
 

５．卒業生進路状況

（１）過去３年間の進路状況
平成30年度卒業生

就職 進学 自営
県内 県外 合計 ４大 短大 専門 合計

男子 38 2 40 9 0 17 26 0
女子 30 2 32 9 9 11 29 0

合計 68 4 72 18 9 28 55 0
令和元年度卒業生

県内 県外 合計 ４大 短大 専門 合計

男子 37 5 42 5 1 7 13 0
女子 37 4 41 1 6 9 16 2

合計 74 9 83 6 7 16 29 2
令和２年度卒業生

県内 県外 合計 ４大 短大 専門 合計

男子 32 9 41 5 0 12 17 1
女子 13 2 15 3 5 10 18 0

合計 45 11 56 8 5 22 35 1

（２）過去３年間の主な就職先
(有)アイズ 鴻池運輸(株)　和歌山支店 ナカザワ建販(株)　

(有)あんちん 特養 ごぼうの郷　(社福)きのくに福祉会 中西瓦施工店

ｱｰﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(株)　ｱｰﾄ引越ｾﾝﾀｰ (株)サンコー 中谷病院　(医)裕紫会

ｱｲ・ﾃｨｰ・ｴｯｸｽ(株)　西日本支社 (株)坂口製作所　和歌山工場 (株)西村物産

アバローム紀の国 (株)三楽荘 日本郵便(株)　近畿支社

ありだ農業協同組合 (株)酒本運送 (株)ハヤシ海運

複合施設 あがら花まる　(医)裕紫会 さくらクリニック　 (医)さくら会 (株)初島組

(株)伊藤農園 斎藤ドラム罐工業(株)　和歌山工場 (社福)博愛会

(株)上野山塗工所 堺ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ(株) 阪和工業(株)

(株)梅谷製作所 三洋建設(株) 白元アース(株)

浦島観光ホテル(株) 三和インセクティサイド(株) (株)ヒラマツ

(株)ＬＤビバレッジ (株)ジェイ･エス･エス 平岡水道設備

(株)エムイーエス (株)菖蒲谷 (株)フォーキャスト

ＥＮＥＯＳ(株)　和歌山製油所 (株)信濃路 (株)フォレストイン御坊

ＭＥＳ-ＫＨＩ由良ドック(株) ＪＸＴＧｴﾈﾙｷﾞｰ(株)　和歌山製油所 フジパン(株)

介保 エスポワール　(医)愛晋会 (株)スズキ自販和歌山 (株)ボディセラピストエージェンシー

(株)ＯＤＥＣ　ＰＲＥＣＩＳＩＯＮ 住友電工産業電線(株) (株)ホンダショップ和歌山

(株)オレンジライフ (医)青松会　河西田村病院 ホシデン和歌山(株)

大浦建設工業(株) (株)セキネ (株)松源

(株)カワ セントケア和歌山(株) ミック・テキスタイル(株)

(株)海南食品 正和産業(株) 三菱電線工業(株)　箕島製作所

(株)亀井 西濃運輸(株)　大阪支店 山崎製パン(株)

海南公共職業安定所 (株)タスト 山本産業(株）

関西ポートサービス(株) ダイハツ工業(株)　本社 (株)ユアサ

老保 ｶﾙﾌｰﾙ･ﾄﾞ･ﾙﾎﾟ　(医)同仁会 タケヤテック(株) (有)優心の郷

(株)共立ﾒﾝﾃﾅﾝｽ　(浜千鳥の湯 海舟) 大十(株)　TULLY'S 湯浅醤油（有）
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きもの帯たまき　振袖館 大日本除虫菊(株)　紀州工場 ライオンケミカル(株)

ｸﾞﾎ きびの里　(医)明美会 大日本除虫菊(株)　和歌山工場 介保 ライフケア有田

休暇村紀州加太　(一財)休暇村協会 特養 田鶴苑　(社福)守皓会 和歌山ダイハツ販売(株)

共同印刷(株) (株)ＴＯＡ ワコー(株)

特養 吉備苑　(社福)昭仁会双苑 ＴＫＬＣ(株) 和歌山アイコム(株)

介保 ｸｵﾘﾃｨﾗｲﾌ和歌山　(医)優心 (株)とち亀物産 和歌山トヨタ自動車(株)

恵和(株) (株)トヨタレンタリース和歌山 有田市役所

老保 恵友ﾗｲﾌｹｱｾﾝﾀｰ　(医)恵友会 トランス・コスモス(株) 和歌山県警

(株)コスモス薬品 東亜ドラム油業(株) 大阪府警察

(株)合同興業 (株)長尾製缶所 自衛隊

（３）過去３年間の主な進学先

大阪学院大学 大阪芸術大学　短期大学部 IBW美容専門学校 辻調理師専門学校

大阪河﨑ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ大学 大阪夕陽丘学園短期大学 旭川荘厚生専門学院 ﾄﾖﾀ神戸自動車大学校

大阪観光大学 奈良芸術短期大学 大阪ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄﾒﾃﾞｨｱ専門学校 ﾅﾝﾊﾞﾍﾟｯﾄ美容学院

大阪芸術大学 プール学院短期大学 大阪調理製菓専門学校 （国研）農研機構

大阪商業大学 和歌山信愛女子短期大学 大阪ﾍﾞﾙｪﾍﾞﾙ美容専門学校 野上厚生総合病院附属看護専門学校

関西福祉科学大学 大原情報医療保育専門学校 HAL大阪

宝塚医療大学 大原簿記法律＆美容製菓専門学校 ﾊｰﾄﾗﾝﾄﾞしぎさん看護専門学校

帝塚山大学 大阪ｽｸｰﾙｵﾌﾞﾐｭｰｼﾞｯｸ専門学校 日高看護専門学校

帝塚山学院大学 大阪医療技術学園専門学校 放送芸術学院専門学校

常磐会学園大学 大阪観光専門学校 和歌山県農林大学校

東京医療保健大学 大阪健康ほいく専門学校 和歌山ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校

奈良大学 大阪国際福祉専門学校 和歌山市医師会看護専門学校

羽衣国際大学 大阪情報ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ専門学校 和歌山社会福祉専門学校

阪南大学 大阪動植物海洋専門学校 和歌山県立高等看護学院

南九州大学 京都医療福祉専門学校 和歌山高等美容専門学校

明治国際医療大学 京都ホテル観光ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ専門学校 和歌山国際厚生学院

桃山学院大学 近畿ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ電子専門学校

大和大学 四万十看護学院

龍谷大学 田辺産業技術専門学院

和歌山ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門職大学 辻製菓専門学校

大学 短大 専門学校


