
千葉県立検見川高等学校進路指導部

国公大学 私立大学 私立短大 職業訓練 専門学校 塾予備校 自宅浪人 就職 就職未定 未定 計

男 0 145 2 0 8 9 5 1 0 0 170

女 1 83 27 0 27 4 1 0 0 1 144

計 1 228 29 0 35 13 6 1 0 1 314

  国公立大学

  国公立大学  国公立大学

  国公立大学

千葉県立保健医療大学健康科学部看護学科

  私立大学

  私立大学  私立大学

  私立大学

青山学院大学経営学部経営学科 大正大学文学部人文学科日本語日本文学コース

青山学院大学経済学部現代経済デザイン学科 大東文化大学経営学部経営学科

亜細亜大学経営学部経営学科 大東文化大学経済学部社会経済学科

亜細亜大学経営学部経営学科 大東文化大学経営学部経営学科

亜細亜大学経営学部経営学科 高千穂大学人間科学部人間科学科

亜細亜大学経済学部経済学科 玉川大学芸術学部芸術教育学科音楽コース

亜細亜大学法学部法律学科 千葉科学大学薬学部薬学科

大妻女子大学家政学部食物学科食物学専攻 千葉経済大学経済学部経済学科

大妻女子大学家政学部ライフデザイン学科 千葉工業大学工学部建築都市環境学科

大妻女子大学人間関係学部人間福祉学科介護福祉学専攻 千葉工業大学工学部建築都市環境学科

大妻女子大学文学部英文学科 千葉工業大学工学部生命環境科学科

学習院大学経済学部経営学科 千葉工業大学工学部生命環境科学科

学習院大学経済学部経済学科 千葉工業大学工学部電気電子情報工学科

神奈川大学経済学部経済学科 千葉工業大学工学部電気電子情報工学科

神奈川大学経済学部現代ビジネス学科 千葉工業大学情報科学部情報工学科

神田外語大学外国語学部イベロアメリカ言語学科ブラジル・ポルトガル語専攻 千葉工業大学情報科学部情報ネットワーク学科

神田外語大学外国語学部英米語学科 千葉商科大学商経学部経営学科

神田外語大学外国語学部英米語学科 中央大学理工学部精密機械工学科

共立女子大学家政学部建築・デザイン学科 中央大学経済学部経済学科

共立女子大学家政学部建築・デザイン学科デザインコース 中央大学商学部経営学科フレックスコース

共立女子大学家政学部被服学科 帝京大学医療技術学部スポーツ医療学科健康スポーツコース

共立女子大学国際学部国際学科 帝京大学教育学部初等教育学科初等教育コース

共立女子大学国際学部国際学科 帝京大学経済学部経営学科

敬愛大学経済学部経済学科 帝京大学経済学部経済学科

敬愛大学経済学部公共経済学科 帝京大学経済学部経済学科

工学院大学情報学部情報デザイン学科 帝京大学文学部社会学科

工学院大学情報学部情報デザイン学科 帝京平成大学地域医療学部理学療法学科

國學院大学法学部法律学科 帝京平成大学ヒューマンケア学部鍼灸学科

國學院大學法学部法律学科 東海大学海洋学部海洋生物学科

國學院大學法学部法律学科 東京医療保健大学医療保健学部医療栄養学科

國學院大学法学部法律学科政治専攻 東京家政学院大学現代家政学部現代家政学科

國學院大学法学部法律学科法律専攻 東京家政大学家政学部服飾美術学科

國學院大学法学部法律学科法律専攻 東京家政大学人文学部心理カウンセリング学科

国士舘大学経営学部経営学科 東京情報大学総合情報学部総合情報学科システム開発コース

国士舘大学政経学部政治学科 東京女子体育大学体育学部体育学科

国士舘大学法学部法律学科 東京電機大学工学部機械工学科

国士舘大学法学部法律学科 東京電機大学工学部機械工学科先端機械コース

国士舘大学理工学部理工学科 東京電機大学工学部電気電子工学科電子光情報コース

駒澤大学経営学部経営学科 東京電機大学情報環境学部情報科学科コミュニケーション工学コース

駒澤大学経営学部経営学科 東京電機大学未来科学部情報メディア学科

駒澤大学経営学部経営学科 東京都市大学工学部都市工学科

駒澤大学経営学部市場戦略学科 東京農業大学応用生物科学部バイオサイエンス学科

駒澤大学経済学部経済学科 東京農業大学農学部バイオセラピー学科

駒澤大学文学部社会学科社会福祉専攻 東京福祉大学教育学部教育学科

駒澤大学法学部法律学科 東京薬科大学生命科学部応用生命科学科

駒澤大学法学部法律学科 同志社大学社会学部教育文化学科

駒澤大学法学部法律学科 同志社大学社会学部産業関係学科

産業能率大学経営学部現代ビジネス学科 東邦大学薬学部薬学科

芝浦工業大学工学部機械工学科 東邦大学理学部情報科学科

淑徳大学総合福祉学部社会福祉学科 東邦大学理学部生物分子科学科

順天堂大学医療看護学部看護学科 東邦大学理学部生命圏環境科学科

順天堂大学医療看護学部看護学科 東洋英和女学院大学人間科学部人間科学科

城西国際大学薬学部医療薬学科 東洋大学経営学部会計ファイナンス学科

城西国際大学薬学部医療薬学科 東洋大学経営学部会計ファイナンス学科

城西国際大学薬学部医療薬学科 東洋大学経営学部会計ファイナンス学科

城西国際大学薬学部医療薬学科 東洋大学経営学部経営学科

昭和女子大学人間社会学部現代教養学科 東洋大学経営学部マーケティング学科

昭和女子大学人間社会学部心理学科 東洋大学経営学部マーケティング学科

昭和女子大学人間文化学部歴史文化学科 東洋大学経済学部国際経済学科

成蹊大学経済学部経済経営学科 東洋大学経済学部総合政策学科

成蹊大学経済学部経済経営学科 東洋大学経済学部総合政策学科

成城大学経済学部経営学科 東洋大学経済学部総合政策学科

成城大学経済学部経済学科 東洋大学国際地域学部国際観光学科

成城大学経済学部経済学科 東洋大学国際地域学部国際地域学科

成城大学法学部法律学科 東洋大学社会学部社会福祉学科

聖徳大学児童学部児童学科 東洋大学総合情報学部総合情報学科

聖徳大学心理福祉学部社会福祉学科養護教諭コース 東洋大学文学部日本文学文化学科

聖徳大学人間栄養学部人間栄養学科 東洋大学法学部法律学科

聖徳大学人間栄養学部人間栄養学科 獨協大学経済学部経済学科

専修大学経済学部国際経済学科 獨協大学法学部国際関係法学科

専修大学商学部会計学科 東京都市大学工学部電気電子工学科

専修大学商学部マーケティング学科 日本大学経済学部経済学科

創価大学経済学部経済学科 日本大学経済学部経済学科

大正大学人間学部人間科学科 日本大学経済学部経済学科

大正大学表現学部表現学科 日本大学経済学部経済学科

大正大学文学部人文学科 日本大学経済学部産業経営学科

大正大学文学部人文学科哲学・宗教文化コース 日本大学商学部経営学科
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0

