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種別 学校等名称 学　部 学　科
室蘭工業大学 工 応用理化

山形大学 農 食料生命環境

福島大学 人文社会 人間発達文化／地域

茨城大学 理 理／学際理学

埼玉大学 工 応用化

東京外国語大学 国際社会 西南ヨーロッパ第１

東京学芸大学 教育 初等教育教員養成国語

金沢大学 医薬保健 保健／看護学

山梨大学 医 看護

山梨大学 医 看護

信州大学 工 水環境・土木工

静岡大学 人文社会 法

静岡大学 教育 発達教育学／教育実践学

静岡大学 理 創造理学

国際教養大学 国際教養 国際教養

群馬県立女子大学 文 総合教養

高碕経済大学 地域政策

首都大学東京 経済経営 経済経営

首都大学東京 理 数理科学

山梨県立大学 国際政策 総合政策

都留文科大学 文 国文

静岡文化芸術大学 文化政策 国際文化

静岡県立大学 国際関係 国際関係

静岡県立大学 国際関係 国際言語文化

静岡県立大学 看護 看護

兵庫県立大学 経営 経家

名桜大学 国際 国際

東北福祉大学 総合マネ 産業福祉マネ

東北文化学園大学 総合政策 総合政策

ノースアジア大学 法 法律

国際医療福祉大学 小田原保健医療 看護

国際医療福祉大学 小田原保健医療 看護

国際医療福祉大学 小田原保健医療 理学療法

国際医療福祉大学 小田原保健医療 作業療法

作新学院大学 経営 スポーツマネジメント

東京福祉大学 教育 教育

東京福祉大学 保育児童 保育児童

獨協大学 外国語 交流文化

獨協大学 法 国際関係法

獨協大学 国際教養 言語文化

文教大学 国際 国際理解

文教大学 健康栄養 管理栄養

文京学院大学 外国語 英語国際ビジネスコミ

文京学院大学 人間 コミュニケーション社会

明海大学 外国語 日本語

目白大学 外国語 英米語

日本医療科学大学 保健医療 診療放射線

淑徳大学 コミュニティ政策 コミュニティ政策

城西国際大学 国際人文 国際文化

千葉経済大学 経済 経営

千葉商科大学 商経 経済

千葉商科大学 商経 経済

帝京平成大学 健康メディカル 言語聴覚

秀明大学 学校教師 初等教育

和洋女子大学 家政 健康栄養

青山学院大学 経営 マーケティング

桜美林大学 リベラルアーツ学群

桜美林大学 健康福祉学群 保育専修

杏林大学 外国語 英語

国立大学

公立大学

私立大学



慶應義塾大学 商 商

工学院大学 先進工 応用化

國學院大学 文 外国語文化

国士舘大学 法 法律

駒澤大学 経済 現代応用経済

駒澤大学 グローバルメディアスタディーズ グローバルメディアスタディーズ

芝浦工業大学 工 応用化

順天堂大学 保健看護 看護

順天堂大学 保健看護 看護

上智大学 理工 物質生命理工

清泉女子大学 文 日本語日本文

専修大学 文 歴史

創価大学 児童教育 児童教育

大正大学 文 史

大正大学 表現 表現文化

大正大学 人間 社会福祉

大東文化大学 外国語 中国語

大東文化大学 文 歴史

拓殖大学 外国語 スペイン語

帝京大学 経済 経済

帝京大学 経済 経営

東海大学 文 歴史・日本史

東海大学 文化社会 アジア

東海大学 社会統合 文芸創作科

東海大学 教養 国際

東海大学 海洋 環境社会

東京家政大学 人文 英語コミュニケーション

東京家政学院大学 人間栄養 人間栄養

東洋大学 文 哲学

東洋大学 理工 生体医工

日本大学 法 法律

日本大学 国際関 国際総合政策

日本大学 国際関係 国際総合政策

日本大学 国際関係 国際教養

日本大学 国際関係 国際教養

日本女子体育大学 体育 運動科学

日本女子体育大学 体育 運動／舞踊学

日本体育大学 スポーツマネジメント スポーツマネジメント

文化学園大学 造形 建築・インテリア

武蔵野大学 文 日本文

明治学院大学 法 消費情報環境法

立教大学 理 化学

立正大学 文 史

立正大学 心理 対人・社会心理科

早稲田大学 商

早稲田大学 社会科学 社会科学

東京医療保健大学 医療保健 看護

東京医療保健大学 医療保健 医療栄養

神奈川大学 経済 経済

