸旭看護専門学校

国際製菓技術専門学校 中日美容専門学校

中部美容専門学校 中部ファッション専門学校 中部リハビリテーション学院

中部楽器技術専門学校

進路別人数

総合学科 総合学科 商業科

令和３年度 令和２年度 令和元年度

４ 年 制 大 学 24 36 21

短 期 大 学 5 12 5

専 門 学 校 70 80 45

就 職 113 90 124

就職内訳（業種）

総合学科 総合学科 商業科

令和３年度 令和２年度 令和元年度

建設・製造業 56 33 58

運輸・通信業 3 7 10

卸 ・ 小 売 業 20 26 29

金融・保険業 1 2 3

サ ー ビ ス 業 25 11 12

医 療 ・ 福 祉 6 8 10

公務・その他 2 3 2



名古屋動物専門学校

各種学校

代々木アニメーション学院

就　職　先 企業名は五十音順

医療法人 千代田 社会福祉法人 九十九会 ＴＢＣグループ 株式会社

Ｄｉｖａ Ｈａｉｒ ｄｅｓｉｇｎ テクノエイト 株式会社 Ｄｏ Ｆｒｏｎｔｉｅｒ 株式会社 名古屋本社

株式会社 シンナゴヤトレード 株式会社 新日本空調サービス名古屋 株式会社 進和

三州食品 株式会社

愛知電機 株式会社

株式会社 アクティブマーケティングシステム関西支社

株式会社 愛研 株式会社 アイズ

株式会社 愛知イエローハット

株式会社 エスユウメック 株式会社 エディオン

医療法人 応世会 株式会社 オンデーズ

飯島製本 株式会社

イオンリテール 株式会社 東海カンパニー 株式会社 伊藤園 株式会社 ヴィエリス

株式会社 アオキスーパー 株式会社 秋田屋

アサヒロジ 株式会社

ミス・パリエステティック専門学校 ユマニテク看護助産専門学校

《就　職》

敷島製パン 株式会社 株式会社 シーズプランニング

株式会社 翔成 白金鍍金工業 株式会社 株式会社 新宿高野

株式会社 三幸電化工業所

しばた歯科・矯正歯科

株式会社 サン太陽 サン太陽ホーム春日井

社会福祉法人 サン･ビジョン シェアリングテクノロジー 株式会社 株式会社 ジェイオー

キムラユニティー 株式会社 キリックスリース 株式会社

株式会社 グリーンテック 株式会社 光建

河村電器産業 株式会社 KeePer技研 株式会社

有限会社 ギッシュ

株式会社 エフベーカリーコーポレーション

エム･ユー･センターサービス名古屋 株式会社

名古屋スクールオブミュージック＆ダンス専門学校

名古屋綜合美容専門学校名古屋製菓専門学校 名古屋調理師専門学校

専門学校名古屋デザイナー学院 名古屋デザイン＆テクノロジー専門学校

名古屋スイーツ＆カフェ専門学校 専門学校名古屋スクール･オブ･ビジネス

まつかげ看護専門学校

布池外語専門学校

専門学校ビジョナリーアーツ 保育・介護・ビジネス名古屋専門学校

専門学校名古屋ウェディング＆フラワー・ビューティ学院 名古屋栄養専門学校

名古屋医療情報専門学校

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校

名古屋観光専門学校

名古屋工学院専門学校 名古屋こども専門学校 名古屋歯科医療専門学校

名古屋市立中央看護専門学校名古屋市歯科医師会附属歯科衛生士専門学校 名古屋情報メディア専門学校

東京法律公務員専門学校名古屋校 東放学園専門学校

専門学校トヨタ名古屋自動車大学校 トライデントコンピュータ専門学校 トライデントデザイン専門学校

名古屋医健スポーツ専門学校 名古屋医専

名古屋医療秘書福祉専門学校 名古屋ウェディング＆ブライダル専門学校

総合学科では、就職希望者は商業科の時代からつづく手厚い履歴書・面接などの指導を受け、地元の多くの優良企業・大企業
からも内定をいただきました。職種についても事務・製造・販売・サービスの各方面に進んでいます。

