過去３年間（平成２９～２７年度） 学科別 主な進路先一覧

H30.2.7現在

就 一般曹候補生<自衛隊>(2) 愛寿会・ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾗｲﾌ衣山 いうら 荏原環境プラント ｴﾘｴｰﾙﾘｿﾞｰﾂｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 扇屋食品
生
物
工

職

シブヤ精機 オカベ五色浜工場 コスモネット コスモ松山石油 四国コカコーラボトリング 四国シキシマパン 新和塗建
セキ 摂陽明正 セトクイーン 全農･ｷｭｰﾋﾟｰ･ｴｯｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ愛媛工場 タケチ松山工場(3) ティーガイヤ テレニシ
ドッグマーケット 長浜冷蔵 はなやまペットクリニック ﾌｼﾞﾃﾞﾘｶ･ｸｵﾘﾃｨ 松山機型工業 松山三越 丸協運輸 南商事
ホテル八千代 山崎製パン
愛媛大学農学部(2)

鹿児島大学農学部

進 聖ｶﾀﾘﾅ大学(4) 松山大学(11) 岡山理科大学 徳島文理大学 広島工業大学(2) 福山大学 埼玉学園大学 埼玉工業大学

学
科
学

松山東雲短期大学 松山短期大学
愛媛県立農業大学校(13) 東京農業大学農場技術練習生 大原簿記公務員専門愛媛校(3) 河原ｱｲﾍﾟｯﾄﾜｰﾙﾄﾞ専門(10)
河原医療大学校(2) 河原医療福祉専門 河原ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｱｰﾄ専門(2) 河原電子ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門 河原ﾊﾟﾃｨｼｴ･医療･観光専門
河原ﾋﾞｭｰﾃｨﾓｰﾄﾞ専門 松山歯科衛生士専門 四国医療技術専門 ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾘｿﾞｰﾄｶﾚｯｼﾞ 大阪ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｱｰﾄ専門
大阪ECO動物･海洋専門(3) 大阪ﾊﾞｲｵﾒﾃﾞｨｶﾙ専門 大阪ﾘｿﾞｰﾄ＆ｽﾎﾟｰﾂ専門 倉敷ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学院 小井出ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｭｰﾃｨ専門
四国医療専門 東京動物専門 広島情報専門
一般曹候補生<自衛隊>

園

兵庫県警

愛寿会・であい

アカセ木工

あぼんりー

いうら

伊予鉄道

エービーシー･マート

就 愛媛綜合警備保障 扇屋食品 オカベ五色浜工場 佐々木食品 生活協同組合コープえひめ(2) サンタ 四国道後舘 ゼビオ

芸 職

セトクイーン セブンスター(2) ＤＣＭダイキ(3) ダイレックス ビジネスホテル泰平 大屋<mac> タケチ松山工場(2)
同前工業 トヨタレンタリース西四国 農事組合法人たいよう農園(2) 乃万青果<のま果樹園> フジ 藤村石油
平井のたねもの屋 ﾌﾗﾜｰｵﾝ･ﾘｰﾍﾞ ヘンミ ﾍﾞﾈﾌｨｯﾄ・ﾜﾝ 松山ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ(2) 増永食品(3) 松山三越
三浦ﾏﾆﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ<縁故> 村田農場 ヤマキ(2) 大和屋本店旅館(2) 山本鉄筋工業 よんでんライフケア リオハシモト

流
愛媛大学農学部(5)

愛媛大学社会共創学部

長崎大学環境科学部(2)

