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岐阜県厚生農業協同組合連合会/岐阜県保健環境研究所/地方独立行
政法人 岐阜県総合医療センター/医療法人 清光会 岐阜清流病院/岐
阜大学医学部附属病院/医療法人社団 慈朋会 澤田病院/しばた耳鼻
咽喉科/医療法人 坦水会 操健康クリニック/水谷医院/社団医療法人 
かなめ会 山内ホスピタル/かわしまファミリークリニック/フェニッ
クス総合クリニック/社会医療法人 蘇西厚生会 松波総合病院/岐阜・
西濃医療センター 岐北厚生病院/大垣市民病院/むらいクリニック/
特定医療法人 録三会 太田病院/社会医療法人 厚生会 木沢記念病院/
美濃市立美濃病院/可児とうのう病院/岐阜県立多治見病院/高山赤十
字病院/岐阜県立下呂温泉病院/公益社団法人 日本海員掖済会 名古
屋掖済会病院/偕行会セントラルクリニック/社会医療法人 宏潤会 
大同病院/岡崎市医師会 公衆衛生センター/社会医療法人 杏嶺会/医
療法人 尾張健友会 千秋病院/中村メンタルクリニック/半田市医師
会健康管理センター/医療法人 徳洲会 名古屋徳洲会総合病院/津島
市民病院/社会医療法人財団 新和会 八千代病院/社会医療法人 志聖
会 総合犬山中央病院/国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター
/学校法人 藤田学園 藤田医科大学病院/あま市民病院/医療法人 尚徳
会 ヨナハ総合病院/医療法人 徳洲会 静岡徳洲会病院/医療法人社団 
綾和会 掛川東病院/医療法人社団 伊豆七海会 熱海 海の見える病院

（戸田中央医科グループ）/浜松医科大学医学部附属病院/医療法人社
団 せいおう会 鶯谷健診センター/医療法人社団 浅ノ川 浅ノ川総合
病院/富山県厚生農業協同組合連合会/黒部市民病院/京都医療セン
ター/医療法人財団 康生会 武田病院/洛和会ヘルスケアシステム 洛
和会音羽病院/神戸医療センター/医療法人社団 敬愛会 佐賀記念病
院/コメット歯科クリニック/やまむら歯科/医療法人 にいみ歯科医
院/こばやし歯科/株式会社 メディック/日本ステリ 株式会社 など

たんぽぽ薬局 株式会社/株式会社 高島屋前岐薬/中部薬品 株式会社/
株式会社 フォーブレイン/株式会社 モリキ/ゲンキー 株式会社/株式
会社 クスリのアオキ/ウエルシア薬局 株式会社/株式会社 サンメディ
カル/株式会社 コスモス薬品/株式会社 ホンダカーズ岐阜/まごころ 
株式会社/株式会社 ネクステージ/ディープラス 株式会社/株式会社 
レッドバロン/株式会社 ユーロフランス/株式会社 アイエーオート
バックス/株式会社 ヤマニパッケージ/株式会社 文友社/ハート 株式
会社/東邦液化ガス 株式会社/くまざわ書店グループ ACADEMIA /
株式会社 日本オプティカル/ユニー 株式会社/株式会社 ツルヤ/ホシ
ザキ四国 株式会社 など

社会福祉法人 岐阜県福祉事業団/社会福祉法人 大垣市社会福祉協議
会/社会福祉法人 海津市社会福祉協議会/社会福祉法人 小牧市社会
福祉協議会/介護老人保健施設 寺田ガーデン/社会福祉法人 信輪会 
特別養護老人ホーム るぴなすビラ/特別養護老人ホーム ことほぎ苑
/社会福祉法人 錦江舎 特別養護老人ホーム 夢眠/社会福祉法人 愛生
福祉会/高齢者複合福祉施設 スマイルコート黒田/社会福祉法人 薫
風会 特別養護老人ホーム 第二大和の里/社会福祉法人 西春日井福祉
会/社会福祉法人 大東福祉会/介護老人福祉施設 和合せいれいの里/
株式会社 松田会 エバーグリーンシティ/社会福祉法人 若竹大寿会/
ショートステイ サンクス高田/医療法人 玄一会 るりあん彦根/児童
養護施設 日本児童育成園/社会福祉法人 誠心会 児童養護施設 誠心
寮/社会福祉法人 擁童協会 大野慈童園/社会福祉法人 樹心会 児童養
護施設 樹心寮/桜友会 児童心理療育施設 桜学館/児童養護施設 ク
ローバーライト/一般社団法人 若者サポートnanairo/大垣市立ひま
わり学園/社会福祉法人 陶技学園/NPO法人 Jump ゆいまーる/株式
会社 YC チャイルドウィッシュ刈谷/株式会社 信花 グローアップ長
良/株式会社 イープレイス COLORS各務原校/放課後等デイサービ
ス事業所ラルジュ/株式会社 ヒューマンハート/放課後等デイサー
ビス キッズランド虹/特定非営利活動法人 とーたす/放課後等デ
イサービス キッズボンド/株式会社 エル・シー・エス/医療法人 大
野はぐくみクリニック（放課後等デイサービス） など

