
進路指導部

種別 受験形態 学校名・企業名 学部 学科

国立大学 一般 鹿児島大学 工 化学生命工学

国立大学 推薦 大分大学 経済学部

国立大学 推薦 宮崎大学 医 看護

公立大学 推薦 宮崎公立大学 人文 国際文化

公立大学 ＡＯ 熊本県立大学 環境共生学部 居住環境学科

公立大学 一般 島根県立大学 総合政策

公立大学 一般 尾道市立大学 経済情報 経済情報

公立大学 推薦 高知工科大学 情報学群

公立大学 推薦 北九州市立大学 経済 経営情報

公立大学 推薦 宮崎県立看護大学 看護 看護

公立大学 地域推薦 宮崎県立看護大学 看護 看護

私立大学 ＡＯ 九州保健福祉大学 薬 薬

私立大学 AO 宮崎学園短期大学 保育

私立大学 一般 宮崎産業経営大学 法 法律

私立大学 一般 帝京大学 法 法律

私立大学 一般 宮崎産業経営大学 法 法律

私立大学 一般 九州保健福祉大学 薬 薬

私立大学 一般 第一薬科大学 薬 薬

私立大学 一般 九州産業大学 理工 機械工学科

私立大学 一般 久留米大学 法 法律

私立大学 一般 南九州短期大学 国際教養

私立大学 一般 安田女子大学 文 英語英米文学

私立大学 一般 長崎外国語大学 現代英語

私立大学 指定校 九州産業大学 経済 経済学科

私立大学 指定校 宮崎産業経営大学 経営学部 経営学科

私立大学 指定校 福岡大学 商 商学

私立大学 推薦 宮崎産業経営大学 法学部 法律学科

私立大学 セ利 宮崎国際大学 国際教養 比較文化

私立大学 セ利 九州産業大学 理工 機械工学科

私立大学 セ利 梅光学院大学 文

短期大学 一般 宮崎学園短期大学 保育科

短期大学 一般 福岡女子短期大学 音楽科

短期大学 一般 鹿児島純心女子短期大学 英語科

短期大学 指定校 福岡女子短期大学 食物栄養科

短期大学 指定校 宮崎学園短期大学 保育科

短期大学 指定校 宮崎学園短期大学 保育科

短期大学 指定校 九州女子短期大学 子ども健康学科

短期大学 推薦 鹿児島女子短期大学 児童教育学科

短期大学 推薦 鹿児島女子短期大学 児童教育学科

短期大学 推薦 第一幼児教育短期大学 幼児教育科

専門学校 ＡＯ 福岡ＥＣＯ動物海洋専門学校 飼育科

専門学校 ＡＯ 日本指圧専門学校

専門学校 一般 宮崎県立産業技術専門校 木材建築学科

専門学校 一般 県立農業大学校 農学科

専門学校 一般 藤元メディカルシステム付属医療専門学校 看護学科

専門学校 一般 九州電気専門学校 電気工事士科

専門学校 一般 県立農業大学校 畜産学科
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専門学校 一般 宮崎ビジネス公務員専門学校

専門学校 一般 福岡ベルエポック美容専門学校 美容師科

専門学校 一般 九州電気専門学校 電気工事

専門学校 一般 鹿児島外語学院専門学校

専門学校 一般 藤元メディカル看護専門学校 看護 看護

専門学校 一般 フィオーレＫＯＧＡ看護専門学校 看護 看護

専門学校 一般 藤元メディカル看護専門学校 看護 看護

専門学校 一般 藤本メディカル看護専門学校 看護 看護

専門学校 自己推薦 鹿児島医療技術専門学校 作業療法学科

専門学校 指定校 藤元メディカルシステム付属医療専門学校 看護学科

専門学校 指定校 藤元メディカルシステム付属医療専門学校 看護学科

専門学校 指定校 日南看護専門学校 看護

専門学校 指定校 福岡美容専門学校 カット科コース

専門学校 推薦 KCS福岡情報専門学校 システムエンジニア科

専門学校 推薦 福岡カレッジ・オブ・ビジネス 大学編入科

公務員 一般 自衛隊一般曹候補生(陸上）

公務員 一般 自衛官候補生

公務員 一般 航空自衛隊（自衛官候補生）

公務員 一般 陸上自衛隊（一般曹候補生）

公務員 一般 陸上自衛隊（自衛官候補生）

公務員 一般 陸上自衛隊（一般曹候補生）

公務員 一般 陸上自衛隊（自衛官候補生）

就職 推薦 株式会社　アステックコーポレーション九州　宮崎工場製造業

就職 推薦 株式会社　ニチワ 製造業

就職 推薦 日南シール工業株式会社 製造業

就職 推薦 株式会社オンテックス 以外

就職 推薦 益山商工株式会社 製造業

就職 推薦 日南シール工業株式会社 製造業

就職 推薦 宮崎果汁　株式会社 製造業

就職 推薦 竹尾耳鼻咽喉クリニック 医療・福祉

就職 推薦 アルファ企画 生活・娯楽サービス

就職 推薦 ゴローズプロダクツ 小売業

就職 推薦 エーコープ宮崎 小売業

就職 推薦 社会福祉法人　黒潮会 医療・福祉

就職 推薦 トヨタ自動車株式会社 製造業

就職 推薦 山崎製パン株式会社 製造業

就職 推薦 株式会社　ワークステーション 生活・娯楽サービス

就職 推薦 株式会社　ニチワ 製造業

就職 推薦 上篠原保育園 保育園補助


