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大学 男 女 合計 割合
一般 3 2 5 1% 1% 一般 青山学院大学 英米文 指 田園調布学園大学 人間福祉 心理福祉 学校斡旋 ジャパンエレベーターサービスホールディングス（株）

AO 15 11 26 7% 2% 一般 杏林大学 総合政策 企業経営 指 東海大学 情報処理工 コンピュータ応用工 学校斡旋 アートコーポレーション（株）
指定校推薦 53 13 66 17% 31% 一般 嘉悦大学 経営経済 AO 東京工科大学 工 応用化学 学校斡旋 五十嵐冷蔵（株）
公募制推薦 5 3 8 2% せんせ指 関東学院大学 経営 経営 指 東京工芸大学 工 建築 学校斡旋 京王運輸（株）
自己推薦 1 1 2 1% 79% 指 関東学院大学 経済 経済 AO 東京国際工科専門職大学 工科 情報工 学校斡旋 東京急行電鉄（株）
その他 0 0 0 0% 指 関東学院大学 社会 現代社会 AO 東京女子体育大学 体育 体育 学校斡旋 (株)エフ・ディ・シー・フレンズ

77 30 107 28% 指 関東学院大学 法 地域創生 AO 東京女子体育大学 体育 体育 学校斡旋 社会福祉法人　三神会　特別養護老人ホーム　フレンド神木

短大 男 女 合計 割合 指 関東学院大学 理工 応用化学 AO 東京女子体育大学 体育 体育 学校斡旋 (株)ミズモリ
一般 0 0 0 0% 指 玉川大学 工 マネジメントサイエンス 指 東京女子体育大学 体育 体育 学校斡旋 TBCグループ(株)
AO 0 12 12 3% AO 桐蔭横浜大学 スポーツ健康政策 スポーツ教育 AO 東京成徳大学 応用心理 臨床心理 学校斡旋 (株)グルメ杵屋

指定校推薦 0 5 5 1% AO 桐蔭横浜大学 スポーツ健康政策 スポーツテクノロジー 指 東京福祉大学 教育 教育 学校斡旋 (株)マルエツフレッシュフーズ
公募制推薦 0 1 1 0% AO 桐蔭横浜大学 法 法律 指 東洋学園大学 人間科学 人間科学 学校斡旋 セコム（株）

0 18 18 5% 指 桐蔭横浜大学 法 法律 AO 東洋大学 情報連携 情報連携 学校斡旋 （株）シュクレイ
専門学校 男 女 合計 割合 公 駒沢女子大学 看護 看護 指 日本経済大学 経営 経営 学校斡旋 （株）東急ストア
一般 2 1 3 1% 指 駒澤大学 法 法律 指 日本経済大学 経営 経営 学校斡旋 東京ガスエスネット(株)
AO 49 56 105 27% 指 工学院大学 先進工 応用物理 その他 日本大学 スポーツ 競技スポーツ 学校斡旋 (株)マルエツフレッシュフーズ

指定校推薦 22 21 43 11% 指 高千穂大学 経営 経営 公 日本大学 生物資源科 海洋生物資源科 学校斡旋 （株）ラムラ
公募制推薦 4 6 10 3% 指 国士舘大学 ２１世紀アジア ２１世紀アジア 指 日本大学 理工 海洋建築工 学校斡旋 (株）ライフコーポレーション
自己推薦 4 2 6 2% AO 国士舘大学 経営 経営 一般 武蔵野大学 通信教育 心理学専攻 学校斡旋 （株）バロックジャパンリミテッド

81 86 167 43% 公 国士舘大学 政経 経済 自己推薦 フェリス女学院大学 文 日本語日本文 学校斡旋 （株）ニチイ学館
各種学校 男 女 合計 割合 指 国士舘大学 政経 経済 指 文教大学 経営 経営 学校斡旋 社会福祉法人　美生会　ヴィラージュ虹ヶ丘

