
卒業生の進路状況 
 

 

(１) 平成２９年度卒業生の進路状況 （平成３０年３月末現在）  

 

平成２９年度 

卒業者数 

進  学 就  職 
家事手伝い 

・その他 

未定 

（浪人） 
４年制 

大 学 
短期大学 

各  種 

専門学校 
小計 民間 公務 

縁 故 

自 営 
小計 

男子： 71 19 1 14 34 26 0 6 32 2 3 

女子：108 8 12 35 55 31 0 4 35 17 1 

計 179 名 27 13 49 89 57 0 10 67 19 4 

 
15.1% 7.3% 27.4% 49.7% 31.8% 0.0% 5.6% 37.4% 10.6% 2.2% 

 

 

 

(２) 平成２９年度 進学状況 

 

（ア）４年制大学 

追手門学院大学 経済学部 四天王寺大学 人文社会学部 

大阪河﨑リハビリテーション大学 作業療法学 摂南大学 法学部 

大阪経済法科大学【3名】 経済学部【2 名】 太成学院大学 看護学部 

 国際学部 帝塚山大学【5名】 現代生活学部【2名】 

大阪芸術大学 芸術学部  心理学部【2 名】 

大阪産業大学 経済学部  文学部 

大阪商業大学 公共学部 東海学園大学 経営学部 

大阪電気通信大学【2名】 工学部【2名】 奈良大学【2 名】 文学部【2名】 

関西外国語大学 英語国際学部 阪南大学 流通学部 

関西福祉科学大学 教育学部 桃山学院大学【2名】 法学部 

京都産業大学 経営学部  経営学部 

 

 

 

 



（イ）短期大学 

大阪音楽大学短期大学部 音楽科 

大阪信愛女学院短期大学 子ども教育学科 

大阪夕陽丘学園短期大学 キャリア創造学科 

京都文教短期大学 幼児教育学科 

四天王寺大学短期大学部【2 名】 保育科【2名】 

常磐会短期大学 幼児教育科 

奈良佐保短期大学 地域こども学科【2 名】 

白鳳短期大学【4名】 こども教育【3名】 

 リハビリテーション学 

 

（ウ）専修・各種学校 

専門学校 ESPエンタテインメント大阪【3名】 関西美容専門学校【2名】 

ヴェールルージュ美容専門学校【2名】 近畿社会福祉専門学校 

上田安子服飾専門学校 グラム-ル美容専門学校 

大阪ベルェベル美容専門学校 新大阪歯科技工士専門学校 

大阪観光専門学校 田北看護専門学校【3名】 

大阪健康ほいく専門学校 辻製菓専門学校 

大阪歯科学院専門学校 奈良県医師会看護専門学校【2名】 

大阪自動車整備専門学校 奈良市立看護専門学校 

大阪社会体育専門学校 奈良調理短期大学校【2名】 

大阪スクールオブミュージック専門学校 奈良保育学院【3名】 

大阪調理製菓専門学校 ハートランドしぎさん看護専門学校 

大阪デザイナー専門学校【2 名】 ＨＡＬ東京 

大阪ビューティーアート専門学校【2名】 放送芸術学院専門学校【2名】 

大阪法律専門学校 天王寺校【2 名】 ミス・パリエステティック専門学校 

大阪保健福祉専門学校 南奈良看護専門学校 

金沢医療技術専門学校 ル・クレエ橿原美容専門学校【2 名】 

関西学研医療福祉学院【2名】  

 

 



(３) 平成２９年度 就職状況 （平成３０年３月末現在） 

 

（ 県 内 事 業 所 ） 

上六印刷株式会社【3名】 印刷オペレータ【3 名】 

エビス 株式会社【2名】 生産メンテナンス職 

 生産ライン職 

大阪精工株式会社 奈良工場 現業職 

大阪ピグメント 株式会社 製造職･品質管理職 

大峰堂薬品工業 株式会社 製造 

河村繊維株式会社 工程スタッフ 

株式会社 クラブコスメチックス 五條工場【2 名】 化粧品の製造【2 名】 

医療法人 健和会 介護職 

佐藤薬品工業 株式会社 製造、製品企画 

三甲株式会社 関西第３工場 成形加工 

株式会社 ＣＷＳ 機械オペレーター 

太平食品工業 株式会社 関西工場【2 名】 包装職【2 名】 

株式会社ツバキ・ナカシマ 機械オペレーター 

株式会社 ＤＮＰデータテクノ 生産部門オペレーター 

社会福祉法人 中川会 事務職員 

奈良観光バス 株式会社 観光バスガイド 

奈良県農業協同組合【2名】 総合農協【2 名】 

奈良交通 株式会社 ステップアップドライバー 

株式会社 奈良パーク 事務･フロント･接客 

ハウス食品 株式会社 奈良工場 生産技能職 

パナソニックエクセルプロダクツ株式会社 奈良事業所 電子機器の製造及びそれにまつわる業務 

ヒカリ 株式会社 金属ワイヤーの製造･加工 

株式会社ファーストグループ【3 名】 一般事務アシスタント【2名】 

 メカニック・板金塗装スタッフ 

株式会社 福寿館 精肉･総菜販売、接客サービス 

医療法人社団松下会【2名】 介護職員(ケアワーカー)【2 名】 

社会福祉法人 楽慈会【2名】 事務職員【2 名】 



 

（ 県 外 事 業 所 ） 

朝日印刷 株式会社【4 名】 紙器加工製造【2名】 

 印刷･紙器加工オペレーター･設備保全･改良【2 名】 

株式会社 近商ストア 総合職 

株式会社 近鉄リテーリング 販売（正社員） 

株式会社 きんでん 電気工事施工技術職(配電工事) 

医療法人 慶真会 グランツ矯正専門歯科 歯科助手 

ＫＯＳモバイル 株式会社 販売職 

上新電機株式会社 販売職 

大和物流 株式会社 構内作業 

株式会社 ＤＮＰテクノパック 京都工場 製造技能オペレーター 

株式会社 にしけい 空港保安検査員 

西日本旅客鉄道 株式会社 プロフェッショナル採用(運輸) 

日本郵便株式会社 近畿支社【2 名】 郵便配達等【2 名】 

林 一二 株式会社【2名】 食品製造業(アイスクリーム) 【2名】 

ワタキューセイモア株式会社 洗濯仕上げ作業 

 

 

（ 公 務 員 ） 

  該当生徒なし 

 

 

 


