
令和元年度　進路状況 2020/3/31 現在

（四年制大学） （医療系専門学校）
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 関西医療学園専門学校 柔道整復学科 大阪

龍谷大学 国際学部ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞ 京都 関西医療学園専門学校 柔道整復学科 大阪

摂南大学 経済学部経済学科 大阪 福岡医療専門学校 理学療法学科 福岡

IPU環太平洋大学 次世代教育学部こども発達 岡山 福岡天神医療リハビリ専門学校 理学寮法学科 福岡

久留米大学 商学部商学科 福岡 久留米リハビリテーション学院 作業療法学科 福岡

九州国際大学 現代ビジネス学部地域経済学科 福岡 博多メディカル専門学校 歯科衛生士科 福岡

九州国際大学 現代ビジネス学部地域経済学科 福岡 こころ医療福祉専門学校 スポーツ柔整科 長崎

九州産業大学 商学部経営･流通学科 福岡 こころ医療福祉専門学校 理学寮法学科 長崎

筑紫女学園大学 人間科学部人間科学科初等教育 福岡 こころ医療福祉専門学校 理学寮法学科 長崎

日本経済大学 経済学部経済学科 福岡 九州文化学園歯科衛生士学院 歯科衛生士学科 長崎

福岡国際医療福祉大学 医療学部視能訓練学科 福岡 長崎医療技術専門学校 理学療法学科 長崎

福岡大学 商学部　経営学科 福岡 （看護学校）
福岡大学 法学部経営法学科 福岡 学校名 学科

西九州大学 健康栄養学部健康栄養学科 佐賀 津看護専門学校 看護科 三重

西九州大学 子ども学部子ども学科 佐賀 宗像看護専門学校 看護学科 福岡

熊本学園大学 経済学部経済学科 熊本 宗像看護専門学校 看護学科 福岡

長崎国際大学 人間社会学部社会福祉学科 長崎 小倉南看護専門学校 看護学科 福岡

長崎純心大学 人文学部地域包括支援学科 長崎 福岡県私設病院看護学校 看護学科 福岡

（短期大学） 九州中央リハビリテーション学院 看護学科 熊本

学校名 学科 九州中央リハビリテーション学院 看護学科 熊本

大分県立芸術文化短期大学 美術科デザイン専攻 大分 島原市医師会看護学校 看護師３年課程 長崎

大阪成蹊短期大学 幼児教育学科 大阪 島原市医師会看護学校 看護師３年課程 長崎

香蘭女子短期大学 ファッション総合学科 福岡 島原市医師会看護学校 看護師３年課程 長崎

香蘭女子短期大学 保育学科 福岡 島原市医師会看護学校 看護師３年課程 長崎

香蘭女子短期大学 保育学科 福岡 久留米医師会看護専門学校 准看護科 福岡

精華女子短期大学 幼児保育学科 福岡

中村学園大学短期大学部 キャリア開発学科 福岡

中村学園大学短期大学部 幼児保育学科 福岡

中村学園大学短期大学部 幼児保育学科 福岡

福岡女子短期大学 健康栄養学科 福岡

佐賀女子短期大学 こども未来学科 佐賀
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（他の専門学校） （就職）
学校名 学科 企業名 職種

名古屋ウェディング＆ブライダル専門学校 ウェディングプランナー科 愛知 JFEスチール　株式会社　東日本製鉄所 生産技術職 千葉

大阪外語専門学校 アジア言語ビジネス科 大阪 株式会社　勝浦ホテル三日月 サービススタッフ 千葉

西日本ヘアメイクカレッジ スタイリスト科 大阪 医療法人　阿由知通山路整形外科 医療事務 愛知

FCフチガミ医療福祉専門学校 医療秘書科 福岡 ダイハツ工業　株式会社　本社 ライン職スタッフ職 大阪

FCフチガミ医療福祉専門学校 医療秘書科 福岡 株式会社　ZENON 美容師補助 大阪

FCフチガミ医療福祉専門学校 診療情報管理科 福岡 株式会社　我楽多 美容業 大阪

ILPお茶の水医療福祉専門学校 医療秘書 福岡 株式会社　ヒューマン・ライフ 受付業務全般および施術補助 大阪

KCS福岡情報専門学校 プログラム科２年課程 福岡 株式会社　ヒューマン・ライフ 受付業務全般および施術補助 大阪

ハリウッドワールド美容専門学校 トータルビューティーコース 福岡 マツダ　株式会社 技能職(生産技能) 広島

九州ｻﾝｼｬｲﾝｸﾞﾙｰﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ 愛犬美容科中等科コース 福岡 ASKUL LOGIST 株式会社　福岡物流センター 物流スタッフ 福岡

公務員ビジネス専門学校 公務員総合学科 福岡 医療法人　緑心会　福岡保養院 調理員 福岡

大原簿記情報専門学校福岡校 税理士公認会計士分野 福岡 株式会社　タケノ 調理職(和食メイン) 福岡

大村美容ファッション専門学校 ファッション科 福岡 株式会社　タケノ 調理食(洋食メイン) 福岡

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 九州名鉄運輸　株式会社 管理事務員 福岡

福岡デザイン専門学校 総合デザイン科視覚情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ 福岡 福岡運輸　株式会社 総合事務職 福岡

福岡ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ＆ﾎﾃﾙ･観光専門学校 ブライダル学科ブライダル総合 福岡 医療法人社団堀川会　堀川病院 看護助手 福岡

福岡南美容専門学校 美容科ビューティースペシャリスト 福岡 株式会社　大福物流 ピッキング作業 熊本

福岡南美容専門学校 美容科ビューティー＆シェイビング 福岡 コネクシオ　株式会社　ドコモショップ有家店 販売職 長崎

福岡美容専門学校 美容科カットコース 福岡 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

福岡美容専門学校 美容科カットコース 福岡 横尾社会保険労務士事務所 事務職員 長崎

平岡調理・製菓専門学校 製菓衛生師専修科2年 福岡 株式会社　Ｃ＆Ｆ エステティシャン 長崎

麻生建築＆デザイン専門学校 建築学科建築士専攻 福岡 株式会社　たらみ 社内SE 長崎

麻生公務員専門学校　福岡校 公務員総合科 福岡 株式会社　ポータル 一般事務 長崎

麻生公務員専門学校　福岡校 公務員総合科 福岡 株式会社　丸政水産 事務職 長崎

長崎医療こども専門学校 医療ビジネス科 長崎 島原食糧販売　株式会社 総合職 長崎

長崎公務員専門学校 教養重点科 長崎 日本郵便　株式会社　九州支社 郵便局員 長崎

公務員ゼミナール　諌早校 本科１年課程 長崎 星野建設　株式会社 一般事務 長崎

公務員ゼミナール　諌早校 公務員本科 長崎 松下菓子店 自営 長崎

（自衛官） (公務員)
自衛官候補生　 海上 長崎県警察官 Ⅲ類 長崎


