
立正大学　文学部

東京農業大学　農学部

東京情報大学　総合情報学部

（株）佐倉倶楽部 佐倉カントリー倶楽部

新邦工業 株式会社

株式会社 ショウトク（2）

株式会社 ダイヤベルツリーフーズ 生産技術　（男）

学校斡旋事業所

株式会社 根本運送

株式会社 アドバンス (株)弘和電材社　河内工場

農事組合法人 みらい

千葉職業能力開発短期大学校（2）

日本工業大学　工学部

縁故事業所

成田つくば航空専門学校

三輝工業 株式会社

プロスタイル 株式会社

丸トポートリー食品 株式会社（2） 

株式会社 サンコーゴム

株式会社 ナルコ岩井

ワタキューセイモア（株）関東支店(2)

自衛隊（陸上）

東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校

司工業 株式会社

株式会社 石川自動車工業

いばらき動物専門学院

アミューズメントメディア総合学院

三輝工業 株式会社

朝日森運輸 株式会社

株式会社 西原屋

ヒューマンアカデミー

株式会社タスコフーズ

大　学

株式会社 アールクルー

日本自動車大学校（4） ヒューマンアカデミー（柏校）

東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校

東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校（2）

宮本看護専門学校

東京アニメ・声優専門学校

ベルエポック美容専門学校

成田国際福祉専門学校

成田航空ビジネス専門学校

ワールドエンタプライズ 株式会社

千葉美容専門学校

大阪富士工業株式会社 鹿島支店（2）

大阪富士工業 株式会社 鹿島支店

縁故事業所 船橋情報ビジネス専門学校（2）

縁故事業所三菱日立ツール 株式会社 成田工場

平成27年度千葉県立下総高等学校卒業生進路先

株式会社 JALカーゴハンドリング

ワタキューセイモア（株）関東支店（2）

株式会社 野口工業

株式会社 タイヨー

リプロントーワ 株式会社 佐倉工場

ワタキューセイモア（株）関東支店

ちば愛犬動物フラワー学園

専 門 学 校

社会福祉法人　翠昂会

ワコースチール 株式会社

ジャンテック 株式会社（2）

千葉美容専門学校

大　学

秀工業 株式会社

山田機械工業 株式会社

縁故事業所

M－MODEL

専 門 学 校

工　業

日立化成 株式会社

米屋 株式会社

佐原メモリアルホール想月記

商　業

専 門 学 校

縁故事業所

ビィービィーアンドイー 株式会社

株式会社 ショウトク

社会福祉法人 福祉楽団

農　業

専 門 学 校

芳源マッシュルーム 株式会社（2）

島村運輸 株式会社

株式会社 太平洋ゴルフサービス

学校斡旋事業所

エヌデーシー 株式会社

成田空港警備 株式会社

成田空港警備 株式会社

MHIハセック 株式会社

情報ビジネス　（女）

学校斡旋事業所

成田空港警備 株式会社

情報ビジネス　（男）

株式会社 大電テクニカ

学校斡旋事業所

有限会社 川豊

学校斡旋事業所

アースサポート 株式会社

株式会社 ライト

株式会社 光輝（うなぎ新川）

株式会社 ナルコ岩井（2）

株式会社 若葉 NTTドコモショップ

有限会社 川豊

株式会社 桐井製作所 茨城工場

かとり農業協同組合

新日鐵住金 株式会社 鹿嶋製鐵所

生産技術　（女）生産技術　（男）

（株）佐倉倶楽部 佐倉カントリー倶楽部

航空車両整備　（男）

学校斡旋事業所

株式会社 フジクラ佐倉事業所

株式会社 佐藤熔接工業

ワタキューセイモア（株）関東支店

アシス 株式会社

東京航空クリーニング 株式会社

大　学

大　学

成田国際福祉専門学校株式会社 犬塚製作所

ジェイフィルム 株式会社 成田工場 千葉経済大学短期大学部　こども学科

植草学園短期大学　福祉学科

千葉工業大学　工学部

