第２学年

進路ガイダンス

＜実 施 日＞

2020 年 2 月 4 日（火）

＜対

象＞

2 年生の生徒・保護者(受付:体育館)

＜内

容＞

◇就職希望者[大教室]
13:20～14:10

就職総合説明会

14:20～15:10

企業による面接指導

[㈱さんぽう

専任講師]

◇公務員希望者[第一会議室]
13:20～14:10

公務員総合説明会

14:20～15:10

公務員試験対策講座

[大原法律公務員専門学校

津校]

◇進学希望者[体育館]
13:20～13:35

趣旨説明

13:50～14:20

学校別説明会(分科会)１回目

14:25～14:55

学校別説明会(分科会)２回目

●上級学校 参加予定校一覧

No
1

学校名
四日市大学
鈴鹿大学

2

学部・学科・コース
総合政策学部(総合政策学科(公務員養成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)(行政･政策･経済･経営･
ｽﾎﾟｰﾂ))環境情報学部(環境情報学科(自然環境分野(環境･生物･化学･農
学･食品)･ﾒﾃﾞｨｱ情報分野(音響･映像･照明･ｽﾀｼﾞｵ技術･ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝ
ｸﾞ･WEB ﾃﾞｻﾞｲﾝ)))
国際地域学部(国際地域学科(国際ｺｰｽ/地域ｺｰｽ/ﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰｽ)･こども教育学
部(こども教育学科(幼児教育学専攻/養護教育学専攻))

鈴鹿大学短期大学部

生活ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科(こども学専攻/食物栄養学専攻)

3

高田短期大学

子ども学科･ｷｬﾘｱ育成学科(ｵﾌｨｽﾜｰｸｺｰｽ)･ｷｬﾘｱ育成学科(介護福祉ｺｰｽ)

4

ﾕﾏﾆﾃｸ短期大学

幼児保育学科

5

愛知工業大学

6

東海学園大学

7

人間環境大学

8

名古屋造形大学

9

一宮研伸大学

10

名古屋文化短期大学

11

高山自動車短期大学

12

専門学校日産愛知自動車大学校

工学部(電気工学･電子情報工学･応用化学･ﾊﾞｲｵ環境化学･機械工学･機械
創造工学･土木工学･防災土木工学･建築学･住居ﾃﾞｻﾞｲﾝ)･経営学部(経営情
報ｼｽﾃﾑ･ｽﾎﾟｰﾂﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ)･情報科学部(ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ･ﾒﾃﾞｨｱ情報)
(三好ｷｬﾝﾊﾟｽ)経営学部(経営学科)･ｽﾎﾟｰﾂ健康科学部(ｽﾎﾟｰﾂ健康科学科)･
(名古屋ｷｬﾝﾊﾟｽ)人文学部(人文学科)･心理学部(心理学科)･教育学部(教育
学科(学校教育専攻/保育専攻/養護教諭専攻))･健康栄養学部(管理栄養学
科)
人間環境学部(心理学科･環境科学科)･看護学部(看護学科)･大学院(人間
環境学研究科(人間環境/臨床心理/日本研究)･看護学研究科)
造形学部(造形学科(美術(日本画･洋画･彫刻･ｺﾝﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰｱｰﾄ)/ｱﾆﾒｰｼｮﾝ･CG/
ﾏﾝｶﾞ/ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾞｻﾞｲﾝ/ｲﾗｽﾄﾚｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ/ﾒﾃﾞｨｱﾃﾞｻﾞｲﾝ/建築･ｲﾝﾃﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ/ﾗ
ｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝ/ｼﾞｭｴﾘｰﾃﾞｻﾞｲﾝ))
看護学部(看護学科 80 名(助産師課程

5 名程度))

