
平成30年度　卒業生合格先一覧
平成31年4月12日現在

番号 区分 入試方法 学校名 学部

1 大学 AO 淑徳大学 総合福祉学部

2 大学 AO 帝京科学大学 医療科学部

3 大学 AO 東海大学 農学部

4 大学 AO 東京医療保健大学 医療保健学部

5 大学 AO 東都医療大学 幕張ヒューマンケア学部

6 大学 AO 東洋学園大学 人間科学部

7 大学 AO 東洋学園大学 人間科学部

8 大学 AO 日本体育大学 スポーツ文化学部

9 大学 AO 文化学園大学 服装学部

10 大学 一般 駒澤大学 文学部

11 大学　 一般 大東文化大学 都市創造学部

12 大学 一般 大東文化大学 外国語学部

13 大学 一般 玉川大学 通信制　教育学部

14 大学 一般 日本大学　 通信教育部　文理学部

15 大学 一般 文化学園大学 造形学部

16 大学 公募推薦 高千穂大学 経営学部

17 大学 公募推薦 東京成徳大学 応用心理学部

18 大学 公募推薦 東京成徳大学 子ども学部

19 大学 公募推薦 東京農業大学　 応用生物科学部

20 大学 指定校推薦 江戸川大学 社会学部

21 大学 指定校推薦 専修大学 商学部　二部

22 大学 指定校推薦 専修大学 法学部　二部

23 大学 指定校推薦 専修大学 経済学部　二部　

24 大学 指定校推薦 高千穂大学 商学部

25 大学 指定校推薦 高千穂大学 商学部

26 大学 指定校推薦 高千穂大学 人間科学部

27 大学 指定校推薦 千葉工業大学 創造工学部

28 大学 指定校推薦 千葉商科大学 政策情報学部

29 大学 指定校推薦 千葉商科大学 人間社会学部

30 大学 指定校推薦 東京工芸大学　 芸術学部

31 大学 指定校推薦 東京情報大学 総合情報学部

32 大学 指定校推薦 東京福祉大学　 社会福祉学部

33 大学 指定校推薦 東洋大学 社会学部

34 大学 指定校推薦 日本経済大学 経営学部

35 大学 指定校推薦 目白大学 外国語学部

36 大学 指定校推薦 目白大学 社会学部

37 大学 指定校推薦 和洋女子大学 家政学部

38 大学 指定校推薦 東京未来大学 こども心理学部



番号 区分 入試方法 学校名 学部

1 専門学校 AO ＪＴＢトラベル＆ホテルカレッジ 夜間部　国際観光ビジネスデュアル科

2 専門学校 AO コーセー美容専門学校 美容本科昼間部

3 専門学校 AO 千住介護福祉専門学校 介護福祉学科

4 専門学校 AO 専門学校ESPエンタテインメント東京 音楽専門課程　音楽アーティスト科

5 専門学校 AO 竹早教員保育士養成所 幼稚園教員・保育士科

6 専門学校 AO 東京医薬専門学校 歯科衛生士科Ⅰ部

7 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

8 専門学校 AO 東京自動車大学校 １級総合整備士コース

9 専門学校 AO 東京デザイナー学院 映像デザイン科

10 専門学校 AO 東京聖栄大学附属調理師専門学校 調理師科

11 専門学校 AO 東京文化美容専門学校 美容科 昼間部

12 専門学校 AO 東京文化美容専門学校 美容科 昼間部

13 専門学校 AO 東京ベルエポック製菓調理専門学校 製菓調理師科

14 専門学校 AO 東京未来大学福祉保育専門学校 保育科

15 専門学校 AO 東京リゾート＆スポーツ専門学校 健康スポーツ科　

16 専門学校 AO 東京リゾート＆スポーツ専門学校 スポーツトレーナー科　

17 専門学校 AO 東洋美術学校 クリエイティブデザイン科

18 専門学校 AO 華調理製菓専門学校 調理テクニカル科

19 専門学校 AO 大原簿記学校 商業実務専門課程　経理本科２年制学科

20 専門学校 AO 大原法律専門学校 文化教養専門課程　法律行政学科1年制

21 専門学校 一般 大原簿記学校 商業実務専門課程経理本科２年制学科

22 専門学校 一般 東京情報クリエイター工学院専門学校 工業専門課程クリエイター学科

23 専門学校 公募推薦 道灌山学園福祉保育専門学校 保育士養成科

24 専門学校 公募推薦 文化服装学院 ファッション流通専門課程

25 専門学校 指定校推薦 香川調理製菓専門学校 調理専門課程　調理師科

26 専門学校 指定校推薦 駿台外語＆ビジネス専門学校 外国語専門課程　英語学科

27 専門学校 指定校推薦 中央動物専門学校 動物看護科

28 専門学校 指定校推薦 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

29 専門学校 指定校推薦 東京スクールオブミュージック専門学校渋谷パフォーミングアーツ科

30 専門学校 指定校推薦 日本工学院専門学校 工業専門課程　ITスペシャリスト科

31 専門学校 指定校推薦 日本電子専門学校 工業専門課程　ゲーム制作科

番号 区分 入試方法 学校名 学科

1 その他　学校 AO バンタンデザイン研究所 ３年制　ファッションディレクター学科

2 その他　学校 AO バンタンゲームアカデミー ３年制　キャラクターデザイン総合

3 その他　学校 AO 代々木アニメーション学院 アニメ・ゲーム学部

4 その他　学校 一般 国際ドッグビューティースクール ４月生　専科　Bクラス

番号 区分 入試方法 学校名 学科

1 職能 一般 我孫子高等技術専門校 造園科　１年

2 職能 公募推薦 城東職業能力開発センター 木工技術科

番号 区分 受験方法 企業名 職種

1 就職 学校斡旋 （株）イタリアントマト 地域正社員

2 就職 学校斡旋 （株）オーケー 販売

3 就職 学校斡旋 （株）カクヤス 配達スタッフ

4 就職 学校斡旋 （株）キヨスミ製菓 菓子製造

5 就職 学校斡旋 （株）全日本ガードシステム 常駐警備

6 就職 学校斡旋 （株）はとバス 観光バスガイド

7 就職 学校斡旋 （株）読売プリントメディア 印刷オペレーター

8 就職 学校斡旋 ケーワンテック（株） ビルメンテナンス

9 就職 学校斡旋 （株）サイゼリヤ 営業（店舗運営）

10 就職 学校斡旋 セコム（株） セキュリティ事業スタッフ

11 就職 学校斡旋 日本郵便（株）東京支社 郵便局員

12 就職 自己開拓 （株）近藤電機 電気工事

13 就職 自己開拓 （株）ハッピーエナジー 清掃業務

14 就職 自己開拓 （株）細川板金 建築・板金工


