
所在地 学校名 所在地 学校名 所在地 学校名

山形 山形大学 嘉悦大学 日本大学

茨城 筑波大学 杏林大学 日本女子体育大学

東京 東京藝術大学 国立音楽大学 日本体育大学

新潟 長岡造形大学 工学院大学 法政大学

長野 信州大学 國學院大学 武蔵野音楽大学

京都 福知山公立大学 国際医療福祉大学（東京赤坂キャンパス） 明治学院大学

広島 尾道市立大学 国際基督教大学 明治国際医療大学

山口 山口大学 国際ファッション専門職大学 明治大学

北九州市立大学 国際武道大学 立正大学

福岡教育大学 駒澤大学 ルーテル学院大学

佐賀 佐賀大学 駒沢女子大学 神奈川大学

長崎大学 女子美術大学 関東学院大学

長崎県立大学 大東文化大学 昭和音楽大学

熊本大学 拓殖大学 洗足学園音楽大学

熊本県立大学 玉川大学 東海大学

大分 大分大学 多摩美術大学 東洋英和女学院大学

宮崎大学 帝京大学 フェリス女学院大学

宮崎公立大学 帝京平成大学 中部学院大学

鹿児島大学 デジタルハリウッド大学 東海学院大学

鹿屋体育大学 東京医療保健大学 愛知学院大学

東京音楽大学 名古屋外国語大学

東京工科大学 日本福祉大学

所在地 学校名 東京工芸大学 名城大学

北海道 北海道情報大学 東京国際大学 滋賀 びわこ成蹊スポーツ大学

茨城 流通経済大学 東京女子体育大学 大谷大学

城西国際大学 東京情報大学 京都外国語大学

明海大学 東京造形大学 京都光華女子大学

青山学院大学 東京農業大学 京都産業大学

亜細亜大学 東京富士大学 京都橘大学

大妻女子大学 東洋学園大学 京都ノートルダム女子大学

桜美林大学 東洋大学 同志社大学

京都

東京

神奈川

岐阜

愛知

最近５か年の合格学校一覧（2021年度）

【国公立大学】

東京

福岡

長崎

宮崎

鹿児島

【私立大学】

千葉

熊本

東京



所在地 学校名 所在地 学校名 所在地 学校名

同志社女子大学 九州国際大学 熊本保健科学大学

佛教大学 九州産業大学 尚絅大学

立命館大学 九州女子大学 崇城大学

大阪学院大学 九州情報大学 東海大学（熊本キャンパス）

大阪芸術大学 近畿大学（福岡キャンパス） 平成音楽大学

大阪国際大学 久留米工業大学 日本文理大学

大阪体育大学 久留米大学 別府大学

関西大学 国際医療福祉大学（大川キャンパス） 立命館アジア太平洋大学

関西外国語大学 純真学園大学 九州保健福祉大学

近畿大学（東大阪キャンパス） 西南学院大学 宮崎国際大学

阪南大学 西南女学院大学 鹿児島国際大学

桃山学院教育大学 聖マリア学院大学 鹿児島純心女子大学

桃山学院大学 第一薬科大学 第一工科大学

関西学院大学 筑紫女学園大学

神戸学院大学 帝京大学（福岡キャンパス）

神戸国際大学 中村学園大学 所在地 学校名

神戸女学院大学 西日本工業大学 東京 実践女子短期大学

神戸女子大学 日本経済大学 帝京大学短期大学（八王子キャンパス）

姫路大学 日本赤十字九州国際看護大学 帝京短期大学

岡山理科大学 福岡歯科大学 大阪 関西外国語大学短期大学部

環太平洋大学 福岡女学院大学 福岡 九州大谷短期大学

エリザベト音楽大学 福岡女学院看護大学 九州女子短期大学

近畿大学（広島ｷｬﾝﾊﾟｽ） 福岡大学 久留米信愛女学院短期大学

広島国際大学 福岡工業大学 香蘭女子短期大学

広島都市学園大学 保健医療経営大学 純真短期大学

福山平成大学 佐賀 西九州大学 精華女子短期大学

宇部フロンティア大学 活水女子大学 中村学園大学短期大学部

東亜大学 長崎外国語大学 西日本短期大学

梅光学院大学 長崎国際大学 福岡工業短期大学

四国学院大学 長崎純心大学 福岡こども短期大学

高松大学 熊本 九州看護福祉大学 福岡女子短期大学

福岡 九州栄養福祉大学 九州ルーテル学院大学 熊本 尚絅大学短期大学部

九州共立大学 熊本学園大学 大分 大分県立芸術文化短期大学

京都

福岡

熊本

香川

長崎

大分

宮崎

鹿児島

大阪

兵庫

岡山

広島

山口

【短期大学・短期大学部】



所在地 学校名 所在地 学校名

所在地 学校名 学校法人滋慶学園　福岡医健・スポーツ専門学校 学校法人湖東学園　専門学校　湖東カレッジ

新潟 JAPAN　サッカーカレッジ 学校法人滋慶文化学園　福岡ウェディング＆ホテルIR専門学校 学校法人青照学舎　熊本駅前看護リハビリテーション専門学校

