
大　学 学　部　・　学　科 大　学 学　部　・　学　科

1 国山形大学 工学部バイオ化学工学科 61 工学院大学 工学部機械工学科
2 国千葉大学 法政経学部法政経学科 62 国士舘大学 法学部現代ビジネス法学科

3 国東京大学 文科Ⅲ類 63 国士舘大学 体育学部・武道学科
4 国横浜国立大学 理工学部数物電子情報系学科 64 上智大学 理工学部情報理工学科
5 国上越教育大学 学校教育学部初等教育教員養成 65 昭和大学 保健医療学部看護学科
6 国新潟大学 経済学部経済学科 66 専修大学 文学部哲学科
7 国富山大学 工学部機械知能システム工学科 67 専修大学 文学部哲学科
8 国富山大学 工学部・知能情報工学科 68 専修大学 文学部歴史学科
9 国富山大学 工学部環境応用化学科 69 拓殖大学 工学部・情報工学科

10 国富山大学 医学部・看護学科 70 中央大学 法学部政治学科
11 国金沢大学 理工学域数物科学類 71 中央大学 経済学部公共環境経済学科

12 国金沢大学 医薬保健学域 保健学類検査技術科学専攻 72 中央大学 商学部フリーメジャー
13 国岐阜大学 医学部医学科 73 東海大学 文学部心理学科
14 国静岡大学 教育学部数学教育専修 74 東海大学 法学部法律学科
15 国静岡大学 情報学部行動情報学科 75 東海大学 工学部機械工学科
16 国静岡大学 理学部化学科 76 東京工科大学 応用生物学部応用生物学科

17 国静岡大学 理学部地球科学科 77 東京理科大学 理学部第一部数学科
18 国静岡大学 工学部数理システム工学科 78 東京理科大学 理工学部応用生物化学科

19 国愛知教育大学 教育学部初等教育教員養成課程 79 東京理科大学 理工学部工業化学学科
20 国名古屋大学 文学部人文学科 80 東京理科大学 基礎工学部材料工学科
21 国京都教育大学 教育学部・社会領域専攻 81 東邦大学 理学部化学科
22 国大阪大学 工学部応用理工学科 82 東洋大学 国際地域学部国際地域学科

23 国鳥取大学 工学部化学バイオ系学科 83 東洋大学 理工学部応用化学科
24 公釧路公立大学 経済学部・経済学科 84 日本大学 国際関係学部国際総合政策学科

25 公釧路公立大学 経済学部経済学科 85 日本大学 文理学部英文学科
26 公釧路公立大学 経済学部・経営学科 86 日本大学 文理学部社会福祉学科
27 公釧路公立大学 経済学部経営学科 87 日本大学 生産工学部マネジメント工学科

28 公高崎経済大学 経済学部・経営学科 88 日本体育大学 体育学部武道学科
29 公千葉県立保健医療大学 健康科学部歯科衛生学科 89 法政大学 理工学部機械工学科
30 公富山県立大学 工学部知能デザイン工学科 90 法政大学 理工学部創生科学科
31 公福井県立大学 経済学部経済学科 91 武蔵野音楽大学 音楽学部・声楽学科
32 公都留文科大学 文学部英文学科 92 明治大学 総合数理学部現象数理学科

33 公静岡文化芸術大学 デザイン学部デザイン学科 93 明治学院大学 心理学部教育発達学科
34 公愛知県立大学 外国語学部国際関係学科 94 明治学院大学 経済学部国際経営学科
35 公滋賀県立大学 環境科学部環境政策・計画学科 95 明治学院大学 国際学部国際学科
36 公滋賀県立大学 環境科学部環境政策・計画学科 96 明治薬科大学 薬学部薬学科
37 公下関市立大学 経済学部経済学科 97 立正大学 文学部哲学科
38 国防衛大学校 人文社会科学 98 立正大学 心理学部臨床心理学科
39 国防衛大学校 人文社会科学 99 立正大学 経済学部経済
40 国防衛大学校 人文社会科学 100 立正大学 社会福祉学部社会福祉学科

41 国防衛大学校 人文社会科学 101 早稲田大学 文学部
42 国防衛大学校 理工学 102 早稲田大学 政治経済学部政治学科
43 国防衛大学校 理工学 103 早稲田大学 教育学部生物学
44 国防衛大学校 理工学 104 関東学院大学 国際文化学部比較文化学科

