
大 学 学 部 ・ 学 科 63 麻布大学 獣医・動物応用科 126 中部学院大学 教育・子ども教育 189 藤田医科大学 保健衛生・リハビリテーション・理学療法学 短 期 大 学 学 部 ・ 学 科 就 職 先 企 業

1 【国】　室蘭工業大学 理工・システム理化 64 神奈川大学 経営・国際経営 127 中部学院大学 教育・子ども教育 190 名城大学 外国語・国際英語 1 愛知医療学院短期大学 理学療法 1 株式会社ひだホテルプラザ

2 【国】　新潟大学 経済科・総合経済 65 神奈川大学 理・生物科 128 中部学院大学 人間福祉・人間福祉 191 名城大学 外国語・国際英語 2 岐阜聖徳学園大学短期大学部 幼児教育 2 株式会社ひだホテルプラザ

3 【国】　富山大学 都市デザイン・材料デザイン 66 鎌倉女子大学 家政・家政保健 129 岐阜医療科学大学 看護・看護 192 名城大学 経営・経営 3 岐阜聖徳学園大学短期大学部 幼児教育 3 株式会社ファミリーストアさとう

4 【国】　金沢大学 理工・物質化 67 関東学院大学 看護・看護 130 岐阜医療科学大学 看護・看護 193 名城大学 経営・経営 4 京都光華女子大学短期大学部 ライフデザイン 4 株式会社ファミリーストアさとう

5 【国】　岐阜大学 応用生物科・共同獣医 68 関東学院大学 経営・経営 131 岐阜医療科学大学 看護・看護 194 名城大学 経済・経済 5 【公】　岐阜市立女子短期大学 食物栄養 5 飛騨信用組合

6 【国】　岐阜大学 教育・社会科教育・現代社会 69 松蔭大学 看護・看護 132 岐阜医療科学大学 看護・看護 195 名城大学 経済・産業社会 6 高山自動車短期大学 自動車工 6 株式会社ホームセンターバロー

7 【国】　岐阜大学 教育・数学 70 横浜薬科大学 薬・臨床薬 133 岐阜医療科学大学 保健科・放射線技術 196 名城大学 農・応用生物化 7 修文大学短期大学部 生活文化・生活医療事務 7 ひの建築

8 【国】　岐阜大学 工・化学生命工・物質化学 71 高岡法科大学 法・法 134 岐阜医療科学大学 保健科・放射線技術 197 名城大学 農・応用生物化 8 中京学院短期大学 健康栄養 8 日本郵便株式会社東海支社

9 【国】　静岡大学 工・数理システム工 72 金沢医科大学 医・看護 135 岐阜医療科学大学 保健科・放射線技術 198 名城大学 農・生物資源 9 中部学院大学短期大学部 幼児教育 9 日本郵便株式会社東海支社

10 【国】　名古屋大学 経済 73 金沢医科大学 医・看護 136 岐阜医療科学大学 保健科・臨床検査 199 名城大学 法・法 10 東海職業能力開発大学校 生産技術 10 日本郵便株式会社東海支社

11 【国】　名古屋大学 法・法律政治 74 金沢工業大学 建築・建築 137 岐阜医療科学大学 薬・薬 200 名城大学 薬・薬 11 富山福祉短期大学 看護 11 株式会社高山グリーンホテル

12 【国】　大阪大学 基礎工・システム科 75 金沢工業大学 工・情報工 138 岐阜保健大学 看護・看護 201 豊橋創造大学 保健医療・理学療法 12 平成医療短期大学 理学療法 12 株式会社高山グリーンホテル

13 【国】　島根大学 総合理工・物理マテリアル工 76 金沢工業大学 工・情報工 139 愛知大学 経済・経済 202 名古屋産業大学 現代ビジネス・環境ビジネス 13 平成医療短期大学 リハビリテーション・作業療法 13 株式会社セラヴィリゾート泉郷

14 【国】　高知大学 農林海洋科・農林資源環境科 77 金沢学院大学 経済・経済 140 愛知大学 経済・経済 203 星城大学 経営・経営 14 名古屋文化短期大学 グローバル観光学 14 株式会社　長沼建築

