
№ キャンパス 学科・専攻・コース 氏名 出身県 出身高等学校

1 伊勢崎 精神保健福祉専攻 A.Tさん 群馬県 県立嬬恋高等学校

2 伊勢崎 精神保健福祉専攻 Y.Gさん 群馬県 県立渋川女子高等学校

3 伊勢崎 精神保健福祉専攻 T.Hさん 群馬県 県立富岡高等学校

4 伊勢崎 精神保健福祉専攻 Y.Fさん 福岡県 私立精華女子高等学校

5 伊勢崎 精神保健福祉専攻 Y.Iさん 群馬県 私立高崎商科大学附属高等学校

6 伊勢崎 社会福祉コース N.Tさん 群馬県 県立高等学校

7 伊勢崎 社会福祉コース A.Fさん 群馬県 県立西邑楽高等学校

8 伊勢崎 社会福祉コース A.Mさん 栃木県 私立高等学校

9 伊勢崎 社会福祉コース D.Tさん 埼玉県 県立深谷高等学校

10 伊勢崎 社会福祉コース M.Kさん 群馬県 県立桐生高等学校

11 伊勢崎 社会福祉コース M.Iさん 群馬県 県立富岡東高等学校

12 伊勢崎 経営福祉専攻 Y.Cさん 群馬県 私立早稲田大学系属早稲田実業学校高等部

13 伊勢崎 保育児童学科 M.Yさん 群馬県 県立新田暁高等学校

14 伊勢崎 保育児童学科 M.Nさん 栃木県 県立佐野東高等学校

15 伊勢崎 心理学科 T.Mさん 山形県 県立鶴岡北高等学校

16 伊勢崎 心理学科 H.Iさん 茨城県 私立高等学校

17 伊勢崎 心理学科 M.Wさん 群馬県 私立高等学校

18 伊勢崎 心理学科 E.Yさん 群馬県 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校

19 池袋 社会福祉コース Y.Fさん 埼玉県 県立越ケ谷高等学校

20 池袋 社会福祉コース R.Nさん 千葉県 県立流山南高等学校

21 池袋 社会福祉コース C.Yさん 栃木県 私立高等学校

22 池袋 社会福祉コース M.Mさん 石川県 県立高等学校

23 池袋 社会福祉コース R.Yさん 東京都 私立昭和女子大学附属昭和高等学校

24 池袋 社会福祉コース M.Eさん 茨城県 私立つくば開成高等学校

25 池袋 社会福祉コース T.Oさん 千葉県 私立千葉商科大学附属高等学校

26 池袋 社会福祉コース T.Nさん 埼玉県 県立誠和福祉高等学校

27 池袋 社会福祉コース C.Sさん 神奈川県 私立湘南学院高等学校

28 池袋 社会福祉コース K.Wさん 神奈川県 県立横浜南陵高等学校

29 池袋 社会福祉コース Y.Iさん 栃木県 県立高等学校

30 池袋 保育児童学科 H.Eさん 東京都 都立野津田高等学校

31 池袋 精神保健福祉専攻 T.Sさん 埼玉県 県立入間向陽高等学校

32 池袋 精神保健福祉専攻 S.Sさん 福島県 県立高等学校

33 池袋 精神保健福祉専攻 M.Sさん 神奈川県 県立二俣川看護福祉高等学校

34 池袋 精神保健福祉専攻 A.Tさん 千葉県 私立聖徳大学付属女子高等学校

35 王子 心理学科 A.Kさん 東京都 都立羽村高等学校

36 王子 心理学科 M.Nさん 新潟県 県立高等学校

37 王子 心理学科 T.Hさん 神奈川県 県立大井高等学校

38 王子 心理学科 M.Nさん 静岡県 県立磐田北高等学校

39 王子 心理学科 Y.Sさん 茨城県 私立高等学校

40 名古屋 心理学科 S.Tさん 岐阜県 県立岐阜各務野高等学校

社会福祉士合格者

2021年社会福祉士国家試験・精神保健福祉士国家試験

2021年3月卒業生東京福祉大学グループ

社会福祉士国家試験133名　精神保健福祉士国家試験に185名合格！

●東京福祉大学2021年3月卒業生国家試験合格者



№ キャンパス 学科・専攻・コース 氏名 出身県 出身高等学校

1 伊勢崎 精神保健福祉専攻 A.Tさん 群馬県 県立嬬恋高等学校

2 伊勢崎 精神保健福祉専攻 Y.Gさん 群馬県 県立渋川女子高等学校

3 伊勢崎 精神保健福祉専攻 T.Hさん 群馬県 県立富岡高等学校

4 伊勢崎 精神保健福祉専攻 A.Tさん 茨城県 私立高等学校

5 伊勢崎 精神保健福祉専攻 M.Sさん 群馬県 県立高等学校

6 伊勢崎 精神保健福祉専攻 Y.Uさん 栃木県 県立佐野松桜高等学校

7 伊勢崎 精神保健福祉専攻 Y.Fさん 福岡県 私立精華女子高等学校

8 伊勢崎 精神保健福祉専攻 Y.Iさん 群馬県 私立高崎商科大学附属高等学校

9 伊勢崎 心理学科 T.Sさん 群馬県 県立舘林高等学校

10 伊勢崎 心理学科 Y.Tさん 埼玉県 私立秀明高等学校

11 伊勢崎 心理学科 M.Mさん 群馬県 前橋市立前橋高等学校

12 伊勢崎 心理学科 M.Mさん 新潟県 県立高等学校

13 伊勢崎 心理学科 E.Hさん 群馬県 県立勢田農林高等学校

14 伊勢崎 心理学科 W.Kさん 群馬県 県立高等学校

15 伊勢崎 心理学科 Y.Wさん 山形県 県立高等学校

16 伊勢崎 心理学科 S.Kさん 群馬県 私立東京農業大学第二高等学校

17 伊勢崎 心理学科 M.Sさん 群馬県 桐生市立商業高等学校

18 伊勢崎 心理学科 M.Tさん 群馬県 私立高等学校

19 池袋 精神保健福祉専攻 S.Yさん 高知県 県立高知小津高等学校

20 池袋 精神保健福祉専攻 M.Tさん 東京都 都立竹早高等学校

21 池袋 精神保健福祉専攻 T.Sさん 埼玉県 県立入間向陽高等学校

22 池袋 精神保健福祉専攻 S.Sさん 福島県 県立高等学校

23 池袋 精神保健福祉専攻 M.Sさん 神奈川県 県立二俣川看護福祉高等学校

24 池袋 精神保健福祉専攻 A.Tさん 千葉県 私立聖徳大学付属女子高等学校

25 王子 心理学科 M.Iさん 福島県 県立田村高等学校

26 王子 心理学科 K.Kさん 東京都 都立荒川商業高等学校

27 王子 心理学科 A.Yさん 東京都 都立雪谷高等学校

精神保健福祉士合格者


