
進学状況 平成３０年３月３１日 現在

流通経済科 国際経済科 会計科 情報処理科
国立 国立 国立 国立
滋賀大学 富山大学 富山大学 富山大学

経済　　企業経営 経済 経済 経済 経済 経済 経営

富山大学 富山大学 富山大学 富山大学
経済 経営（夜間主）（３） 人間発達科学　人間環境システム 経済 経営 経済 経営

筑波大学 私立 私立 富山大学
体育専門学 南山大学 中央大学 人間発達科学　人間環境システム

私立 経済・経済 経済・経済 私立
中央大学 日本大学 日本大学 中央大学

商・商業貿易（２） 商・経営 商・会計 経済・経済

名古屋商科大学 日本体育大学 大阪商業大学 立命館大学
経営 経営（２） スポーツ文化・スポーツ国際 経済・経済 経営・経営

同志社大学 日本女子体育大学 大阪産業大学 関西大学
商・商 体育・スポーツ健康 経営・経営 商・商

大阪商業大学 京都外国語大学 福井工業大学 近畿大学
総合経営・経営 外国語・英米語 工・建築土木（２） 経済・経済

日本大学 京都外国語大学 福井工業大学 京都産業大学
商・経営 国際貢献・グローバル観光 スポーツ健康科学・スポーツ健康科学 経営・経営

立命館大学 立命館大学 中京大学 駒澤大学
文・人文 経営・経営 経済・経済 文・国文

立命館大学 神奈川大学 日本福祉大学 愛知学院大学
経営 経営 経済・経済 社会福祉・社会福祉 総合政策・総合政策

愛知学院大学 金沢星稜大学 専修大学 福井工業大学
商・商（２） 経済・経済（２） 経済・経済 環境情報・経営情報

愛知学院大学 金沢学院大学 名城大学 富山国際大学
経済・経済 経営情報経営情報 経済・産業社会 現代社会・現代社会（２）

近畿大学 金沢学院大学 名城大学 金沢工業大学
経営 経営（２） 人間健康・健康栄養 経済・経済 情報フロンティア・メディア情報

駒澤大学 龍谷大学 金沢星稜大学 金沢星稜大学
経営・経営 社会・現代福祉 経済・経済 経済・経営

駒澤大学 拓殖大学 同朋大学 金沢星稜大学
経営・市場戦略 国際・国際 社会福祉・社会福祉社会福祉 人間科学・スポーツ

中部大学 国士舘大学 北翔大学 北陸大学
経営情報・経営総合 21世紀アジア・21世紀アジア 教育文化・教育 経済経営・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

富山国際大学 駒澤大学 金沢学院大学 東洋大学
現代社会 現代社会（３） 経済・現代応用経済 経営情報経営情報 総合情報・総合情報

富山国際大学 新潟医療福祉大学 金城大学
こども育成 こども育成 社会福祉・社会福祉 社会福祉・社会福

拓殖大学 中部学院大学 中京大学
商・経営 人間福祉・人間福祉 経営・経営

城西大学 岐阜女子大学 千葉商科大学
経営・マネジネント総合 文化創造・文化創造 サービス創造

新潟医療福祉大学 城西国際大学
リハビリテーション・理学療法 国際人文・国際交流

神奈川大学 城西大学
経済・現代ビジネス 経営・ﾏﾈｼﾞﾒﾝ ﾄ総合

神奈川大学
経営・国際経営

岐阜経済大学
経営・スポーツ経営

高岡法科大学
法/法

東海学院大学
健康福祉・管理栄養

私立 私立 私立 私立
富山短期大学 富山短期大学 富山短期大学 富山短期大学

食物栄養  幼児教育 食物栄養（２）幼児教育（３） 幼児教育

富山福祉短期大学 富山福祉短期大学 富山福祉短期大学
看護（３）、幼児教育 社会福祉 社会福祉、幼児教育

公立 公立 公立 公立
富山市立外国語専門学校 富山市立外国語専門学校(2) 富山市立看護専門学校 富山県技術専門学院

実務英語 看護 電子情報

私立 私立 私立 私立
富山医療福祉専門学校 富山大原簿記公務員医療専門学校 富山医療福祉専門学校 富山大原簿記公務員医療専門学校

看護 ブライダルビューティ（２） 理学療法（２） 医療秘書・行政実務・ブライダル・情報

富山歯科総合学院 富山医療福祉専門学校 富山ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医療福祉大学校 富山医療福祉専門学校
歯科技工士 看護（２） 作業療法（２）・理学療法 理学療法

富山歯科総合学院 富山調理製菓専門学校 富山県理容美容専門学校 富山県理容美容専門学校
 歯科衛生士 製菓技術  美容（４） 美容

富山大原簿記公務員医療専門学校 東京工学院専門学校 富山情報ビジネス専門学校 富山ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医療福祉大学校
 医療秘書 法律情報 ホテルブライダル 理学療法・作業療法

富山医療福祉専門学校 ベルエポック美容専門学校 トヨタ名古屋自動車学校
看護 ヘアメイク ショールームスタッフ

富山医療福祉専門学校 富山歯科総合学院 富山県高岡看護専門学校
理学療法  歯科衛生士 看護(2)

富山理容美容専門学校 富山大原簿記公務員医療専門学校 国際ホテル＆ブライダル専門学校
 美容 公務員総合（３） ブライダル

東放学園専門学校  北陸ビジネス福祉専門学校 国際メディカル専門学校
放送芸術（２） 医療秘書 臨床工学技士

大阪ビューティアート専門学校 トヨタ名古屋自動車学校 富山市医師会看護専門学校
トータルビューティ 自動車整備科 准看護

東京ビューティアート専門学校 東京バンタンデザイン研究所
ヘアメイク デザイン

富山ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医療福祉大学校 京都建築大学校
理学療法 建築

住田美容専門学校
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