15 【公】　釧路公立大学 経済・経営 78 金沢学院大学 文・文 141 愛知大学 経済・経済 204 日本赤十字豊田看護大学 看護・看護 15 有限会社　渡辺酒造店

16 【公】　岩手県立大学 ソフトウェア情報・ソフトウェア情報 79 北陸大学 医療保健・医療技術 142 愛知大学 国際コミュニケーション・国際教養 205 修文大学 医療科学・臨床検査 16 日本レヂボン株式会社

17 【公】　新潟県立看護大学 看護・看護 80 北陸大学 医療保健・医療技術 143 愛知大学 法・法 206 修文大学 看護・看護 17 古川製材株式会社

18 【公】　福井県立大学 生物資源・生物資源 81 北陸大学 医療保健・医療技術 144 愛知学院大学 経営・経営 207 修文大学 健康栄養・管理栄養 18 株式会社エヌテック

19 【公】　都留文科大学 教養・学校教育 82 北陸大学 経済経営・マネジメント 145 愛知学院大学 経営・経営 208 一宮研伸大学 看護・看護 19 アイシン軽金属株式会社

20 【公】　都留文科大学 文・比較文化 83 北陸大学 薬・薬 146 愛知学院大学 経済・経済 209 一宮研伸大学 看護・看護 専 門 職 大 学 学 部 ・ 学 科 20 医療社団法人いずみ会

21 【公】　三重県立看護大学 看護・看護 84 北陸大学 薬・薬 147 愛知学院大学 経済・経済 210 皇学館大学 教育・教育 1 東京国際工科専門職大学 工科・情報工 21 東海旅客鉄道株式会社

22 【公】　福知山公立大学 地域経営・地域経営 85 北陸大学 薬・薬 148 愛知学院大学 心身科・健康科 211 鈴鹿医療科学大学 看護・看護 22 東海旅客鉄道株式会社

23 【公】　県立広島大学 地域創生・地域文化 86 金城大学 医療健康・作業療法 149 愛知学泉大学 家政・家政 212 鈴鹿医療科学大学 保健衛生・リハビリテーション・理学療法学 23 西尾レントオール株式会社

24 酪農学園大学 獣医・獣医 87 金城大学 医療健康・理学療法 150 愛知工業大学 工・機械工 213 鈴鹿医療科学大学 保健衛生・医療栄養・臨床検査学 24 帝産観光バス株式会社

25 国際医療福祉大学 保健医療・放射線 88 福井工業大学 工・機械工 151 愛知工業大学 工・土木工 214 鈴鹿医療科学大学 保健衛生・放射線技術科

26 国際武道大学 体育・武道 89 福井工業大学 工・機械工 152 愛知工業大学 情報科・情報科・コンピュータシステム 215 鈴鹿医療科学大学 保健衛生・放射線技術科

27 桜美林大学 航空マネジメント・フライトオペレーション 90 福井工業大学 工・原子力技術応用工 153 愛知産業大学 造形・スマートデザイン 216 四日市看護医療大学 看護医療・看護 専 門 学 校 学 科

28 北里大学 獣医・生物環境 91 福井工業大学 工・電気電子工 154 愛知淑徳大学 健康医療科・医療貢献・言語聴覚学 217 大谷大学 文・真宗 1 ＪＡ岐阜厚生連看護専門学校 看護

29 北里大学 獣医・生物環境科 92 福井工業大学 工・電気電子工 155 愛知淑徳大学 心理・心理 218 京都産業大学 経営・マネジメント 2 ＪＡ岐阜厚生連看護専門学校 看護

30 國學院大學 人間開発・健康体育 93 朝日大学 経営・経営 156 愛知淑徳大学 文・総合英語 219 京都産業大学 経済・経済 3 ＪＡ岐阜厚生連看護専門学校 看護 業 種
31 芝浦工業大学 システム理工・生命医工 94 朝日大学 保健医療・看護 157 愛知みずほ大学 人間科・心身健康科 220 京都造形芸術大学 芸術・情報デザイン・イラストレーション 4 あいち造形デザイン専門学校 クリエイティブ・マンガ 1 岐阜県警

