
47名！
都道府県 高校名

1 北海道 養護教諭 伊勢崎 教育 S.Uさん 宮城県 私立仙台育英高等学校

2 山形県 養護教諭 伊勢崎 教育 Y.Iさん 山形県 県立山形東高等学校

3 栃木県 小学校 伊勢崎 教育 K.Oさん 栃木県 県立鹿沼東高等学校

4 栃木県 小学校 伊勢崎 教育 D.Aさん 栃木県 私立宇都宮短期大学附属高等学校

5 栃木県 養護教諭 伊勢崎 教育 K.Sさん 栃木県 県立佐野高等学校

6 群馬県 特別支援 伊勢崎 教育 A.Nさん 群馬県 市立四ツ葉学園中等教育学校

7 埼玉県 小学校 伊勢崎 教育 Y.Sさん 群馬県 市立前橋高等学校

8 埼玉県 小学校 伊勢崎 教育 R.Sさん 福島県 県立相馬高等学校

9 埼玉県 小学校 伊勢崎 教育 A.Mさん 埼玉県 県立深谷第一高等学校

10 埼玉県 小学校 伊勢崎 教育 K.Iさん 山形県 県立酒田東高等学校

11 埼玉県 小学校 伊勢崎 教育 H.Sさん 山梨県 県立富士河口湖高等学校

12 埼玉県 小学校 伊勢崎 教育 M.Yさん 群馬県 私立桐生第一高等学校

13 埼玉県 小学校 伊勢崎 教育 H.Nさん 群馬県 私立前橋育英高等学校

14 埼玉県 小学校 伊勢崎 教育 N.Tさん 群馬県 私立明和県央高等学校

15 埼玉県 小学校 伊勢崎 教育 R.Uさん 群馬県 県立高崎女子高等学校

16 埼玉県 小学校 伊勢崎 教育 M.Kさん 群馬県 県立太田東高等学校

17 埼玉県 特別支援 伊勢崎 教育 Y.Iさん 埼玉県 県立本庄高等学校

18 埼玉県 小学校 池袋 教育 M.Yさん 埼玉県 私立星野高等学校

19 埼玉県 特別支援 池袋 教育 T.Kさん 東京都 私立日本体育大学荏原高等学校

20 千葉県 小学校 池袋 教育 K.Mさん 千葉県 私立東京学館浦安高等学校

21 千葉県 小学校 池袋 教育 T.Oさん 千葉県 県立袖ヶ浦高等学校

22 千葉県 小学校 池袋 教育 K.Hさん 千葉県 県立君津高等学校

23 千葉県 小学校 池袋 教育 A.Sさん 千葉県 県立国府台高等学校

24 千葉県 小学校 池袋 教育 S.Aさん 福島県 私立聖光学院高等学校

25 東京都 小学校 池袋 教育 M.Sさん 東京都 私立桜丘高等学校

26 東京都 小学校 池袋 教育 T.Yさん 東京都 都立東村山西高等学校

27 東京都 小学校 池袋 教育 Y.Tさん 沖縄県 県立那覇高等学校

28 東京都 小学校 池袋 教育 R.Sさん 東京都 都立高島高等学校

29 東京都 小学校 池袋 教育 K.Mさん 茨城県 県立伊奈高等学校

30 東京都 小学校 池袋 教育 E.Eさん 東京都 私立駒澤大学高等学校

31 東京都 小学校 池袋 教育 J.Hさん 東京都 都立上野高等学校

32 東京都 小学校 池袋 教育 Y.Yさん 茨城県 県立伊奈高等学校

33 東京都 小学校 池袋 教育 H.Nさん 東京都 私立京華商業高等学校

34 東京都 小学校 池袋 教育 N.Sさん 静岡県 県立湖西高等学校

35 東京都 小学校 池袋 教育 R.Sさん 東京都 都立上野高等学校

36 東京都 特別支援 池袋 教育 M.Iさん 福島県 県立田村高等学校

37 東京都 小学校 池袋 教育 M.Sさん 東京都 都立山崎高等学校

38 東京都 小学校 池袋 教育 H.Tさん 京都府 府立高等学校

39 東京都 特別支援 池袋 教育 S.Tさん 東京都 都立東大和高等学校

40 東京都 小学校 池袋 教育 E.Sさん 愛知県 私立海陽中等教育学校

41 東京都 小学校 伊勢崎 教育 Y.Hさん 奈良県 県立添上高等学校

42 横浜市 小学校 池袋 教育 R.Kさん 神奈川県 県立横浜桜陽高等学校

43 新潟県 小学校 池袋 教育 M.Wさん 新潟県 県立八海高等学校

44 新潟県 小学校 池袋 教育 R.Mさん 新潟県 県立糸魚川高等学校

45 新潟県 小学校 伊勢崎 教育 R.Sさん 新潟県 県立加茂高等学校

46 静岡市 小学校 池袋 教育 S.Fさん 静岡県 県立静岡東高等学校

47 静岡県 特別支援 池袋 教育 A.Mさん 静岡県 私立常葉学園菊川高等学校
個人情報のため、氏名はイニシャルにさせていただいております。
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40名！
都道府県 高校名

