
令和２年度進学状況 令和3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
富山大学 新潟大学 富山大学

経済・経済 (1) 経済科・総合経済 (1) 経済・経営 (1)

経済・経営法（夜間主）(1) 富山大学 経済・経営（夜間主） (1)

経済・経済 (2)

経済・経営(1)

経済・経営法(1)

経済・経済（夜間主） (1)

私立 私立 私立 私立
駒澤大学 中央大学 同志社大学 立命館大学

経済・現代応用経済 (1) 商・会計(1) 商・商 (1) 経営・経営 (1)

立命館大学 日本大学 近畿大学
日本大学 経営・経営 (1) 経済・産業経営(1) 経営・会計(1)

商・商業 (2) 日本大学 神奈川大学 東洋大学
商・経営 (1) 商・商業 (1) 経済・経済 (1) 総合情報・総合情報(1)

危機管理・危機管理 (1) 京都外国語大学 経済・現代ビジネス(1) 神奈川大学
文理・体育(1) 外国語・英米語 (1) 中京大学 経営・国際経営(1)

近畿大学 国際貢献・グローバルスタディーズ (1) 経営・経営(1) 愛知学院大学
経営・経営 (1) 名城大学 桜美林大学 経済・経済(1)

日本体育大学 経営・国際経営 (1) 健康福祉・健康科学(1) 国際武道大学
体育・体育(1) 経済・経済 (1) 千葉経済大学 体育・武道(1)

スポーツマネジメント・スポーツマネジメント (1) 大阪商業大学 経済(1) 岐阜女子大学
拓殖大学 経済・経済(1) 帝京平成大学 家政・健康栄養(1)

商・経営 (1) 公共・公共(1) 健康医療スポーツ・医療スポーツ(1) 千葉商科大学
中部学院大学 名古屋経済大学 商経・商(1)

名城大学 人間福祉・人間福祉 (1) 人間生活科・管理栄養(1) 流通経済大学
経済・産業社会(1) 金沢工業大学 龍谷大学 スポーツ健康科・スポーツ健康科(1)

愛知学院大学 情報フロンティア・経営情報 (1) 農・食料農業システム(1) 跡見学園女子大学
商・商 (1) 金沢学院大学 新潟医療福祉大学 マネジメント・マネジメント(1)

朝日大学 文・教育(1) 医療経営管理・医療情報管理 (1) 新潟青陵大学
保健医療・健康スポーツ科(1) 北陸大学 金沢工業大学 看護・看護(1)

名古屋商科大学 経済経営・マネジメント(1) 建築・建築(1) 金沢学院大学
経営・経営 (1) 富山国際大学 金沢星稜大学 経済・経営(1)

東海学院大学 現代社会・現代社会 (2) 経済・経済 (2) 文・文(1)

人間関係・心理(2) 子ども育成・子ども育成 (1) 金沢学院大学 北陸大学
中部大学 経済・経済 (1) 経済経営・マネジメント(1)

経営情報・経営総合 (1) 経済情報・経済情報(1) 富山国際大学
千葉商科大学 文・文(1) 現代社会・現代社会(2)

人間社会・人間社会 (1) 北陸大学 高岡法科大学
京都華頂大学 経済経営・マネジメント (1) 法・法(2)

現代家政・現代家政(1) 金城大学
大阪国際大学 社会福祉・社会福祉(1)

人間科・スポーツ行動(1)

新潟経営大学
経営情報・スポーツマネジメント(1)

平成国際大学
スポーツ健康・スポーツ健康(1)

金沢星稜大学
経済・経営 (2)

金沢学院大学
スポーツ科・スポーツ科(1)

文・文(1)

金城大学
医療健康・理学療法(1)

富山国際大学
現代社会 現代社会 (2)

私立 私立 私立 公立
富山短期大学 富山短期大学 富山短期大学 大月市立大月短期大学

幼児教育(1) 経営情報 (1) 幼児教育(4) 経済 (1)

食物栄養(１) 食物栄養(1)

経営情報(1) 私立
富山福祉短期大学 富山福祉短期大学

幼児教育(1) 幼児教育(3)

看護(3) 看護(1)

金沢学院短期大学 北陸学院大学短期大学部
食物栄養(1) コミュニティ文化(1)

大垣女子短期大学 京都経済短期大学
音楽総合(1) 経営情報(1)

公立 公立 公立 公立
富山市立看護専門学校 富山市立富山外国語専門学校 富山県立雄峰高等学校専攻科 千葉県立農業大学校

看護 (1) 実務英語 (1) 生活科学 (1) 農 (1)

富山市立看護専門学校
看護 (1)

私立 私立 私立 私立
富山情報ビジネス専門学校 富山県高岡看護専門学校 富山情報ビジネス専門学校 富山情報ビジネス専門学校

医療事務 (2) 看護 (2) 情報システム(1) 情報システム (1)

富山大原簿記公務員医療専門学校 富山情報ビジネス専門学校 ホテルブライダル(1) ホテルブライダル(1)

 行政実務 (3) 情報システム (1) 富山大原簿記公務員医療専門学校 富山大原簿記公務員医療専門学校
富山歯科総合学院 富山大原簿記公務員医療専門学校 医療秘書(2) 法務行政(1)

 歯科衛生士 (1) ビジネスライセンス(1) 行政実務(1) 行政実務(3)

富山医療福祉専門学校 公務員事務(1) 富山歯科総合学院 デザイン(1)

理学療法(1) 専門学校金沢美専  歯科技工士 (1) 富山歯科総合学院
富山県理容美容専門学校 美容 (1) 富山医療福祉専門学校  歯科衛生士 (1)

理容 (1) 神戸医療福祉専門学校三田校 看護(1) 富山県理容美容専門学校
富山調理製菓専門学校 救急救命士 (1) 富山調理製菓専門学校  美容(2)

調理技術 (1) 製菓技術 (1) 北陸ビジネス福祉専門学校
富山ビューティーカレッジ 富山ビューティーカレッジ 医療福祉(1)

美容 (1) 美容 (1) 富山クリエイティブ専門学校
専門学校金沢美専  北陸ビジネス福祉専門学校 デザイン(2)

美容 (1) 医療福祉(1) 金沢情報ＩＴクリエイター専門学校
ビューティー総合 (1) 医療秘書(1) ＩＴスペシャリストシステム開発(2)

金沢文化服装学院 金沢文化服装学院 ゲームプログラミング(1)

アパレル造形デザイン(1) ファッションビジネス(1) 代々木アニメーション学院
金沢医療技術専門学校 金沢製菓調理専門学校 アニメーター(1)

看護 (1) 調理師(1)

日本健康医療専門学校 北信越柔整専門学校
鍼灸(1) 柔整(2)

履正社医療スポーツ専門学校 職藝学院
鍼灸(1) 建築職藝(1)

名古屋医専 中日本航空専門学校
実践看護(1) エアポートサービス(1)

アップルスポーツカレッジ 金沢科学技術大学校
スポーツトレーナー(1) 建築(1)
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