
卒業生進路実績一覧（2023 年 3 月卒業生） 
社会福祉学科 社会福祉専攻 （令和5年3月31日現在）

○福祉関係

株式会社ウェルファイン　風乃里　水戸田 社会福祉法人福岡福祉会　特別養護老人ホームアルテン赤丸 医療法人社団若葉会

株式会社ユニマット　リタイアメント・コミュニティ　2 医療法人社団藤聖会　八尾老人保健施設風の庭

計 6 名

○一般企業 ○進学３年次編入など ○その他

中野工業株式会社 仁愛大学　人間学部

株式会社サンショウ 京都精華大学　

計  2 名 計 2 名 計　0　名

社会福祉学科 介護福祉専攻
○福祉関係
医療法人社団 紫蘭会　医療法人 光ヶ丘病院 医療法人社団いずみ会　いま泉病院 医療法人社団志貴野会　サンバリー福岡病院 2

株式会社ウェルファイン　風乃里　水戸田 社会福祉法人とやま虹の会 2 社会福祉法人敬寿会　介護老人保健施設城端うらら

社会福祉法人白皇山保護園 障害者支援施設野積園 特定医療法人財団五省会 介護老人保健施設 みどり苑 特定非営利活動法人ふらっと

社会福祉法人あかね会　特別養護老人ホームあさひ苑アネックス 社会福祉法人　慶寿会　特別養護老人ホーム 椿寿荘 社会福祉法人光風会

計　14　名

○一般企業 ○進学３年次編入など ○その他

計　0　名 計　0　名 　計　0　名

看護学科
○医療関係

富山県厚生農業協同組合連合会（厚生連高岡病院）13 医療法人財団五省会　西能病院 3 黒部市民病院 4

高岡市民病院 富山県済生会高岡病院 2 医療法人社団藤聖会　富山西総合病院 2

日本赤十字社　富山赤十字病院 6 医療法人社団和敬会　谷野呉山病院 3 富山大学附属病院 2

日本赤十字社　金沢赤十字病院 医療法人社団尽誠会　野村病院 富山県済生会富山病院 2

公立穴水総合病院 独立行政法人国立病院機構 富山病院 医療法人社団紫蘭会　光ヶ丘病院

社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市南部病院 公立能登総合病院 医療法人社団整志会沢田記念　高岡整志会病院

川崎市職員（看護師） 金沢市立病院 2 独立行政法人国立病院機構　金沢医療センター

医療法人社団明芳会　板橋中央総合病院 東邦大学医療センター大橋病院 JA長野厚生連　長野松代総合病院

社会医療法人財団石心会　埼玉石心会病院 2 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 3 近畿大学付属病院