45 国防衛大学校 理工学 105 昭和音楽大学 音楽学部・器楽学科・管打楽器

46 国防衛大学校 理工学 106 東京工芸大学 インタラクティブメディア学科

47 国際医療福祉大学 成田保健医療学部言語聴覚学科 107 横浜商科大学 商学部観光マネジメント
48 自治医科大学 医学部医学科 108 金沢医科大学 看護学部看護学科
49 獨協大学 法学部総合政策学科 109 金沢工業大学 環境建築学部建築デザイン学科

50 神田外語大学 アジア言語学科・中国語専攻 110 金沢工業大学 環境建築学部建築デザイン学科

51 淑徳大学 看護栄養学部看護学科 111 金沢工業大学 バイオ・化学部・応用バイオ学科

52 城西国際大学 経営情報学部総合経営学科 112 金沢工業大学 応用バイオ学科
53 千葉工業大学 創造工学部建築学科 113 北陸大学 薬学部薬学科
54 帝京平成大学 地域医療学部看護学科 114 北陸大学 薬学部薬学科
55 秀明大学 学校教師学部中等数学学科 115 北陸大学 薬学部薬学科
56 青山学院大学 理工学部物理数理学 116 金城大学 看護学部看護学科
57 学習院大学 文学部哲学科 117 福井工業大学 環境情報学部環境食品学科

58 北里大学 医療衛生学部リハビリテーション学科 118 朝日大学 経営学部・ビジネス企画学科

59 北里大学 獣医学部生物環境科学科 119 朝日大学 保健医療学部看護学科
60 慶應義塾大学 文学部人文社会学科 120 岐阜女子大学 文化創造学部文化創造学科

平成２７年度　高山西高等学校　進路実績
　四年制大学合格



大　学 学　部　・　学　科 大　学 学　部　・　学　科
121 岐阜聖徳学園大学 外国語学部・外国語学科 181 日本福祉大学 社会福祉学部・社会福祉学科

122 岐阜聖徳学園大学 外国語学部外国語学科 182 名城大学 法学部・法学科
123 岐阜聖徳学園大学 経済学部経済情報学科 183 名城大学 法学部法学科
124 岐阜聖徳学園大学 教育学部・学校教育・社会科専修 184 名城大学 経済学部・経済学科
125 岐阜聖徳学園大学 教育学部社会専修 185 名城大学 経済学部経済学科
126 岐阜聖徳学園大学 教育学部理科専修 186 名城大学 経済学部経済学科
127 岐阜聖徳学園大学 教育学部英語学科 187 名城大学 経営学部・経営学科
128 岐阜聖徳学園大学 教育学部・学校心理 188 名城大学 経営学部・経営学科
129 岐阜聖徳学園大学 看護学部・看護学科 189 名城大学 人間学部人間学科
130 中京学院大学 看護学科 190 名城大学 理工学部数学科
131 中京学院大学 看護 191 名城大学 薬学部薬学科
132 中京学院大学 看護学部看護学科 192 名城大学 農学部応用生物化学科
133 東海学院大学 教育学部子ども発達学科 193 桜花学園大学 保育学部・保育学科
134 東海学院大学 健康福祉学部・管理栄養学科 194 人間環境大学 人間環境学部人間環境学科

135 中部学院大学 人間福祉学部・人間福祉学科 195 日本赤十字豊田看護大学 看護学部・看護学科
136 中部学院大学 人間福祉学部・人間福祉学科 196 日本赤十字豊田看護大学 看護学部・看護学科
137 中部学院大学 教育学部・子ども教育学科 197 皇學館大学 教育学部・学校教育コース
138 中部学院大学 看護リハビリテーション学部・理学療法学科 198 皇学館大学 教育学部教育学科
139 中部学院大学 看護リハビリテーション学部・看護学科 199 鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部・医療栄養学科

140 中部学院大学 看護リハビリテーション学部看護学科 200 京都外国語大学 外国語学部ドイツ語学科
141 中部学院大学 看護リハビリテーション学部看護学科 201 京都産業大学 法学部・法律学科
142 岐阜医療科学大学 保健科学部臨床検査学科 202 京都産業大学 法学部法律学科
143 岐阜医療科学大学 看護学部看護学科 203 京都女子大学 現代社会学部
144 常葉大学 健康プロデュース学部・健康柔道整復学科 204 京都造形芸術大学 芸術学部・情報デザイン学科