生活文化学科(生活文化専攻（6 ｺｰｽ）(総合美学･ﾌｫﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ/ﾋﾞｼﾞﾈｽｷｬﾘ
ｱ/ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ観光学/声優･ﾀﾚﾝﾄ/ﾃｰﾏﾊﾟｰｸﾀﾞﾝｽ･ﾊﾞﾚｴ/ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ)･服飾美容専攻
(4 ｺｰｽ)(ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ/服飾芸術/ﾒｲｸｱｯﾌﾟ･ｺｽﾒﾃｨｯｸ/ﾄｰﾀﾙﾋﾞｭｰﾃｨｰ(ﾋﾞｭｰﾃｨｰ
ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙｼﾞｬﾊﾟﾝｱｶﾃﾞﾐｰ厚生労働大臣指定 美容師・理容師養成施設)･
食生活専攻(2 ｺｰｽ)(調理師･ﾌｰﾄﾞｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ/ｶﾌｪ･製菓ｸﾘｴｲﾄ)
自動車工学科(男女共学)2 年制･2 級自動車整備士･専攻科(男女共学)2 年
制･1 級自動車整備士
自動車整備(一級自動車工学科(国家一級整備士ｺｰｽ)/自動車整備科(国家
二級整備士ｺｰｽ)/自動車整備･ﾏｽﾀｰﾒｶﾆｯｸ科)･車体整備(自動車整備･ｶｰﾎﾞﾃﾞ
ｨﾏｽﾀｰ科(国家車体整備士ｺｰｽ))･自動車整備･ﾄｰﾀﾏｽﾀｰ科(4 年制)(自動車整
備科(2 年)＋ｶｰﾎﾞﾃﾞｨﾏｽﾀｰ科(1 年)＋ﾏｽﾀｰﾒｶﾆｯｸ科(1 年))

13

ﾄﾗｲﾃﾞﾝﾄｺﾝﾋﾟｭｰﾀ専門学校

14

ﾄﾗｲﾃﾞﾝﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ専門学校

15

ﾄﾗｲﾃﾞﾝﾄ外国語・ﾎﾃﾙ・ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ専門
学校

16

大原簿記医療観光専門学校 津校

医療事務･医療秘書･秘書･経理･事務･税理士･ﾎﾃﾙ･ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ

大原法律公務員専門学校 津校

警察官･消防官･県庁･市役所･公務員

名古屋工学院専門学校
東海工業専門学校 金山校
あいち福祉医療専門学校
17

ｹﾞｰﾑ開発･VR･MR･CG･3DCG ﾑｰﾋﾞｰ･ｷｬﾗｸﾀｰ･ｱﾆﾒｰｼｮﾝ･ｲﾗｽﾄ･ﾃﾞｯｻﾝ･ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛｸﾞﾗ
ﾐﾝｸﾞ･ｽﾏｰﾄﾌｫﾝｱﾌﾟﾘ開発･Web ﾃﾞｻﾞｲﾝ･Web ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ･ｱﾌﾟﾘﾃﾞｻﾞｲﾝ･CAD･
AI(人工
知能)･情報処理･ｼｽﾃﾑ開発･ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ･大学併修
総合ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科(ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽ(ｸﾞﾗﾌｨｯｸ･ｲﾗｽﾄ･広告･Web ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ･写真･ﾏﾝｶﾞ)･CG ﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽ(ｷｬﾗｸﾀｰ･CG･ｹﾞｰﾑ･ｱﾆﾒ･映像)･ｲﾝﾃﾘｱ
ﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽ(建築･ｲﾝﾃﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｲﾝﾃﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ･ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ･CAD･家具ﾃﾞｻﾞｲﾝ)
英米語学科(英語+ｱｼﾞｱ言語専攻(中国語･ﾀｲ語･韓国語･ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語)/総合英
語専攻/国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ専攻)･国際ｴｱﾗｲﾝ学科(ﾌﾗｲﾄｱﾃﾝﾀﾞﾝﾄ専攻/ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽﾀｯﾌ専
攻)･国際ﾎﾃﾙ学科(国際ﾎﾃﾙ専攻/国際ﾎﾃﾙ･ﾃﾞｭｱﾙ専攻/海外ﾎﾃﾙ専攻/ﾃｰﾏﾊﾟｰ
ｸ･ﾎﾃﾙ専攻/ﾎﾃﾙｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ専攻)･国際教養学科(大学編入専攻(英米国際･経
済経営ｺｰｽ))

あいちﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校

名古屋外語･ﾎﾃﾙ･ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ専門学校
あいち造形ﾃﾞｻﾞｲﾝ専門学校

