
平成３０年度（平成３１年３月卒業） 

 就 職  
 男 子  

(株)関電工 事務 【 食品・繊維 】 【 不動産・運輸・エネルギー・倉庫 】 

日本郵便(株)東京支社（２） 郵便局員 (株)京樽 調理販売 アットホーム(株) 制作 

(株)トキワ 営業 日本ｺｰﾝｽﾀｰﾁ（株） 事務 (株)ザ・チューブ 制作 

(株)京急ストア 販売 (株)船昌 事務 山手冷蔵（株） 事務 

ﾔﾏﾄﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｽ(株) 経理事務 (株)福砂屋 販売 (株)プラン・ドゥ 事務 

(株)ホウスイ 倉庫業務 (株)舟和本店 事務 日本マリン（株） 営業 

ネグロス電工(株) 商品管理 (株)舟和本店  販売 ヤマト運輸(株)東京支社 事務 

(株)ｾﾌﾞﾝ･ｲﾚﾌﾞﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 相談員 (株)にんべん 販売 ｼﾞｪｰﾕｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 事務 

(株)東急ストア 販売   東京豊海冷蔵(株) 事務 

東洋ｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ(株) 事務 【 石油・化学・薬品 】  (株)ホウスイ（２） 事務 

(株)ﾗｲﾌｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 販売 ちふれﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株) 事務 ﾔﾏﾄﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ(株) 事務 

(株)ｴｽﾜｲｼｽﾃﾑ東京事業所 ＳＥ 日塗化学(株) 事務 明治ロジテック(株) 事務 

五大テック(株)東京支社 警備 新日鉄住金化学(株) 事務 ｼﾞｪｰﾕｰ･ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ(株) 事務 

関越ｿﾌﾄｳｪｱ(株) ＳＥ   日本通運(株)海運事業支店 事務 

(株)ＪＲ東日本ｽﾃｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ 駅業務 【 鉄鋼・機械・電気 】  秋元運輸倉庫(株) 事務 

新コスモス電機ﾒﾝﾃﾅﾝｽ(株) 接客 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸＳＳサービス(株) 事務 (株)アップル 事務 

京浜急行電鉄(株) 駅係員 深田ﾊﾟｰｶﾗｲｼﾞﾝｸﾞ(株) 事務 日水物流(株) 運搬 

(株)シモジマ 販売 (株)久保商会（２） 事務   

明治産業(株) 営業 ＴＨＫ(株) 事務 【 サービス・情報・その他 】 

(株)マルエツ 販売 (株)ケー・エフ・シー 事務 ﾄｯﾊﾟﾝ･ﾌｫｰﾑｽﾞ(株) 事務 

(株)グレープストーン 販売 芝電機(株) 事務 みずほｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ（株) 事務 

(株)ヤング商事 販売 川村義肢(株) 事務 (株)ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ 医療事務 

(株)シュクレイ 販売   阪急阪神ホテルズ 接客 

イオンリーテール(株) 販売 【 印刷・諸工業 】  (株)日本デジタル研究所 事務 

東京豊海冷蔵(株)  倉庫管理 大日本印刷(株) 事務 中森・荒井税理士法人 事務 

 

 共同印刷(株) 事務 (株)AGS ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸ  ゙ 事務 

 東洋製罐（株） 事務 三鷹のぞみ幼稚園 事務 

 (株)シード 事務 (株)日本デジコム 事務 

  凸版印刷(株) 事務 こばやし歯科ｸﾘﾆｯｸ 事務 

 女 子  
ｼﾞｪｲｵｰｺｽﾒﾃｨｯｸｽ(株) 包装 医療法人社団あさひ 医療事務 

ｼﾞｪｲｵｰｺｽﾒﾃｨｯｸｽ(株) 事務 鹿島サービス(株) 事務 

【 建設・設備 】  松下徽章(株) 事務 富士ｿﾌﾄｻｰﾋﾞｽﾋﾞｭｰﾛ(株) 事務 

(株)フソウ東京支社（２） 事務 太平洋ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株) 事務 ﾄｯﾊﾟﾝ･ﾌｫｰﾑｽﾞ･ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ(株) ＳＥ 

(株)タケエイ 事務   日本郵便(株)東京支社 郵便局員 

ニチアス(株) 事務 【 商事 】  (株)プリンスホテル 接客 

東洋ｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ(株) 事務 中村商事(株) 事務 (株)日本住宅保証検査機構 事務 