東亜和裁士育成学院

東京ＩＴプログラミング＆会計専門学校名古屋校

株式会社 タカノフルーツパーラー

杉本ミートチェン 株式会社 住友理工 株式会社 セコム 株式会社

株式会社 善都（ＺＥＮＴ） 株式会社 ソフト･ピア 株式会社 ソラスト

大王製紙 株式会社 有限会社 大樹開発 株式会社 ダイナモ

株式会社 だるま 知多鋼業 株式会社 中部相互警備保障 株式会社

名古屋農業園芸･食テクノロジー専門学校 専門学校名古屋ビジュアルアーツ 名古屋ビューティー専門学校

名古屋ビューティーアート専門学校 名古屋美容専門学校 名古屋文化学園保育専門学校

名古屋未来工科専門学校 名古屋ユマニテク調理製菓専門学校 専門学校日本聴能言語福祉学院

専門学校日本マンガ芸術学院

多治見市医師会准看護学校 西尾市医師会准看護学校

バンタンゲームアカデミー名古屋校 ヒューマンアカデミー

専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ大阪

株式会社 アルメリア・スパアンドリゾーツ

太平洋フェリーサービス 株式会社 ダイリキ 株式会社

株式会社 愛工機器製作所

愛知機械工業 株式会社 愛知信用金庫

愛知皮革工業 株式会社 株式会社 アイデックス

医療法人 香流会 絋仁病院

株式会社 ケアベルデ

株式会社 興和工業所 株式会社 コムライン 株式会社 サンゲツ



トヨタカローラ名古屋 株式会社 トヨタ自動車 株式会社 株式会社 豊田自動織機

トーシンリゾート 株式会社 株式会社 トヨタエンタプライズ トヨタカローラ愛知 株式会社

トヨタ車体 株式会社 豊田鉄工 株式会社 トヨタホーム 株式会社

トヨタモビリティ東名古屋 株式会社 株式会社 トヨタレンタリース名古屋 長島観光開発 株式会社 ナガシマリゾート

中谷機工 株式会社 有限会社 名古屋解体 株式会社 名古屋家屋解体業務店

日本郵便 株式会社 東海支社

医療法人 博報会 あまこだ 医療法人 博報会 いのこし 株式会社 ハートランドauショップ

株式会社 パロマ 株式会社 東プラスチックエンジニア 株式会社 ビックカメラ

株式会社 ２りんかんイエローハット

名古屋鉄道 株式会社 ナビエース 株式会社 医療法人 並木会 メディコ守山

株式会社 ニイミセラミックス 株式会社 ニチイ学館 日清医療食品株式会社ヘルスケアフードサービスセンター名古屋

株式会社 日東 ニッポンレンタカーサービス 株式会社

日本報知機 株式会社

株式会社 日本精機

株式会社 ＵＡＣＪ 名古屋製造所 横浜冷凍 株式会社 リンナイ 株式会社

株式会社 ピックルスコーポレーション 日の丸自動車興業 株式会社 株式会社 ヒューテックノオリン

株式会社 富士工芸社 藤田螺子工業 株式会社 富士特殊紙業 株式会社

フジパンストアー 株式会社 株式会社 フラン 株式会社 平和堂

ホテルアルファ―ワン高山

宝塔電気 株式会社 株式会社 蓬莱軒 株式会社 豊和化成

リンナイ精機 株式会社 株式会社 レ・ヴァン ワタキューセイモア 株式会社

株式会社 ワールドストアパートナーズ 自衛隊

株式会社 ホンダカーズ東尾張 マックスバリュ東海 株式会社

丸眞 株式会社 株式会社 三ツ知 緑ヶ丘カンツリークラブ

ミヤ電子 株式会社 株式会社 村上久美容室 名菱テクニカ株式会社

株式会社 ヤグミ 山崎製パン 株式会社 山文商事 株式会社