0

0



日本大学生産工学部創生デザイン学科 武蔵野大学経済学部経営学科

日本大学生産工学部電気電子工学科 武蔵野大学経済学部経営学科

日本大学生物資源科学部森林資源科学科 武蔵野大学経済学部経営学科

日本大学文理学部体育学科 武蔵野大学人間科学部社会福祉学科

日本大学文理学部地球システム科学科 武蔵野大学人間科学部人間科学科

日本大学法学部経営法学科 武蔵野大学法学部法律学科

日本大学法学部新聞学科 明海大学経済学部経済学科

日本大学法学部政治経済学科 明海大学ホスピタリティツーリズム学部ホスピタリティツーリズム学科

日本大学法学部政治経済学科 明治大学理工学部機械情報工学科

日本大学法学部法律学科 明治大学理工学部電気電子生命学科

日本大学法学部法律学科 明治学院大学経済学部経済学科

日本大学薬学部薬学科 明治学院大学社会学部社会福祉学科

日本大学薬学部薬学科 目白大学外国語学部英米語学科

日本大学理工学部応用情報工学科 目白大学社会学部メディア表現学科

日本大学理工学部機械工学科 目白大学人間学部心理カウンセリング学科

日本大学理工学部機械工学科 立正大学経営学部経営学科

日本大学理工学部建築学科 立正大学経営学部経営学科

日本大学理工学部数学科 立正大学経営学部経営学科

日本大学理工学部電気工学科 立正大学経営学部経営学科

日本大学理工学部電子工学科 立正大学経営学部経営学科

日本大学理工学部電子工学科 立正大学経済学部経済学科

日本大学理工学部土木工学科 立正大学経済学部経済学科

日本女子大学文学部史学科 立正大学心理学部対人・社会心理学科

文化学園大学服装学部服装造形学科 立正大学心理学部対人・社会心理学科

法政大学経営学部経営戦略学科 立正大学心理学部対人・社会心理学科

法政大学経営学部経営戦略学科 立正大学地球環境科学部環境システム学科

法政大学経営学部経営戦略学科 立正大学法学部法学科公共政策コース

法政大学経済学部経済学科 了徳寺大学健康科学部理学療法学科

法政大学経済学部国際経済学科 了徳寺大学健康科学部看護学科

法政大学人間環境学部人間環境学科 麗澤大学外国語学部外国語学科国際交流・国際協力専攻

法政大学人間環境学部人間環境学科 麗澤大学経済学部経済学科

法政大学文学部英文学科 和洋女子大学家政学群健康栄養学類健康栄養学専修

法政大学文学部哲学科 和洋女子大学家政学群健康栄養学類健康栄養学専修

放送大学心理と教育コース 和洋女子大学人文学群国際学類

松山大学経営学部経営学科 和洋女子大学人文学群こども発達学類

武蔵大学経済学部経営学科 和洋女子大学人文学群こども発達学類

武蔵大学経済学部経済学科 和洋女子大学人文学群心理学類

  私立短期大学

  私立短期大学  私立短期大学

  私立短期大学

青山学院女子短期大学子ども学科 千葉敬愛短期大学現代子ども学科保育コース

青山学院女子短期大学子ども学科 千葉敬愛短期大学現代子ども学科保育コース

上野学園大学短期大学部音楽科 千葉敬愛短期大学現代子ども学科保育コース

大妻女子大学短期大学部家政科家政専攻 千葉敬愛短期大学現代子ども学科保育コース

大妻女子大学短期大学部家政科生活総合ビジネス専攻 千葉経済大学短期大学部こども学科保育コース

大妻女子大学短期大学部家政科生活総合ビジネス専攻 千葉経済大学短期大学部ビジネスライフ学科

大妻女子大学短期大学部家政科生活総合ビジネス専攻 戸板女子短期大学服飾芸術科