一般 0 1 1 0% 指 国士舘大学 法 現代ビジネス法 指 文教大学 経営 経営 学校斡旋 （株）日本フイルコン
AO 0 1 1 0% 指 国士舘大学 理工 基礎理学 一般 文教大学 情報 情報システム 学校斡旋 （株）ときわスポーツ

指定校推薦 0 0 0 0% AO 桜美林大学 グローバルコミュニケーション 指 文教大学 情報 情報社会 学校斡旋 （株）シュクレイ
公募制推薦 0 0 0 0% 指 桜美林大学 芸術文化 公 北里大学 海洋生命科 海洋生命科 学校斡旋 （株）東京ガスライフバル澤井

0 2 2 1% 指 桜美林大学 健康福祉 精神保健福祉 AO 明星大学 経営 経営 学校斡旋 （株）パルライン
職業技術校 男 女 合計 割合 指 桜美林大学 ビジネスマネジメント 指 明星大学 経営 経営 学校斡旋 （株）資生堂パーラー
一般 0 1 1 0% 指 桜美林大学 リベラルアーツ AO 明星大学 経済 経済 学校斡旋 （株）トキワオートサービス

自己推薦 1 0 1 0% 指 産業能率大学 経営 経営 指 明星大学 経済 経済 学校斡旋 （株）三菱ふそうトラック・バス
1 1 2 0% 指 実践女子大学 文学 国文 指 明星大学 経済 経済 学校斡旋 （株）飯田産業

就職 男 女 合計 割合 指 駿河台大学 法 AO 明星大学 経済 経済 学校斡旋 コンピュータシステム（株）
学校斡旋 18 39 57 15% 公 湘南医療大学 保健医療 看護 AO 明星大学 建築 建築 学校斡旋 （株）シュクレイ
自己開拓 1 1 2 1% 指 神奈川工科大学 工 電気電子情報工 指 明星大学 人文 日本文化 学校斡旋 東京ガスエスネット(株)
公務員 2 1 3 1% 指 神奈川工科大学 情報 情報メディア 指 明星大学 デザイン デザイン 学校斡旋 （株）三菱ふそうトラック・バス
その他 0 0 0 0% 指 神奈川大学 外国語 中国語 指 明星大学 理工 総合理工 学校斡旋 エレックス工業（株）

21 41 62 16% 指 神奈川大学 経営 国際経営 指 立正大学 文 哲学 学校斡旋 （株）ジーユー
進学準備 男 女 合計 割合 指 神奈川大学 経済 経済 指 立正大学 文 文学 学校斡旋 富士フィルムイメージングプロテック（株）
予備校 3 0 3 1% 指 神奈川大学 法 自治行政 指 立正大学 文 哲 学校斡旋 小田急電鉄（株）
自宅浪人 1 4 5 1% 指 神奈川大学 法 法律 AO ヤマザキ動物看護大学 動物看護 動物看護 学校斡旋 セレサ川崎農業協同組合

4 4 8 2% 指 神奈川大学 理 情報工 指 ヤマザキ動物看護大学 動物看護 動物看護 学校斡旋 （株）ジーユー
その他 男 女 合計 割合 指 神奈川大学 理 生物科 指 和光大学 経済・経営 経済 学校斡旋 （株）ミュゼプラチナム
留学 4 0 4 1% AO 洗足学園音楽大学 音楽 音楽教育 指 和光大学 経済経営 経営 学校斡旋 神津精機（株）

アルバイト 4 6 10 3% AO 相模女子大学 人間社会 人間心理 指 和光大学 経済経営 経済 学校斡旋 (株)ニコン　相模原製作所
未定 2 2 4 1% 指 相模女子大学 人間社会 人間心理 指 和光大学 現代人間 人間 学校斡旋 （株）トッパンパッケージプロダクツ

10 8 18 5% 指 多摩大学 グローバルスタディーズ AO 和光大学 表現 芸術 学校斡旋 (株)メガネスーパー
AO 多摩大学 経営情報 AO 和光大学 表現 芸術 学校斡旋 (株)ジーンズメイト