ユタカ設備工業(株) 事務 (株)坂口 事務 加勢造園(株) 事務 

ネグロス電工(株)（２） 事務 (株)成城石井 販売   

日興基礎(株) 事務 (株)ｵﾌｨｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 事務  公務員   

晴海小野田レミコン(株) 生産工程 (株)フェローズ 販売 東京都特別区（目黒区）  

  ナツアキ(株) 販売 警視庁警察官（２）  

  ダイアナ(株) 販売 自衛官候補生  

 



 進 学  

 四年制大学  
    

    

中央大学 商学部 １名 成蹊大学 経済学部 ２名 駒澤大学 経済学部 １名 

神田外語大学 外国語学部 １名 明治学院大学 経済学部 １名 國學院大學 経済学部 １名 

帝京大学 医療技術学部 １名 獨協大学 経済学部 １名 文教大学 経営学部 １名 

日本大学 商学部 ３名 東洋学園大学 現代経営学部 １名 専修大学 商学部 ２名 

日本大学 経済学部 １名 拓殖大学 商学部 １名 専修大学 商学部２部 １名 

日本大学 理工学部 １名 東京家政大学 現代家政学部 ２名 東洋学園大学 現代経営学部 ２名 

産業能率大学 情報ﾏﾈﾝｼﾞﾒﾝﾄ学部 ２名 東洋大学 経済学部 １名 東洋学園大学 人間科学学部 １名 

産業能率大学 経営学部 １名 東洋大学 経済学部 ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞｺｰｽ １名 文京学院大学 経営学部 １名 

千葉商科大学 商経済学部 ３名 東洋大学 社会学部 ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞｺｰｽ １名 ﾔﾏｻﾞｷ動物看護大学動物看護学部 １名 

千葉商科大学 サービス創造学部 ３名 東京女子体育大学 体育学部 １名 東京成徳大学 応用心理学部 １名 

千葉商科大学 国際教養学部 １名 城西国際大学 経営情報学部 １名 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊﾘｳｯﾄﾞ大学 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部 

１名 

明星大学 教育学部 １名 流通経済大学 流通情報学部 １名 

 短期大学  
    

    

上智大学短期大学部 英語学科 １名 貞静学園短期大学 保育学科 １名 国際短期大学国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部 １名 

戸坂女子短期大学 食物栄養科 １名 新渡戸文化短期大学 生活学科 １名   

 留 学  

      

    

鮮文大学 韓国語教育院 １名 University of Strasbourg １名  

 専 門  

    

  東洋公衆衛生学院 

診療放射線科 

１名 

大原学園公務員総合学科 ２名 都立広尾看護専門学校 １名 東京誠心調理師専門学校 ２名 

大原簿記専門学校 

商業実務課程経理本科 
１名 

早稲田速記医療福祉専門学校 

看護科 
１名 

香川調理製菓専門学校 

製菓科 
１名 

上野法律専門学校 

法律行政学科 
４名 江戸川看護専門学校 １名 

東京YMCA国際ホテル専門学校 

ホテル科 
１名 

早稲田速記医療福祉専門学校 

医療マネジメント科 
２名 板橋中央看護専門学校 １名 

駿台外語＆ビジネス専門学校 

エアライン科 
１名 

東京IT会計専門学校 

税理士科 
１名 戸田看護専門学校 １名 東京声優アカデミー １名 

日本電子専門学校 

Webデザイン科 
１名 聖和看護専門学校 １名 音響芸術専門学校 １名 

日本電子専門学校 

ゲーム企画科 
１名 

専門学校日本医科学大学校 

看護師科 

１名 

 
IDA ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｱｶﾃﾞﾐｰ １名 

日本電子専門学校 

高度情報処理科 
１名 東京柔道整復専門学校 １名 

東京栄養食糧専門学校 

管理栄養士科 
１名 

東京デザイン専門学校 

ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾞｻﾞｲﾝ科 
１名 

東京医療福祉専門学校 

柔道整復科 
１名 

東洋美術専門学校 

マンガ科 
１名 

竹早教員保育士養成所 １名 
国際理容美容専門学校  

理容科 
１名 高山美容専門学校 １名 

聖徳幼児教育専門学校 １名 
国際理容美容専門学校 

ビジネス美容科 
１名 

青山ﾌｧｯｼｮﾝｶﾚｯｼﾞ 

ｽﾀｲﾘｽﾄ･ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ科 
１名 

 