145 愛知学院大学 グローバル英語 205 京都橘大学 文学部・歴史学科
146 愛知学院大学 文学部グローバル英語学科 206 京都橘大学 文学部・日本語日本文学科

147 愛知学院大学 法学部・法律学科 207 京都橘大学 健康科学部・心理学科
148 愛知学院大学 法学部法学科 208 同志社大学 グローバル地域文化学部アジア太平洋学科

149 愛知学院大学 経営学部・経営学科 209 佛教大学 仏教学部仏教学科
150 愛知工業大学 工学部・建築学科 210 立命館大学 文学部人文学科日本史研究学

151 愛知産業大学 経営学部・総合経営学科 211 立命館大学 文学部人文学科地域研究学域

152 愛知淑徳大学 文学部・国文学科 212 立命館大学 人文学部・コミュニケーション学域

153 愛知淑徳大学 健康医療科学部医療貢献学科 213 立命館大学 法学部法学科
154 金城学院大学 国際情報学部・国際情報学科メディアスタディーズコース 214 立命館大学 法学部法学科
155 椙山女学園大学 人間関係学部心理学科 215 立命館大学 理工学部数理学科
156 中京大学 経済学部・経済学科 216 立命館大学 薬学部薬学科
157 中京大学 国際学部国際英語学科 217 龍谷大学 文学部仏教学科
158 中京大学 国際教養学部国際教養学科 218 京都文教大学 臨床心理学部臨床心理学科

159 中京大学 スポーツ科学部・競技スポーツ科学科 219 大阪経済大学 経営学部・ビジネス法学科
160 至学館大学 健康科学部・健康スポーツ科学科 220 関西大学 総合情報学部・総合情報学科

161 中部大学 人文学部日本語日本文化学科 221 関西学院大学 総合政策学部
162 中部大学 人文学部・コミュニケーション学科

163 中部大学 経営情報学部・経営総合学科

164 中部大学 経営情報学部経営総合学科 学　　校　　名 学　科
165 中部大学 工学部建築学科 1 大垣女子短期大学 音楽総合学科
166 中部大学 生命健康科学部スポーツ健康医療 2 大垣女子短期大学 幼児教育学科
167 中部大学 生命健康科学部スポーツ保健医療学科 3 岐阜聖徳学園大学短期大学部 幼児教育学科
168 中部大学 応用生物学部環境生物学科 4 岐阜聖徳学園大学短期大学部 幼児教育学科
169 名古屋外国語大学 外国語・英米語学科 5 東海大学医療技術短期大学 看護学科
170 名古屋外国語大学 現代国際学部・現代英語学科 6 中部学院大学短期大学部 社会福祉学科
171 名古屋外国語大学 現代国際学部・国際ビジネス学科 7 東海学院大学短期大学部 幼児教育学科
172 名古屋外国語大学 現代国際学部・国際教養学科 8 岐阜保健短期大学 看護学科
173 名古屋学院大学 法学部法学科 9 岐阜保健短期大学 看護学科
174 名古屋学院大学 法学部法学科 10 岐阜保健短期大学 リハビリテーション学科理学療法学専攻

175 名古屋学院大学 リハビリテーション学部・理学療法学科 11 岐阜保健短期大学 リハビリテーション学科
176 名古屋芸術大学 美術学部絵画ブロック日本画コース 12 平成医療短期大学 看護学科
177 中部大学 人文学部歴史地理学科 13 愛知文教女子短期大学 幼児教育学科
178 南山大学 外国語学部フランス語 14 修文大学短期大学部 幼児教育学科
179 南山大学 理工学部ソフトウェア工学科 15 名古屋女子大学短期大学部 生活学科
180 南山大学 理工学部システム数理 16 名古屋文理大学短期大学部 食物栄養学科栄養士専攻

