
2019～2021 年 3 月 卒業生の就職先一覧 

 

家政学科・家政専攻 

【養護教諭】※臨時採用を含む 

伊賀良小学校 千栄小学校 南牧南小学校 和合小学校 飛騨教育委員会 吉江中学校 上矢作中学校  

聖南中学校 天龍中学校 東部中学校 高田南城高等学校 新潟県立国際情報高等学校 

さくら国際高等学校 特別支援学校坂戸ろう学園 慈光松尾保育園 社会福祉法人慈光福祉会 

幼保連携型認定こども園慈光幼稚園  

【支援員】 

児童養護施設風越寮 ふれあい児童館 旭ヶ丘中学校 

【行政】 

飯田市役所 駒ヶ根市役所 高森町役場 

【医療職事務】 

飯田病院 医療法人輝山会記念病院 クオール株式会社 下伊那厚生病院 株式会社ニチイ学館  

吉澤産婦人科医院 橋上医院 山村眼科整形外科 小林歯科医院 上田腎臓クリニック 

上條記念病院 清水医院 天野記念クリニック 木下クリニック しぶさか歯科クリニック 

スマイル歯科クリニック つきおか歯科医院 城歯科クリニック 

【福祉施設】 

特別養護老人ホームエーデルこまがね 下伊那厚生病院 共生ホームひなたぼっこ  

【一般企業】 

飯田信用金庫 日本発条株式会社 ＪＡみなみ信州農業協同組合 JA 松本市 天竜自動車学校  

五冷飯田冷蔵株式会社 かなえひまわり薬局 トヨタカローラ南信株式会社 株式会社キラヤ 

介護センター花岡伊那店 介護老人保健施設サザン一宮 株式会社アイスク 

株式会社お菓子のシアワセドー 株式会社マルニシ 全国共済農業協同組合連合会長野県本部 

ヤマサン宝飾株式会社 ルームワン伊那店 株式会社たちばな 株式会社メガネのナガタ 

津具屋製菓有限会社 コーケン＆フレーバー株式会社伊那工場 小木曽精工株式会社 

飯田デンタル・ラボラトリー 伊藤製菓有限会社 天恵製菓株式会社 有限会社古藤商店 

株式会社いとう 株式会社ミヤテック 株式会社趣味人 株式会社エルエルセーヌ長野トイーゴ店 

株式会社全日警名古屋支店 隨縁軽井沢ナインハンドレッド倶楽部 カーブス  

 

家政学科・生活福祉専攻 

【介護福祉士】 

特別養護老人ホーム飯田荘 特別養護老人ホーム喬木荘 特別養護老人ホーム松川荘 

特別養護老人ホームかざこしの里 特別養護老人ホーム笑みの里 特別養護老人ホームきりしま邸苑 

社会福祉法人ゆいの里 社会福祉法人平成会 特別養護老人ホームシルバーハウスゆめの郷  

特別養護老人ホームみすず四恩の家 特別養護老人ホームみのわ園 特別養護老人ホームやまりきの郷  

特別養護老人ホームゆめの里和田 特別養護老人ホーム越百園 特別養護老人ホーム沓掛ホーム  

特別養護老人ホーム千寿園 特別養護老人ホーム第二光の園 特別養護老人ホーム陽だまりの丘  

特別養護老人ホームあいせの里 特別養護老人ホーム平安の里 特別養護老人ホームかがやき 

医療法人輝山会記念病院 社会福祉法人 飯島町社会福祉協議会 



花の木 介護老人保健施設辛夷園 株式会社よろず家 居宅介護支援事業所あぐりかなえ  

高齢者総合福祉施設やすらぎの園 障害者支援施設高森荘 障害者支援施設大萱の里  

障害者支援施設南原苑 障害福祉サービス事業所アンサンブル松川 北部デイサービスセンター 

グループホームあやめ グループホーム麦の家 コスモス松川デイサービスセンター  

しものごう敬老園 デイサービスセンター第二幸寿苑 上伊那医療生活協同組合 

養護老人ホーム信濃寮 老人保健施設はびろの里 

有限会社わくわく 相澤病院 阿智村多機能型事業所夢のつばさ 株式会社ピッチ＆パッチ 

【支援員】 

高陵中学校  

【販売】 

トヨタカローラ南信株式会社 

 