大妻女子大学短期大学部家政科生活総合ビジネス専攻 戸板女子短期大学服飾芸術科

大妻女子大学短期大学部家政科食物栄養コ専攻 東京家政大学短期大学部栄養科

共立女子短期大学生活科学科食・健康コース 新渡戸文化短期大学臨床検査学科

共立女子短期大学生活科学科メディア社会コース 立教女学院短期大学幼児教育科

香蘭女子短期大学保育学科 立教女学院短期大学幼児教育科

国際短期大学国際コミュニケーション学科 立教女学院短期大学幼児教育科

千葉敬愛短期大学現代子ども学科保育コース

  専修学校専門課程

  専修学校専門課程  専修学校専門課程

  専修学校専門課程

青山製図専門学校建築インテリア工学科 専門学校東京アナウンス学院放送声優科

大原簿記学校独立経営コース 東京アニメ・声優専門学校パフォーミングアーツ科声優＆ボーカル専攻

大原簿記公務員医療情報ビジネス専門学校津田沼校税理士コース 東京アニメーションカレッジ専門学校マンガ・イラスト学科キャラクターデザインコース

京都伝統工芸大学校伝統工芸学科陶芸専攻 東京女子医科大学看護専門学校看護学科

資生堂美容技術専門学校美容師科ヘアスタイリストコース 東京スポーツレクリエーション専門学校スポーツトレーナー科

昭和大学医学部附属看護専門学校看護学科 東京モード学園ヘア・メイクアーティスト学科

千葉医療センター附属千葉看護学校看護学科 東邦大学佐倉看護専門学校看護学科

千葉医療センター附属千葉看護学校看護学科 東洋理容美容専門学校美容科

千葉医療センター附属千葉看護学校看護学科 日本大学歯学部附属歯科衛生専門学校歯科衛生学科

千葉医療センター附属千葉看護学校看護学科 日本大学歯学部附属歯科衛生専門学校歯科衛生学科

千葉県立鶴舞看護専門学校看護学科 日本大学歯学部附属歯科衛生専門学校歯科衛生学科

千葉市青葉看護専門学校第１看護学科 日本菓子専門学校製菓技術学科

千葉市青葉看護専門学校第１看護学科 日本健康医療専門学校柔道整復学科

千葉ビューティーアート専門学校ブライダルプロデュース科 日本美容専門学校専門課程専門科

千葉美容専門学校専門課程美容科 ベルエポック美容専門学校ヘアメイク科

中央工学校建築設計科 目白ファッション＆アートカレッジファッションアドバイザー科

中央工学校都市環境学科 読売自動車大学校１級整備士学科

東京ＩＴ会計法律専門学校千葉校行政学科公務員初級（１年制）コース

  就職

  就職  就職

  就職

千葉市

　その他

　その他　その他

　その他

フェルナンデスギターエンジニアスクールギター製作本科 日本ナレーション演技研究所

　平成２５年度指定校推薦依頼校抜粋

　平成２５年度指定校推薦依頼校抜粋　平成２５年度指定校推薦依頼校抜粋

　平成２５年度指定校推薦依頼校抜粋

東京理科大，学習院大，明治大，青山学院大，中央大，法政大，成蹊大，成城大，武蔵大，明治学院大，國學院大，芝浦工大，東邦大，日本大，東洋大，駒沢大

神奈川大，玉川大，神田外語大，東京都市大，東京農業大，獨協大，杏林大，武蔵野大，二松學舎大，立正大，帝京平成大，産業能率大，工学院大，東京電機大

産業能率大，聖徳大，千葉工業大学，和洋女子大，大妻女子大，学習院女子大，共立女子大，清泉女子大，実践女子大，昭和女子大，東京家政大　他多数

青山学院女子短大，大妻女子大短大部，共立女子短大，立教女学院短大　他多数




