
平成２９年度　進路決定者数

男 女 男 女

大学 27 16 1 3 47 大学 23.4%
一般 7 4 0 1 12 一般 6.0%
指定校 13 8 1 0 22 指定校 10.9%
AO 6 2 0 0 8 AO 4.0%
公募推薦 1 1 0 1 3 公募推薦 1.5%
自己推薦 0 1 0 1 2 自己推薦 1.0%

短大 0 4 0 0 4 短大 2.0%
　一般 0 1 0 0 1 　一般 0.5%
AO 0 2 0 0 2 AO 1.0%
自己推薦 0 1 0 0 1 公募推薦 0.5%

専門学校 24 30 6 0 60 専門学校 29.9%
一般 4 2 1 0 7 一般 3.5%
指定校 3 8 0 0 11 指定校 5.5%
AO 15 14 5 0 34 AO 16.9%
公募推薦 0 1 0 0 1 公募推薦 0.5%
自己推薦 2 5 0 0 7 自己推薦 3.5%

職業訓練校 1 0 0 0 1 職業訓練校 0.5%
一般 1 0 0 0 1 一般 0.5%

就職 20 14 7 6 47 就職 23.4%
学校斡旋 14 14 2 4 34 学校斡旋 16.9%
公務員 0 0 1 0 1 公務員 0.5%
縁故 6 0 4 2 12 縁故 6.0%

アルバイト 3 8 0 1 12 アルバイト 6.0%
浪人        ※ 5 4 0 0 9 浪人 4.5%
未決定 5 5 3 7 20 未決定 10.0%
その他 1 0 0 0 1 その他 0.5%

総計 86 81 17 17 201 総計 100.0%

進路決定率

進路決定データ
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注）進路決定率は、※を除いた数値。

Ｈ３０.３.３１ 現在

3　年 4　年
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平成２９年度　合格先　一覧　（大学・短期大学） H３０.３.３１ 現在