家政学科・食物栄養専攻 

【栄養教諭】 

幼保連携型認定こども園慈光幼稚園 

【栄養士・調理員】 

株式会社メフォス東日本長野事業部 日清医療食品株式会社横浜支店 日清医療食品株式会社中部支店  

富士産業株式会社長野事業部 シダックス株式会社 デリクックちくま トーカイフーズ株式会社  

ライクアカデミー株式会社 社会福祉法人松川町社会福祉協議会 社会福祉法人泰阜村社会福祉協議会 

社会福祉法人飯田市社会福祉協議会 あかね保育園 たんぽぽ保育園 株式会社グリーンハウス 

株式会社日本保育サービス 風越乳児院 時又保育園 上高田保育園 飯田子供の園保育園 

社会福祉法人敬老園 障害者支援施設南原苑 健和会病院 銀のオーブン 飯田病院 

複合福祉施設セントラル・ビオス 銀のオーブン 北部学校給食センター キャナリィ・ロウ 飯田店 

救護施設阿南富草寮 社会福祉法人平成会 特別養護老人ホームあさぎりの郷 尾張あさひ苑 

【一般企業・事務職】 

諏訪信用金庫 長野信用金庫 ＪＡみなみ信州農業協同組合 株式会社原鉄 株式会社太平洋 

株式会社日本オープンシステムズ 諏訪中央病院 積水ハウス飯田展示場 明和工業株式会社 

株式会社アイテックサービス 株式会社インターレイズ 

【介護職】 

複合施設プラムの里 社会福祉法人サン・ビジョン 社会福祉法人アンサンブル会 

【医療事務職】 

飯田中央眼科 城歯科クリニック 

【製造】 

株式会社みすずコーポレーション 信州ミルクランド株式会社 津具屋製菓有限会社 

天恵製菓株式会社 日本ﾚｽﾄﾗﾝｼｽﾃﾑ名古屋物流ｾﾝﾀｰ 有限会社丸山菓子舗 株式会社コガネイ 

株式会社コバヤシ伊那工場 株式会社伸光製作所 株式会社南信精機製作所 

【販売】 

株式会社カステラ本家福砂屋 株式会社デリシア 株式会社綿半三原商店胡蝶庵 

ジラソーレカフェ井上本店 アメリカンドラッグ豊丘神稲店  

 



【その他】深志神社 

 

