平成23年度 塩尻志学館高等学校10期生 進路合格状況
H24.4.3現在

◎大学 88

◎短期大学 35

【国公立大学】 4
信州大学 教育学部 学校教育教員養成課程 家庭科教育コース
富山大学 芸術文化学部 デザイン工芸コース
長野県看護大学 看護学部 看護学科
都留文科大学 文学部 初等教育美術

【公立短期大学】 3

【私立大学】 84
桜美林大学 リベラルアーツ学部
学習院大学 文学部 史学科
神奈川大学 外国語学部
神奈川大学 経営学部 国際経営学科 (2)
神奈川大学 経済学部 経済学科
金沢工業大学 環境建築学部 建築学科
岐阜医療科学大学 保健科学部 放射線技術学科
岐阜経済大学 経営学部 スポーツ経営学科
京都産業大学 経営学部
健康科学大学 健康科学部 作業療法学科(3)
国学院大学 文学部 日本文学科
国士舘大学 政経学部 政治学科
駒沢大学 グローバルメディアスタディーズ学部 グローバルメディア学科

佐久大学 看護学部 看護学科
産業能率大学 経営学部 現代ビジネス学科(2)

長野県短期大学 多文化コミﾕニケーション学科 国際地域文化専攻
長野県短期大学 多文化コミュニケーション学科 英語英米文化専攻(2)
【私立短期大学】 32
青山女子短期大学 現代教養学科 国際専攻
飯田女子短期大学 家政学科 食物栄養専攻(2)
飯田女子短期大学 家政学科 生活福祉専攻
飯田女子短期大学 幼児教育学科
信州豊南短期大学 言語コミュニケーション学科(2)
信州豊南短期大学 幼児教育学科(2)
中部学院大学 短期大学部 社会福祉学科
鶴川女子短期大学 幼児教育学科
中日本自動車短期大学 モータースポーツエンジニアリング科
名古屋短期大学 英語コミュニケーション学科
日本体育大学 短期大学部 幼児教育科
松本大学 松商短期大学部 商学科(3)
松本大学 松商短期大学部 経営情報学科
松本短期大学 介護福祉学科(2)
松本短期大学 看護学科(3)
松本短期大学 幼児教育学科(8)
山梨学院短期大学 保育学科(3)

産業能率大学 情報マネジメント学部 情報マネジメント学科 スポーツマネジメント

◎専門学校等 66

女子栄養大学 栄養学部 食文化栄養学科
諏訪東京理科大学 経営情報学部 経営情報学科
諏訪東京理科大学 システム工学部 電子システム工学科
清泉女学院大学 人間学部 心理コミュニケーション学科 心理コース（２）
大正大学 文学部 人文学科 日本語日本文学コース
大東文化大学 法学部
高千穂大学 商学部 商学科
千葉工業大学 情報科学部 情報工学科
中京大学 工学部 情報システム工学科
中京大学 国際英語学部 英米文化科
中部大学 工学部 情報工学科
帝京科学大学 医療科学部 理学療法学科
帝京科学大学 生命環境学部 自然環境学科
帝京大学 経済学部 経営学科
東海学園大学 健康栄養学部 管理栄養学科(2)
東海学園大学 スポーツ健康科学部 健康トレーナーコース
東海大学 理学部 化学科
東京医療学院大学 保健医療学部 理学療法リハビリテーション学科
東京農業大学 地域環境学部 森林総合学科
東京農業大学 農学部 農学科
東京福祉大学 社会福祉学部 社会福祉専攻科
東京未来大学 子供心理学部
同志社女子大学 薬学部 医療薬学科
東洋大学 経済学部 総合政策学科(2)
東洋大学 生命科学部 食環境科学科
東洋大学 ライフデザイン学部 人間環境デザイン学科
長野大学 環境ツーリズム学部
長野大学 社会福祉学部 社会福祉学科(3)
名古屋外国語大学 外国語学部 中国語学科
名古屋芸術大学 デザイン学部 デザイン学科
名古屋芸術大学 美術学部 日本画科
名古屋商科大学
日本社会事業大学 社会福祉学部 福祉援助学科
日本福祉大学 子ども発達学部 子ども発達学科 保育専修
日本福祉大学 社会福祉学部 社会福祉学科（２）
法政大学 キャリアデザイン学部 キャリアデザイン学科
法政大学 社会学部 メディア社会学科
松本大学 総合経営学部 観光ホスピタリティ学科(2)
松本大学 総合経営学部 総合経営学科(3)
松本大学 人間健康学部 健康栄養学科(2)
松本大学 人間健康学部 スポーツ健康学科(5)
武蔵野音楽大学 音楽学部 声楽学科
名城大学 理工学部 情報工学科
明星大学 経営学部 経営学科
山梨健康科学大学 健康科学部 理学療法科
立命館大学 文学部 人文学科 日本史学専攻
龍谷大学 文学部 史学科

佼成看護専門学校 看護学科
信州上田医療センター附属看護専門学校 看護学科(2)
信州リハビリテーション専門学校 理学療法科
諏訪赤十字看護専門学校 看護学科
諏訪中央病院看護専門学校 看護学科
帝京山梨看護専門学校 看護学科
松本看護専門学校 看護学科(6)
長野県農業大学校 総合農学科(2)
長野県福祉大学校 保育学科
他

◎就職 29
【公務員】 2
塩尻市役所
長野県警察
【民間】 27
（株）大栄産業
（株）浜の湯
（有） シュテルン
KK ビック、ライズ
オーエムテック株式会社
株式会社 アルプス
株式会社 ヴｱディーサービス
株式会社 シンセイ
株式会社星野リゾート
株式会社山岸商店
カンロ株式会社(2)
久星株式会社
共和観光株式会社
敬老園
信州チロルの森
ツルヤ株式会社(2)
東洋観光事業株式会社 (アルピコホテルグループ）
ビーム電子工業株式会社(3)
㈱アップルランド
㈱ カタセ
㈱ ショット
有限会社アイディエンタープライズ

◎過年度卒業生（大学）
【国公立大学】 ６
お茶の水大学 理学部 情報科学科
新潟大学 教育学部 芸術学科書道
信州大学 繊維学部 機械・ロボット学系
都留文科大学 文学部 初等教育学科
静岡文化芸術大学 文化政策学部 国際文化学科
福井県立大学 生物資源学部 生物資源学科