短期大学部合格



学　　校　　名 学　部　・　学　科 学　　校　　名 学　部　・　学　科

1 あいちビジネス専門学校 医療秘書科 31 ナゴノ福祉歯科医療専門学校 歯科衛生士科

2 あいちビジネス専門学校 医療秘書科 32 名古屋コミュニケーションアート マンガ科

3 あいち調理専門学校 調理科 33 名古屋スクールオブビジネス ファッションビジネス

4 あいち福祉医療専門学校 作業療法学科 34 名古屋ユマニテク歯科製菓専門学校 歯科衛生科

5 あいち福祉医療専門学校 作業療法学科 35 名古屋ユマニテク歯科製菓専門学校 歯科衛生科

6 あいち福祉医療専門学校 介護福祉学科 36 名古屋リゾート＆スポーツ専門学校 アスレティックトレーナー科

7 あいち福祉医療専門学校 理学療法学科 37 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

8 ＥＬＩＣ公務員ビジネス専門学校 公務員科 38 名古屋医健スポーツ専門学校 スポーツ科学科

9 大阪保健福祉専門学校 医療秘書・情報科 39 名古屋医療情報専門学校 医療事務学科

10 岐阜調理専門学校 製菓調理コース 40 名古屋医療情報専門学校 医療事務学科

11 京都歯科医療技術専門学校 歯科技工 41 名古屋医療秘書福祉専門学校 歯科アシスタント科

12 京都ＩＴ会計法律専門学校 警察・消防官・自衛官コース 42 名古屋医療秘書福祉専門学校 介護福祉学科

13 国際観光専門学校 トラベル・エアライン科 43 名古屋医療秘書福祉専門学校 歯科アシスタント科

14 国際観光専門学校 トラベル・エアライン科 44 名古屋医療秘書福祉専門学校 医療事務科

15 国際調理師専門学校 調理師科 45 名古屋医療秘書福祉専門学校 医療秘書科

16 国際文化理容美容専門学校 普通 46 名古屋情報メディア専門学校 経営情報学科

17 神戸医療福祉専門学校三田校 救急救命士 47 名古屋美容専門学校 美容学科

18 昭和医療技術専門学校 臨床検査技師科 48 名古屋美容専門学校 美容学科

19 ＪＡ岐阜厚生連看護専門学校 看護 49 西東京調理師専門学校 調理師

20 新宿調理師専門学校 調理師 50 日本福祉大学中央福祉専門学校 介護福祉士

21 諏訪赤十字看護専門学校 看護学科 51 ホスピタリティツーリズム専門学校大阪 テーマパーク科

22 セントラルトリミングアカデミー 動物美容・管理 52 ユマニテク看護助産専門学校 看護科

23 中部美容専門学校 美容学科

24 中日美容専門学校 美容科

25 中日本航空専門学校 航空整備科

26 中部美容専門学校 美容

27 中部労災看護専門学校 看護科

28 帝京高等看護専門学院 看護科

29 東京医療秘書福祉専門学校 医療秘書科

30 ナゴノ介護専門学校 介護福祉

平成２７年度　高山西高等学校　進路実績

専門学校合格



1 下呂市役所職員 一般行政 1 医療法人以仁会　加藤医院 介護

2 高山市職員 事務Ｂ 2 佐川急便㈱ 軽四ドライバー職

3 高山市職員 事務Ｂ 3 社会福祉法人　清徳会 介護

4 高山市職員 消防 4 社会福祉法人サンライフ 介護

5 飛騨市職員 消防 5 高山米穀　協業組合 営業

6 岐阜県警察 警察官Ｂ 6 高山わんわんパラダイスホテル　 レストランサービス

7 陸上自衛隊 一般曹候補生 7 テバ製薬㈱ 医薬品製造業務

8 陸上自衛隊 一般曹候補生 8 テバ製薬㈱ 医薬品製造業務

9 陸上自衛隊 自衛官候補生 9 日本郵便（株）東海支社 郵便・配達等

10 陸上自衛隊 自衛官候補生 10 飛騨信用組合 営業・事務職

11 陸上自衛隊 自衛官候補生 11 飛騨農業協同組合 JA事業・全般

12 陸上自衛隊 自衛官候補生 12 飛騨農業協同組合 JA事業・全般

13 飛騨農業協同組合 JA事業・全般

14 飛騨農業協同組合 JA事業・全般

15 山一商事㈱ 店舗販売員

16 ㈱打江精機 製造

17 ㈱清水弥生堂 商品管理・事務

18 ㈱駿河屋魚一 非生鮮・レジ

19 ㈱高山グリーンホテル 接客・サービス係

20 ㈱ファミリーストアさとう 販売・調理加工

21 ㈱ホテル高山宝生閣 接客業

22 ㈱鉞組 事務

企業名機関

公務員合格 就職内定状況