長崎大学経済学部

通 進 松山大学(6) 聖カタリナ大学(4) 徳島文理大学 江戸川大学 南九州大学
科
学

松山東雲短期大学(6) 聖ｶﾀﾘﾅ大学短大部 松山短期大学 大分短期大学(4)
愛媛県立農業大学校(10) 果樹研究所興津拠点 愛媛十全医療学院 河原ｱｲﾍﾟｯﾄﾜｰﾙﾄﾞ専門 河原医療大学校(2)
河原医療福祉専門 河原ﾊﾟﾃｨｼｴ･医療･観光専門(2) 河原ﾃﾞｻﾞｲﾝｱｰﾄ専門 河原ﾋﾞｭｰﾃｨﾓｰﾄﾞ専門(2) 愛媛調理製菓専門
大原簿記公務員専門愛媛校(2) 四国医療技術専門(2) 松山歯科衛生士専門(3) 松山ﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾚｯｼﾞ(2) ｳﾞｪｰﾙﾙｰｼﾞｭ美容専門
四国医療専門 大阪観光専門 広島ﾘｿﾞｰﾄ＆ｽﾎﾟｰﾂ専門 東京ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ＆ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ専門
国家公務員(高卒程度:農業土木)

自衛官候補生

アイビ広告

有光組

いうら(2)

ウエストコンサルタント

扇屋食品(2)

環 就 荏原環境プラント エフ・ケー・シー(2) 共立公営(2) 小手川工業 サンタ 四国旅客鉄道 シブヤ精機(3) 新津硝子
境
開 職

新和工業 親和技術コンサルタント 新和塗建 世起 摂陽明正 瀬戸内緑地(2) 仙波農園 ＤＣＭダイキ ダイレックス
デンクボ 東洋印刷 東洋水道 東レ<縁故> 成瀬緑化産業 日新化学工業 林鐵工所(2) ビージョイ フジ 藤井組(3)
富士電設工業 濱崎組 芙蓉コンサルタント(3) ベティ・クロッカーズ 増永食品(2) 松下工業(2) 松山機型工業
マルトモ ミヤザキ<ﾗﾌﾞﾗﾝｼｭ> 山崎建設 山鐵 米田組 米山工業 ライト設計コンサルタント レデイ薬局
リトル･チェリッシュ<縁故>

発
愛媛大学農学部(2)

聖カタリナ大学(5)

大阪商業大学

広島工業大学

立正大学

科 進 松山短期大学 松山東雲短期大学
愛媛県立農業大学校(5)

愛媛調理製菓専門(2)

大原簿記公務員専門愛媛校(5)

河原医療大学校

河原ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｱｰﾄ専門(4)

学 四国医療技術専門(3) 日産愛媛自動車大学校(3) 大阪子ども専門 ﾋｭｰﾏﾝｱｶﾃﾞﾐｰ 近畿測量専門(2)
一般曹候補生（陸上自衛隊）

愛寿会･垣生あいじゅ

池田興業

一六

一六本舗(2)

伊予鉄道

エフ・エフ・ディー

扇屋

食 就 食品 古湧園 コスモ精機 佐々木食品 四国シキシマパン(3) 四国森紙業 四国道後舘 笑楽(自営) 世起 セブンスター
品
化

職

(2) 全農ｷｭｰﾋﾟｰｴｯｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ ＤＣＭダイキ 大屋<mac> タカキベーカリー 茶玻瑠 デリカサラダボーイ日本郵便･四国支社
パンステージメリー 東矢工業 ビージョイ(2) ビッグ珈琲 フジ(3) ﾌｼﾞﾃﾞﾘｶ･ｸｵﾘﾃｨ ベッセル ホリエ 増永食品(2)
松山三越 マルナカ 大和屋本店旅館 ルナ物産
愛媛大学農学部

長崎大学環境科学部

学 進 松山大学 聖カタリナ大学(6) 徳島文理大学(3) 大阪総合保育大学 岡山学院大学 広島国際大学 日本大学
科
学

松山東雲短期大学(15) 聖ｶﾀﾘﾅ大学短大部(2) 松山短期大学 今治明徳短期大学
愛媛県立農業大学校 愛媛県美容専門 愛媛十全医療学院 愛媛調理製菓専門(21) 大原簿記公務員専門(2)
河原ｱｲﾍﾟｯﾄﾜｰﾙﾄﾞ専門 河原医療福祉専門(2) 河原ﾊﾟﾃｨｼｴ･医療･観光専門 四国医療技術専門 松山ﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾚｯｼﾞ(2)
松山歯科衛生士専門(3)
ｴｺｰﾙ辻大阪辻製菓ﾏｽﾀｰｶﾚｯｼﾞ(3) 大阪モード学園 広島外語専門
愛寿会・愛寿荘