千葉商科大学　政策情報学部

生産技術　（男）

江戸川大学　メディアコミュニケーション学部

東京情報大学　総合情報学部

長嶋石油株式会社

成田空港警備 株式会社

聖徳大学　児童学部

神奈川工科大学　工学部

駿台トラベル＆ホテル専門学校

東京スクールオブビジネス

公 務 員

専 門 学 校

日本福祉教育専門学校

江戸川大学　社会学部



（株）ニチイ学館ニチイケアセンター

小麦の杜　リヨン

縁故事業所

ファミリーマート佐倉並木町店

千葉県自動車大学校

イハラ建設工業株式会社

キューピータマゴ株式会社 成田工場

有限会社 川豊（2）

株式会社 GUSUKU

株式会社 タスコフーズ

株式会社 スタック

（医）心和会　八千代病院

株式会社 全日警

株式会社 しんとね

（医）団光会　栗源病院

ワタキューセイモア（株）関東支店（2）

株式会社 ゆう屋（2）

（社福）特養老人ホーム志津ユーカリ苑

大　学

国際トラベル・ホテル・ブライダル専門学校

Coo＆RIKU

千葉デザイナー学院

成田航空ビジネス専門学校

日本自動車大学校（7）

パリ総合美容専門学校　千葉校

自衛隊（陸上）

ESPミュージカルアカデミー

成田国際福祉専門学校

大　学

専 門 学 校

ワールドエンタプライズ 株式会社

株式会社 ウィルコーポレーション 

株式会社　BRAST

成田富里徳洲会病院

工　業

船橋情報ビジネス専門学校（2）

東京エアポートレストラン株式会社

農　業

専 門 学 校 縁故事業所

（社福） 槇の実会 ひかり学園

株式会社 マルエツ

（株）佐倉倶楽部 佐倉カントリー倶楽部

（株）佐倉倶楽部 佐倉カントリー倶楽部

平成28年度千葉県立下総高等学校卒業生進路先一覧

株式会社 フジクラ佐倉事業所

鹿島車輌サービス 株式会社

株式会社　成田空港美整社（3）

株式会社 タイヨー（2）

株式会社 テアトルアカデミー

商　業

東名開発 株式会社 株式会社　成田空港美整社

東京医学技術専門学校

SBSフレックネット 株式会社

千葉桜の里ゴルフクラブ

新東京航業 株式会社

専 門 学 校

株式会社 野口工業

山田機械工業 株式会社

株式会社 日本ライフデザイン

株式会社 日本トラフィックサービス

株式会社 紀文食品 東京工場

株式会社 ショウトク

情報ビジネス　（女）

学校斡旋事業所

株式会社 ITS

情報ビジネス　（男）

有限会社 成瀬工務店

学校斡旋事業所

（財）空港保安事業センター

学校斡旋事業所

株式会社 アグリシステム（2）

株式会社三興段ボール　千葉工場

株式会社　成田空港美整社

株式会社 若葉 NTTドコモショップ

株式会社 ﾅﾘｺｰ ﾅﾘｺｰｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ

丸トポートリー食品株式会社 佐原工場

秀工業 株式会社

株式会社 ケイハイ

エムエーシーテクノ 株式会社 鹿島事業所

生産技術　（男）

（社福）特養老人ホーム志津ユーカリ苑

航空車両整備　（男）

学校斡旋事業所

成田空港警備 株式会社

日本ビューホテル 株式会社 成田営業所

株式会社 千葉薬品

学校斡旋事業所

東邦建設 株式会社

生産技術　（女）

株式会社 洋菓子のヒロタ

株式会社 太平洋綜合開発成田営業所

株式会社 寺田本家

株式会社 関東甲信越クボタ　

室田建設 株式会社

株式会社　成田空港美整社（2）

有限会社 ﾏﾘﾌﾞｴﾝﾀｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

株式会社 石山建設工業

TDK株式会社 成田工場

城西国際大学　国際人文学部

東京情報大学　綜合情報学部

京成車両工業 株式会社

流通経済大学　経済学部

千葉商科大学　商経学部

新邦工業 株式会社

国際理工情報デザイン専門学校(2)

