４． 合 格 先 一 覧

（過年度卒を含む）

【 国公立大学 】
・帯広畜産大 (1)
・筑波大 (2)
・山梨大 (1)
・茨城県立医療大 (1)

・北海道大 (1)
・埼玉大 (2)
・信州大 (1)
・前橋工科大 (1)

・山形大 (1)
・千葉大 (5)
・静岡大 (1)
・千葉保健医療大 (5)

・福島大 (1)
・横浜国立大 (1)
・鳥取大 (1)
・神奈川保福大 (1)

・茨城大 (8)
・富山大 (1)
・琉球大 (1)
・諏訪東京理科大 (1)

・つくば国際大 (1)
・文教大 (7)
・淑徳大 (2)
・帝京平成大 (5)
・植草学園大 (1)
・北里大 (3)
・國學院大 (2)
・順天堂大 (1)
・白百合女子大 (1)
・創価大 (1)
・中央大 (5)
・東京工科大 (1)
・東洋大 (6)
・文化学園大 (1)
・明治大 (6)
・早稲田大 (4)
・神奈川工科大 (1)
・東洋英和女学大 (1)

・国際医療福祉大 (10)
・明海大 (2)
・城西国際大 (7)
・東京情報大 (2)
・亀田医療大 (1)
・共立女子大 (2)
・駒澤大 (5)
・上智大 (1)
・成蹊大 (2)
・大正大 (1)
・帝京大 (6)
・東京電機大 (5)
・日本大 (13)
・法政大 (6)
・明治学院大 (3)
・東京医療保健大 (2)
・鎌倉女子大 (5)
・フェリス女大 (1)

・埼玉工大 (1)
・尚美学園大 (1)
・聖徳大 (1)
・秀明大 (1)
・青山学院大 (3)
・杏林大 (3)
・駒沢女子大 (2)
・昭和大 (2)
・成城大 (2)
・大東文化大 (4)
・東海大 (3)
・東京農大 (1)
・日本獣医生命大 (1)
・武蔵大 (1)
・明星大 (2)
・東京有明医療大 (1)
・関東学院大 (1)
・日本福祉大 (1)

・城西大 (1)
・川村学園女子大 (3)
・千葉経大 (1)
・千葉科学大 (1)
・大妻女子大 (1)
・慶応大 (1)
・実践女子大 (2)
・昭和女子大 (1)
・聖心女子大 (1)
・玉川大 (3)
・東京家政大 (1)
・東京理大 (2)
・日本女子体育大 (1)
・武蔵野大 (6)
・立教大 (2)
・麻布大 (1)
・湘南工科大 (3)
・園田学園女子大 (1)

・聖徳大短大部 (2)

・駒沢女短 (1)

・戸板女短 (1)

・日本大短大部 (2)

【 準大学・準短大（文部科学省管轄外） 】
・水産大学校 (1)

【 私立大学 】
・酪農学園大 (2)
・獨協大 (1)
・神田外語大 (9)
・千葉工大 (10)
・了徳寺大 (1)
・学習院大 (3)
・工学院大 (1)
・芝浦工大 (4)
・女子栄養大 (2)
・専修大 (3)
・多摩美大 (1)
・東京家政学院大 (1)
・東邦大 (9)
・日本体育大 (1)
・武蔵野美大 (1)
・立正大 (2)
・神奈川大 (2)
・洗足学園音大 (1)

【 私立短大 】
・昭和学院短 (1)

【 看護専門学校 】
・安房医療福祉専門学校 (4) ・君津中央病院看護専門学校 (5)
・千葉労災看護専門学校 (１) ・二葉看護学院 (1)

・千葉医療センター附属看護専門学校 (1)

・千葉県立鶴舞看護専門学校 (1)

【 専門学校等 】
・国際理容美容専門学校 (1)
・東京デザイナー学院 (１)
・千葉こども専門学校 (1)
・神奈川衛生学園専門学校 (1)

・尚美ﾐｭｰｼﾞｯｸｶﾚｯｼﾞ専門学校 (1) ・東京柔道整復専門学校 (1)

・東京スポーツ・レクレーション専門学校 (1)

・日本外国語専門学校 (１)

・大原簿記公務員専門学校千葉校 (5)

・東京IT会計法律専門学校千葉校 (6)

・東京IT会計専門学校 (1)

・千葉医療福祉専門学校 (2)
・東洋理容美容専門学校 (1)

・横浜ﾘｿﾞｰﾄ&ｽﾎﾟｰﾂ専門学校 (1)

【 公務員就職 】
・国家公務員・高卒者/事務 (2) ・国家公務員・高卒者/税務 (１) ・千葉県職員/一般行政 (3)

・東京23区特別区Ⅲ種 (1)
・君津市職員/消防職 (１)

・館山市職員 (3)
・千葉県警察官 (１)

・木更津市職員 (1)
・自衛官一般曹候補生 (2)

・日本製鉄君津製鐵所 (1)
・三平商会 (1)
・日本相撲協会 (1)

・佐々木歯科口腔顎顔面クリニック (1)

・千葉県職員/警察事務 (2)
・安房郡市消防組合 (2)
・自衛官候補生 (１)

【 民間就職 】
・日本郵政/関東支社 (1)
・横浜港湾作業 (1)
・社会医療法人社団 木下会館山病院 (1)

・ＪＲ東日本 (1)

【 家事・自営 】
・自営業 (1)

【留

学】

・NIC Internatinal college (1) ・アメリカ留学 (1)

・カナダ留学 (2)
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・坂口電機工業 (1)
・安房広域福祉会中里の家 (1)