指定校推薦入試 　大学２２ Ａ　Ｏ　入　試 　大学８　短期大学２

大　学　 学　　部 学　　科 大　学　 学　　部 学　　科

亜細亜大学 経済学部 経済学科 実践女子大学 文学部 美学美術史学科

嘉悦大学（２） ビジネス創造学部 高千穂大学 経営学部 経営学科

駒澤大学 法学部 法律学科フレックスB 帝京科学大学 生命環境学部
アニマルサイエンス学
科

実践女子大学 文学部 国文学科 帝京平成大学 現代ライフ学部 人間文化学科

専修大学 二部商学部 マーケティング学科 東京福祉大学（２） 社会福祉学部 社会福祉学科

専修大学 二部経済学部 経済学科 東京富士大学 経営学部 経営学科

専修大学 二部法学部 法律学科 明星大学 経済学部 経済学科

大東文化大学 外国語学部 英語学科 大妻女子大学 短期大学部 英文科

大東文化大学 外国語学部 日本語学科 国際短期大学
国際コミュニケーション
学科

大東文化大学 文学部 中国文学科

高千穂大学 商学部 商学科 一　般　入　試 　大学１６ 短期大学２

高千穂大学 人間科学部
人間科学科人間科学
専攻

東京女子体育大学 体育学部 体育学科 大　学　 学　　部 学　　科

東洋学園大学
グローバル・コミュニ
ケーション学部

英語コミュニケーション
学科

亜細亜大学 国際関係学部 国際関係学科

二松學舍大学 国際政治経済学部 国際政治経済学科 杏林大学 保健学部 救急救命学科

明星大学（２） 人文学部
国際コミュニケーション
学科

尚美学園大学 総合政策学部 ライフマネジメント学科

明星大学 人文学部 福祉実践学科 聖学院大学 心理福祉学部 心理福祉学科

明星大学 人文学部 日本文化学科 成蹊大学 理工学部 情報科学科

目白大学 外国語学部 中国語学科 拓殖大学 政経学部 法律政治学科

目白大学 社会学部 地域社会学科 千葉科学大学 看護学部 看護学科

千葉商科大学 商経学部 経営学科

自己推薦入試 　大学２　短期大学１ 帝京大学 医療技術学部 スポーツ医療学科

帝京平成大学 健康メディカル学部 医療科学科

大　学　 学　　部 学　　科 東京造形大学 造形学部 デザイン学科

相模女子大学 学芸学部
英語文化コミュニケー
ション学科

東京電機大学
システムデザイン工学
部

デザイン工学科

法政大学 キャリアデザイン学部 キャリアデザイン学科 東京電機大学 未来科学部 情報メディア学科

京都光華女子大学 短期大学部 ライフデザイン学科 東都医療大学
幕張ヒューマンケア学
部

看護学科

日本経済大学 経営学部 経営学科

公募制推薦入試 　大学３ 和光大学 経済経営学部 経営学科

国際短期大学
国際コミュニケーション
学科

大　学　 学　　部 学　　科 東京立正短期大学
現代コミュニケーション
専攻

帝京大学 文学部 心理学科

東京成徳大学 応用心理学部 臨床心理学科 センター試験利用入試 　大学２

武蔵野学院大学
国際コミュニケーション
学部

国際コミュニケーション
学科

大　学　 学　　部 学　　科

帝京大学 医療技術学部 スポーツ医療学科

杏林大学 保健学部 救急救命学科



平成２９年度　合格先　一覧　（専門学校等） H３０．３．３１ 現在

指定校推薦入試 11 Ａ　Ｏ　入　試 33

学　　科 学　　科

美容科

幼稚園教員・保育士養成科
辻フランス･イタリア料理マ
スターカレッジ

アニメーション科 OA経理ビジネスコース

情報システム科 情報ビジネスコース

声優・演劇科 保育専門課程保育学科

環境テクノロジー科 幼稚園教員・保育士養成科

保育科 スポーツビジネス学科

音響技術科 サッカー専攻科

管理栄養士学科 ヒューマンサイエンス鍼灸学科

調理師科 調理師専修科２年制

臨床工学科 調理師本科

理学療法学科

自己推薦入試 7
はり・きゅう・あん摩マッサージ
指圧科
自動車整備科　メルセデス・
ベンツコース

学　　科 東京工学院専門学校（２） スポーツビジネスコース

英語専攻科 グラフィックデザイン学科

ヴォーカル学科 東京電子専門学校
セキュリティ・ネットワーク学科
（３年制）

バスケットボールカレッジ 声優・俳優学科

マンガ・イラスト学科 医療秘書科

自然環境保全学科 保育科１部・昼間部

パフォーミングアーツ声優専
攻

ファッションデザイン学科　高
度専門士コース

トータルビューティ学科
健康スポーツ科　スポーツイ
ンストラクターコース
国際ホテル科　テーマパーク
専攻

公募制推薦入試 1 総合英語科総合英語専攻

音響芸術科

学　　科 マンガ・アニメーション科