在籍数 男 女 合計 AO 多摩大学 経営情報 学校斡旋 関越ソフトウェア（株）

35期生 194 190 384 指 多摩大学 経営情報 学校斡旋 （株）ライフコーポレーション

進路決定者 男 女 合計 割合 指 多摩大学 経営情報 学校斡旋 （株）ワタキューセイモア
合計 179 178 357 93.0% 指 鶴見大学 文 英語英米文 学校斡旋 （株）東急ストア

指 鶴見大学 文 英語英米文学 学校斡旋 （株）小田急レストランシステム
指 鶴見大学 文 文化財 学校斡旋 TBCグループ（株）
指 鶴見大学 文 日本文学 学校斡旋 （株）パルライン
公 帝京大学 医療技術 スポーツ医療 学校斡旋 （株）パルライン
自己推薦 帝京大学 経済 経済 学校斡旋 （株）アマノマネジメントサービス
公 帝京大学 文 史 学校斡旋 （株）パルライン
指 帝京大学 文 社会 自己開拓 (株）IBF
AO 田園調布学園大学 子ども未来 子ども未来 自己開拓 たいら歯科クリニック
指 田園調布学園大学 子ども未来 子ども未来
AO 田園調布学園大学 人間福祉 社会福祉
AO 田園調布学園大学 人間福祉 社会福祉
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AO 横浜女子短期大学 保育 AO 横浜リゾートアンドスポーツ専門学校 スポーツトレーナー AO 大原簿記法律専門学校立川校 医療事務 指 日本体育大学専門学校 口腔健康
AO 横浜女子短期大学 保育 AO 横浜リゾートアンドスポーツ専門学校 スポーツ保育 AO 大原簿記法律専門学校立川校 文化・教養専門課程スポーツリゾート＆スポーツビジネス AO 日本電子専門学校 ゲーム制作
指 横浜女子短期大学 保育 一般 横浜市医師会聖灯看護専門学校 指 町田製菓専門学校 製菓衛生師 AO 日本電子専門学校 ゲーム制作
AO 駒沢女子短期大学 保育 公 横浜中央看護専門学校 看護 指 町田製菓専門学校 製菓衛生師 AO 日本電子専門学校 ゲーム制作
AO 駒沢女子短期大学 保育 AO 関東美容専門学校 指 町田調理師専門学校 上級調理師 AO 日本電子専門学校 情報システム
指 戸板女子短期大学 国際コミュニケーション 指 呉竹鍼灸柔整専門学校 柔道整復 指 町田美容専門学校 指 日本美容専門学校 専門
AO 戸板女子短期大学 服飾芸術 指 厚木看護専門学校 看護第一 AO 東京ＩＴ会計専門学校 情報メディア 指 武蔵野調理師専門学校 高度調理経営
AO 湘北短期大学 保育 AO 国際動物専門学校 しつけ・トレーニング AO 東京ＩＴ会計法律専門学校横浜校 警察官・消防官・自衛官 AO 早稲田速記医療福祉専門学校 介護福祉
AO 洗足こども短期大学 幼児教育保育 公 国際動物専門学校 動物看護・理学療法 AO 東京ＩＴ会計法律専門学校横浜校 公務員初級 AO 代々木アニメーション学院 声優タレント
AO 洗足こども短期大学 幼児教育保育 AO 国際動物専門学校 美容・デザイン AO 東京ＩＴ会計法律専門学校横浜校 公務員初級
AO 洗足こども短期大学 幼児教育保育 AO 国際文化理容美容専門学校渋谷校 美容 AO 東京ＹＭＣＡ国際ホテル専門学校 ホテル
指 洗足こども短期大学 幼児教育保育 AO 国際文化理容美容専門学校渋谷校 美容 指 東京ＹＭＣＡ国際ホテル専門学校 ホテル 自己推薦 港湾職業能力開発短期大学校横浜校 港湾流通
指 洗足こども短期大学 幼児教育保育 指 国際文化理容美容専門学校渋谷校 美容 自己推薦 東京アナウンス学院 放送声優 一般 横浜商業高等学校別科 理容
公 相模女子大学短期大学部 食物栄養 指 国際文化理容美容専門学校渋谷校 美容 AO 東京ダンス＆アクターズ専門学校 ミュージカル俳優
指 鶴見大学短期大学部 保育 指 国際文化理容美容専門学校渋谷校 美容 AO 東京デザイナー学院 イラストレーション
AO 鶴川女子短期大学 国際こども教育 公 国際理容美容専門学校 ビジネス美容 AO 東京デザイナー学院 インテリアデザイン
AO 帝京短期大学 生活科 AO 埼玉動物海洋専門学校 海洋生物飼育 AO 東京デザイナー学院 グラフィックデザイン

