大学・短大
専門学校

進学説明会

4.15

木

16:00～18:30
（時間内随時受付/入退場自由/入場無料）

対象：生徒・保護者・教員

穂の国とよはし芸術劇場PLAT

ＪＲ・名鉄「豊橋駅」より徒歩3分

１Ｆ アートスペース

豊橋市西小田原町123
TEL 0532-39-8810

参加生徒さんには下記より1点（500円分）をプレゼント！

①図書カード ②QUOカード ③スターバックスカード
※学校の説明を聞いた生徒さんに限ります

※保護者の方は対象外となります

参加校が下記の通り確定しました
参加決定校（

以前配布しました「予定校」の時点からは、
一部変更が出ておりますのでご注意下さい。

大学・短期大学
中部大学
日本福祉大学
名古屋女子大学
名古屋女子大学短期大学部
桜花学園大学
名古屋短期大学
岡崎女子大学
岡崎女子短期大学
愛知学泉大学
愛知学泉短期大学
豊橋創造大学
豊橋創造大学短期大学部
同朋大学
人間環境大学
愛知工科大学
愛知工科大学自動車短期大学
愛知産業大学
名古屋文理大学
名古屋文理大学短期大学部
名古屋産業大学
名古屋経営短期大学
東京福祉大学名古屋キャンパス
愛知文教女子短期大学
愛知医療学院短期大学

コンピュータ・情報・ＣＧ・ゲーム
中部大学
名古屋女子大学
名古屋文理大学
愛知工科大学
愛知産業大学
名古屋産業大学
豊橋創造大学
名古屋短期大学
愛知学泉短期大学
愛知文教女子短期大学
岡崎女子短期大学
名古屋女子大学短期大学部
名古屋経営短期大学
大原簿記情報医療専門学校
名古屋工学院専門学校
あいちビジネス専門学校
トライデントコンピュータ専門学校
東京ITプログラミング＆会計専門学校名古屋校
名古屋情報メディア専門学校
名古屋医療情報専門学校
ELICビジネス＆公務員専門学校
名古屋デザイン＆テクノロジー専門学校
専門学校名古屋デザイナー学院
専門学校名古屋スクール・オブ・ビジネス
中部コンピュータ・パティシエ・保育専門学校

看護・リハビリテーション・鍼灸・
柔整・歯科衛生・臨床工学・
臨床検査・救急救命
中部大学
名古屋女子大学
日本福祉大学
人間環境大学
豊橋創造大学
愛知医療学院短期大学
東三河看護専門学校
穂の香看護専門学校
あいち福祉医療専門学校
名古屋医健スポーツ専門学校
国際医学技術専門学校
理学・作業名古屋専門学校
専門学校中部ビューティ・デザイン・デンタルカレッジ
慈恵歯科医療ファッション専門学校

建築・土木・インテリア
中部大学
名古屋女子大学
愛知産業大学
愛知学泉短期大学
東海工業専門学校金山校
あいち造形デザイン専門学校
トライデントデザイン専門学校
専門学校名古屋デザイナー学院

動物・トリマー・ペットビジネス
名古屋動物専門学校
名古屋ECO動物海洋専門学校
専門学校名古屋スクール・オブ・ビジネス
中部コンピュータ・パティシエ・保育専門学校

デザイン・美術・アニメ・まんが・
声優・音楽・音響・映像
愛知産業大学
名古屋文理大学
愛知学泉短期大学
名古屋工学院専門学校
あいち造形デザイン専門学校
トライデントデザイン専門学校
トライデントコンピュータ専門学校
名古屋デザイン＆テクノロジー専門学校
名古屋スクールオブミュージック＆ダンス専門学校
専門学校名古屋デザイナー学院
専門学校名古屋ビジュアルアーツ

先日来ご案内させて頂いております進学説明会の参加校が
以下の通り決定しましたので、お知らせ致します。以前ご案内
した内容より若干の変更が出ておりますので、ご注意下さい。

）

教育・保育・幼稚園教諭
中部大学
日本福祉大学
愛知学泉大学
同朋大学
名古屋女子大学
桜花学園大学
岡崎女子大学
東京福祉大学名古屋キャンパス
名古屋短期大学
愛知学泉短期大学
愛知文教女子短期大学
名古屋女子大学短期大学部
岡崎女子短期大学
名古屋経営短期大学
豊橋創造大学短期大学部
名古屋こども専門学校
名古屋医療秘書福祉専門学校
名古屋リゾート＆スポーツ専門学校
名古屋医健スポーツ専門学校
名古屋文化学園保育専門学校
保育・介護・ビジネス名古屋専門学校
中部コンピュータ・パティシエ・保育専門学校
慈恵福祉保育専門学校
心理・福祉・スポーツ
中部大学
日本福祉大学
同朋大学
人間環境大学
愛知産業大学
名古屋産業大学
東京福祉大学名古屋キャンパス
名古屋短期大学
名古屋経営短期大学
あいち福祉医療専門学校
名古屋医健スポーツ専門学校
名古屋リゾート＆スポーツ専門学校
保育・介護・ビジネス名古屋専門学校
慈恵福祉保育専門学校
田原福祉グローバル専門学校
環境・農業・バイオテクノロジー
中部大学
人間環境大学
名古屋産業大学
名古屋農業園芸・食テクノロジー専門学校
（2022年4月に名古屋カフェ・パティシエ＆調理
専門学校より校名変更予定）

名古屋ECO動物海洋専門学校

新型コロナウイルス感染症対策につきまして
① 会場内ではマスク着用！ （生徒 ・ 講師 ・ スタッフほか全員の着用を義務づけ）
② こまめに手指の消毒を！ （生徒 ・ 講師 ・ スタッフほか全員に義務づけ）

