
平成29年度
(進学51.9％  就職48.1％)

平成30年度
(進学50.0％  就職50.0％)

令和元年度
(進学60.8％  就職39.2％)

令和２年度
(進学57.2％  就職42.8％)

【大　　学】 【大　　学】 【大　　学】 【大　　学】
静岡大学 龍谷大学 芦屋大学 京都府立大学
神戸学院大学 大阪学院大学 大阪青山大学 神戸学院大学
創価大学 京都光華女子大学 梅花女子大学 大阪青山大学
京都造形芸術大学 芦屋大学 花園大学 大阪総合保育大学
芦屋大学 大阪青山大学 神戸医療福祉大学 京都ノートルダム女子大学
大阪学院大学 大阪総合保育大学 関西福祉科学大学 鈴鹿大学
大阪人間科学大学 関西福祉科学大学 京都華頂大学 大阪人間科学大学
大手前大学 環太平洋大学 相愛大学 日本福祉大学
関西福祉科学大学 美作大学 美作大学 大阪国際大学
甲子園大学 京都華頂大学 明治国際医療大学 関西福祉科学大学
神戸医療福祉大学 京都造形芸術大学 大阪人間科学大学 京都華頂大学
鈴鹿大学 神戸芸術工科大学 京都造形芸術大学 相愛大学
相愛大学 嵯峨美術大学 神戸国際大学 美作大学
びわこ成蹊スポーツ大学 【短　　大】 【短　　大】 嵯峨美術大学
【短　　大】 華頂短期大学 池坊短期大学 天理大学
華頂短期大学 京都文教短期大学 華頂短期大学 【短　　大】
京都文教短期大学 京都経済短期大学 京都光華女子大学短期大学部 池坊短期大学
平安女学院大学短期大学部 嵯峨美術短期大学 京都文教短期大学 京都文教短期大学
大阪芸術大学短期大学部 平安女学院大学短期大学部 嵯峨美術短期大学 嵯峨美術短期大学
大阪成蹊短期大学 大阪成蹊短期大学 平安女学院大学短期大学部 大阪芸術大学短期大学部
湊川短期大学 大手前短期大学 大阪音楽大学短期大学部 大阪成蹊短期大学
豊岡短期大学 園田学園女子大学短期大学部 大阪学院大学短期大学部 大阪千代田短期大学
【専門学校】 湊川短期大学 大阪芸術大学短期大学部 神戸教育短期大学
上田安子服飾専門学校 【専門学校】 大阪成蹊短期大学 湊川短期大学
大阪文化服装学院 上田安子服飾専門学校 大阪夕陽丘学園短期大学 豊岡短期大学
エコール辻大阪 大阪文化服装学院 大手前短期大学 びわこ学院大学短期大学部
L'ecole Vantan大阪校 エコール辻大阪 神戸教育短期大学 【専門学校】
大阪調理製菓専門学校ecole UMEDA 大阪キャリナリー製菓調理専門学校 湊川短期大学 上田安子服飾専門学校
大阪総合デザイン専門学校 大阪総合デザイン専門学校 豊岡短期大学 大阪文化服装学院
大阪ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ&ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ専門学校 大阪デザイナー専門学校 滋賀文教短期大学 ﾏﾛﾆｴﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ専門学校
大阪ｳｴﾃﾞｨﾝｸﾞ＆ﾎﾃﾙ･観光専門学校 OCA大阪デザイン＆IT専門学校 美作大学短期大学部 エコール辻大阪
専門学校ESPｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ大阪 大阪ｱﾆﾒｰｼｮﾝｶﾚｯｼﾞ専門学校 【専門学校】 大阪製菓カフェ＆調理専門学校
大阪ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄﾒﾃﾞｨｱ専門学校 ヴェールルージュ美容専門学校 上田安子服飾専門学校 京都製菓製パン技術専門学校
大阪ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ専門学校 ミスパリ学園大阪 大阪文化服装学院 神戸国際調理製菓専門学校
関西ビューティプロ専門学校 ヤマノクレスティアカデミー　 エコール辻大阪 大阪総合デザイン専門学校
関西美容専門学校 大阪ｽｸｰﾙｵﾌﾞﾐｭｰｼﾞｯｸ専門学校 辻製菓専門学校 大阪美術専門学校
大阪ﾍﾞﾙｪﾍﾞﾙﾋﾞｭｰﾃｨ&ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ専門学校 駿台観光＆外語ビジネス専門学校 大阪総合デザイン専門学校 大阪デザイナー専門学校
大阪ベルェベル美容専門学校 リゾートトラストホテルカレッジ ビジュアルアーツ専門学校 大阪ｱﾆﾒ声優＆eｽﾎﾟｰﾂ専門学校
大阪ダンス＆アクターズ専門学校 大阪情報コンピュータ専門学校 大阪ベルェベル美容専門学校 アフロート美容専門学園梅田校
大阪リゾート＆スポーツ専門学校 大阪医専 ヴェールルージュ美容専門学校 グラムール美容専門学校
大原学園　大阪梅田校 大阪保育こども教育専門学校 ミスパリ学園大阪 関西ビューティプロ専門学校
大阪歯科衛生学院専門学校 大阪ECO動物海洋専門学校 大阪医療秘書福祉専門学校 大阪ブライダル専門学校
関西看護専門学校 京都理容美容専修学校 大阪ｽｸｰﾙｵﾌﾞﾐｭｰｼﾞｯｸ専門学校 大阪ベルェベル美容専門学校
大阪動物専門学校 京都医療福祉専門学校 大阪情報コンピュータ専門学校 ヴェールルージュ美容専門学校
京都栄養医療専門学校 京都栄養医療専門学校 履正社医療スポーツ専門学校 ヴィーナスアカデミー
京都芸術デザイン専門学校 京都調理師専門学校 大阪保育福祉専門学校 YIC京都ビューティ専門学校
京都コンピューター学院 京都製菓製パン技術専門学校 日本歯科学院専門学校 大阪教育福祉専門学校
京都医療福祉専門学校 京都芸術デザイン専門学校 大阪動物専門学校 大阪保健福祉専門学校
京都保育福祉専門学院 京都府立福知山高等技術専門学校 中央工学校OSAKA 日本メディカル福祉専門学校
京都府医師会看護専門学校 舞鶴YMCA国際福祉専門学校 ホンダテクニカルカレッジ関西 関西総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門学校
京都府立福知山高等技術専門学校 神戸国際調理製菓専門学校 京都医健専門学校 関西医療福祉専門学校　三田校
京都府立農業大学校 神戸医療福祉専門学校三田校 京都医療福祉専門学校 大阪ECO動物海洋専門学校
関西保育福祉専門学校 日本栄養専門学校 京都栄養医療専門学校 京都栄養医療専門学校
関西学研医療福祉学院 ハーベスト医療福祉専門学校 京都芸術デザイン専門学校 京都IT会計法律専門学校

