
平成３０年度　３学年進路状況 （４月１日現在）
＜国立大学＞ 55名 ＜私立大学＞（福岡地区） 628名 （福岡地区　続き） ＜私立大学＞（東日本地区　続き） ＜専門学校・就職など＞ 53名

大学名 学部名 大学名 学部名 大学名 学部名 大学名 学部名 学校名等

九州大学 医学部保健学科看護 1名 西南学院大学 神学部 1名 九州共立大学 経済学部 2名 日本体育大学 保健医療学部 1名 日本郵便株式会社　九州支社 2名

　７名 医学部保健学科診療放射線 2名 　５４名 文学部 15名 　　６名 スポーツ科学部 4名 亜細亜大学 経営学部 1名 千葉県警察 1名

文学部 1名 商学部 5名 九州女子大学 家政学部 2名 東京都市大学 都市生活学部 1名 福岡県警察 1名

経済学部 1名 経済学部 6名 　　３名 人間科学部 1名 麻布大学 生命環境大学 1名 自衛隊候補生 2名

農学部 2名 法学部 15名 西南女学院大学　 保健福祉学部 5名 東京音楽大学 音楽学部 1名 KCS福岡情報専門学校 1名

横浜国立大学 1名 経営学部 1名 人間科学部 12名 九州国際大学 現代ビジネス学部 1名 関東学院大学 人間共生学部 1名 麻生建築＆ﾃﾞｻﾞｲﾝ専門学校 1名