海上自衛隊/航空自衛隊/法務省 矯正局 大阪刑務所/法務省 矯正局  
名古屋刑務所/法務省 矯正局 福井刑務所/岐阜県庁/愛知県庁/岐阜県
警察本部/岐阜市役所/垂井町役場/川辺町役場/白川町役場/岐阜市消
防本部/大垣消防組合/揖斐郡消防組合消防本部/不破消防組合/中濃
消防組合/可茂消防事務組合/郡上市消防本部/下呂市消防本部/名古
屋市消防局/犬山市消防本部/江南市消防本部/小牧市消防本部/稲沢
市消防本部/大府市消防本部/西春日井広域事務組合消防本部/厚木市
消防本部/松本広域消防局/佐渡市消防本部/富山県東部消防組合/七
尾鹿島消防本部/嶺北消防組合/泉州南消防組合/日置市消防本部 など

公　立
各務原市/本巣市/山県市/大垣市/安八町/垂井町/養老町/美濃加茂市
/東白川村/稲沢市/清須市/ 那覇市
私　立
いづみ第2幼稚園/サニーサイドインターナショナルスクール/東海
第二幼稚園/長森幼稚園/ながら幼稚園/ほんごう幼稚園/若葉第三幼
稚園/さくら幼稚園/子苑第一幼稚園/羽島幼稚園/あかつき幼稚園/の
ぞみ第2幼稚園/武芸川幼稚園/かたびら第二幼稚園/かわい幼稚園/
聖公会紅葉幼稚園/沖ノ橋認定こども園/かがしまこども園/カトレヤ
こども園/黒野こども園/各務保育園/川島東こども園/うれしの認定
こども園/けやきの杜/まさきこども園/ほづみの森こども園/ながさ
わこども園/みつづかこども園/東江こども園/わかば海津北こども園
/ハチスチルドレンズセンター/牧谷保育園/美濃保育園/山手幼稚園/
遊々こども園/川辺町第3こども園/千草保育園/立正幼稚園/本郷こ
ども園/大野幼稚園/岩保育園/華陽保育園/聖徳保育園/なかよし岐阜
南保育園/ななさと保育園/日野保育園/笑顔いちばん スマイルキッ
ズ保育園/みらいず保育園/江吉良保育園/鹿野クリニック 企業主導
型保育園 プルート/ニチイキッズ美濃加茂保育園/りんご保育園/杉
山第三学園/石浦龍華会/日本保育サービス/平針保育園 など

関信用金庫/株式会社 南都銀行

株式会社 あみやき亭/有限会社 なまずや/株式会社 ホープ/株式会社 
ココスジャパン/エームサービス 株式会社/有限会社 タカクラ（布袋
病院）/日清医療食品 株式会社 /富士産業 株式会社/株式会社 ミール
サービスたにぐち/株式会社 三重給食センター など

めぐみの農業協同組合/株式会社 マーキュリー/株式会社 リクルー
トＲ＆Ｄスタッフィング/株式会社 リプラス/埼玉フォスター 株式
会社/株式会社 全日警 など学校法人 神谷学園/東海学院大学大学院 心理臨床センター/岐阜県

教育委員会/羽島市教育委員会/関市教育委員会/多治見市教育委員/
三重県教育委員会/長野県教教育委員会/北九州市教育委員会 など

※順不同

医 　 療

福　　祉

そ の 他

教　　育

卸・小売

東新土地 株式会社/株式会社 アイティ・コーエー/昇英建設 株式会
社/株式会社 豊橋園芸ガーデン/川村電機 株式会社/株式会社 トライ
不動産/株式会社 アルファシステム など

建設・不動産

新世日本金属 株式会社/株式会社 アスカ/中部エクストロン 株式会
社/株式会社 岩田鉄工所/株式会社 田口鉄工所/有限会社 早野研工/
岐阜アグリフーズ 株式会社/株式会社 刃物屋トギノン/中日クラフ
ト株式会社/株式会社 ミツイマシナリー/中外医薬生産 株式会社/株
式会社 高澤食品本舗/株式会社 なかしま/パワフル健康食品 株式会
社/コカ・コーラ ボトラーズジャパン 株式会社 広島工場 など

製 造 業

公　　務

幼稚園、認定こども園、保育園

金　　融

飲食サービス

就職先実績 （2020・2021年度卒業生）




