
進学合格状況 

(    )内は過年度卒の数、[    ]内は医歯薬看護系の数           大牟田高等学校 進路指導部 

 

国 公 立 大 学 ２７名(２) 
東京大学  京都大学  九州大学 6(2)  熊本大学 5  佐賀大学  宮崎大学 2  九州工業大学 3  

三重大学  香川大学  山口大学 3  京都府立大学  山陽小野田市立山口東京理科大学 2 

 

大 学 校 １１名 
防衛医科大学校〔一次〕[医]1   防衛医科大学校〔一次〕[看]2   防衛大学校〔一次〕8 

 

私 立 大 学 ２５５名(１１) 
早稲田大学 3   慶応義塾大学[薬]3   明治大学 3   法政大学 5(1)    立教大学   青山学院大学 2   

東京理科大学 5  順天堂大学  東海大学 2  日本大学 2  拓殖大学  東洋大学 3  日本体育大学   

国士舘大学  芝浦工業大学 2  ルーテル学院大学  清和大学 2   平成国際大学  山梨学院大学 5   

白鷗大学   長浜バイオ大学 2   立命館大学 6   同志社大学 6   京都芸術大学   関西大学  

近畿大学 13[薬(4)]    関西学院大学  武庫川女子大学   岡山理科大学 3   IPU 環太平洋大学 2  

梅光学院大学  西南学院大学 14    福岡大学 46 [薬 5]    中村学園大学 5    福岡工業大学 3    

九州産業大学 7  筑紫女学園大学 10   福岡女学院大学  純真学園大学[看]  日本経済大学    

第一薬科大学[看(1)]  九州栄養福祉大学  久留米大学 18(1)[看 2]  聖マリア学院大学 3(1)[看]    

国際医療福祉大学 8[福看 5]  帝京大学 10[看 4]   九州看護福祉大 10(1)[看 3]   崇城大学 18(2)[薬

7]  熊本保健科学大学 4[看 2]  尚絅大学  熊本学園大学 4  九州ルーテル学院大学  西九州大学

2[看 1]   長崎国際大学 2  長崎外国語大学  別府大学 

 

短 期 大 学 １２名 
京都外国語短期大学  中村学園大学短期大学部 4  福岡こども短期大学  香蘭女子短期大学   

九州大谷短期大学 3  尚絅大学短期大学部 2  

 

専 門 学 校 ６６名 
ASOポップカルチャー専門学校 3   EPSエンターテイメント福岡   KCS福岡情報専門学校 2   麻生医療福祉

専門学校 2  麻生建築＆デザイン専門学校 4  麻生工科自動車大学校 2  麻生公務員専門学校福岡校 2   

麻生情報ビジネス専門学校 5  麻生リハビリテーション大学校  インターナショナルエアアカデミー    

大原スポーツ公務員専門学校 2   大原簿記情報専門学   九州医療専門学校  九州スクール・オブ・ビジ

ネス  九州ビジュアルアーツ 3   久留米歯科衛生専門学校  久留米自動車工科大学 3   

久留米リハビリテーション学院   公務員ビジネス専門学校 3   東放学園音響専門学校    

中村調理製菓専門学校 3   西鉄国際ビジネスカレッジ   ハリウッドワールド美容専門学校 5    

平岡栄養士専門学校   平岡調理製菓専門学校 2   福岡医療専門学校 3   福岡医療秘書福祉専門学校   

福岡子ども専門学校    福岡美容専門学校 2    福岡ビジョナリーアーツ専門学校    

福岡リハビリテーション専門学校   福岡理容美容専門学校   代々木アニメーション学院福岡校 2    

熊本 YMCA学院専門学校   熊本医師会看護専門学校   

  

