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静岡県立稲取高等学校 

 

平成３０年度 進路状況  
  

 総数 就職者 管内 県内 県外 公務員 進学者 専門 短大 四大 

男子 ５３ ２８ ９ ９ ６ ４ ２５ １８ ０ ７ 

女子 ５３ １６ ４ ４ ７ １ ３７ ２６ ８ ３ 

合計 １０６ ４４ １３ １３ １３ ５ ６２ ４４ ８ １０ 

                                              

○四年制大学         １０名 （ 男子 ７名  女子 ３名 ） 

ＡＯ入試   関東学院大学 教育学部 こども発達学科  
国士舘大学 体育学部 スポーツ医科学科  
埼玉工業大学 人間社会学部 情報社会学科  
城西国際大学 国際人文学部 国際交流学科  
帝京大学 経済学部 経営学科  
目白大学 外国語学部 韓国語学科 

指定校推薦   浦和大学 こども学部 こども学科  
静岡福祉大学 子ども学部 子ども学科  

        城西国際大学 福祉総合学部 福祉総合学科  
公募制推薦   至学館大学 健康科学部 健康スポーツ科学科  

 
○短期大学          ８名 （ 男子 ０名  女子 ８名 ）        

ＡＯ入試   有明教育芸術短期大学 こども教育学科 
       駒沢女子短期大学 保育科 
       湘北短期大学 総合ビジネス・情報学科 
       常葉大学短期大学部 音楽科 管弦打楽器コース 
       武蔵丘短期大学 健康生活学科 健康栄養専攻 
指定校推薦   常葉学園短期大学部 日本語日本文学科 
        日本大学短期大学部 食物栄養学科 
公募制推薦   国際短期大学 国際コミュニケーション学科  

 
○専門学校         ４４名 （ 男子 １８名  女子 ２６名 ） 
【工業】         ５名  男子  ５名  女子  ０名 
浅野工学専門学校   東京自動車大学校（３）   静岡工科自動車大学校 

【動物・園芸】      ３名  男子 １名  女子 ２名 
 東京コミュニケーションアート専門学校（２）  国際ペットワールド専門学校  
【商業実務】       ６名  男子 １名  女子 ５名 
沼津情報・ビジネス専門学校  横浜医療秘書歯科助手専門学校（２）   
国際医療管理専門学校熱海校  日本工学院八王子専門学校  早稲田速記医療福祉専門学校 
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【看護・医療】     １１名  男子 １名  女子 １０名   
静岡医療センター附属静岡看護学校  静岡県立東部看護専門学校（２） さいたま看護専門学校  

湘南平塚看護専門学校  下田看護専門学校（２） 呉竹鍼灸柔整専門学校  中和医療専門学校   
アポロ歯科衛生士専門学校  横浜歯科医療専門学校  
【調理・製菓】     ５名  男子 ２名  女子 ３名 
武蔵野調理師専門学校  千葉調理師専門学校   川口調理師専門学校   
専門学校ビジョナリーアーツ（２） 
【教育・社会福祉】   ２名  男子 １名  女子 １名 
横浜こども専門学校  大原介護福祉専門学校沼津校 

【理容・美容】     ５名  男子 ３名  女子 ２名 
横浜ビューティー＆ブライダル専門学校（４）  早稲田美容専門学校 

【文化・教養】     ７名  男子 ４名  女子 ３名 
日本工学院八王子専門学校  日本電子専門学校（２）  東京モード学園 
東放学園音響専門学校 東京アニメ声優専門学校   ＥＬＳ Ｌａ Ⅴｅｒｎｅ校（留学） 

 
○就職 
（１）学校求人       ３５名 （ 男子 ２２名  女子 １３名 ） 
【管内】        １１名  男子 ８名  女子 ３名 
伊豆太陽農業協同組合（１）  下田ガス（１）  丸三工業（１）  第一自動車工業（１） 
渡辺住宅設備（１）  大村商会（１）  伊豆今井浜東急ホテル（３）   
ホテルジャパン下田（１ ）  サンシニア河津（１） 

【県内】        １２名  男子 ９名  女子 ３名 
東レ三島工場（１）  マックスバリュ東海（１）  ヤマト運輸東静岡主管支店（１） 
ワコーコーポレーション沼津営業所（１）  伊豆急行（２）  伊豆シャボテン公園（１）  
花吹雪（１）  ミノルホンダ販売（１）  サン・エレック（１）  あおき（１） 時之栖（１） 

【県外】       １２名  男子 ５名  女子 ７名 
日本郵便株式会社東海支社（１）  芝浦シヤリング（２）  ハニーズ（１）  ひなた（１） 
東急ストア（２）  日本中央不動産レジデンシャル（１）  太平洋ゴルフサービス（１） 
みさわ歯科（１）  ミュゼプラチナム（１）  ひまわりの郷（１）   

 
（２）自己開拓・縁故     ４名 （ 男子 ２名  女子 ２名 ） 
【管内】        ２名  男子  １名  女子  １名 
開国（１）   吉野工務店（１） 

【県内】        １名  男子  ０名  女子  １名 
シェル・ティアラ（１）    

【県外】        １名  男子  １名  女子  ０名 
弘明寺整骨院（１） 

 
（３）公務員         ５名 （ 男子 ４名  女子 １名 ）    
【管内】          １名  男子  １名  女子  ０名 
 河津町役場（１） 

【県内】          ２名  男子  ２名  女子  ０名 
 静岡県警（２） 
【県外】          ２名  男子  １名  女子  １名 
 自衛隊（一般曹候補生）（１）  自衛隊（自衛官候補生）（１） 

 