幼児教育学科 

【公立保育園】 

飯田市役所 阿智村役場 天龍村役場 豊丘村役場 松川町役場 飯島町役場 駒ヶ根市役所 松本市役所 

塩尻市役所 岡谷市役所 辰野町役場 池田町役場 松川村役場 中野市役所 東御市役所 南箕輪村役場 

【私立保育園】 

慈光松尾保育園 慈光保育園 吉田河原保育園 高松保育園 桜ヶ丘保育園 あすなろ保育園  

時又保育園 伊賀良保育園 育良保育園 上郷なかよし保育園 千代保育園 鼎あかり保育園  

飯田中央保育園 飯田仏教保育園 風越保育園 福岡保育園 さくら保育園 やすらぎ保育園  

風越乳児院 明星保育園 芹田東部保育園 社会福祉法人聖母の会 社会福祉法人善光寺大本願福祉会 

社会福祉法人大須賀苑 社会福祉法人和光会 戸田第２すこやか保育園 田島わくわく保育園 

株式会社こどもの森 ちいさい種保育園  

【認定こども園・幼稚園】 

幼保連携型認定こども園慈光幼稚園 幼保連携型よこうち認定こども園  

幼保連携型認定こども園聖クララ幼稚園 幼保連携型認定こども園大町幼稚園  

幼保連携型認定こども園勅使河原学園 認定こども園野あそび保育みっけ 

幼保連携型入舟認定こども園 幼保連携型認定こども園飯田ルーテル幼稚園  

認定なぎさこども園 幼稚園型認定こども園こまくさ幼稚園 堀金認定こども園 

学校法人篠ノ井学園 学校法人上越学園 聖テレジア幼稚園 ヤコブ幼稚園 

【福祉施設】 

児童養護施設おさひめチャイルドキャンプ 児童養護施設たかずやの里 児童養護施設軽井沢学園 児童養護施設慈恵園 

児童養護施設飯山学園 児童養護施設木曽ねざめ学園 グループホームあゆみ  

はらむら悠生寮 喬木悠生寮 駒ヶ根悠生寮 須坂悠生寮  

社会福祉法人信濃こぶし会 第二こぶし園 社会福祉法人親愛の里 社会福祉法人中信社会福祉協会 

障がい者支援施設明星学園 障害者支援施設アルプス学園  

障害者支援施設ささらの里 障害者支援施設阿南学園 

【一般企業】 

諏訪信用金庫 森永乳業株式会社松本工場 アダプトゲン製薬株式会社 株式会社光和 

コーケン＆フレーバー株式会社伊那工場 宮田アルマイト工業株式会社 カルビ大将伊那店 

株式会社アルガオートサービス 株式会社ジョイフルテン 

 

看護学科 

【県内病院】 

飯田市立病院 飯田病院 健和会病院 長野県立阿南病院 下伊那厚生病院 下伊那赤十字病院 

伊那中央病院 昭和伊南総合病院 諏訪赤十字病院 岡谷市民病院 相澤病院 松本協立病院  

松本病院 丸の内病院 町立辰野病院 長野県立こども病院 長野県立木曽病院 

信州大学医学部附属病院 市立大町総合病院 篠ノ井総合病院 北アルプス医療センターあづみ病院 

北信総合病院 長野市民病院 長野松代総合病院 長野赤十字病院 長野中央病院 

信州上田医療センター 山田記念朝日病院 一般財団法人中部公衆医学研究所 



【県外病院】 

金沢医科大学氷見市民病院 大阪府済生会中津病院 池上総合病院 市立恵那病院 上尾中央総合病院 

東京武蔵野病院 日高病院 日本医科大学付属病院 日本大学医学部附属板橋病院 板橋中央総合病院 

千葉市病院局 中部ろうさい病院 国立国際医療研究センター病院 横須賀市立うわまち病院  

名古屋第二赤十字病院  

 

専攻科地域看護学専攻 

【保健師】 

長野県 安曇野市役所 長野市役所 阿智村役場 根羽村役場 辰野町役場 箕輪町役場 

坂城町役場 原村役場 大桑村役場 東御市役所 川上村役場 松川村役場 一宮市役所 

宮城県 市川三郷町役場 西桂町役場 富士河口湖町役場 裾野市役所 神奈川県 開成町役場 

北アルプス医療センターあづみ病院 甲府共立病院 聖隷沼津健康診断センター 竹田綜合病院 

【看護師】 

信州大学医学部附属病院 健和会病院 佐久総合病院 長野市民病院 亀田総合病院 山梨県立病院機構 

 

専攻科助産学専攻 

【助産師】 

飯田市立病院 伊那中央病院 信州大学医学部附属病院 丸の内病院 穂高病院 諏訪赤十字病院 

長野県立木曽病院 岡崎市民病院 名古屋大学医学部附属病院 名古屋第一赤十字病院  

甲府共立病院 山梨大学医学部附属病院 北里大学病院 鳥取大学医学部附属病院 関西ろうさい病院  

 

専攻科養護教育専攻 

【養護教諭・養護助教諭】 

和小学校 辰野町立両小野小学校 根羽中学校 戸隠中学校 松本中学校 旭ヶ丘中学校 

河口湖南中学校 木曽青峰高等学校 春日小学校 大下条小学校  

【支援員】 

社会福祉法人ぐらんま 


