
速報  

一次試験合格の 
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職種 
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キャンパス 

二次試験以降の 
合格状況 

出身高校 

1 東京都特別区職員 Ⅰ類福祉職 

伊勢崎  

長野県上田染谷丘高等学校 

２ 東京都特別区職員 Ⅰ類福祉職 群馬県立吾妻高等学校 

３ 東京都特別区職員 Ⅰ類福祉職 

池袋 

千葉県立松戸向陽高等学校 

４ 東京都特別区職員 Ⅰ類福祉職 二次試験合格 高卒認定試験合格 

５ 東京都特別区職員 Ⅰ類福祉職 茨城県立取手第一高等学校 

６ 東京都特別区職員 Ⅰ類福祉職 新潟県立佐渡総合高等学校 

７ 長野県庁職員 福祉職 伊勢崎 長野県上田染谷丘高等学校 

８ 群馬県警 警察官 

伊勢崎 

福島県・私立松韻学園福島高等学校 

９ 群馬県警 警察官 最終試験合格／内定 群馬県立前橋西高等学校 

１０ 群馬県警 警察官 群馬県立太田東高等学校 

１１ 群馬県警 警察官 群馬県・前橋市立前橋高等学校 

１２ 群馬県庁職員 福祉職 伊勢崎 群馬県立吾妻高等学校 

１３ 警視庁 警察官 

伊勢崎 

福島県・私立松韻学園福島高等学校 

14 警視庁 警察官 最終試験合格／内定 埼玉県立深谷高等学校 

15 警視庁 警察官 福島県立郡山東高等学校 

16 警視庁 警察官 最終試験合格／内定 群馬県立前橋西高等学校 

17 警視庁 警察官 池袋 茨城県立取手第一高等学校 

18 警視庁 警察官 王子 埼玉県立草加西高等学校 

１９ 埼玉県警 警察官 

伊勢崎 

埼玉県立深谷高等学校 

20 埼玉県警 警察官 愛知県立岡崎高等学校 

21 埼玉県警 警察官 王子 埼玉県立草加西高等学校 

22 三条市職員（新潟県） 保育職 伊勢崎 最終試験合格／内定 新潟県立三条東高等学校 

23 前橋市職員（群馬県） 事務Ⅰ 伊勢崎 二次試験合格 群馬県立前橋高等学校 

24 栃木県警 警察官 伊勢崎 群馬県立高崎高等学校 

25 防衛省 一般曹候補生 伊勢崎 最終試験合格／内定 群馬県立前橋西高等学校 

26 平塚市職員（神奈川県） 一般事務B（社会福祉士） 池袋 二次試験合格 神奈川県立茅ヶ崎高等学校 

27 埼玉県庁職員 福祉職 池袋 埼玉県・私立花咲徳栄高等学校 

28 横浜市職員 福祉職 

池袋 

東京都・私立聖徳学園高等学校 

２９ 横浜市職員 福祉職 東京都・私立共栄学園高等学校 

３０ 横浜市職員 福祉職 高卒認定試験合格 

３１ 横浜市職員 福祉職 最終試験合格／内定 神奈川県立有馬高等学校 

３２ 茨城県警 男性警察官A 池袋 茨城県立取手第一高等学校 

3３ 松戸市職員（千葉県） 社会福祉士 池袋 最終試験合格／内定 千葉県立松戸向陽高等学校 

3４ さいたま市職員 精神保健福祉士 池袋 最終試験合格／内定 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 

3５ 東京都庁職員 Ⅰ類B福祉職 池袋 最終試験合格／内定 東京都・私立昭和女子大学附属昭和高等学校 

3６ 調布市職員（東京都） 事務職 池袋 東京都立荻窪高等学校 

東京福祉大学グループ 
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「日本人特有の教育観では、官庁勤め（公務員）が最高の出世だ」 
「世の人心は政府に勤めて役人（公務員）になることが最高だ」  

「学問のすすめ」福沢諭吉（三笠書房）より抜粋 
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お問い合わせは入学課まで 
伊勢崎ｷｬﾝﾊﾟｽ 〒372-0831  群馬県伊勢崎市山王町2020-1      TEL.0270-20-3673 
池袋ｷｬﾝﾊﾟｽ    〒170-8426 東京都豊島区東池袋4-23-1              TEL.03-3987-6602 
名古屋ｷｬﾝﾊﾟｽ   〒453-0014    愛知県名古屋市中村区則武1-1-4  TEL.052-454-3502 

 

※名古屋キャンパスは             通信教育課程を併修する                                         の学生です。    