神奈川大学 経済 現代ビジネス

神奈川大学 経営 国際経営

神奈川大学 工 機械工

神奈川工科大学 情報 情報ネットワークコミュニケーション

神奈川工科大学 工 応用化

神奈川工科大学 創造工 自動車システム開発工

神奈川工科大学 応用バイオ科 栄養生命科

神奈川工科大学 看護 看護

神奈川工科大学 医生命科学 応用バイオ科

神奈川工科大学 医生命科学 応用化学

神奈川工科大学 医生命科学 応用化学

神奈川工科大学 医生命科 応用化学

神奈川工科大学 医生命科学 応用化学

私立大学

私立大学



神奈川工科大学 ICTスペシャリスト特別専攻

鎌倉女子大学 家政 管理栄養

鎌倉女子大学 児童 児童

関東学院大学 経営 経営

関東学院大学 経営 経営

関東学院大学 人間共生 共生デザイン

関東学院大学 栄養 管理栄養

相模女子大学 文芸 日本語日本文

相模女子大学 文芸 日本語日本文

相模女子大学 栄養科学　 管理栄養

産業能率大学 経営 経営

産業能率大学 経営 経営

産業能率大学 経営 マーケティング

産業能率大学 情報マネジメント 情報マネジメント

湘南工科大学 工 情報工

湘南工科大学 工 情報工

鶴見大学 文 英語英米文

松蔭大学 経営文化 金融経済

高岡法科大学 法 法

健康科学大学 健康科学 理学療法

岐阜経済大学 経済 公共政策

岐阜女子大学 家政 健康栄養

中部学院大学 スポーツ健康科学 スポーツ科学

岐阜医療科学大学 保健科学 放射線技術

静岡産業大学 経営

静岡産業大学 経営 経営

静岡産業大学 経営 経営

静岡産業大学 情報 国際情報

静岡産業大学 情報

聖隷クリストファー大学 看護 看護

常葉大学 外国語 英米語

常葉大学 外国語 グローバルコミュニケーション

常葉大学 外国語 グローバルコミュニケーション

常葉大学 外国語 英米語

常葉大学 外国語 グローバルコミュニケーション

常葉大学 外国語 グローバルコミュニケーション

常葉大学 外国語 グローバルコミュニケーション

常葉大学 外国語 グローバルコミュニケーション

常葉大学 外国語 グローバルコミュニケーション

常葉大学 外国語 グローバルコミュニケーション

常葉大学 法 法律

常葉大学 法 法律

常葉大学 法 法律

常葉大学 法 法律

常葉大学 法 法律

常葉大学 経営 経営

常葉大学 経営 経営

常葉大学 経営 経営

常葉大学 経営 経営

常葉大学 経営 経営

常葉大学 経営 経営

常葉大学 経営 経営

常葉大学 経営 経営

常葉大学 経営 経営

常葉大学 経営 経営

常葉大学 経営 経営

常葉大学 経営 経営

常葉大学 経営 経営

常葉大学 経営 経営

常葉大学 社会環境 社会環境

常葉大学 社会環境 社会環境

常葉大学 教育 生涯学習

私立大学



常葉大学 教育 初等教育

常葉大学 健康科学 看護

常葉大学 健康科学 静岡理学療法

常葉大学 健康科学 静岡理学療法

常葉大学 健康プロデュース 心身マネジメント

常葉大学 保健医療 理学療法

常葉大学 保健医療 理学療法

常葉大学 保健医療 理学療法

常葉大学 保育 保育

常葉大学 保育 保育

常葉大学 保育 保育

静岡英和学院 人間社会 人間社会

静岡福祉大学 社会福祉 福祉心理

静岡福祉大学 社会福祉 医療福祉

静岡福祉大学 社会福祉 医療福祉

静岡福祉大学 社会福祉 健康福祉

愛知学院大学 文 歴史

愛知工業大学 工 機械工

中部大学 生命健康 理学療法

日本福祉大学 健康科学 福祉工学

日本福祉大学 健康科学 福祉工学

日本福祉大学 スポーツ科学 スポーツ科学

皇學館大学 文 国史

鈴鹿医療科学大学 保健衛生 放射線技術

立命館大学 生命科学 応用化学

龍谷大学 経営 経営

梅花女子大学 文化表現 日本文化創造

日本経済大学 経営 ＩＴ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｺｰｽ

崇城大学 芸術 デザイン

別府大学 文 国際言語文化

別府大学 文 国際言語文化

静岡県立大学 短期大学部 歯科衛生

静岡県立大学 短期大学部 歯科衛生

静岡県立大学 短期大学部 歯科衛生

