
平成 28年度 卒業生進路状況（未定者には予備校・自宅浪人を含む） 

 

大学 短大 専門 就職 未定･その他 合計 

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 

45 13 0 11 43 57 41 34 5 5 134 120 

58 11 100 75 10 254 

 

過 去 3 ヵ年の主な進路状況 

 

大 学 

〈文系〉跡見学園女子大学 浦和大学 

植草学園大学 江戸川大学 大妻女子大

学 川村学園女子大学 神田外語大学 

敬愛大学 国士舘大学  

埼玉学園大学 淑徳大学 城西国際大学 

白百合女子大学 聖徳大学 拓殖大学 

千葉商科大学 中央学院大学 帝京平成

大学  

東京家政大学 東京成徳大学 東京農業

大学 東洋大学 東洋学園大学 二松学

舎大学 日本女子体育大学 日本文化大

学 文化学園大学 文京学院大学明海大学 流通経済大学 麗澤大学 和洋女子大学 

〈理系〉国士舘大学 埼玉工業大学 拓殖大学 千葉工業大学 帝京科学大学 東京工芸大学 東京情報大学 東京電機大学 東

京理科大学  

日本大学 日本工業大学 

〈看護医療系〉城西国際大学 つくば国際大学 人間総合科学大学 

短 大 

浦和大学短期大学部 大妻女子短期大学 植草学園短期大学 川口短期大学 女子美術大学短期大学部 昭和学院短期大学 聖徳

大学短期大学部 千葉敬愛短期大学 千葉経済大学短期大学部 戸板女子短期大学 東京経営短期大学  

専門学校 

青山ファッションカレッジ ＥＳＰミュージックカレッジ 上野法律専門学校 江戸川大学総合福祉専門学校 エビスビューティ

カレッジ 大原簿記法律専門学校柏校 大原簿記法律専門学校津田沼校 香川調理製菓専門学校 神田外語学院 窪田理容美容専

門学校 国際理工情報デザイン専門学校 国際理容美容専門学校 国際トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 国際理容美容専

門学校 埼玉福祉専門学校 ＪＴＢトラベル&ホテルカレッジ 資生堂美容技術専門学校 彰栄保育福祉専門学校 彰栄リハビリ

テーション専門学校 尚美ミュージックカレッジ専門学校 新宿鍼灸柔整歯科衛生専門学校 スカイ総合ペット専門学校 駿台外

語&ビジネス専門学校 駿台電子情報ビジネス専門学校 駿台トラベル&ホテル専門学校  高山美容専門学校 竹早教員保育士養

成所 千葉県自動車大学校 千葉調理専門学校  中央医療技術専門学校 中央自動車大学校 中央工学校 道灌山学園保育福祉

専門学校 東京アナウンス学院 東京アニメータ学院 東京医薬専門学校 東京医療秘書福祉専門学校 東京教育専門学校 東京

工学院専門学校 東京ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ専門学校 東京自動車大学校 東京総合美容専門学校 東京テクノホルティ園芸専門学校 