3７ 防衛省 自衛隊幹部候補生 池袋 最終試験合格／内定 神奈川県立百合丘高等学校 

3８ 岩手県庁職員 Ⅰ種心理職 王子 最終試験合格／内定 岩手県・私立花巻東高等学校 

3９ 法務省 矯正心理専門職 王子 埼玉県立草加西高等学校 

４０ 静岡県庁職員 児童福祉職 

４１ 堺市職員 福祉職 名古屋 最終試験合格／内定 愛知県立杏和高等学校 

４２ 東京都特別区職員 心理職 名古屋 二次試験合格（辞退） 名古屋市立向陽高等学校 

4３ 平塚市職員（神奈川県） 一般事務C（精神保健福祉士） 名古屋 最終試験合格／内定 名古屋市立向陽高等学校 

4４ 愛知県庁職員 福祉職 名古屋 長野県阿智高等学校 

４５ 愛知県庁職員 精神保健福祉職 名古屋 三重県立北星高等学校 

４6 上田市職員（長野県） 一般事務（社会福祉） 伊勢崎 二次試験合格 長野県上田染谷丘高等学校 

47 佐久市職員（長野県） 保育職 伊勢崎 長野県野沢南高等学校 

48 太田市職員（群馬県） 一般事務 伊勢崎 群馬県立太田東高等学校 

49 春日井市職員（愛知県） 福祉職 名古屋 長野県阿智高等学校 

50 一宮市職員（愛知県） 保育職 名古屋 二次試験合格 愛知県立起工業高等学校 

51 知立市職員（愛知県） 保育職 名古屋 愛知県立鳴海高等学校 

52 明和町職員（群馬県） 保育教諭 伊勢崎 最終試験合格／内定 群馬県立桐生南高等学校 

53 石岡市職員（茨城県） 社会福祉士 池袋 茨城県立石岡第一高等学校 

54 世田谷区職員（東京都） Ⅱ類福祉職（保育士・児童指導） 池袋 東京都・私立サレジオ工業高等専門学校 

55 調布市職員（東京都） 保育士 池袋 東京都・私立サレジオ工業高等専門学校 

56 品川区職員（東京都） 福祉職（保育士・児童指導） 池袋 東京都・私立二松學舍大学附属高等学校 

57 品川区職員（東京都） 福祉職（保育士・児童指導） 池袋 神奈川県立磯子高等学校 

58 邑楽町職員（群馬県） 保育教諭 伊勢崎 群馬県立館林女子高等学校 

59 港区職員（東京都） 福祉Ⅱ類職（保育士） 池袋 東京都・私立佼成学園女子高等学校 

６０ 江戸川区職員（東京都） 福祉Ⅱ類職（保育士） 池袋 千葉県・私立植草学園大学附属高等学校 

６１ 板橋区職員（東京都） Ⅱ類福祉職（保育士・児童指導員） 池袋 福島県・私立日本大学東北高等学校 

６２ 台東区職員（東京都） 福祉Ⅱ類職（保育士） 池袋 千葉県・私立中央学院高等学校 

６３ 東京都庁職員 Ⅱ類福祉職 池袋 東京都立北園高等学校 

６４ 東京都庁職員 Ⅱ類福祉職 池袋 福島県・私立日本大学東北高等学校 

６５ 東京都庁職員 Ⅱ類福祉職 池袋 高卒認定試験合格 

66 東京都庁職員 Ⅱ類福祉職 伊勢崎 群馬県立吾妻高等学校 

67 栃木県警 警察官 伊勢崎 群馬県立高崎高等学校 

68 東京都庁職員 Ⅱ類福祉職 池袋 茨城県立取手第一高等学校 

69 港区職員（東京都） 福祉Ⅱ類職（保育士） 池袋 東京都・私立大森学園高等学校 

70 豊島区職員（東京都） 福祉Ⅱ類職（保育士） 池袋 宮城県・私立東北学院高等学校 

71 浦安市職員（千葉県） 保育職 池袋 千葉県立船橋啓明高等学校 

72 さいたま市職員 保育職 伊勢崎 群馬県・高崎市立高崎経済大学附属高等学校 

73 玉村町職員（群馬県） 一般事務 伊勢崎 群馬県・私立前橋育英高等学校 

74 名古屋市職員 保育職 名古屋 愛知県立鳴海高等学校 

75 館林市職員（群馬県） 保育職 伊勢崎 群馬県・私立関東学園大学附属高等学校 

76 前橋市職員（群馬県） 保育職 伊勢崎 群馬県立藤岡中央高等学校 

77 館林市職員（群馬県） 保育職 伊勢崎 群馬県立大泉高等学校 

78 新潟市職員 保育職A 伊勢崎 新潟県立十日町高等学校 

79 行田市職員（埼玉県） 保育職 伊勢崎 群馬県・高崎市立高崎経済大学附属高等学校 

80 熊谷市職員（埼玉県） 保育職 伊勢崎 群馬県・私立前橋育英高等学校 

81 藤枝市職員（静岡県） 保育職 伊勢崎 新潟県立六日町高等学校 

82 川口市職員（埼玉県） 保育職 伊勢崎 新潟県立六日町高等学校 