愛寿会・垣生あいじゅ

阿川食品

伊予鉄道

エービーシー・マート

扇屋食品

コスモス薬品

生 就 京屋桂由美ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ愛媛 ｺｰｼﾞｨｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ <BABY DOLL> 世起 セブンスター(3) 全農ｷｭｰﾋﾟｰ･ｴｯｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ
チョウヤ<UNITED OAK>(2) つるや 帝産観光バス 道後グランドホテル 道後プリンスホテル 原和裁研究所 阪南理美容
活 職 フジ ベネフィット・ワン 増永食品(2) 松山東急ＲＥＩホテル ﾏﾘｰｸﾜﾝﾄ･ｺｽﾒﾁｯｸｽ マルナカ ミヤザキ(ﾗ･ﾌﾞﾗﾝｼｭ)
ミリオン塗料 ムロオ メガネトップ ホテル八千代 ヤマキ 大和屋本店旅館 ユウショク<KIZUNA> リオハシモト(2)
科
ルフラン･ルフラン

学
科

松山大学 聖ｶﾀﾘﾅ大学

松山東雲女子大学

中国学園大学

徳島文理大学(2)

進 松山東雲短期大学(21) 聖ｶﾀﾘﾅ大学短大部(14)
愛媛県美容専門(5)

愛媛ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ専門

愛媛調理製菓専門(3)

愛媛十全医療学院

河原ｱｲﾍﾟｯﾄﾜｰﾙﾄﾞ専門(2)

学 河原医療大学校(6) 河原医療福祉専門(2) 河原ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｱｰﾄ専門(2) 河原ﾊﾟﾃｨｼｴ･医療･観光専門(4) 河原ﾋﾞｭｰﾃｨﾓｰﾄﾞ専門
四国医療技術専門(3)
一般曹候補生<自衛隊>

松山ﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾚｯｼﾞ(4)
ＩＨＩ運搬機械

松山歯科衛生士専門(3)

愛寿会･愛寿荘

大阪ﾃｰﾏﾊﾟｰｸ･ﾀﾞﾝｽ専門 清恵会第二医療専門

愛寿会･伊予あいじゅ

愛寿会・ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾗｲﾌあいじゅ新川

就 石田クリーニング ヰセキ四国 ウエルピア伊予(2) エイジングウェル 愛媛県森林組合連合会(3) 愛媛森連産業
特
用 職
林

えひめ中央農業協同組合(2) 愛媛プレカット(2) 扇屋食品(2) オカベ(2) 岡山県貨物運送久万広域森林組合(2)
久万広域森林組合 慶尚<ｾﾝﾄﾗﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ> 佐々木食品 山陽物産 ＪＡえひめﾌﾚｯｼｭﾌｰｽﾞ(2) 四国森紙業･伊予事業所 ジンノ
四国名鉄運輸 セキ セトクイーン(2) ゼビオ そば吉 タケチ松山工場 茶玻瑠 中予精工 鶴居商店
道後グランドホテル ＮＩＷＡ･ＮＩＷＡ（庭庭） はぎの食品(2) ハチキョウベーカリー 日野木工 ビッグ珈琲
フジマート四国 日野木工 早瀬ブロック工業 ママイ 丸協運輸 マルトモ マルナカ 森の園 ヤツヅカ ヤマキフーズ
湯き国<ルナパーク>

産
愛媛大学農学部(3)

科 進 聖カタリナ大学(3) 日本文理大学
学

愛媛県立農業大学校(9) 愛媛県美容専門 愛媛ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ専門 愛媛調理製菓専門(4) 河原ｱｲﾍﾟｯﾄﾜｰﾙﾄﾞ専門(3)
河原医療福祉専門(2) 河原ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｱｰﾄ専門(3) 河原電子ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門(3) 河原ﾋﾞｭｰﾃｨﾓｰﾄﾞ専門
河原ﾊﾟﾃｨｼｴ･医療･観光専門(3) 四国医療技術専門 松山看護専門 辻調理師専門