（令和３年４月１日現在） 



就職内定状況 

大牟田高等学校 進路指導部 

就職については１５９名が内定している。 

【九州外】３３名 

 
関東化学（株）草加工場   鹿島道路（株）  世紀東急工業（株）  東栄ホームサービス（株） 

常盤工業（株）2  日特建設（株） フジタ道路（株） 北新建設（株）  前田道路（株）  三井住建道路（株）  

力丸建設（株）  日産自動車（株）  三菱重工業（株）相模原製作所  （株）味ん味ん  山崎製パン（株） 

（株）加賀屋ゼネラルフーヅ  富士急ハイランド（株）  愛知製鋼（株）  （株）アドヴィックス 

（株）デンソー  トヨタ自動車（株）  トヨタ車体（株）2  富士スチールワーク（株） （株）片岡工務店  

ホテルニューオウミ   （株）湯元館   神田川本店   （株）きんでん   大末建設（株）   

JFEスチール（株）西日本製鉄所   マツダ（株） 

 

【九州内】１１５名 
〔大牟田ＨＷ管外の福岡県〕３８名 

（株）アヴェンス   （株）旭工務店   （株）安部日鋼工業 九州支店   （有）一柳   

岳南建設（株）福岡支店   （一財）九州電気保安協会   九州電力（株）3   （株）九電工 2   

（株）クリアウォーター設備   （株）高玉   古賀板金工業   （株）下川工業   成央建設（株）   

（株）関家具 大川本店    （一財）全日検 九州支部    社会福祉法人 素王福祉会    大和建設（株）  

（株）DNPテクノパック 筑後工場   （株）デリカフレンズ   トヨタ自動車九州（株）   

西鉄エンジニアリング（株）3    西鉄建設（株）  （株）ニチボー    日産車体九州（株）   

（株）ニューイングベーカリー   （株）福岡 H.K.C   社会福祉法人福岡福祉会   福岡ロジテム（株）  

（株）フタバ産業   矢西建設（株）   山崎製パン（株）  悠悠ホーム（株）  ローム・アポロ（株） 

 

〔福岡県外〕２２名 

（株）旭製作所  （株）アンジェ ココ  五木食品（株）  （株）九州情報システム  （株）九州トリック 

（株）熊野組  （株）コウリョウ  （株）小林製作所 2  塩山食品（株）  （株）鶴田工務店 荒尾営業所 

（株）虎コーポレーション   （有）永松建設   中山電気   ひきた歯科クリニック 疋田貴之 

平井精密工業（株）熊本事業所   （株）丸美屋 3   （株）モロフジケミカル   山野河海 のぶ   

（株）LIXIL 有明工場 

 

〔大牟田ＨＷ管内〕５５名 

医療法人 AgreeDentalOffice「よしだ歯科」 （株）アメニティ  有明技研（株）3  有明機電工業（株）3

（株）今村組  大里組  大牟田ガスリビング（株）2  大牟田柳川信用金庫  （株）河建  木原建設（株） 

九州ハウジング（株）  KMアルミニウム（株）4  サンクスエンジニアリング（株） （有）小宮圧送   

佐川急便（株）  JEJアステージ（株）2   昭和舗道（株）  医療法人静光園 白川病院   太河建設 

スマイルホーム（株）アパマンショップ大牟田店   （株）瀬口組   瀬口舗道（株）   大福商事（株）  

帝人フロンティアアパレル工業（株）  （株）テノックス九州  デンカ（株）大牟田工場  （株）中村組   

（株）ニチイ学館  （株）八ちゃん堂  （株）ファインテック   福岡トーヨー（株）  （株）フコク 

堀永殖産（株）  （株）マックスサポート大牟田   三井化学（株）大牟田工場 2  南筑後農業協同組合 

（株）三井三池製作所 九州事業所    森田舗道（有）  （有）柳川スイミングスクール  （株）ヤマコ 

（株）ヤマサキ  （株）ヤマックス  （有）大和福祉会 老人福祉施設 勝雄   山本化成（株）2 

 

 

【その他】１１名（公務員 2・自衛官 9） 

（令和３年４月１日現在） 