大原簿記公務員専門学校 千葉校（2）

東京IT会計専門学校 千葉校

専 門 学 校

株式会社 佐藤熔接工業

成田空港警備 株式会社

国際理工情報デザイン専門学校(4)

専 門 学 校

有限会社　矢沢商事

千葉科学大学　危機管理学部

東京情報大学　綜合情報学部

東京アニメ声優専門学校

自衛隊（陸上）

縁故事業所

東京農業大学　生物産業学部

小野村工業 株式会社

たい焼き・たこ焼き　いわさわ店

ミズホ株式会社 千葉工場

株式会社 インテックス

ワコースチール 株式会社

奄美空調

根本運輸 株式会社

千葉調理師専門学校

千葉商科大学　商経学部

ﾊｯﾋﾟｰｽｲｰﾂ製菓専門学校

東京医療秘書福祉専門学校

有限会社　大木商会

生産技術　（男）

新日鐵住金 株式会社 鹿嶋製鐵所

成田市農業協同組合

有坂　幸男（農業）

縁故事業所

三菱日立ツール株式会社成田工場



自衛隊（海上）

ﾊｯﾋﾟｰｽｲｰﾂ製菓専門学校

千葉日建工科専門学校

中央工学校

生産技術　（男）

株式会社　犬塚製作所

千葉県立農業大学校(3)

大　学

株式会社　大川総建

関東ウッドリサイクル　株式会社(2)

国際理工情報デザイン専門学校

福田工業

縁故事業所

国際ﾄﾗﾍﾞﾙ･ﾎﾃﾙ･ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ専門学校

東京IT会計法律専門学校千葉校

国際ﾃﾞュｱﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校

専門学校東京ネットウェイブ

千葉職業能力開発短期大学校（2）

宮本看護専門学校

東洋理容美容専門学校

千葉県非常勤職員

東京工科自動車大学校

公務員

自衛隊（陸上）

千葉三菱コルト自動車販売株式会社

麗澤大学　外国語学部

吉建

千葉県立東金高等技術専門校（2）

日本自動車大学校（5）

コウノイケ・エアポートサービス　株式会社

ワールドエンタプライズ　株式会社

大　学

三菱日立ツール株式会社成田工場(2)

株式会社　成田空港美整社

千葉県立旭高等技術専門校

株式会社　スタック

株式会社　フジクラ　佐倉事業所

株式会社　しんとね

トヨタ東京自動車大学校

株式会社　大京

専 門 学 校

株式会社　協成　成田芝山工場

株式会社サンエアカーゴサービス

株式会社　インテックス 日清医療食品株式会社　東関東支店

株式会社　和郷(2)

公務員

ワタキューセイモア株式会社　千葉営業所

株式会社　エーワン

大原学園東京校

千葉こども専門学校

東京ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｱｰﾄ専門学校

司工業株式会社

船橋情報ビジネス専門学校

国際理工情報デザイン専門学校

専 門 学 校

サノヤス建機　株式会社

関東ウッドリサイクル　株式会社

成田空港警備　株式会社(4)

学校斡旋事業所

有限会社　武蔵エンジニアリング

新日鐵住金株式会社　君津製鐵所

株式会社　フジタエアポートサービス

株式会社　町山製作所

学校斡旋事業所

平成29年度　千葉県立下総高等学校卒業生進路先一覧

新日鐵住金株式会社　鹿島製鐵所

TDK株式会社　成田工場

医療法人社団　知己会

アートコーポレーション株式会社

生産技術　（男）

（財）空港保安事業センター(3)

株式会社　成田空港美整社(3) 株式会社 しんとね 大栄フーズ株式会社

商　業

情報ビジネス　（女）

専 門 学 校

株式会社　さわた

鍋店　神崎酒造蔵　

学校斡旋事業所

航空車両整備　（男）

学校斡旋事業所

（財）空港保安事業センター(2)

MHIハセック　株式会社

関東ウッドリサイクル株式会社

学校斡旋事業所

芳源マッシュルーム　株式会社

情報ビジネス　（男）

アールエス物流株式会社

専 門 学 校

株式会社　ナリコー　ナリコークリーンセンター

ジェイフィルム　株式会社　成田工場(2)