公立学校共済組合北陸中央病院 医療法人財団明理会　明理会中央総合病院 公益社団法人地域医療振興協会東京北医療センター 2

射水市民病院 かみいち総合病院 医療法人社団 明芳会　高島平中央総合病院 2

南砺市民病院 2

計　69 名

○一般企業 ○進学３年次編入など ○その他

富山福祉短期大学看護学専攻 4

計　0　名 計　4　名 計　0　名

専攻科看護学専攻
○医療関係

富山県立中央病院 金沢医科大学氷見市民病院 日本赤十字社　富山赤十字病院

杏林大学医学部附属病院 京都大学医学部附属病院 富山福祉短期大学　訪問看護ステーション

計　6 名

○一般企業 ○進学編入など ○その他

計　0　名 計　0　名 計　0　名

幼児教育学科
○福祉関係

学校法人 伸和学園　堀川幼稚園 学校法人清泉学園　認定こども園いずみ幼稚園 2 学校法人早月加積幼稚園　早月認定こども園

学校法人同朋学園  同朋認定こども園 学校法人萩浦学園 さみどり認定こども園 ジェイエイ氷見みどり会

社会人福祉法人幼保連携認定こども園　常盤台保育園 社会福祉法人 　めぐみ福祉会 おおひろたこども園 社会福祉法人　ルンビニ園

社会福祉法人　わかば福祉会 社会福祉法人　若杉児童福祉会　認定宮川こども園 社会福祉法人　天神保育園

社会福祉法人　たかおか新生会　新生苑 社会福祉法人　ちいさな花の福祉会 社会福祉法人　となみ中央福祉会 2

社会福祉法人　わかくさ福祉会 2 社会福祉法人　浦山学園福祉会 社会福祉法人　高陵児童福祉会 野村保育園 2

社会福祉法人　射水万葉会　射水おおぞら保育園 社会福祉法人　秀愛会　あゆみの郷 社会福祉法人　松寿園　児童養護施設育松園

社会福祉法人　新川児童福祉会　かづみ認定こども園 社会福祉法人　新川児童福祉会　かみいいの認定こども園　2 社会福祉法人　相幸福祉会　とよた保育園

社会福祉法人　富山市桜谷福祉会 桜谷保育園 南砺市職員（保育士） 富山市職員（保育士） 2

都市型保育園ポポラー富山山室園 放課後デイサービスそら ヴィスト株式会社

児童発達支援・放課後等デイサービス あいうえおん 株式会社BUZZBUZZ 株式会社スマイル・ハート

株式会社ニチイ学館 株式会社スマイル・ハートキッズハウスのぞみ 学校法人青い鳥学園　松本青い鳥幼稚園

株式会社エクシオジャパン　サンライズキッズ保育園 名古屋港園 特定非営利活動法人ふらっと

計  44　名

○一般企業 ○進学３年次編入など ○その他
立山マシン株式会社

計 1 名 計  0  名 計  0  名

国際観光学科
〇一般企業

ダブルツリーbyヒルトン富山 株式会社プレステージ・インターナショナル 株式会社アズノゥアズ（AS KNOW AS CO., LTD.）

株式会社文運堂

計 4 名

○進学３年次編入など ○その他

北陸大学　国際コミュニケーション学部 オーストラリアワーキングホリデー（日本食レストラン）2

計　　名 計　１　名 計　2　名

○卒業予定者数 169 順不同です

○就職・進学希望者数 154

○就職・進学者数 153

内定率 99.4%  



卒業生進路実績一覧（2022 年 3 月卒業生） 

社会福祉専攻 （令和４年3月31日現在）

○福祉関係

社会福祉法人　マーシ園　 特定非営利活動法人　プラスワン 株式会社　MONOLITH　キッズルームびすけっと
社会福祉法人　誠心会　特別養護老人ホーム喜寿苑 社会福祉法人　陽風園（石川） 株式会社　ユニティ　　キッズルームたまご
社会福祉法人　めひの野園 社会福祉法人　鹿北福祉会　特別養護老人ホーム秀楽苑（石川） 有限会社　アロマ　赤いふうせん
社会福祉法人　福岡福祉会 医療法人社団　桑山会　高岡老人保健施設　長寿苑
社会福祉法人　早川福祉会　のむら藤園苑 社会福祉法人　あかね会

計13名
○一般企業 ○進学３年次編入など ○その他

金城大学　社会福祉学科　
放送大学

計　　名 計4名 計　0　名

介護福祉専攻
○福祉関係
社会福祉法人　富山市桜谷福祉会 特別養護老人ホーム白光苑 社会福祉法人　秀愛会　あゆみの郷 社会福祉法人　庄川福祉会　ケアポート庄川
社会福祉法人　清寿会　特別養護老人ホーム清寿荘 社会福祉法人　アルペン会　あしたねの森 社会福祉法人　慶寿会　特別養護老人ホーム椿寿荘

社会福祉法人　海望福祉会　特別養護老人ホームあんどの里 社会福祉法人　立野福祉会　特別養護老人ホーム香野苑 特定医療法人財団　五省会　みどり苑
社会福祉法人　戸出福祉会　特別養護老人ホームだいご苑　 社会福祉法人　清楽会　特別養護老人ホーム清楽苑
社会福祉法人　城端敬寿会　　城端うらら 社会福祉法人　小杉福祉会　特別養護老人ホーム　太閤の杜