愛犬美容学科
スポーツビジネスコース　ス
ポーツ学科
動物管理学科ペットグルーミ
ングコース

一　般　入　試 8 理学療法学科　夜間部

自動車整備科

学科 美容科 昼間部

美容科

美容科

愛犬美容学科

昼間部ゲーム学科

服装科（Ⅱ部）

テーマパーク科 昼間部

音楽アーティスト学科

自動車整備工学科

日本動物専門学校

日本リハビリテーション専門学校

ホンダ学園ホンダテクニカルカレッジ関東

横浜ミュージックスクール

東京都立多摩職業能力開発センター 八王
子校

文化服装学院

東京リゾート＆スポーツ専門学校

日本外国語専門学校

日本外国語専門学校

東京愛犬専門学校

ホスピタリティ ツーリズム専門学校

東京アニメーションカレッジ専門学校 東京保育医療秘書専門学校

日本スクールオブビジネス

学校 真野美容専門学校

国際文化理容美容専門学校

国際理容美容専門学校

東京愛犬専門学校

東京環境工科専門学校 東京保育専門学校

ヒューマンアカデミー新宿校 東京モード学園

ミス･パリ･ビューティ専門学校

新宿調理師専門学校（２）

新宿調理師専門学校

東京ビジュアルアーツ

大　学　

東京工科自動車大学校　世田谷校

尚美ミュージックカレッジ専門学校

東京デザイン専門学校神田外語学院

総合学園ヒューマンアカデミー横浜校

学校 学校

国際文化理容美容専門学校　国分寺校 阿佐ヶ谷美術専門学校

草苑学園草苑保育専門学校 エコール辻東京

東京工学院専門学校 大原学園専門学校

東京工学院専門学校

大原学園専門学校

玉成保育専門学校

東京工学院専門学校

専門学校東京テクニカルカレッジ 草苑学園草苑保育専門学校

東京保育専門学校

日本工学院八王子専門学校

HAL東京

東京スポーツ･レクリエーション専門学校

東邦学園音響専門学校 ジャパンサッカーカレッジ

二葉栄養専門学校 新宿鍼灸柔整歯科衛生専門学校

二葉栄養専門学校

読売理工医療福祉専門学校

日本工学院八王子専門学校学校

多摩リハビリテーション学院

東京医療福祉専門学校



平成29年度　決定先一覧　（就職）　　　学校斡旋３４　　公務員１　　縁故１２　　　　　H３０．３．３１ 現在

会　社　名 職　　種 備　　考

株式会社　IHIジェットサービス 航空エンジン組み立て工場内の部品管理業務等 学校斡旋

アスプリ株式会社(ｻﾝﾗﾘｰｸﾞﾙｰﾌﾟ) ファッションアドバイザー（販売職） 学校斡旋

株式会社　イウォレ京成 給食係 学校斡旋

株式会社　伊豆栄 店舗職員（調理） 学校斡旋

株式会社　Ｈ．Ｒ．Ｍ． 接客サービス 学校斡旋

MXモバイリング　株式会社 販売職/東京エリア 学校斡旋

株式会社　小田急レストランシステム 販売（ロマンスカー車内） 学校斡旋

共立ラインサービス株式会社 楽器等配送助手（立川営業所・横浜営業所） 学校斡旋

株式会社銀座メガネ 販売 学校斡旋

有限会社　グルップボエンデ 介護職 学校斡旋

株式会社　黒船 販売職（菓子） 学校斡旋

医療法人社団　咲間歯科医院 歯科助手 学校斡旋

株式会社　櫻茶ヤ 半玉 学校斡旋

株式会社京樽 調理および接客 学校斡旋

薩摩建設株式会社 一般事務 学校斡旋

サミット株式会社（２） チェッカー(レジ係)店舗販売スタッフ 学校斡旋

株式会社　サンエー・ビーディー 販売職（関東エリア） 学校斡旋

株式会社シェルガーデン 販売職 学校斡旋

株式会社　シンコー　 工業包装士（府中営業所） 学校斡旋

セイコー物流　株式会社 コンビニ向け食品等の仕分け業務 学校斡旋

高井戸運送　株式会社　 総合職 学校斡旋

東京ビジネスサービス　株式会社 クリーンスタッフ 学校斡旋

東光測量建設　株式会社 測量 学校斡旋

社会福祉法人　常盤会　ときわぎ国領 介護職員 学校斡旋

有限会社　ナオデン 電気工事士　施工管理技士 学校斡旋

株式会社　ニチエー 客室清掃・整備・管理業務 学校斡旋

株式会社　ノンストレス ネイリスト 学校斡旋

株式会社　バース エステティシャン 学校斡旋

株式会社　パイン 婦人靴製造 学校斡旋

株式会社　パルライン 生協商品の個人宅配（東京都） 学校斡旋

有限会社　古川新興 ごみ収集作業員 学校斡旋

株式会社　モンロワール チョコレート、洋菓子の販売(関東) 学校斡旋

株式会社　リブ・マックス ﾏﾝｽﾘｰﾏﾝｼｮﾝ　ﾙｰﾑｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ(総合職) 学校斡旋

陸上自衛隊　 陸上自衛隊　自衛官候補生 公務員

縁故 １２名


