令和元年度(2019年度）合格校名・採用企業名
進路区分
国公立大学

生産環境科

園芸科学科

生物科学科

福島大学 食農学類
1
愛知工科大学 工学部 電子制御･ロボット工学科
国士館大学 文学部 史学地理学科
松本大学 総合経営学部 総合経営学科
松本大学 人間健康学部 スポーツ健康学科

岐阜女子大学 家政学部 健康栄養学科

長野県南信工科短期大学校 機械・生産技術科
長野県福祉大学校 保育学科

尚美ミュージックカレッジ専門学校 プロミュージシャン学科
信州スポーツ医療福祉専門学校 はりきゅう学科
信州リハビリテーション専門学校 理学療法学科

1

2
長野県南信工科短期大学校 機械・生産技術科

1
上伊那医師会付属准看護学院
信州介護福祉専門学校 介護福祉学科
テクノホルティ園芸専門学校 グリーンコーディネートコース

7
飯田女子短期大学 家政学科食物栄養専攻
飯田女子短期大学 幼児教育学科

愛知県立農業大学校 教育部農学科 施設野菜専攻
長野県南信工科短期大学校 機械・生産技術科
長野県農業大学校 総合農学科 農業経営コース(3)
長野県福祉大学校 保育学科

2
大原スポーツ公務員専門学校松本校 １年生公務員チャレンジコース

10

7
長野県農業大学校 果樹実科

９人

朝日大学 法学部 法学科
国際武道大学 体育学部 武道学科
国士館大学 体育学部 武道学科
産業能率大学 経営学部 経営学科
東京福祉大学 心理学部 心理学科
日本福祉大学 社会福祉学部 社会福祉学科子ども専修
八戸学院大学 地域経営学部 地域経営学科

信州豊南短期大学 幼児教育学科(2)

2

12人

専門学校
技術専門校

1
飯田女子短期大学 家政学科 家政専攻
信州豊南短期大学 言語コミュニケーション学科
信州豊南短期大学 幼児教育科
中京学院大学 短期学部 健康栄養学科
豊橋創造大学 短期大学部 キャリアプランニング科
松本短期大学 幼児保育学科
山梨学院短期大学 食物栄養科 栄養士コース

信州豊南短期大学 幼児教育学科
名古屋経営短期大学 未来キャリア学科

2
愛知工科大学 工学科 機械システム工学科
中部大学 応用生物学部 食品栄養科学専攻
帝京科学大学 医療科学部 柔道整復学科
帝京科学大学 生命環境学部 アニマルサイエンス学科
東海大学 理学部 化学科
東京農業大学 生物産業学部 海洋水産学科
日本大学 生物資源科学部 食品生命学科
日本大学 生物資源科学部 海洋生物資源学科
日本福祉大学 子ども発達学部 子ども発達学科保育専修
松本大学 健康栄養学部 人間健康学科(2)

4

22人
信州豊南短期大学 言語コミュニケーション学科
短期大学

大学校

緑地創造科

信州大学 農学部 動物資源生命学科
福島大学 人間発達文化学類 スポーツ健康科学コース

3人
私立大学

2020.3.31データ

（各欄右下の数字は実際の進学者と就職者の人数である）

5
専門学校エビスビューティーカレッジ 美容科 トータルビューティーコース

大原スポーツ公務員専門学校松本校 公務員系 消防官コース

佐久総合病院看護専門学校
諏訪中央病院看護専門学校
専門学校日本ホテルスクール 夜間部国際ホテル学科ホテル科2年課程 名古屋ウェディング＆フラワー・ビューティー学院 フラワービジネス科フラワーウェディングコース つくば国際ペット専門学校 動物看護福祉コース
長野美術専門学校 ビジュアルデザイン科
名古屋動物専門学校 動物看護コース
テクノホルティ園芸専門学校 園芸1類学科 造園コース
日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程コンサート・イベント科 東京医薬専門学校 臨床工学技士科
名古屋医専 理学療法学科
東京ビジュアルアーツ 映像学科テレビ放送専攻プロデューサー･ディレクターコース
名古屋外語・ホテル・ブライダル専門学校 国際ホテル科
専門学校未来ビジネスカレッジ 動物看護師学科
日本福祉大学中央福祉専門学校 介護福祉科
武蔵野調理師専門学校 高度調理経営科
長野救命医療専門学校 救急救命士科
名古屋ECO動物海洋専門学校 エコ･コミュニケーション科 動物園・動物飼育専攻
松本理容美容専門学校 美容科
武蔵野調理師専門学校 調理師科昼間部
日本工学院八王子専門学校 ゲームクリエイター科4年制
名古屋医健スポーツ専門学校 スポーツ科学科スポーツトレーナーコース

日本ペットアンドアニマル専門学校 ペットビューティー･ケア科

1
大原スポーツ公務員専門学校松本校 公務員総合コース
埼玉コンピュータ＆医療事務専門学校 初級パソコンコース
尚美ミュージックカレッジ専門学校 アレンジ・作曲コース
中央工学校 昼間・土木建設科
名古屋綜合美容専門学校 美容科
日本工学院八王子専門学校 ロボット科
松本理容美容専門学校 美容科

動物看護専攻

松本調理師製菓師専門学校 調理技術学科(2)
11

41人
株式会社ＩＨＩエアロマニュファクチャリング
伊那食品工業株式会社
株式会社イナリサーチ
エドワーズ株式会社伊那工場
株式会社協成長野工場
ＫＯＡ株式会社
株式会社コガネイ駒ケ根事業所
サン工業株式会社
株式会社伸光製作所
セイコーエプソン株式会社
大明化学工業株式会社(2)
株式会社ツルヤ
株式会社ティービーエム
トーハツマリーン株式会社
長野オリンパス株式会社(2)
ニッパツ・メック株式会社駒ケ根工場
日本シャフト株式会社駒ケ根工場
日本発条株式会社伊那工場
ひかり味噌株式会社飯島グリーン工場

就職

64人

9
アイエイエム電子株式会社
伊那市観光株式会社
伊那食品工業株式会社
株式会社イナリサーチ
株式会社INTEGRA HD
株式会社栄農人
社会福祉法人音葉会ふらっと辰野
株式会社キッツ
有限会社協和精機製作所
ＫＯＡ株式会社(2)
株式会社サカイヤ 伊那工場
株式会社シップス
伸和コントロールズ株式会社
トーハツマリーン株式会社
ナパック株式会社
南信化成株式会社
株式会社ニシザワ
日本郵政株式会社信越支社
ひかり味噌株式会社飯島グリーン工場
マロニー株式会社

21

14
株式会社ティービーエム
長野オリンパス株式会社
日本濾過器株式会社
株式会社平井星光堂

21

4
伊那市役所
諏訪広域連合

公務員

7
いすゞ自動車中部株式会社
社会福祉法人伊南福祉会
株式会社岡谷組
小澤建設株式会社
上伊那農業協同組合
三甲株式会社
三洋グラビア株式会社
株式会社信州ハウジング
伸和コントロールズ株式会社
タカノ株式会社
トヨセット株式会社
長野オリンパス株式会社
株式会社南信化成
ニッパツ・メック株式会社駒ケ根工場
ハナマルキ株式会社伊那工場
林工業
米玉堂食品株式会社
有限会社保然

2人

2

1人

1

未定

18