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ･IＴ分野/ｹﾞｰﾑ･CG 分野/映像･音響分野/電気分野/電子･情報通
信分野/機械･制御･CAD 分野
建築工学科/建築設備科/大工技術科/ｲﾝﾃﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ科/建築ﾗｲｾﾝｽ科/建築ﾗｲ
ｾﾝｽ本科/(夜間部)建築工学科/土木工学科/測量設計科/測量科/測量研究
科
介護福祉学科･理学療法学科･作業療法学科･精神保健福祉学科
(医療秘書･診療情報ｶﾚｯｼﾞ/医薬･販売･IT ﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾚｯｼﾞ)医療秘書科･医療
情報管理士科･医療事務科･医薬ﾋﾞｼﾞﾈｽ科(登録販売者ｺｰｽ/薬局事務ｺｰｽ)･
販売ﾋﾞｼﾞﾈｽ科(ﾌｧｯｼｮﾝ･雑貨ｺｰｽ/ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｺｰｽ)･IT ﾋﾞｼﾞﾈｽ科(情報ﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰ
ｽ/ｵﾌｨｽﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰｽ)･国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ科*(日本ﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰｽ/観光ｶﾞｲﾄﾞｺｰｽ)*外国人
留学生対象
英語本科※･英語科(英語ｺｰｽ/留学ｺｰｽ)･国際ｴｱﾗｲﾝ科･ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ科(ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ
ﾌﾟﾗﾝﾅｰｺｰｽ/ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙｽﾀｲﾘｽﾄｺｰｽ)･国際ﾎﾃﾙ科 ※2020 年 4 月設置
ﾃﾞｻﾞｲﾝ科※(ｸﾞﾗﾌｨｯｸ･広告ｺｰｽ/造形ﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽ/･企画ﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽ)･ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ
学科※(ｺﾐｯｸｱｰﾄｺｰｽ/ｲﾗｽﾄ･絵本ｺｰｽ)･研究科(美術系大学･短期大学･専門学
校卒業者対象) ※2020 年 4 月設置
大学同時卒業･ｹﾞｰﾑ･CG ﾃﾞｻﾞｲﾝ･Web ﾃﾞｻﾞｲﾝ･医療情報･IT･情報処理･AI ｼｽﾃ
ﾑ･ﾈｯﾄﾜｰｸ･情報ｾｷｭﾘﾃｨ
(美容科)美容師ｺｰｽ･ﾍｱﾒｲｸｱｯﾌﾟｱｰﾃｨｽﾄｺｰｽ･ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙｽﾀｲﾘｽﾄ&着付けｺｰｽ･ｸﾘｴｲ
ﾃｨﾌﾞｺｰｽ･国際美容師ｺｰｽ･ﾍｱｶﾗｰﾘｽﾄｺｰｽ･まつｴｸ&ﾋﾞｭｰﾃｨｰｺｰｽ (ﾄｰﾀﾙﾋﾞｭｰﾃｨｰ
科)ｴｽﾃﾃｨｼｬﾝｺｰｽ･ﾈｲﾘｽﾄｺｰｽ･ﾋﾞｭｰﾃｨｰｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰｺｰｽ･ﾋﾞｭｰﾃｨｰｺﾝｼｪﾙｼﾞｭｺｰｽ(通
信科)4 月･10 月入学※一般ｺｰｽは 4 月入学のみ(美容室勤務ｺｰｽ･一般ｺｰｽ(昼
/夜))
ﾄｰﾀﾙﾋﾞｭｰﾃｨ学科(2 年)※職業実践専門課程(ｴｽﾃ･ﾒｲｸ･ﾈｲﾙ･ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ)･ｴｽﾃﾃｨ
ｯｸﾏｽﾀｰ学科(1 年)※入学条件あり(ｸﾞﾙｰﾌﾟ校/大阪･東京･大宮)