朝日森運輸　株式会社

縁故事業所

工　業

丸トポートリー食品　株式会社　関東支店 株式会社　東洋トラフィックサービス

株式会社ナリコー　ナリコークリーンセンター

生産技術　（女）

農　業

ワコースチール株式会社

石居食品　株式会社　八千代工場

株式会社　セノン　成田営業所

株式会社　フジクラ　佐倉事業所

エヌテーアクアツインズ　株式会社

公務員

縁故事業所

新邦工業株式会社　千葉工場

東洋佐々木ガラス株式会社　千葉工場

社会福祉法人　九十九里ホーム

大成ブリキ印刷　株式会社

室田建設　株式会社

メタルシステム株式会社

大　学

千葉商科大学 政策情報学部

千葉商科大学　サービス創造学部

中央学院大学  現代教養学部

株式会社　根本運送



（株）ジェイ・クエスト小見川店

成田空港警備（株）（4）

専 門 学 校

国際理工情報デザイン専門学校

古河機械金属（株）

大　学

（社副）慈徳会特別養護老人ホームささがわ

船橋情報ビジネス専門学校

東京IT会計法律専門学校

縁故事業所

（株）成田空港美整社（2）

デジタルアーツ東京専門学校

千葉職業能力開発短期大学校（2）

大　学

（株）エフテック

AGC（株）鹿島工場

東京航空クリーニング（株）

（株）スウィングベーカリー

協和電線工業（株）

（株）コメリ 坂本飼料（株）

（株）フジクラ佐倉事業所（2）

MHIハセック（株）

（財）空港保安事業センター（社副）江戸川豊生会かとりの郷福楽園

フレッシュ食品（株）

芳源マッシュルーム（株） （株）サンエアカーゴサービス

学校斡旋事業所

（株）ケスコム

情報ビジネス　（男）生産技術　（女）

西濃運輸（株）

（株）洋菓子のヒロタ千葉工場

学校斡旋事業所

米屋（株）

（株）しんとね

平成30年度　千葉県立下総高等学校卒業生進路先一覧

ジェイフィルム（株）成田工場

農　業

学校斡旋事業所

（株）町山製作所

（株）JALカーゴハンドリング

協和電線工業（株）

生産技術　（男）

（株）ナリコークリーンセンター

三菱日立ツール（株）成田工場

エコール辻東京

ワタキューセイモア（株）

室田建設（株）

（株）ウィル・コーポレーション

（株）協成成田芝山工場

（株）サンエアカーゴサービス（3）

三浦印刷（株） 三栄メンテナンス（株）

（株）久保

商　業

情報ビジネス　（女）

専 門 学 校

学校斡旋事業所

（株）成田空港美整社

日本食研ホールデｨング（株）（2）

航空車両整備　（男）

学校斡旋事業所

芳源マッシュルーム（株）

湘南工科大学　工学部

航空集配サービス（株）

専 門 学 校

大　学

国際武道大学　体育学部

千葉職業能力開発短期大学校

大原簿記公務員専門学校

東京情報大学　総合情報学部

（株）ジェイ・エイ・エス（2）

（株）ジェイ・エイ・エス

専 門 学 校

（有）大一コンベアー

コクヨ（株）芝山工場

（株）エスデｨー

（株）平野電気

（株）アドバンス

（有）エクスプロ

（株）マルソー

（株）アイ・シー・エス

三菱日立ツール（株）成田工場

（株）ユーニック

（株）アサンテ

伊東工業（株）

日本通運（株）航空事業支店

（株）インテックス

縁故事業所

（株）カスミ

（株）UACJ金属加工成田工場

（株）さわた

（株）JALUXエアポート

（株）近藤工務店

（株）福智商店

ワコースチール（株）

縁故事業所

（株）北部石材工業

東放学園音響専門学校

国際ﾄﾗﾍﾞﾙ・ﾎﾃﾙ・ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ専門学校

国際理工情報デザイン専門学校

日本自動車大学校（3）

千葉県自動車大学校サノヤス建機（株）

大栄フーズ（株）

