岐阜県立吉城高等学校広報誌

雲より高くそびえたつ

岐阜県立吉城高等学校渉外部

３～４月の様子 ～校訓「行学一致」
「自主･創造」
「心身の錬磨」～
=特集= 平成29年度卒業生 合格先一覧 最終報告！おめでとうございます！(卒業生117名)
❀国公立大学
・室蘭工業大学 工学部（夜間主） 情報電子工学系学科
・茨城大学 農学部 地域総合農学科
・富山大学 経済学部 経営学科
・富山大学 工学部 工学科 知能情報工学コース
・富山大学 工学部 工学科 応用化学コース
・富山大学 工学部 工学科 機械工学コース
・富山大学 医学部 看護学科
・金沢大学 理工学域
・福井大学 工学部 物質・生命化学科
・都留文科大学 文学部 英文学科
・諏訪東京理科大学 工学部 情報応用工学科 ２
・諏訪東京理科大学 工学部 機械電気工学科
・長野大学 企業情報学部 企業情報学科
・公立鳥取環境大学 経営学部 経営学科
・宮崎大学 工学部 電気システム工学科
❀私立大学
・金沢工業大学 工学部 機械工学科
・金沢工業大学 工学部 情報工学科
・金沢工業大学 工学部 電気電子工学科
・金沢工業大学 情報フロンティア学部 メディア情報学科
・金沢工業大学 バイオ化学部 応用化学科
・岐阜経済大学 経済学部 経済学科 ２
・岐阜聖徳学園大学 外国語学部 外国語学科 ２
・岐阜聖徳学園大学 経済情報学部 経済情報学科
・岐阜聖徳学園大学 教育学部 学校教育課程 数学専修
・中部学院大学 看護リハビリテーション学部 看護学科 ２
・東海学院大学 人間関係学部 子ども発達学科
・東海学院大学 健康福祉学部 総合福祉学科
・愛知大学 地域政策学部 公共政策コース
・愛知工業大学 工学部 応用化学科
・愛知淑徳大学 人間情報学部 人間情報学科
・椙山女学園大学 教育学部 子ども発達学科
・中京大学 総合政策学部 総合政策学科 ２
・中部大学 経営情報学部 経営総合学科
・中部大学 生命健康学部 保健看護学科 ２
・中部大学 工学部 応用化学科
・中部大学 工学部 電気システム工学科
・日本福祉大学 経済学部 経済学科
・日本福祉大学 健康科学部 福祉工学科 ３
・日本福祉大学 健康科学部 リハビリテーション学科 ３
・日本福祉大学 国際福祉学部 国際福祉開発学科 ２
・日本福祉大学 子ども発達学部 子ども発達学科 ４
・日本福祉大学 子ども発達学部 心理臨床学科 ４
・日本福祉大学 社会福祉学部 社会福祉学科 10
・名城大学 法学部 法学科
・名城大学 経済学部 経済学科
・名城大学 経済学部 産業社会学科
・名城大学 経営学部 経営学科

❀私立大学
・城西国際大学 メディア学部 クロスメディアコース
・跡見学園女子大学 観光コミュニティ学部 コミュニティデザイン学科
・跡見学園女子大学 文学部 コミュニケーション文化学科
・国学院大学 経済学部 経済学科
・城西大学 理学部 数学科
・大正大学 地域創生学部 地域創生学科
・東洋大学 理工学部 電気電子情報工学科
・東洋学園大学 現代経営学部 現代経営学科
・明星大学 情報学部 情報学科
・立正大学 文学部 史学科
・新潟工科大学 工学部 工学科
・静岡理工科大学 理工学部 電気電子工学科
・静岡理工科大学 情報学部 コンピューターシステム学科
・朝日大学 保健医療学部 看護学科 ４
・愛知学院大学 文学部 英語英米文化学科
・愛知学院大学 心身科学部 心理学科 ２
・愛知学院大学 法学部 現代社会法学科
・愛知学院大学 経済学部 経済学科
・愛知学院大学 経営学部 経営学科
・愛知学院大学 商学部 商学部
・愛知学院大学 総合政策学部 総合政策学科 ２
・同朋大学 社会福祉学部 子ども学専攻
・東海学園大学 人文学部 心理学科
・名古屋外国語大学 外国語学部 英米語学科
・名古屋学院大学 法学部 法学科
・名古屋学院大学 現代社会学部 現代社会学科
・名古屋学院大学 国際文化学部 国際協力学科
・名古屋経済大学 経済学部 現代経済学科
・名古屋文理大学 情報メディア学部 情報メディア学科
・鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部 医療栄養学科
・長浜バイオ大学 バイオサイエンス学部 バイオサイエンス学科
・京都女子大学 文学部 国文学科
・立命館大学 理工学部 電気電子工学科
・立命館大学 理工学部 電子情報工学科
・龍谷大学 理工学部 電子情報学科
・龍谷大学 農学部 資源生物科学科
・近畿大学 工学部 情報学科
・近畿大学 理工学部 応用化学科
・神戸女子大学 文学部 日本語日本文学科
・奈良大学 文学部 史学科
・奈良学園大学 人間教育学部 人間教育学科
・岡山理科大学 総合情報学部 情報科学科
※数字は複数合格者数を示す
❀公務員
・岐阜県職員 行政事務 ２
・岐阜県職員 小中学校事務
・岐阜県警察官
・岐阜県警察事務
・飛騨市職員 事務
・陸上自衛隊 一般曹候補生