静岡県立大学 短期大学部 社会福祉/介護福祉

静岡県立大学 短期大学部 社会福祉/社会福祉

静岡県立大学 短期大学部 社会福祉／介護福祉

日本大学 短期大学部 食物栄養

山野美容芸術短期大学 美容デザイン専攻

小田原短期大学 保育

鎌倉女子大学 短期大学部 初等教育

鎌倉女子大学 短期大学部 初等教育

神奈川歯科大学 短期大学部 歯科衛生

鶴見大学 短期大学部 保育

中日本自動車短期大学 自動車工

東海大学 短期大学部 食物栄養

東海大学 短期大学部 食物栄養

東海大学 短期大学部 児童教育

東海大学 短期大学部 児童教育

常葉大学 短期大学部 日本語日本文学

常葉大学 短期大学部 保育

中央医療健康大学校 スポーツ柔整

湘央医学技術専門学校 臨床検査技術

富士リハビリテーション専門学校 理学療法

富士リハビリテーション専門学校 作業療法

静岡医療科学専門学校 医学放射線

御殿場看護学校 看護

沼津市立看護専門学校 看護

沼津市立看護専門学校 看護

沼津市立看護専門学校 看護

沼津市立看護専門学校 看護

沼津市立看護専門学校 看護

私立大学

短期大学

医療専門



沼津市立看護専門学校 看護

昭和大学医学部附属看護専門学校 看護

静岡市立静岡看護専門学校 看護

東京都立荏原看護専門学校 看護

静岡医療センター附属静岡看護学校 看護

静岡医療センター附属静岡看護学校 看護

静岡医療センター附属静岡看護学校 看護

静岡医療センター附属静岡看護学校 看護

静岡医療センター附属静岡看護学校 看護

静岡県立東部看護専門学校 看護１学科

静岡県立東部看護専門学校 看護１学科

静岡県立東部看護専門学校 看護１学科

静岡県立東部看護専門学校 看護１学科

国際製菓専門学校 製菓総合専門士科

中央調理製菓専門学校 製菓衛生師科

神田外語学院 国際エアライン科

日本工学院専門学校 ﾐｭｰｼﾞｯｸｶﾚｯｼﾞ 音響芸術科

日本工学院専門学校 クリエイターズカレッジ 演劇スタッフ

横浜こども専門学校 こども総合

静岡産業技術専門学校 未来情報科

静岡県立沼津技術専門校 情報技術　　２名

静岡県立沼津技術専門校 機械技術

富士メカニック専門学校 自動車整備科

専門学校ESPエンタテインメント東京 音楽芸能スタッフ科 PA＆ﾚｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞｺｰｽ

バンタンゲームアカデミー アニメ・ゲーム ＣＧアニメーター専攻

沼津情報ビジネス専門学校 コンピュータ科

横浜ビューティーアート専門学校 美容科　　延べ３名

東京総合美容専門学校 美容科

ベルエポック美容専門学校 美容師科

静岡ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｴｱﾘｿﾞｰﾄ専門学校 観光・ホテルブライダル科 ホテル・ブライダルコース

静岡ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｴｱﾘｿﾞｰﾄ専門学校 国際エアライン科 グランドスタッフコース

静岡ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｴｱﾘｿﾞｰﾄ専門学校 国際コミュニケーション

中央工学校 建築設計

中央工学校 建築

日本書道芸術専門学校 書道師範

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

大原公務員医療観光専門学校 ２年制 ホテル・ブライダル科

大原公務員医療観光専門学校 ２年制公務員科 ３名

自衛隊 自衛官候補生

東京消防庁

静岡県警察 ２名

御殿場・小山消防

駿東伊豆消防組合 ２名

裾野市役所

熱海市消防

株式会社マキヤ 販売職

株式会社ＬＡＶＡ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ヨガインストラクター

株式会社　新東海バス

東海旅客鉄道株式会社 運輸

南駿農業協同組合 信用・共済窓口

株式会社駿東 事務《経理》

株式会社　虎屋 生産職

昭立電気工業株式会社三島工場 製造、一般事務

就職

看護専門

一般専門

公務員