社会福祉法人　大山会　特別養護老人ホームはなさき苑 社会福祉法人　奴奈川福祉（新潟）
計　16　名

○一般企業 ○進学３年次編入など ○その他

計　0　名 計　0　名 　計　0　名

看護学科
○医療関係

富山県立中央病院　 かみいち総合病院 医療法人社団　博友会　金沢西病院（石川）
富山大学附属病院　 富山協立病院 金沢赤十字病院（石川）
富山赤十字病院　 特定医療法人財団　五省会　西能病院　 金沢医科大学病院（石川）
射水市民病院　 医療法人社団藤聖会　富山西総合病院　 国立病院機構　七尾病院　（石川）
砺波総合病院　 医療法人社団和敬会　谷野呉山病院　 医療法人　明仁会　かないわ病院（石川）
南砺市民病院　 JCHO高岡ふしき病院　 新潟県地域医療推進機構　魚沼基幹病院（新潟）
北陸中央病院　 金沢医科大学氷見市民病院　 新潟県立病院（新潟）
黒部市民病院  厚生連高岡病院　 国際医療福祉大学　三田病院（東京）
あさひ総合病院 済生会富山病院　 国際医療福祉大学　成田病院（千葉）
富山県リハビリテーション病院 済生会高岡病院　 戸田中央医科グループ　戸田中央産院（埼玉）
国立病院機構　富山病院　

計　60　名
○一般企業 ○進学３年次編入など ○その他

富山福祉短期大学専攻科

計　0　名 計　６名 計　名

幼児教育学科
○福祉関係

社会福祉法人　若杉児童福祉会 社会福祉法人　正徳保育園 学校法人　三輪学園　藤ノ木こども園
社会福祉法人　相幸福祉会　 社会福祉法人　富山YMCA福祉 学校法人　華聴学園認定こども園　こばと幼稚園
社会福祉法人　浦山学園福祉会　 社会福祉法人　ジェイエイ氷見みどり会 学校法人　藤学園　アソカ幼稚園
社会福祉法人　鵜坂福祉会 社会福祉法人　ちいさな花の福祉会 学校法人　清泉学園認定こども園いずみ幼稚園
社会福祉法人　富山城南会　城南もなみ学園 社会福祉法人　伏木保育園 株式会社ネスコーポレーション（東京）
社会福祉法人　愛和福祉会 社会福祉法人　若葉福祉会 ヴィスト株式会社　
社会福祉法人　富山学院福祉会　石田こども園 社会福祉法人　すこやかこども福祉会 株式会社マルチビジョン
社会福祉法人　毅行福祉会　中加積保育園 社会福祉法人　あおぞらこども福祉会 株株式会社　MONOLITH
社会福祉法人　となみ中央福祉会 公益財団法人　鉄道弘済会　富山認定こども園 特定非営利活動法人ちびっこ・きらら保育園
社会福祉法人　新川会　四ッ葉園2 入善町職員＜保育士＞　 特定非営利活動法人　プラスワン

特定非営利活動法人　にぎやか

計　37　名
○一般企業 ○進学３年次編入など ○その他
富山グラウジーズ
北陸ポートサービス株式会社

計　２ 名 計  0  名 計   名

国際観光学科
〇一般企業

鳥越の宿　三楽園 株式会社　プレステージ・インターナショナル 芸能プロダクションZOO
天然温泉剣の湯　ドーミーイン富山 ホテルJALシティ富山
金太郎温泉 株式会社　旅行企画
株式会社　大和　富山

計9名
○進学３年次編入など ○その他
富山国際大　学現代社会学部 ワーキングホリデー
北陸大学　経済経営学部 テックアイエス（TECH I.S.)

計　　名 計　３　名 計　２　名

○卒業予定者数 162 順不同です

○就職・進学希望者数 152

○就職・進学者数 152

内定率 100.0%

 



