
平成29年度　合格状況

（四年制大学） （看護学校）

学校名 学部･学科 学校名 学科

長崎国際大学 健康管理学部健康栄養学科 長崎 島原市医師会看護学校 看護  長崎

九州産業大学 商学部　経営･流通学科 福岡 島原市医師会看護学校 看護 長崎

国際医療福祉大学 福岡保健医療学部理学療法学科 福岡 宗像看護専門学校 看護学科 福岡

福岡大学 商学部　経営学科 福岡 宗像看護専門学校 看護学科 福岡

福岡大学 商学部二部　商学科 福岡 アカデミー看護専門学校 看護師科 佐賀

福岡大学 法学部　経営法学科 福岡 四万十看護学院 看護科 高知

西九州大学 健康栄養学部健康栄養学科 佐賀

熊本学園大学 商学部　商学科 熊本

熊本学園大学 外国語学部　英米学科 熊本

跡見学園女子大学 文学部現代文化表現学科 東京

（短期大学） （医療系専門学校）

学校名 学科 学校名 学科

長崎短期大学 保育学科保育専攻 長崎 大川看護福祉専門学校 介護福祉科 福岡

長崎短期大学 保育学科保育専攻 長崎 福岡医健専門学校 作業療法科 福岡

香蘭女子短期大学 食物栄養 福岡 福岡医健専門学校 歯科衛生士科 福岡

香蘭女子短期大学 保育 福岡 福岡医健専門学校 歯科衛生士科 福岡

香蘭女子短期大学 保育 福岡 福岡医療専門学校 診療放射線科 福岡

香蘭女子短期大学 ライフプランニング総合 福岡 福岡医療秘書福祉専門学校 介護福祉科 福岡

純真短期大学 こども 福岡 福岡歯科衛生専門学校 歯科衛生士科 福岡

精華女子短期大学 幼児保育 福岡 麻生リハビリテーション大学校 作業療法学科  福岡

精華女子短期大学 幼児保育 福岡 九州医療専門学校 歯科衛生士科 佐賀

西日本短期大学 保育学科 福岡 熊本歯科技術専門学校 歯科技工士科 熊本

中村学園大学短期学部 食物栄養 福岡

福岡こども短期大学 こども教育 福岡

福岡女子短期大学 文化教養学科 福岡  

佐賀女子短期大学 こども未来学科 佐賀

別府溝部学園短期大学 幼児教育学科 大分

川崎医療短期大学 看護科 岡山

関西外国語短期大学 英米語学科 大阪



平成29年度　合格状況 平成29年12月26日 現在

（その他の専門学校） （就職）

学校名 学科 企業名 職種

長崎医療こども専門学校 保育こども学科 長崎 コネクシオ　株式会社 接客専任職(長崎)  長崎

EPSエンタテイメント福岡 音楽アーティスト科  ヴォーカル 福岡 たちばな信用金庫 事務職・営業職  長崎

FCフチガミ医療福祉専門学校 診療情報管理科 福岡 医療法人　栄和会　泉川病院 調理員 長崎

FCフチガミ医療福祉専門学校 医療秘書科 福岡 医療法人　九州惠会　上田歯科 歯科助手 長崎

ハリウッドワールド専門学校 ブライダル専門コース 福岡 株式会社　カイタックファミリー長崎ファクトリー 管理事務 長崎

医療ビジネス専門学校 医療事務専修科 福岡 株式会社　パサージュ琴海 総務（経理担当）  長崎

医療ビジネス専門学校 医療事務専修科 福岡 株式会社　フランソア 生産（製造）  長崎

九州ビジュアルアーツ パフォーマンスアーツ  福岡 株式会社　ユーコーエステート 旅亭半水盧応接係 長崎

西鉄国際ビジネスカレッジ トラベル科 福岡 株式会社　雲仙きのこ本舗 通販事務  長崎

大村美容ファッション専門学校 ファッションクリエーター科  福岡 株式会社　温仙堂 業務職  長崎

福岡キャリナリー製菓調理専門学校 調理師科調理師コース 福岡 株式会社　丸政水産 事務職  長崎

福岡こども専門学校 こども総合学科 福岡 株式会社　十八銀行 金融事務および営業  長崎

福岡ブライダル＆ホテル･観光専門学校 ホテル＆旅行科 福岡 株式会社　長崎銀行 銀行業務全般  長崎

福岡ブライダル＆ホテル観光専門学校 ブライダル総合科 福岡 社会福祉法人勝光会　特別養護老人ホーム白光苑 介護職 長崎

福岡医療秘書福祉専門学校 診療情報管理士科 福岡 昭和化学工業　株式会社 事務 長崎

福岡医療秘書福祉専門学校 診療情報管理士科  福岡 日本郵便　株式会社　九州支社 郵便局員（県南）  長崎

福岡美容専門学校 美容科メイクコース 福岡 有限会社　たぐち薬局 保険事務  長崎

平岡調理･製菓専門学校 製菓衛生師本科 福岡 有限会社　植木商店 販売・農作業 長崎

平岡調理･製菓専門学校 調理師専修科 福岡 ＥＮＥＯＳグローブエナジー　株式会社 九州エリア総合職  福岡

平岡調理･製菓専門学校 調理師専修科  福岡 株式会社　ENEOSウィング　九州支店 販売整備係（総合職）  福岡

平岡調理製菓専門学校 調理師本科 福岡 有限会社　はせがわ 受付・フロント業務 福岡

アミューズメントメディア総合学院 アニメーション/アニメ監督演出 東京 株式会社　ティグレ ビューティーアドバイザー 福岡

駿台外語＆ビジネス専門学校 韓国語語学科 東京 株式会社　大福物流 ピッキング作業 熊本

東京モード学園 ファッションビジネス 東京 パティスリー　アンパッション 洋菓子製造販売 鹿児島

日本工学院専門学校 コンサート･イベント科 東京 マツダ株式会社 技能系  広島

VIETNAMESE STUDIES&LANGUAGE 海外 内海造船　株式会社 各種船舶の建造修理  広島

（公務員） ダイハツ工業　株式会社　本社 ライン職・スタッフ職  大阪

長崎県警察官 Ⅲ類 2 株式会社　王将フードサービス 店舗スタッフ  大阪

（自衛隊） 株式会社　島田工業 設計  大阪

一般曹候補生 海上 2 株式会社　竹原美創 美容師補助  京都

陸上 1 山崎製パン株式会社 生産関係職 東京

自衛官候補生 海上 3 山崎製パン株式会社 生産関係職 東京

JFEスチール　株式会社　東日本製鉄所 生産技術職  千葉