広島大学 教育学部 1名 福岡大学 人文学部 24名 久留米大学 文学部 3名 千葉工業大学 先進工学部 1名 麻生公務員専門学校福岡校 6名

　２名 工学部 1名 　１８１名 法学部 18名 　　1５名 法学部 5名 千葉科学大学 危機管理学部 2名 麻生情報ビジネス専門学校 1名

九州工業大学 情報工学部１類 2名 経済学部 31名 経済学部 3名 桐蔭横浜大学 スポーツ学部 1名 麻生リハビリテーション大学校 1名

　７名 情報工学部2類 1名 商学部 51名 商学部 3名 東海大学　　　 農学部 4名 インターナショナルエアアカデミー 1名

情報工学部３類 2名 理学部 13名 人間健康学部 1名 　　６名 海洋学部 2名 大原学園福岡校 1名

工学部１類 1名 工学部 35名 久留米工業大学 工学部 6名 名古屋学芸大学 メディア学部 1名 私設看護協会看護専門学校 1名

工学部３類 1名 医学部（看護） 1名 保健医療経営大学 保健医療経営学部 1名 中部大学 工学部 2名 スクールオブミュージック 1名

福岡教育大学　３名 教育学部 3名 薬学部 2名 西九州大学 子ども学部 1名 明海大学　　　　 外国語学部 1名 専門学校コンピューター教育学院 1名

熊本大学　１名 工学部 1名 スポーツ科学部 6名 長崎国際大学 薬学部 1名 新潟医療福祉大学 看護学部 1名 専門学校福岡ビジョナリーアーツ 1名

長崎大学 経済学部 1名 九州産業大学 国際文化学部 4名 崇城大学 工学部 1名 新潟青陵大学 看護学部 1名 中日本航空専門学校 1名

　３名 工学部 2名 　１４９名 経済学部 21名 　　４名 生物生命学部 3名 北里大学 医療衛生学部 1名 中村調理製菓専門学校 4名

佐賀大学 医学部看護 1名 商学部 39名 日本文理大学 工学部 3名 金沢工業大学 工学部 2名 平岡栄養士専門学校 1名

　１３名 経済学部 3名 地域共創学部 14名 立命館アジア太平洋大学 太平洋学部 1名 ＜私立大学＞（西日本地区） 日本工学院専門学校 1名

理工学部 8名 理工学部 37名 九州保健福祉大学 薬学部 4名 関西大学　　　　 政策創造学部 2名 日本航空大学校 1名

芸術学部 1名 建築都市学部 17名 ＜私立大学＞（東日本地区） 　　4名 システム学部 1名 博多メディカル専門学校 3名

大分大学　１名 理工学部 1名 生命科学部 1名 学校名等 学部名 環境都市工学部 1名 ヒューマンアカデミー 2名

宮崎大学 工学部 2名 芸術学部 4名 早稲田大学 文学部 1名 同志社大学　2名 法学部 1名 福岡医健専門学校 2名

　３名 農学部 1名 人間科学部 12名 　　２名 商学部 1名 理工学部 1名 福岡医療専門学校 2名

鹿児島大学 教育学部 1名 中村学園大学 栄養科学部 2名 東京理科大学　１名 理工学部 1名 立命館大学 経営学部 1名 福岡看護専門学校 1名

　２名 農学部 1名 　28名 教育学部 3名 明治大学　 文学部 1名 産業社会学部 2名 福岡高等技術専門校 1名

琉球大学 農学部 1名 流通科学部 23名 法学部 1名 　　4名 理工学部 1名 福岡こども専門学校 1名

　２名 工学部 1名 福岡工業大学　　　 工学部 13名 　　３名 情報コミュニケーション学部 1名 龍谷大学 社会学部 1名 福岡市医師会看護学校 5名

北見工業大学　１名 工学部 1名 　28名 情報工学部 11名 上智大学　1名 文学部 1名 　　4名 国際学部 1名 福岡ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門学校 2名

秋田大学　１名 医学部保健学科看護 1名 社会環境学部 4名 中央大学 文学部 2名 農学部 2名 代々木アニメーション学院福岡校 2名

新潟大学　１名 農学部 1名 福岡女学院大学　 人文学部 2名 法学部 1名 京都産業大学 法学部 1名 九州職能大学校 1名

茨城大学　１名 人文社会学部 1名 　　8名 国際キャリア学部 4名 　　４名　 商学部 1名 　　2名 経営学部 1名 その他 1名

島根大学　1名 生物資源学部 1名 人間関係学部 2名 成蹊大学　1名 経済学部 1名 京都造形芸術大学 芸術学部 2名

山口大学 国際総合学部 1名 福岡女学院看護大学 看護学部 3名 法政大学　1名　 社会学部 1名 花園大学　　　　 社会福祉学部 1名

　４名 人文学部 2名 筑紫女学園大学 文学部 4名 学習院大学 経済学部 1名 京都文教大学　　 臨床心理学部 1名

理学部 1名 　１４名 人間科学部 5名 津田塾大学　1名　 学芸学部 1名 近畿大学 国際学部 2名

愛媛大学　１名 社会共創学部 1名 現代社会学部 5名 東京農業大学　1名 国際食料学部 1名 　　4名 総合社会学部 1名

＜公立大学＞ 12名 国際医療福祉大学 福岡保健医療学部 4名 日本大学 危機管理学部 1名 農学部 1名

大阪府立大学　1名 工学域 1名 　9名 福岡看護学部 5名 　　４名　 工学部 1名 大阪芸術大学　　　 芸術学部 2名

福岡女子大学　１名 国際文理学部 1名 福岡看護大学　　 看護学部 5名 理工学部 1名 天理大学　　　　 国際学部 1名

福岡県立大学　２名 人間社会学部 2名 日本赤十字九州国際看護大学 看護学部 1名 芸術学部 1名 エリザベト音楽大学 音楽部 1名

山口東京理科大学　２名 工学部 2名 日本経済大学 経営学部 2名 駒澤大学　　　 文学部 1名 広島国際大学 薬学部 1名

下関市立大学　５名 　 経済学部 5名 第一薬科大学 薬学部 2名 　　２名　 法学部 1名 東亜大学 人間科学部 1名

高知県立大学　１名 看護学部 1名 純真学園大学 保健医療学部 1名 専修大学　1名　 商学部 1名 　　2名 医療学部 1名

＜準大学＞ 33名 国士舘大学 経営学部 1名 ＜短期大学＞ 9名

防衛大学校　２９名 人文・社会科学専攻 3名 ＜留学＞ 創価大学　　　　 文学部 2名 学校名等 学科名

（一次合格含む） 理工学専攻 27名 大学名 学部名 　　６名 法学部 1名 中村学園大学短期大学部 幼児保育　　 2名

防衛医科大学校　２名 看護学科 2名 Santa Monica College 映像学部 1名 国際教養学部 3名 　　3名 キャリア開発 1名 ☆総計

（一次合格含む） 　※米カリフォルニア州 帝京大学　　　 文学部 1名 福岡女学院大学短期大学部 英語　　　　 4名 国立大学 55名　

職業能力開発総合大学校 電気専攻 1名 　　６名 経済学部 1名 西日本短期大学 保育 1名 公立大学 12名　

※厚生労働省所管 福岡医療技術学部 4名 山野美容短期大学 美容総合 1名 準大学 33名