東京電子専門学校 東京ﾃﾞｻﾞｲﾝ専門学校 当供養ﾃﾞｻﾞｲﾝテクノロジーセンター専門学校 東京文化服装専門学校 東京文化美容専

門学校 東京服飾専門学校 東京保育専門学校 東京マックス美容専門学校 東京ＹＭＣＡ国際ホテル専門学校 東京ＹＭＣＡ社

会体育・保育専門学校 東洋美術専門学校 東洋理容美容専門学校 成田航空ビジネス専門学校 成田つくば航空専門学校 日本

大学

短大

専門

就職

未定･その
他

大学

短大

専門

就職

未定･そ
の他



芸術写真専門学校 日本指圧専門学校 日本デザイン専門学校 日本健康医療専門学校 日本自動車大学校 日本工学院専門学校 

日本デザイン専門学校 日本電子専門学校 日本美容専門学校 日本ホテルスクール専門学校 華学園栄養専門学校 華調理製菓

専門学校 華服飾専門学校 ﾊｯﾋﾟｰｽｲｰﾂ製菓専門学校 パリ総合美容専門学校 ﾊﾟﾘ美容専門学校 船橋情報ビジネス専門学校 文

化服装学院 ホスピタリティ・ツーリズム専門学校 真野美容専門学校 ミスパリビューティ専門学校 明星情報ビジネス専門学

校 武蔵野調理師専門学校 メディカルスポーツ専門学校 ユニバーサルビューティーカレッジ 読売自動車大学校 読売理工医

療福祉専門学校 了徳寺学園医療専門学校 早稲田速記医療福祉専門学校  

〈看護医療系〉  市原看護専門学校 亀田医療技術専門学校 北里大学看護専門学校 北原歯科衛生専門学校 国保松戸市立病院

附属看護専門学校 新東京歯科衛生師学校 太陽歯科衛生士専門学校 千葉・柏リハビリテーション学院 東葛看護専門学校 戸

田中央看護専門学校 東京都済生会看護専門学校 西新井看護専門学校 日本大学松戸歯学部付属歯科衛生専門学校 日本医科大

学看護専門学校 日本医科学大学校 了徳寺学園医療専門学校 

省庁所管学校・職業訓練校   千葉県立市原高等技術専門学校 千葉県立我孫子高等技術専門学校 千葉県立船橋高等技術専門

学校  

千葉県立農業大学校 静岡県立漁業学園 

就 職   

日本郵政株式会社関東支社 進日本設備株式会社 日立化成株式会社 株式会社ちふれ化粧品 ＭＫＡ株式会社 株式会社日立物

流首都圏 興和電機株式会社 株式会社三浩株式会 株式会社永坂更科布屋大兵衛 株式会社フロムトゥ 新葉瓦斯機器株式会社 

ヤマト運輸株式会社 ロングライフ設備株式会社 海老原設計 株式会社ジェーシーアンドシー 株式会社サニースタッフ 有限

会社グレース 東京ガスライフパル株式会社 千葉日産自動車株式会社 株式会社ホンダカーズ千葉 （株）イトーヨーカ堂 株

式会社コージィコーポレーション株式会社くすりの福太郎 モロゾフ株式会社 株式会社マツモトキヨシ 株式会社マルエツ テ

レコムサービス株式会社 株式会社そごう・西武そごう柏店 （株）ホットランド （株）ジーフッド 株式会社ヤオコー 角上

魚類 株式会社シーズ・プランニング （株）ジョイトム （株）アマイ （株）プレポタ 株式会社シグナル 株式会社東急ス

テーションサービス 株式会社ジェーアール東海パッセンジャーズ ニッコー観光バス株式会社 株式会社セノン 株式会社にし

けい 株式会社日本トラフィックサービス 日本通運株式会社 西濃運輸株式会社東京支店 ヤマト運輸株式会社 （株）三協運

輸サービス 東京納品代行株式会社 ＳＢＳゼンツウ株式会社 トールエクスプレスジャパン株式会社 トラストシップ 株式会

社進日本工業 関根化学株式会社 トーイン株式会社柏工場 朋和産業株式会社 （株）電洋社 株式会社人力  株式会社柏進

電業社  株式会社アービック建設 （株）ライフエクステリア 有限会社サンベスト タカノダクト 山崎製パン（株） 山屋

食品 クリーンメタル株式会社 彦山精機株式会社 京成自動車工業株式会社 株式会社ヒダン船橋工業 株式会社ＤＮＰテクノ

パック 髙橋金属株式会社 フジフーズ株式会社 株式会社サンデリカ 株式会社紀文食品 日新化工株式会社 熊井倉庫株式会

社 セノーメンテナンスサービス株式会社 株式会社メイワスカイサポート アイセイ株式会社 防災技術センター株式会社 東

葉警備保障株式会社 株式会社ビジネスアート 株式会社精養軒 株式会社浅草 美容院ＴＯＷＮ 株式会社ﾄｯプライド ビック

モア株式会社 有限会社ブリングアップ 社会福祉法人豊珠会藤心八幡苑 社会福祉法人船橋あさひ苑 社会福祉法人さつまの里 

初富保険病院 ケアサポート株式会社 辰巳病院  株式会社ブールミッシュ 水月株式会社 ホテルイースト２１東京 株式会

社シーズラボ  ジェイエステティック （株）ニュートン （株）サンベルクス （株）セレクション （株）タカノスマイル 

有限会社キープリサイクル事業部  株式会社ミック  ワタナベエンターテイメント 医療法人社団曙会流山中央病院 医療法

人社団 晴咲会 大野歯科        

 

公務員   陸上自衛隊 千葉県警 警視庁 柏市消防 

 