❀短期大学
・東京家政大学 短期大学部 保育科
・神奈川歯科大学短期大学部 看護学科
・岐阜市立女子短期大学 生活デザイン学科 ２
・岐阜市立女子短期大学 食物栄養学科
・東海学院大学短期大学部 幼児教育学科
・平成医療短期大学 リハビリテーション学科 ３
・愛知医療学院短期大学 リハビリテーション学科
・愛知文教女子短期大学 幼児教育学科
・修文大学短期大学部 幼児教育学科
・名古屋経営短期大学 健康福祉学科
❀一般専門学校
・日本フラワーデザイン専門学校 フラワーデザイン造形科
・富山調理製菓専門学校 調理技術科
・国際ホテル＆ブライダル専門学校 ブライダル学科
・サンビレッジ国際医療福祉専門学校 介護福祉学科 ２
・東海職業能力開発大学校 生産技術学科
・国際製菓技術専門学校
製菓技術学科
・総合学園ヒューマンアカデミー名古屋校 ゲームカレッジ
・東海工業専門学校金山校 建築工学科 ３
・トライデント外国語・ホテル・ブライダル専門学校 国際ホテ
ル学科

・名古屋調理師専門学校

調理師科

❀医療系専門学校
・富山医療福祉専門学校 看護学科
・朝日大学歯科衛生士専門学校 ２
・岐阜県立下呂看護専門学校 ２
・岐阜市立看護専門学校
・サンビレッジ国際医療福祉専門学校 作業療法学科
・ＪＡ岐阜厚生連看護専門学校 ６
・蒲郡市立ソフィア看護専門学校
・中京病院附属看護専門学校
・中部リハビリテーション専門学校 理学療法学科
・中和医療専門学校 柔道整復科
・名古屋医療秘書福祉専門学校 医療秘書科
・東名古屋病院附属リハビリテーション学院 作業療法学科
・東名古屋病院附属リハビリテーション学院 理学療法学科 ２
・大阪医専 看護学部
❀企 業(順不同，敬称略)
・株式会社洞口
・岐阜車体工業株式会社
・社会福祉法人ケア21
・社会福祉法人恵雄会 こころの丘高山
・日本郵便株式会社 東海支社 ２
・平和メディク株式会社
・有限会社ＫＩＮ―Ｋ０Ｎ館

３／１ 第67回卒業証書授与式
本校体育館にて，第67回卒業証書授与式が執り行われ，普通科77名，理数科40名の計117名の生徒が
巣立ちました。多数の保護者の方々と来賓の皆様方にご出席いただき，厳粛な雰囲気の中で岐阜県議会議員
布俣正也様，飛騨市長都竹淳也様，育友会長仲島豊様より卒業生にむけて，温かい励ましと応援のご祝辞を
いただきました。

４／９ 第70回入学式
第70回，平成30年度入学式が
行われ，114名の新入生を迎え入
れました。自立と挑戦を胸に，暖
かい雰囲気の中での入学式となり
ました。新入生には，高校生活の
中で，本校の校訓の実現を期待し
ています。

吉城高校創立７０周年記念ロゴマークが吉高生によって完成しました。

平成30年11月11日(日)創立70周年記念式典を挙行します。
詳しくは吉城高校 HP をご覧ください。

吉城高校ホームページ入口