ESMOD JAPON 学校法人滋慶文化学園　福岡スクールオブミュージック＆ダンス専門学校 学校法人昭徳学園　九州動物学院

学校法人三幸学園　東京ビューティー＆ブライダル専門学校 学校法人滋慶学園　福岡デザイン＆テクノロジー専門学校 学校法人青照学舎　メディカルカレッジ青照館

学校法人山野学苑　山野美容専門学校 学校法人　滋慶学園　福岡ﾍﾞﾙｴﾎﾟｯｸ美容専門学校 学校法人常盤学園　シェフパティシエ学院

国立音楽院 学校法人高山学園　専門学校福岡カレッジ・オブ・ビジネス 学校法人中島学園　熊本歯科技術専門学校

資生堂美容技術専門学校 学校法人　中村専修学園　中村国際ホテル専門学校 学校法人華苑学園　熊本看護専門学校

昭和医療技術専門学校 学校法人西鉄学園　専門学校西鉄国際ビジネスカレッジ 学校法人松本学園　日本総合教育専門学校

専門学校桑沢デザイン研究所 学校法人博多学園　博多メディカル専門学校 学校法人未来創造学園　熊本デザイン専門学校

東京アカデミー 学校法人　平岡学園　平岡栄養士専門学校 学校法人未来創造学園　熊本電子ビジネス専門学校

東京モード学園 学校法人福岡安達学園　専門学校福岡ビジョナリーアーツ 学校法人　九州測量専門学校

日本外国語専門学校 学校法人福岡医療学院　福岡医療専門学校 学校法人立志学園　九州中央リハビリテーション学院

日本工学院専門学校 久留米大学医学部附属臨床検査専門学校 九州工科自動車専門学校

ミス・パリビューティー専門学校 学校法人　藤川学園　公務員ビジネス専門学校 九州サンシャイングルーミングスクール

四谷学院 学校法人明経学園　美萩野臨床医学専門学校 9be学園　九州美容専門学校

愛知 専門学校トヨタ名古屋自動車大学校 香蘭ファッションデザイン専門学校 熊本市立総合ビジネス専門学校

京都外国語専門学校 専門学校ESPエンタテインメント福岡 熊本県立技術短期大学校

京都調理師専門学校 東京アカデミー福岡校 熊本県立高等技術専門校

ECCアーティスト美容専門学校 中村調理製菓専門学校 熊本県立農業大学校

ECC国際外国語専門学校 西日本教育医療専門学校 熊本歯科衛生士専門学院

学校法人ヒラタ学園　大阪航空専門学校 福岡県美容商業協同組合　福岡美容専門学校 熊本ベルェベル美容専門学校

辻調理師専門学校 代々木アニメーション学院福岡校 資格スクール大栄熊本校

福岡 インターナショナルエアアカデミー 佐賀 学校法人九州アカデミー学園　九州医療専門学校 専修学校　熊本YMCA学院

学校法人麻生塾　麻生外語観光＆製菓専門学校 長崎 九州医学技術専門学校 専門学校公務員ゼミナール熊本校

学校法人麻生塾　ASOポップカルチャー専門学校 一般社団法人　熊本市医師会看護専門学校 東京CPA会計学院熊本校

学校法人Adachi学園　九州観光専門学校 医療法人弘仁会　熊本総合医療リハビリテーション学院 独立行政法人　国立病院機構 熊本医療センター付属看護学校

学校法人Adachi学園　九州ビジュアルアーツ 上天草看護専門学校 独立行政法人労働者健康安全機構　熊本労災看護専門学校

学校法人大村文化学園　大村美容ファッション専門学校 学校法人赤山学園　九州技術教育専門学校 BE－STAFF

学校法人三幸学園　福岡医療秘書福祉専門学校 学校法人大原学園　大原スポーツ公務員専門学校 専修学校　モア・ヘアメイクカレッジ

学校法人三幸学園　福岡ウェディング＆ブライダル専門学校 学校法人大原学園　大原保育医療福祉専門学校 大分 学校法人平松学園　大分臨床検査技師専門学校

学校法人三幸学園　福岡こども専門学校 学校法人大原学園　大原簿記情報専門学校 学校法人吉用学園　専門学校九州総合スポーツカレッジ

学校法人三幸学園　福岡ビューティアート専門学校 学校法人辛島学園　熊本外語専門学校 加治木看護専門学校

学校法人時習学館　西日本アカデミー航空専門学校 学校法人熊本壺溪塾学園 学校法人原田学園　鹿児島医療技術専門学校

【専修・各種学校】

東京

京都

大阪

福岡

熊本

鹿児島

熊本



所在地 学校名

逢甲大学 

開南大学

義守大学

元智大学

真理大学

實踐大学

実践大学台北キャンパス

静宜大学

中原大学

中国文化大学

長栄大学

東海大学 

St.Olaf College

Ｐｈｏｅｎｉｘ　Ｃｏｌｌｅｇｅ

【海外の大学】

台湾

アメリカ