当日会場において、下記の看護・
医療系学校の過去入試問題集を
ビジネス・経営・経理・公務員・
医療秘書・医療事務
中部大学
名古屋女子大学
日本福祉大学
愛知産業大学
名古屋産業大学
豊橋創造大学
名古屋短期大学
愛知学泉短期大学
愛知文教女子短期大学
名古屋女子大学短期大学部
岡崎女子短期大学
名古屋経営短期大学
豊橋創造大学短期大学部
大原簿記情報医療専門学校
大原法律公務員専門学校
あいちビジネス専門学校
東京ITプログラミング＆会計専門学校名古屋校
東京法律公務員専門学校名古屋校
ELICビジネス＆公務員専門学校
名古屋情報メディア専門学校
名古屋医療情報専門学校
名古屋医療秘書福祉専門学校
専門学校名古屋スクール・オブ・ビジネス
中部コンピュータ・パティシエ・保育専門学校慈恵歯
科医療ファッション専門学校
観光・ホテル・ブライダル
名古屋経営短期大学
豊橋創造大学短期大学部
名古屋ブライダルビューティー専門学校
名古屋ウェディング＆ブライダル専門学校
専門学校名古屋ウェディング＆フラワー・ビューティ学院
大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学校
名古屋外語・ホテル・ブライダル専門学校
トライデント外国語・ホテル・ブライダル専門学校
東京ITプログラミング＆会計専門学校名古屋校
名古屋観光専門学校
語学・留学・外国語
中部大学
日本福祉大学
桜花学園大学
名古屋短期大学
愛知学泉短期大学
名古屋経営短期大学
名古屋外語・ホテル・ブライダル専門学校
トライデント外国語・ホテル・ブライダル専門学校

美容・理容・メイク・ネイル・
エステ・ファッション
愛知学泉短期大学
名古屋女子大学短期大学部
名古屋経営短期大学
名古屋美容専門学校
中日美容専門学校
中部美容専門学校
愛知美容専門学校
名古屋綜合美容専門学校
名古屋ブライダルビューティー専門学校
アリアーレビューティー専門学校
名古屋ビューティーアート専門学校
ミス・パリエステティック専門学校名古屋校
専門学校名古屋ウェディング＆フラワー・ビューティ学院
専門学校名古屋デザイナー学院
専門学校名古屋スクール・オブ・ビジネス
専門学校中部ビューティ・デザイン・デンタルカレッジ
美容専門学校アーティス・ヘアー・カレッジ
セブンティーン美容専門学校
中部ファッション専門学校
慈恵歯科医療ファッション専門学校
栄養・調理・製菓・製パン
中部大学
名古屋女子大学
名古屋文理大学
愛知学泉大学
愛知学泉短期大学
愛知文教女子短期大学
名古屋文理大学短期大学部
名古屋スイーツ＆カフェ専門学校
名古屋辻学園調理専門学校
名古屋農業園芸・食テクノロジー専門学校
（2022年4月に名古屋カフェ・パティシエ＆調理
専門学校より校名変更予定）

国際調理師専門学校名駅校
中部製菓専門学校
中部コンピュータ・パティシエ・保育専門学校
豊橋調理製菓専門学校
辻調理師専門学校
辻製菓専門学校
自動車整備・二輪
愛知工科大学
愛知工科大学自動車短期大学

無料配布
【入試問題集掲載校】

■大学・短期大学
愛知医科大学
藤田医科大学
椙山女学園大学
中部大学
名古屋女子大学
日本福祉大学
豊橋創造大学
岐阜協立大学

■専門学校
名古屋市立中央看護専門学校
津島市立看護専門学校
西尾市立看護専門学校
岡崎市立看護専門学校
中部看護専門学校
中部リハビリテーション専門学校
三重看護専門学校
ユマニテク看護助産専門学校
聖十字看護専門学校
静岡医療科学専門大学校
石川県立総合看護専門学校

③ 入口で体温をチェック！ （生徒 ・ 講師 ・ スタッフほか全員に義務づけ）
④ 講師と生徒の間にビニールシートを設置し飛沫を防ぎます！
⑤ 密な状態にならないよう、 ブースとブースの間隔は十分に離します！
⑥ 説明待ちの時間に密集しないよう、 整理券を発行する等の対策を行います！

・発熱症状や風邪のような症状があるなど、体調に不安のある方はご来場をお控え頂きますようお願い致します。（体温の測定を実施し、ご入場をご遠慮頂く場合がございます）
・会場内の換気を可能な限り行ってまいります。扉や窓の開閉を実施する場合がございます点ご理解下さい。
・参加予定の大学・短期大学・専門学校（裏面をご覧下さい）に変更が出る可能性がございますので、あらかじめご了承下さい。
・送迎バスを手配する際は、バス会社にバス内の殺菌・清掃、運転手の手指の消毒・マスク着用を徹底させるように致します。
・万一感染者が出た場合に備え、当日の来場者全員に名前・住所・電話番号等の記載をお願い致します。記載頂けない場合は入場頂くことができませんのでご了承下さい。
・進学説明会を中止もしくは延期させて頂く場合がございます。その場合は弊社ホームページ（下記アドレス）にてご連絡させて頂きますので、参加前にご確認をお願い致します。

＜企画 ・ お問合せ＞進路情報センター昭栄広報 TEL.0120-843134 ＜中止 ・ 延期のお知らせ＞ https://shinro-kimochi.com/event/career/list