32 順天堂大学 スポーツ健康科・スポーツ科 95 朝日大学 保健医療・看護 158 金城学院大学 国際情報・国際情報 221 京都橘大学 健康科・臨床検査 5 サンビレッジ国際医療福祉専門学校 作業療法 2 自衛官候補生

33 上智大学 法・法律 96 朝日大学 保健医療・看護 159 中京大学 現代社会・現代社会・社会学 222 京都橘大学 国際英語・国際英語 6 愛知調理専門学校 調理 3 自衛官候補生

34 上智大学 理工・情報理工 97 朝日大学 法・法 160 中京大学 工・メディア工 223 同志社大学 経済・経済 7 愛知美容専門学校 美容 4 自衛官候補生

35 専修大学 ネットワーク情報・ネットワーク情報 98 朝日大学 法・法 161 中京大学 工・情報工 224 立命館大学 経営・経営 8 愛知美容専門学校 美容 5 自衛官候補生

36 専修大学 商・マーケティング 99 朝日大学 法・法 162 中京大学 国際・言語文化 225 立命館大学 産業社会・現代社会 9 岐阜県農業大学校 野菜果樹 6 一般曹候補生

37 創価大学 看護・看護 100 岐阜協立大学 看護・看護 163 中京大学 心理・心理 226 立命館大学 文・人文・地域研究 10 京都医療福祉専門学校 福祉メディカル 7 一般曹候補生

38 玉川大学 文・国語教育 101 岐阜協立大学 経営・スポーツ経営 164 中部大学 応用生物・環境生物 227 龍谷大学 文・真宗 11 京都製菓製パン技術専門学校 製菓技術

39 中央大学 法・政治 102 岐阜協立大学 経済・経済 165 中部大学 応用生命・応用生物科 228 京都医療科学大学 医療科・放射線技術 12 金沢技術専門学校 看護

40 津田塾大学 学芸・情報科 103 岐阜女子大学 家政・健康栄養 166 中部大学 経営情報・経営総合 229 大阪経済大学 経営・経営 13 公　岐阜県立衛生専門学校 第一看護

41 東海大学 海洋・水産 104 岐阜女子大学 文化創造・文化創造・初等教育学 167 中部大学 経営情報・経営総合 230 大阪経済大学 経済・経済 14 公　岐阜県立衛生専門学校 歯科衛生

42 東海大学 教養・国際 105 岐阜聖徳学園大学 外国語・外国語 168 中部大学 国際関係・国際 231 大阪商業大学 総合経営・経営 15 公　岐阜県立下呂看護専門学校 看護

43 東海大学 工・医用生体工 106 岐阜聖徳学園大学 外国語・外国語 169 中部大学 生命健康科・生命医科 232 近畿大学 生物理工・遺伝子工 16 公　岐阜県立下呂看護専門学校 看護

44 東海大学 生物・海洋生物科 107 岐阜聖徳学園大学 外国語・外国語 170 中部大学 生命健康科・理学療法 233 近畿大学 理工・理・化学 17 公　岐阜県立下呂看護専門学校 看護

45 東海大学 農・応用動物科 108 岐阜聖徳学園大学 看護・看護 171 東海学園大学 教育・教育・学校教育 234 桃山学院教育大学 人間教育・人間教育・健康スポーツ教育 18 国際ペット専門学校 イオン社員養成

46 東京女子大学 現代教養・心理コミュニケーション 109 岐阜聖徳学園大学 教育・学校教育・学校心理 172 名古屋音楽大学 音楽・管楽 235 太成学院大学 看護・看護 19 国際医学技術専門学校 理学療法

47 東京農業大学 応用生物科・醸造科 110 中京学院大学 経営・経営 173 名古屋外国語大学 外国語・英米語 236 神戸学院大学 法・法律 20 専門学校ＥＳＰエンタテインメント東京 音楽芸能スタッフ・音楽スタッフ総合

48 東京農業大学 生物産業・北方圏農 111 東海学院大学 人間関係・心理 174 名古屋外国語大学 外国語・英米語・英語コミュニケーション 237 岡山理科大学 生物地球・生物地球 21 中日美容専門学校 美容師