1 山形県 公務員保育士 池袋 保育 S.Kさん 山形県 県立鶴岡北高等学校

2 福島県 福祉職 伊勢崎 社福 Y.Kさん 福島県 私立いわき秀英高等学校

3 いわき市 福祉職 伊勢崎 社福 Y.Kさん 福島県 私立いわき秀英高等学校

4 筑西市 一般事務 伊勢崎 保育 H.Iさん 茨城県 県立下館第一高等学校

5 宇都宮市 公務員保育士 伊勢崎 保育 A.Hさん 栃木県 県立大田原女子高等学校

6 高根沢町 公務員保育士 伊勢崎 保育 A.Hさん 栃木県 県立大田原女子高等学校

7 伊勢崎市 公務員保育士 伊勢崎 短大 M.Tさん 埼玉県 私立本庄第一高等学校

8 館林市 公務員保育士 伊勢崎 保育 S.Mさん 群馬県 県立館林女子高等学校

9 中之条町 公務員保育士 伊勢崎 短大 H.Sさん 群馬県 私立前橋育英高等学校

10 埼玉県 福祉職 池袋 社福 A.Wさん 埼玉県 県立伊奈学園総合高等学校

11 埼玉県警 警察官 伊勢崎 社福 M.Tさん 群馬県 県立太田東高等学校

12 埼玉県警 警察官 池袋 教育 T.Nさん 埼玉県 県立久喜北陽高等学校

13 所沢市 公務員保育士 池袋 保育 M.Mさん 東京都 都立立川国際中等教育学校

14 鴻巣市 公務員保育士 伊勢崎 保育 A.Aさん 山形県 県立上山明新館高等学校

15 成田市 公務員保育士 池袋 保育 K.Oさん 千葉県 県立磯辺高等学校

16 千葉市 公務員保育士 池袋 保育 K.Oさん 千葉県 県立磯辺高等学校

17 市川市 公務員保育士 池袋 保育 K.Oさん 千葉県 県立磯辺高等学校

18 防衛省 一般曹候補生 伊勢崎 心理 N.Nさん 群馬県 県立松井田高等学校

19 防衛省 一般曹候補生 伊勢崎 心理 M.Kさん 鹿児島県 私立神村学園高等部

20 警視庁 警察官 伊勢崎 社福 M.Tさん 群馬県 県立太田東高等学校

21 警視庁 警察官 伊勢崎 教育 S.Hさん 群馬県 前橋市立前橋高等学校

22 警視庁 警察官 池袋 教育 T.Yさん 神奈川県 私立武相高等学校

23 警視庁 警察官 池袋 教育 F.Fさん 埼玉県 県立狭山清陵高等学校

24 警視庁 警察官 池袋 教育 T.Nさん 埼玉県 県立久喜北陽高等学校

25 豊島区 福祉職 池袋 社福 Y.Iさん 埼玉県 県立上尾高等学校

26 新宿区 福祉職 池袋 社福 T.Sさん 神奈川県 県立厚木清南高等学校

27 千代田区 福祉職 池袋 保育 K.Hさん 茨城県 私立つくば開成高等学校

28 江戸川区 公務員保育士 池袋 保育 K.Hさん 茨城県 私立つくば開成高等学校

29 北区 公務員保育士 池袋 保育 R.Tさん 埼玉県 県立春日部東高等学校

30 品川区 公務員保育士 池袋 保育 K.Oさん 千葉県 県立磯辺高等学校

31 江戸川区 公務員保育士 池袋 保育 M.Kさん 東京都 私立大森学園高等学校

32 小金井市 公務員保育士 池袋 保育 K.Sさん 東京都 都立東村山西高等学校

33 調布市 公務員保育士 池袋 保育 R.Iさん 東京都 都立調布南高等学校

34 日野市 公務員保育士 池袋 保育 A.Nさん 東京都 都立東村山西高等学校

35 神奈川県 福祉職 池袋 社福 S.Oさん 神奈川県 私立鶴見大学附属高等学校

36 横浜市 公務員保育士 池袋 保育 H.Nさん 神奈川県 横浜市立東高等学校

37 横浜市 公務員保育士 伊勢崎 保育 K.Hさん 神奈川県 県立逗子高等学校

38 岐阜県警 警察官 名古屋 保育 K.Tさん 岐阜県 県立岐南工業高等学校

39 愛知県内 公務員保育士 名古屋 保育 M.Sさん 愛知県 県立半田東高等学校

40
南城市
（沖縄県）

公務員
幼稚園教諭

伊勢崎 保育 K.Yさん 沖縄県 県立向陽高等学校

個人情報のため、氏名はイニシャルにさせていただいております。

出身校

●お問い合わせ
伊勢崎キャンパス　〒372-0831　群馬県伊勢崎市山王町2020-1　TEL:0270-20-3673
池袋キャンパス　〒171-0022　東京都豊島区南池袋2-14-7　TEL:03-3987-6602
王子キャンパス　〒114-0004　東京都北区堀船2-1-11*お問い合わせは池袋キャンパスへ

名古屋キャンパス　〒460-0002　愛知県名古屋市中区丸の内2-13-32　TEL052-454-3502

喜びの合格者！公務員試験合格

東京福祉大学　平成30年度実施公務員試験合格者一覧

NO 受験地 受験校種 キャンパス 学部 イニシャル
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