18

名古屋情報ﾒﾃﾞｨｱ専門学校

19

中日美容専門学校

20

ﾐｽ・ﾊﾟﾘ ｴｽﾃﾃｨｯｸ専門学校 名古屋

21

ﾕﾏﾆﾃｸ看護助産専門学校

看護学科

22

専門学校ﾕﾏﾆﾃｸ医療福祉大学校

理学療法学科･作業療法学科･歯科衛生学科･介護福祉学科

23

伊勢志摩ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門学校

理学療法学科

24

三重介護福祉専門学校

介護福祉

25

鈴鹿ｵﾌｨｽﾜｰｸ医療福祉専門学校

医療秘書･医療事務･介護福祉･調剤事務

26

名古屋ﾋﾞｭｰﾃｨｰｱｰﾄ専門学校

27

名古屋ﾘｿﾞｰﾄ＆ｽﾎﾟｰﾂ専門学校

美容科(2 年制･男女)(ﾍｱｽﾀｲﾘｽﾄｺｰｽ/ﾍｱﾒｲｸ&ｱｲﾗｯｼｭｺｰｽ/ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙｺｰｽ/ﾍｱﾒｲｸ･
ﾈｲﾙ&ｴｽﾃｺｰｽ/ﾈｲﾙ&ｱｲﾗｯｼｭｺｰｽ)･ﾍｱﾒｲｸ科(2 年制･男女)･ﾄｰﾀﾙﾋﾞｭｰﾃｨｰ科(2 年
制･女子)※美容科通信課程との併修可能ｲﾝﾅｰﾋﾞｭｰﾃｨｰｺｰｽ/ﾒｲｸｱｯﾌﾟｺｰｽ/ﾈｲﾙ
ｱｰﾄｺｰｽ/ｴｽﾃﾃｨｯｸｺｰｽ/ﾓﾃﾞﾙｺｰｽ(※1 年次後期より東京校転校)
ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ科(3 年制･男女)･ｽﾎﾟｰﾂﾄﾚｰﾅｰ科(2 年制･男女)(ﾊﾟｰｿﾅﾙﾄﾚｰﾅｰｺ
ｰｽ/ﾒﾃﾞｨｶﾙﾄﾚｰﾅｰｺｰｽ/ﾋﾞｭｰﾃｨｰﾄﾚｰﾅｰｺｰｽ/栄養ﾄﾚｰﾅｰｺｰｽ/野球ﾄﾚｰﾅｰｺｰｽ)･ｽﾎﾟｰ
ﾂｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ科(2 年制･男女)(ｽﾎﾟｰﾂｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰｺｰｽ/こどもｽﾎﾟｰﾂｺｰｽ/ﾃﾆｽｺｰｽ･ｽ
ｸｰﾊﾞｰﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞｺｰｽ)･ｽﾎﾟｰﾂﾋﾞｼﾞﾈｽ科(2 年制･男女)(ｽﾎﾟｰﾂｼｮｯﾌﾟｺｰｽ/ｽﾎﾟｰﾂ
ﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰｽ)･ｽﾎﾟｰﾂ保育科(3 年制･男女)※中学･高校の保健体育教員免許
取得過程 併修可能

28

名古屋ｽｸｰﾙ・ｵﾌﾞ・ﾋﾞｼﾞﾈｽ

29

名古屋 ECO 動物海洋専門学校

30

名古屋ﾃﾞｻﾞｲﾝ＆ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ専門学校
(2018 年 4 月名古屋ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｱｰﾄ専
門学校より分離独立)
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名古屋ｽｸｰﾙｵﾌﾞﾐｭｰｼﾞｯｸ&ﾀﾞﾝｽ専門学
校
専門学校日本ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ芸術学院
専門学校日本ﾏﾝｶﾞ芸術学院