卒業生進路実績一覧（2021 年 3 月卒業生） 

 社会福祉専攻 （令和3年3月31日現在）

○福祉関係

社会福祉法人　富山城南会 社会福祉法人　飛騨慈光会（岐阜）

社会福祉法人　海望福祉会 社会福祉法人邑元会　障害者支援施設しびらき（埼玉）
社会福祉法人　清楽会
特定非営利活動法人ひらすま
株式会社ウッドフィール

計　8　名
○一般企業 ○進学３年次編入など ○その他

オークス株式会社 東洋学園大学　人間科学部人間科学科

ダスキンヘルスレント 新潟青陵大学　福祉心理学部　臨床心理学科

ポーラザビューティー片町きらら店 富山国際大学　子ども育成学部子ども育成学科
日本福祉大学　通信教育部

計　3　名 計　4　名 計　0　名

介護福祉専攻
○福祉関係

社会福祉法人　マーシ園　 特定医療法人財団五省会　みどり苑

社会福祉法人　福寿会 医療法人社団　双星会
社会福祉法人　光風会 医療法人社団　いずみ会
社会福祉法人　舟見寿楽苑 医療法人財団　恵仁会
社会福祉法人　清楽会 医療法人社団正和会　介護老人保健施設きぼう
社会福祉法人とやま虹の会 株式会社健美福祉会　
社会福祉法人　大山会　はなさき苑
社会福祉法人　緑寿会　越野荘
社会福祉法人高岡市身体障害者福祉会　志貴野ホーム
社会福祉法人立野福祉会　香野苑
社会福祉法人大門福祉会　特別養護老人ホームこぶし園

計　20　名
○一般企業 ○進学３年次編入など ○その他

計　0　名 計　0　名 　計　0　名

看護学科
○医療関係

富山県立中央病院 国立病院機構　富山病院　

富山市民病院 特定医療法人財団　五省会　西能病院　
射水市民病院　 医療法人社団和敬会　谷野呉山病院
砺波総合病院　 医療法人社団弘仁会　魚津緑ヶ丘病院
北陸中央病院　 長谷川病院
黒部市民病院  国立病院機構　金沢医療センター（石川）
厚生連高岡病院　 能登総合病院（石川）
済生会富山病院 市立輪島病院（石川）
済生会高岡病院　 浅ノ川総合病院（石川）
金沢医科大学氷見市民病院　 社会医療法人財団菫仙会　恵寿総合病院（石川）
富山西総合病院　 新潟県病院局（新潟）
富山協立病院 新潟県厚生農業協同組合連合会（新潟）
富山労災病院 長野医療生活協同組合　長野中央病院（長野）

公立学校共済組合　関東中央病院（東京）
計　35　名

○一般企業 ○進学３年次編入など ○その他

計　0　名 計　0　名 計　0　名

幼児教育学科
○福祉関係

社会福祉法人　わかくさ福祉会　 社会福祉法人　浜加積保育園 一般社団法人ミラリレ　2

社会福祉法人　相幸福祉会　 社会福祉法人　魚津福祉会 ヴィスト株式会社　2
社会福祉法人　あいじ福祉会　 社会福祉法人　アルペン会 社会福祉法人　ルンビニ園
社会福祉法人　浦山学園福祉会　 飛騨市職員＜保育士＞　 社会福祉法人　めひの野園
社会福祉法人　新川児童福祉会　 高岡市職員＜保育士＞ 合同会社　燈
社会福祉法人　すこやかこども福祉会　 学校法人　富山学院　認定こども園　福岡幼稚園　 株式会社　ニチイ学館
社会福祉法人　愛和福祉会　 学校法人清泉学園　認定こども園　いずみ幼稚園　 多機能型重症児デイサービスおはな
社会福祉法人　東般若保育園 学校法人同朋学園　同朋幼稚園
社会福祉法人　ちいさな花の福祉会 学校法人清光学園　ひかり幼稚園
社会福祉法人　高原福祉会 学校法人　伸和学園　堀川幼稚園
社会福祉法人双葉保育園　ふたばこども園 学校法人　伏木中央学園
社会福祉法人石動青葉福祉会　石動青葉保育園 社会福祉法人　浜岡福祉会　浜岡幼保園（石川）
社会福祉法人本江児童福祉会 小学館アカデミー保育園（東京）
社会福祉法人　わかば福祉会 株式会社リボーン（新潟）
社会福祉法人周山会　やなぎはら保育園 計　49　名
○一般企業 ○進学３年次編入など ○その他

ウィン株式会社

計　1  名 計  0  名 計  0  名

○卒業予定者数 147 順不同です
○就職・進学希望者数 120
○就職・進学者数 120
内定率 100.0%  


