
平成２９年度　卒業生　合格先一覧 平成３０年３月３１日現在

種別 受験区分 学校名 学部

1 大学 一般 杏林大学 保健学部
2 大学 一般 駒澤大学 経営学部
3 大学 一般 大正大学 心理社会学部
4 大学 一般 大正大学 心理社会学部
5 大学 一般 千葉工業大学 先進工学部
6 大学 一般 千葉工業大学 情報科学部
7 大学 一般 東海大学 情報通信学部
8 大学 一般 東京情報大学 総合情報学部
9 大学 一般 東京通信大学 情報マネジメント学部
10 大学 一般 東京富士大学 経営学部
11 大学 一般 東洋学園大学 現代経営学部
12 大学 一般 東洋大学 社会学部
13 大学 一般 東洋大学 経営学部
14 大学 一般 獨協大学 国際教養学部
15 大学 一般 獨協大学 経済学部
16 大学 一般 獨協大学 経済学部
17 大学 一般 日本大学 法学部　　
18 大学 一般 日本大学 商学部
19 大学 一般 日本大学 理工学部
20 大学 一般 文京学院大学 保健医療技術学部
21 大学 一般 法政大学 法学部
22 大学 一般 法政大学 法学部
23 大学 一般 目白大学 経営学部
24 大学 AO 江戸川大学 メディアコミュニケーション学部
25 大学 AO 拓殖大学 工学部
26 大学 AO 東京経済大学 コミュニケーション学部
27 大学 AO 東京未来大学 モチベーション行動学部
28 大学 AO 東洋大学 国際観光学部
29 大学 AO 武蔵大学 人文学部
30 大学 公募推薦 埼玉工業大学 工学部
31 大学 公募推薦 淑徳大学 人文学部　
32 大学 公募推薦 帝京大学 文学部
33 大学 指定校推薦 桜美林大学 芸術文化学群
34 大学 指定校推薦 専修大学 商学部　二部
35 大学 指定校推薦 専修大学 法学部　二部
36 大学 指定校推薦 専修大学 経済学部　二部
37 大学 指定校推薦 千葉工業大学 先進工学部
38 大学 指定校推薦 千葉工業大学 工学部
39 大学 指定校推薦 千葉工業大学 工学部
40 大学 指定校推薦 千葉工業大学 工学部
41 大学 指定校推薦 千葉商科大学 政策情報学部　
42 大学 指定校推薦 千葉商科大学 人間社会学部
43 大学 指定校推薦 帝京平成大学 現代ライフ学部　
44 大学 指定校推薦 東京工芸大学 芸術学部
45 大学 指定校推薦 東京工芸大学 芸術学部
46 大学 指定校推薦 東京聖栄大学 健康栄養学部
47 大学 指定校推薦 東洋学園大学 現代経営学部
48 大学 指定校推薦 東洋大学 社会学部
49 大学 指定校推薦 目白大学 外国語学部
50 大学 指定校推薦 目白大学 外国語学部
51 大学 指定校推薦 目白大学 外国語学部
52 大学 指定校推薦 和洋女子大学 人文学群
53 大学 指定校推薦 和洋女子大学 家政学群

種別 受験区分 学校名 学科

1 短大 一般 青山学院女子短期大学 現代教養学科
2 短大 AO 青山学院女子短期大学 現代教養学科
3 短大 AO 大妻女子大学　短期大学部 英文科



種別 受験区分 学校名 学科・コース

1 専門学校 一般 東京YMCA社会体育・保育専門学校 スポーツトレーナー科
2 専門学校 一般 東京コミュニケーションアート専門学校 エコ・コミュニケーション科
3 専門学校 AO 大原情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程
4 専門学校 AO 大原簿記専門学校 商業実務専門課程経理本科２年制学科
5 専門学校 AO 新宿調理師専門学校 調理師専修科昼間部
6 専門学校 AO 新東京歯科衛生士学校 歯科衛生士科
7 専門学校 AO 専門学校エビスビューティカレッジ 美容科
8 専門学校 AO 専門学校東京スクールオブミュージック ギターテクニックコース
9 専門学校 AO 専門学校東京デザイナー学院 グラフィックデザイン科
10 専門学校 AO 専門学校東京ネットウェイブ ゲーム総合学科
11 専門学校 AO 専門学校日本スクールオブビジネス21 スポーツ学科
12 専門学校 AO 東京YMCA社会体育・保育専門学校 保育科
13 専門学校 AO 東京医療秘書福祉専門学校 医療保育科
14 専門学校 AO 東京こども専門学校 こども総合学科
15 専門学校 AO 東京コミュニケーションアート専門学校 コンピュータエンタテイメント科
16 専門学校 AO 東京コミュニケーションアート専門学校 エコ・コミュニケーション科
17 専門学校 AO 東京コミュニケーションアート専門学校 コンピュータエンタテイメント学科
18 専門学校 AO 東京バイオテクノロジー専門学校 バイオテクノロジー科４年制
19 専門学校 AO 東京法律専門学校 行政学科
20 専門学校 AO 東京未来大学福祉保育専門学校 保育科
21 専門学校 AO 日本外国語専門学校 総合英語学科
22 専門学校 AO 日本工学院専門学校 ゲームクリエイター科
23 専門学校 AO ベルエポック美容専門学校 トータルビューティ科
24 専門学校 AO ホスピタリティツーリズム専門学校 夜間部　グランドスタッフ科
25 専門学校 AO 了徳寺学園医療専門学校 柔道整復師専門課程
26 専門学校 公募推薦 神田外語学院 英語専攻科
27 専門学校 公募推薦 竹早教員保育士養成所 幼稚園教員・保育士科
28 専門学校 指定校推薦 東京栄養食糧専門学校 栄養士科
29 専門学校 指定校推薦 東京聖栄大学附属調理師専門学校 調理師科
30 専門学校 指定校推薦 東京文化美容専門学校 美容学科
31 専門学校 指定校推薦 専門学校東洋公衆衛生学院 臨床検査技術学科
32 専門学校 指定校推薦 東京YMCA社会体育・保育専門学校 スポーツトレーナー科

種別 受験区分 学校名

1 専修学校 一般 フィルムスター学院 ベーシッククラス
2 専修学校 一般 代々木アニメーション学院

種別 受験区分 学校名 学科

1 職能 一般 城東職業能力開発センター　 建築設備施工科
2 職能 一般 城南職業能力開発センター ビルクリーニング管理科
3 職能 一般 城南職業能力開発センター ファッションリテール科
4 職能 公募推薦 城東職業能力開発センター　江戸川校 自動車整備工学科

種別 受験区分 会社名 職種

1 就職 学校斡旋 旭工芸(株) 印刷オペレーター
2 就職 学校斡旋 東信用組合 一般事務（金融事務）
3 就職 学校斡旋 オーケー（株） 店舗スタッフ（チーフ候補）
4 就職 学校斡旋 （株）カクヤス コールセンタースタッフ
5 就職 学校斡旋 （株）叙々苑 食品製造
6 就職 学校斡旋 （株）東急百貨店 販売
7 就職 学校斡旋 興亜エー・シー・エル(株) 検査員
8 就職 学校斡旋 ダイエーパッケージ（株） 紙器製造スタッフ
9 就職 学校斡旋 トラストパーク（株） 駐車場管理・運営
10 就職 学校斡旋 日本郵便(株) 東京支社 郵便局員（窓口業務）
11 就職 自己開拓 ヤマト運輸（株） 市場内配送