職業実践専門課程「文部科学大臣認定校」ﾍﾟｯﾄﾋﾞｼﾞﾈｽ学科(ﾄﾘﾏｰ/動物看護
師/ﾄﾞｯｸﾞﾄﾚｰﾅｰ)･総合ﾋﾞｼﾞﾈｽ学科(経営ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ/ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ/総合事
務)･IT ﾋﾞｼﾞﾈｽ科(情報技術者/Web ｸﾘｴｲﾀｰ/ｵﾌｨｽ事務)･ﾏｽｺﾐ広報学科(企画･
編集/広告･PR/芸能ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ)ﾋﾞｭｰﾃｨｰﾋﾞｼﾞﾈｽ学科(ｴｽﾃﾃｨｼｬﾝ/ﾋﾞｭｰﾃｨｰｱﾄﾞﾊﾞｲ
ｻﾞｰ/ﾈｲﾘｽﾄ)･ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ学科(ﾌｧｯｼｮﾝ販売/ﾌｧｯｼｮﾝﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ)
ﾍﾟｯﾄ･動物･海洋(ﾍﾟｯﾄﾄﾘﾏｰ･動物看護師･ﾄﾞｯｸﾞﾄﾚｰﾅｰ･ﾍﾟｯﾄｼｮｯﾌﾟｽﾀｯﾌ･動物
園飼育員/牧場･乗馬ｸﾗﾌﾞｽﾀｯﾌ･水族館飼育員/ﾄﾞﾙﾌｨﾝﾄﾚｰﾅｰ)
ｽｰﾊﾟｰｹﾞｰﾑｸﾘｴｰﾀｰ科(ｽｰﾊﾟｰｹﾞｰﾑｸﾘｴｰﾀｰ･ｽｰﾊﾟｰ CG ｸﾘｴｰﾀｰ･AI ｸﾘｴｰﾀｰ※)･ｹﾞｰﾑ
ｸﾘｴｰﾀｰ科(ｹﾞｰﾑｸﾞﾗﾌｨｯｸ＆ｷｬﾗｸﾀｰ･ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏｰ･e-sports ﾌﾟﾛｹﾞｰﾏｰ･
e-sports ｲﾍﾞﾝﾄｽﾀｯﾌ)･ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾒﾃﾞｨｱ科(CG＆映像ｸﾘｴｰﾀｰ･CG･ｱﾆﾒｰｼｮﾝ)･総合
ﾏﾝｶﾞ科(ﾌﾟﾛﾏﾝｶﾞ･ｺﾐｯｸｲﾗｽﾄ･ﾗｲﾄﾉﾍﾞﾙ＆小説作家)･総合ﾃﾞｻﾞｲﾝ科(ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾞ
ｻﾞｲﾝ＆ｲﾗｽﾄﾚｰﾀｰ※･ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ※)※2020 年 4 月新設
ｳﾞｫｰｶﾙ･ﾐｭｰｼﾞｼｬﾝ･声優･俳優･ﾀﾚﾝﾄ･ﾀﾞﾝｻｰ･ｺﾝｻｰﾄｽﾀｯﾌ･音響･照明･ｺﾝｻｰﾄ企
画･ﾌｧﾝｸﾗﾌﾞｽﾀｯﾌ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ･ﾚｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞｴﾝｼﾞﾆｱ･作曲･音楽ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ
ﾃﾞｻﾞｲﾝ･広告･CG･ｲﾗｽﾄ･絵本･ｹﾞｰﾑ･ｱﾆﾒ･雑貨･ｷｬﾗｸﾀｰﾃﾞｻﾞｲﾝ･写真･映像･
Web･ﾏﾝｶﾞ･ｺﾐｯｸｲﾗｽﾄ･小説･ﾗｲﾄﾉﾍﾞﾙ･声優･俳優･ﾅﾚｰﾀｰ
動物美容･管理学科(ﾄﾘﾏｰｺｰｽ/動物看護師ｺｰｽ※2 年次からのｺｰｽ分け(ﾄﾘﾐﾝ
ｸﾞ/動物看護/ﾄﾞｯｸﾞﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ/ﾍﾟｯﾄﾋﾞｼﾞﾈｽ(飼育･ﾍﾟｯﾄｼｮｯﾌﾟ･ﾄﾞｯｸﾞｶﾌｪ))
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専門学校ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾘﾐﾝｸﾞｱｶﾃﾞﾐｰ
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伊勢調理製菓専門学校(学園校)

調理師･製菓衛生師
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伊勢保健衛生専門学校(学園校)

看護学科
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伊勢保健衛生専門学校(学園校)

歯科衛生学科
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伊勢理容美容専門学校(実習協力校)

理容･美容･ﾄｰﾀﾙﾋﾞｭｰﾃｨ(ｴｽﾃ･ﾈｲﾙ･ﾒｲｸ･着付け･ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ･ﾊﾟｰｿﾅﾙｶﾗｰ)