AO 和泉短期大学 児童福祉 AO 山野美容専門学校 AO 東京デザイナー学院 グラフィックデザイン

AO 山野美容専門学校 AO 東京デザイン専門学校 グラフィックデザイン

指 山野美容専門学校 自己推薦 東京デザイン専門学校 ビジュアルデザイン

AO ESPエンタテインメント大阪 音楽アーティスト AO 住田美容専門学校 美容 AO 東京ビジュアルアーツ ダンス
AO ＪＴＢトラベル＆ホテルカレッジ 国際観光ビジネス 公 住田美容専門学校 美容 AO 東京メディカル・スポーツ専門学校 鍼灸師
指 ＪＴＢトラベル＆ホテルカレッジ 国際観光ビジネス 指 住田美容専門学校 美容 AO 東京メディカル・スポーツ専門学校 鍼灸師
指 青山ファッションカレッジ ファッションビジネス AO 駿台トラベルアンドホテル専門学校 トラベル 指 東京栄養食糧専門学校 栄養士
指 青山製図専門学校 建築設計デザイン 指 駿台外語アンドビジネス専門学校 韓国語 指 東京栄養食糧専門学校 栄養士
AO アルファ医療福祉専門学校 介護福祉 AO 尚美ミュージックカレッジ専門学校 アレンジ・作曲 AO 東京衛生学園専門学校 東洋医療総合
指 イムス横浜国際看護専門学校 看護 AO 尚美ミュージックカレッジ専門学校 音響・映像・照明 一般 東京衛生学園専門学校 リハビリテーション
AO エコール辻東京 辻製菓マスターカレッジ 指 尚美ミュージックカレッジ専門学校 音響・映像・照明 指 東京衛生学園専門学校 リハビリテーション
AO エコール辻東京 辻フランス・イタリア料理マスターカレッジ AO 尚美ミュージックカレッジ専門学校 声優 指 東京衛生学園専門学校 リハビリテーション
AO カコトリミングスクール トリマー AO 尚美ミュージックカレッジ専門学校 声優 指 東京工科自動車大学校世田谷校 1級自動車エンジニア

AO ドレスメーカー学院 ファッションビジネス AO 尚美ミュージックカレッジ専門学校 ミュージックビジネス AO 東京コミュニケーションアート専門学校 エコ・コミュニケーション

公 ドレスメーカー学院 ファッションビジネス AO 情報科学専門学校 情報処理 AO 東京誠心調理師専門学校 調理師
AO ヒコ・みづのジュエリーカレッジ アドバンスジュエリーコース 指 新宿医療専門学校 鍼灸 指 東京誠心調理師専門学校 福祉調理
AO ヒコ・みづのジュエリーカレッジ ファッション 自己推薦 新横浜歯科技工士専門学校 AO 東京総合美容専門学校 美容
AO ビジョナリーアーツ フードクリエイト 公 新横浜歯科衛生士専門学校 AO 東京美容専門学校 ヘアスタイリスト
AO ビジョナリーアーツ フードクリエイト 自己推薦 新横浜歯科技工士専門学校 歯科技工士 AO 東京保育医療秘書専門学校 医療ＡＩ
AO ビジョナリーアーツ ペット 公 新東京歯科技工士学校 総合歯科技工士 AO 東京保育医療秘書専門学校 医療秘書
AO ビジョナリーアーツ ペット 公 神田外語学院 英語専攻 AO 東京保育専門学校 2部
AO べルエポック美容専門学校 ヘアメイク AO 神奈川柔整鍼灸専門学校 鍼灸　I部 AO 東放学園専門学校 放送技術
AO べルエポック美容専門学校 ヘアメイク 指 聖ヶ丘教育福祉専門学校 第一部保育士養成 AO 東洋美術学校 グラフィックデザイン