49 東京理科大学 理工・情報科 112 東海学院大学 人間関係・心理 175 名古屋外国語大学 世界教養・世界教養 238 岡山理科大学 理・動物 22 中日美容専門学校 美容

50 東洋大学 経済・経済 113 東海学院大学 人間関係・心理 176 名古屋学院大学 経済・経済 239 福山大学 生命工・海洋生物科 23 朝日大学歯科衛生士専門学校 歯科衛生士

51 日本大学 国際関係・国際総合政策 114 中部学院大学 スポーツ健康科・スポーツ健康科 177 名古屋学院大学 経済・経済 240 福岡大学 スポーツ科・スポーツ科 24 東海医療科学専門学校 柔道整復

52 日本大学 歯・歯 115 中部学院大学 スポーツ健康科・スポーツ健康科 178 名古屋学院大学 経済・経済 241 別府大学 国際経営・国際経営 25 東海医療科学専門学校 柔道整復

53 日本大学 生物資源科・応用生物科 116 中部学院大学 看護リハビリテーション・看護 179 名古屋学院大学 現代社会・現代社会 242 【国】　防衛医科大学校 看護 26 東海医療工学専門学校 救急救命

54 日本歯科大学 生命歯・生命歯 117 中部学院大学 看護リハビリテーション・看護 180 名古屋学院大学 商・商 243 【国】　防衛医科大学校 看護 27 東京テクニカルカレッジ Web動画クリエイター

55 日本獣医生命大学 応用生命・動物科 118 中部学院大学 看護リハビリテーション・看護 181 名古屋芸術大学 芸術・ウインドアカデミー 244 【国】　防衛大学校 人文・社会科学 28 苫小牧看護専門学校 看護

56 法政大学 人間環境・人間環境 119 中部学院大学 看護リハビリテーション・看護 182 名古屋商科大学 経済・経済 245 【国】　防衛大学校 人文・社会科学 29 日産愛知自動車大学校 自動車整備

57 武蔵野音楽大学 音楽・演奏 120 中部学院大学 看護リハビリテーション・看護 183 名古屋商科大学 国際・グローバル教養 246 【国】　防衛大学校 理工 30 日本工学院専門学校 演劇スタッフ

58 武蔵野大学 経済・経済 121 中部学院大学 看護リハビリテーション・理学療法 184 名古屋商科大学 商・マーケティング 247 【国】　防衛大学校 理工 31 名古屋ウェディング＆フラワー・ビューティ学院 フラワービジネス・フラワーデザイン

59 明治大学 政治経済・経済 122 中部学院大学 看護リハビリテーション・理学療法 185 南山大学 理工・機械電子制御工 248 【国】　防衛大学校 理工 32 名古屋ウェディング＆フラワー・ビューティ学院 ブライダルビジネス

60 立教大学 経済・経済 123 中部学院大学 教育・子ども教育 186 日本福祉大学 リハビリテーション・介護 249 【国】　防衛大学校 理工 33 名古屋スクール・オブ・ビジネス ペットビジネス・トリマー

61 立教大学 社会・メディア社会 124 中部学院大学 教育・子ども教育 187 藤田医科大学 医療科・医療検査 250 【国】　防衛大学校 理工 34 名古屋スクール・オブ・ビジネス ペットビジネス・トリマー

62 早稲田大学 人間科・人間環境科 125 中部学院大学 教育・子ども教育 188 藤田医科大学 医療科・放射線 251 【国】　防衛大学校 理工 35 名古屋スクール・オブ・ビジネス ペットビジネス

36 名古屋スクールオブミュージック＆ダンス専門学校 商業音楽

37 名古屋スクールオブミュージック＆ダンス専門学校 商業音楽

38 名古屋デザイナー学院 ビジュアルデザイン

39 名古屋ビジュアルアーツ 音響・コンサート制作・ステージライティング

40 名古屋リゾート＆スポーツ専門学校 パーソナルトレーナー

41 名古屋リゾート＆スポーツ専門学校 スポーツトレーナー科

42 名古屋医健スポーツ専門学校 歯科衛生士

43 名古屋製菓専門学校 洋菓子技術マスター

公務員

四年制大学

専門学校

就職内定状況短期大学

専門職大学


