
平成30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

佐賀大学 経済学部経営学科 佐賀 名古屋市医師会看護専門学校 第一看護学科 愛知

天理大学 人間学部宗教学科 奈良 名古屋市立中央看護専門学校 看護第二学科 愛知

久留米大学 商学部商学科 福岡 名古屋市立中央看護専門学校 看護第二学科 愛知

九州国際大学 法学部法律学科 福岡 津看護専門学校 看護学科 三重

九州産業大学 商学部経営流通学科 福岡 福岡県私設病院協会看護学校 看護学科 福岡

筑紫女学園大学 人間科学部人間科学科 福岡 福岡看護専門学校 第一科 福岡

福岡大学 商学部商学科 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 九州中央ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学院 看護学科 熊本

西九州大学 健康栄養学部健康栄養学科 佐賀 島原市医師会看護学校 看護師3年課程 長崎

熊本学園大学 商学部商学科 熊本 島原市医師会看護学校 看護師3年課程 長崎

長崎ウエスレヤン大学 現代社会学部社会福祉学科 長崎 島原市医師会看護学校 看護師3年課程 長崎

長崎外国語大学 外国語学部現代英語学科 長崎 島原市医師会看護学校 看護師3年課程 長崎

島原市医師会看護学校 看護師3年課程 長崎

（短期大学） （その他の専門学校）

学校名 学科 学校名 学科

香蘭女子短期大学 食物栄養学科 福岡 EPSエンタテイメント福岡 音楽アーティスト科 福岡

純真短期大学 こども学科 福岡 KCS福岡情報専門学校 システムエンジニア科 福岡

純真短期大学 こども学科 福岡 KCS福岡情報専門学校 プログラマ科 福岡

精華女子短期大学 幼児保育学科 福岡 KCS福岡情報専門学校 大学併修科ネットセキュリティ 福岡

中村学園大学短期大学部 キャリア開発学科 福岡 ハリウッドワールド美容専門学校 スペシャリスト 福岡

中村学園大学短期大学部 幼児保育学科 福岡 ハリウッドワールド美容専門学校 ワーキングアカデミー 福岡

中村学園大学短期大学部 幼児保育学科 福岡 公務員ビジネス専門学校 公務員行政職 福岡

九州龍谷短期大学 保育学科 佐賀 大村美容ファッション専門学校 美容科 福岡

佐賀女子短期大学 こども未来学科こども保育 佐賀 福岡ウェディング＆ブライダル専門学校 ウェディングプランナー科 福岡

佐賀女子短期大学 こども未来学科こども保育 佐賀  福岡こども専門学校 保育科 福岡

佐賀女子短期大学 地域みらい学科健康とホスピタリティ 佐賀 福岡ブライダル＆ホテル観光専門学校 ブライダル総合 福岡

長崎女子短期大学 幼児教育学科 長崎 福岡美容専門学校 美容科カット 福岡

（医療系専門学校） 麻生医療福祉専門学校福岡校 診療情報管理士科 福岡

学校名 学科 麻生情報ビジネス専門学校 情報システム専攻科 福岡

福岡和白リハビリテーション学院 理学療法学科 福岡 麻生情報ビジネス専門学校 情報システム専攻科 福岡

博多メディカル専門学校 歯科技工士科 福岡 麻生情報ビジネス専門学校　福岡校 情報システム専攻科 福岡

熊本駅前看護リハビリテーション学院 作業療法 熊本 公務員ゼミナール　諌早校 公務員本科 長崎

九州医療専門学校 歯科衛生士科 佐賀 長崎県美容専門学校 美容科 長崎

九州医療専門学校 歯科技工士本科 佐賀 長崎公務員専門学校 教養重点科 長崎

こころ医療福祉専門学校 理学療法科 長崎 長崎公務員専門学校 教養重点科 長崎

こころ医療福祉専門学校 スポーツ柔整科 長崎 長崎公務員専門学校 教養重点科 長崎

長崎リハビリテーション学院 言語療法学科 長崎 長崎公務員専門学校 教養重点科 長崎

長崎医療技術専門学校 作業療法学科 長崎 長崎公務員専門学校 教養重点科 長崎

長崎歯科衛生士専門学校 歯科衛生士科 長崎 長崎高等技術専門学校 商業デザイン科 長崎



平成30年度　合格状況

（就職）

企業名 職種 企業名 職種

JFEスチール株式会社　東日本製作所 生産技能職 千葉 SUMCO　TECHXIV　株式会社 技能職 長崎

山﨑製パン　株式会社 生産職 東京 ヤマト運輸株式会社　長崎主管支店 乗務（セールスドライバー） 長崎

株式会社　HIROLINE　まほうの保育園 保育業務 東京 有家中央青果協同組合 一般事務及び出荷青果物受付 長崎

医療法人　成田育成会　成田病院 見習看護師 愛知 医療法人　はらぐち歯科医院 歯科助手 長崎

医療法人　成田育成会　成田病院 見習看護師 愛知 株式会社　ＭＣサポート 技能職 長崎

公益財団法人　名古屋港湾福利厚生協会　臨港病院 見習看護師 愛知 株式会社　ケーブルテレビジョン島原 自主放送番組制作 長崎

ダイハツ工業　株式会社　本社 ライン職・スタッフ職 滋賀 株式会社　ヨシックス 飲食店の経営、店舗の設計と施工 長崎

株式会社　神戸製鋼所　神戸製鉄所 技術研修員 兵庫 株式会社　丸政水産 事務職 長崎

マツダ　株式会社 技能系(生産技能) 広島 株式会社　十八銀行 金融事務および営業 長崎

TBCグループ　株式会社 エステティシャン 徳島 株式会社　大光食品 総務事務 長崎

ANA　FESTA　株式会社 土産品小売及び軽飲食業 福岡 株式会社　長崎銀行 銀行業務全般 長崎

トヨタ紡績九州　株式会社 製造技能職 佐賀 株式会社　落水正商店 事務員 長崎

佐川急便　株式会社 軽四ドライバー職 長崎

税理士法人　アップパートナーズ　長崎オフィス 税務・会計スタッフ 長崎

（公務員） 島原ソフトウェア　株式会社 プログラマー 長崎

島原市職員 一般事務 長崎 島原雲仙農業協同組合 総合職 長崎

島原市職員 一般事務 長崎 島原青果　卸販売　株式会社 一般事務 長崎

島原市職員 一般事務 長崎 日本トータルテレマケーティング株式会社南島原センター コールセンターの管理者 長崎

新上五島町消防本部 消防吏員 長崎 日本郵便　株式会社　九州支社 郵便局員(長崎県南部地域) 長崎

海上保安学校 情報システム課程 京都 有限会社　吉田工務店 建設業 長崎

（自衛隊）

自衛官候補生 陸上

自衛官候補生 海上

一般曹候補生 陸上

一般曹候補生 海上