AO べルエポック美容専門学校 ヘアメイク 指 聖ヶ丘教育福祉専門学校 第一部幼稚園教員・保育士養成 AO 日産横浜自動車大学校 自動車整備
AO ホンダテクニカルカレッジ関東 一般自動車研究開発 自己推薦 聖ヶ丘教育福祉専門学校 第二部幼稚園教員・保育士養成 指 日本ホテルスクール ブライダル
一般 レコールバンタン パティシエ 指 聖ヶ丘教育福祉専門学校 第一部幼稚園教員・保育士養成 指 日本ホテルスクール ホテル
AO 横浜ｆカレッジ ビューティーコーディネート 公 聖ヶ丘教育福祉専門学校 第一部幼稚園教員・保育士養成 AO 日本リハビリテーション専門学校 理学療法
AO 横浜ｆカレッジ ビューティーコーディネート 指 聖ヶ丘教育福祉専門学校 第一部幼稚園教員・保育士養成 AO 日本外国語専門学校 アジア・ヨーロッパ
AO 横浜ｆカレッジ ファッションビジネス AO 聖マリアンナ医科大学看護専門学校 看護 AO 日本外国語専門学校 海外留学
指 横浜ｆカレッジ ファッションビジネス AO 大原医療秘書福祉保育専門学校 医療事務 指 日本外国語専門学校 国際エアライン
AO 横浜ｆカレッジ ブライダル AO 大原医療秘書福祉保育専門学校 保育士 AO 日本工学院専門学校 ゲームクリエイター
指 横浜ｆカレッジ ブライダル AO 大原医療秘書福祉保育専門学校横浜校 保育 指 日本工学院専門学校 ゲームクリエイター
指 横浜ｆカレッジ ブライダル AO 大原簿記情報ビジネス専門学校横浜校 法律行政 AO 日本工学院専門学校 声優・演劇
AO 横浜こども専門学校 保育 AO 大原簿記情報ビジネス専門学校横浜校 商業実務専門課程情報ビジネス AO 日本工学院専門学校 ダンスパフォーマンス

公 横浜こども専門学校 保育 AO 大原簿記法律専門学校町田校 オフィスビジネス AO 日本工学院専門学校 電気・電子
AO 横浜スイーツアンドカフェ専門学校 カフェ＆ドリンク AO 大原簿記法律専門学校町田校 経理本 AO 日本工学院八王子専門学校 ＩＴカレッジ情報処理
自己推薦 横浜デジタルアーツ専門学校 CG AO 大原簿記法律専門学校町田校 都庁・県庁・市区町村職員 AO 日本工学院八王子専門学校 グラフィックデザイン

AO 横浜デジタルアーツ専門学校 グラフィック AO 大原簿記法律専門学校町田校 経理本 指 日本工学院八王子専門学校 建築設計
指 横浜デジタルアーツ専門学校 グラフィック AO 大原簿記法律専門学校町田校 公務員 一般 日本工学院八王子専門学校 情報ビジネス
AO 横浜ミュージックスクール 音響・映像・照明 指 大原簿記法律専門学校町田校 公務員 AO 日本工学院八王子専門学校 スポーツ健康

AO 大原簿記法律専門学校町田校 情報ビジネス AO 日本工学院八王子専門学校 スポーツ健康
AO 大原簿記法律専門学校町田校 都庁・県庁・市区町村職員 AO 日本工学院八王子専門学校 スポーツ健康
AO 大原簿記法律専門学校町田校 法律行政 AO 日本工学院八王子専門学校 スポーツトレーナー

AO 大原法律公務員専門学校横浜校 公務員 指 日本工学院八王子専門学校 土木・造園
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