鳥取市医療看護専門学校 京都建築大学校 京都芸術デザイン専門学校
京都理容美容専修学校 京都建築大学校
京都府立福知山高等技術専門学校 京都府立福知山高等技術専門学校

公立南丹看護専門学校 舞鶴YMCA国際福祉専門学校
神戸元町こども専門学校 沖縄ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ＆ﾎﾃﾙ観光専門学校
姫路医療専門学校
兵庫県立但馬技術大学校

【就　　職】 【就　　職】 【就　　職】 【就　　職】

〔介護看護〕　　       7.6 % 〔介護看護〕　　       8.1 % 〔介護〕　　           5.2 % 〔介護〕　　           3.0 %
〔調理製菓〕          21.5 % 〔調理製菓〕          35.1 % 〔調理・製菓〕        15.5 % 〔調理・製菓〕        38.5 %
〔郵政運輸〕           3.8 % 〔郵政運輸〕           0.0 % 〔運輸・管理〕         8.6 % 〔保安・運輸〕         7.7 %
〔公務員〕             2.5 % 〔公務員〕             1.4 % 〔公務員〕             1.7 % 〔美容エステ〕         1.5 %
〔美容エステ〕         7.6 % 〔美容エステ〕         1.4 % 〔事務〕               5.2 % 〔事務〕               7.7 %
〔総合職営業事務〕     5.1 % 〔総合職営業事務〕    12.2 % 〔接客販売サービス〕  29.3 % 〔接客販売サービス〕  13.9 %
〔接客販売サービス〕  15.2 % 〔接客販売サービス〕  13.5 % 〔製造〕              25.9 % 〔製造〕              20.0 %
〔製造加工建築土木〕  36.7 % 〔製造加工建築土木〕  23.0 % 〔縁故・家事手伝い〕　 8.6 % 〔縁故・家事手伝い〕　 7.7 %

〔縁故・家事手伝い〕　 5.3 %

進路先一覧表（過去４年分）