PGM（株）長太郎カントリー

新邦工業（株）千葉工場

工　業

日本スクールオブビジネス２１

東京アナウンス学院

東京ビジュアルアーツ

大原簿記公務員専門学校

（株）ウェルファムフーズ

（財）空港保安事業センター（2）

（医）心和会八千代病院（2）

関東ウッドリサイクル（株）

（株）ウイングエクスプレス

千葉商科大学　商経学部

縁故事業所

海　外

（株）ジェイ・クエスト小見川店

クラフトンヒルズカレッジ

Peruvian North American Cultural Institute

生産技術　（男）

千葉県農業大学校

TDK（株）成田工場



コクヨ（株）芝山工場

（株）グローバルエアカーゴ

オバタ総業（株）

宮本看護専門学校（2）

専 門 学 校

大原簿記公務員専門学千葉校（2）

香取市役所

スバル千葉東（株）

日本食研スマイルパートナーズ（株）

正幸産業（株）

日本自動車大学校（2）

キンキサイン（株）（2）

（株）千葉イエローハット

（株）協成　成田工場

浜松情報専門学校

千葉職業能力開発短期大学校

大　学東京動物専門学校

中国木材（株） ダイヤベルツリーフーズ（株）

（株）川豊西口館

空港集配サービス（株）

東京動物専門学校

太平洋総合サービス（株）

船橋情報ビジネス専門学校（3）

国際理工情報デザイン専門学校（2）

縁故事業所

岡澤工務店（株）

学校斡旋事業所

（株）JALカーゴハンドリング

情報ビジネス　（男）

新邦工業（株）千葉工場

学校斡旋事業所

山九（株）君津支店（2）

（株）佐藤熔接工業

MHIハセック　株式会社

（株）町山製作所

学校斡旋事業所

令和元年度　千葉県立下総高等学校卒業生進路先一覧

山田機械工業（株）

宝醤油（株）

（有）川豊

（有）新英商事（ラーメン屋壱番亭）

生産技術　（男）

（株）JALUXエアポート

（株）サンコーゴム （株）ケスコム（2）

農　業

（株）サンエアカーゴサービス

航空車両整備　（男）

（株）千葉パワーテクノ

学校斡旋事業所

（特養）老人ホームまきの里

（株）マルエツ

生産技術　（女）

（株）ナリコークリーンセンター

ANAスカイビルサービス（株）

（株）成田空港美整社（2）

縁故事業所

（株）千葉薬品

空港集配サービス（株）

（株）ユーニック（2）

（株）ジェイ・エイ・エス

成田国際福祉専門学校

前田建設（株）

米屋（株）（2）

日本通運（株）空港事業支店

（株）町山製作所

（株）ティ－エフケー（2）

（株）ジョイフル本田

商　業

情報ビジネス　（女）

専 門 学 校

米屋（株）

学校斡旋事業所

（株）タスコフーズ

丸トポートリー食品（株）

（株）セイミヤ

ものつくり大学　技能工芸学部

JFEスチール（株）東日本製鉄所

専 門 学 校

大　学

東京農業大学　農学部

高瀬物産（株）成田支店

東京IT会計法律専門学校千葉校

トヨタカローラ千葉（株）

専 門 学 校

短 期 大 学

聖徳大学短期大学部　総合文化学科公務員

（株）ENEOSフロンティア

京成車両工業（株）宗吾事業所

日本製鉄（株）鹿島製鉄所

千葉三菱コルト自動車販売（株）（2）

（特養）老人ホーム玲光苑

（株）鳥丈

（株）サンコーゴム

縁故事業所

CAR　INC（株）

日本空港サービス（株） 芳源マッシュルーム（株）

キンキサイン（株）千葉工場

新栄建設（株）

国際ﾄﾗﾍﾞﾙ・ﾎﾃﾙ・ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ専門学校

工　業

国際空港上屋（株）

西濃運輸（株）佐倉支店

コウノイケ・エアポートサービス（株）

ワコースチール（株）

日本冶金工業（株）川崎製造所


