
大学 学部 学科 大学 学部 学科 大学 学部 学科 大学 学部 学科 大学 学部 学科 大学 学部 学科

酪農学園大学 循環農学類 北里大学 理 生物 国際医療福祉大学 成田保健医療 医学検査 国際医療福祉大学 福岡保健医療 作業療法 奥羽大学 歯 歯 久留米大学 人文 国際文化

法政大学 法 法 慶應義塾大学 理工 学門1 城西大学 薬 薬 国際医療福祉大学 福岡保健医療 医療検査 国際医療福祉大学 薬 薬 西南学院大学 国際経済

大妻女子大学 文 英文 東京理科大学 理 物理 東海大学 農 応用植物科 東海大学 工 医用生体工 関東学院大学 法 法 西南学院大学 国際文化 国際文化

東海大学 基盤工 電気電子情報工 東京理科大学 理 機械工 横浜美術大学 美術 デザイン 東海大学 基盤工 電気電子情報工 獨協大学 法 総合政策 西南学院大学 法 国際関係法（２名）

東海大学 基盤工 医療福祉工 法政大学 生命化学 応用植物化学 津田塾大学 学芸 数学 大妻女子大学 家政 ライフデザイン 日本薬科大学 薬 薬 西南学院大学 法 法

東海大学 文 歴史（考古学） 明治大学 理工 数学 東京女子大学 現代教養 数理/数学 創価大学 経営 経済 明海大学 歯 歯（２名） 中村学園大学 栄養科学 栄養科学

東海大学 文 歴史（西洋史） 明治大学 理工 機械工 東京女子大学 現代教養 数理/情報理 日本女子大学 家政 住居居住環境デザイン 鶴見大学 歯 歯 福岡大学 人文 教育・臨床心理

東海大学 文化社会 ヨーロッパ・アメリカ 専修大学 経済 国際経済 東京理科大学 薬 薬 京都外国語大学 外国語 英米語 杏林大学 保健 看護 福岡大学 法 法律（４名）

近畿大学 産業理工 経営ビジネス（2名） 日本大学 生産工 応用分子化学 立教大学 観光 観光 京都女子大学 家政 生活造形 大東文化大学 スポーツ健康 健康科学 福岡大学 理 化学（２名）

近畿大学 文芸 文化・歴史 神奈川大学 理 情報科学 立命館大学 経済 経済 立命館大学 工 機会工 東邦大学 薬 薬 福岡大学 理 社会数理情報

関西大学 制作創造 政策（既卒） 神奈川大学 人間科学 人間科学 立命館大学 政策科学 政策科学 立命館大学 薬 薬 法政大学 人間環境 人間環境 福岡大学 理 物理

同志社大学 法 法律 東海大学 工 応用化学 立命館大学 生命科学 生物工(既卒者) 立命館大学 経済 経済 愛知学院大学 歯 歯 福岡歯科大学 歯 歯

立命館大学 法 法律（2名内1名既卒） 大阪工業大学 工 機械工 関西大学 法 法学政治 立命館大学 生命化学 生命工 長浜バイオ大学 バイオサイエンス バイオサイエンス 福岡女学院大学 国際キャリア 国際キャリア

立命館大学 産業社会 現代社会（既卒） 関西大学 化学生命工 生命・生物工 関西学院大学 理工 生命科学(既卒者) 龍谷大学 文学 真宗 京都学園大学 健康医療 看護 長崎国際大学 薬 薬（２名）

岡山理科大学 生物地球 生物地球 関西学院大学 理工 先進エネルギーナノ工 関西外国語大学 英語キャリア 英語キャリア 関西大学 法 法学政治 京都産業大学 法 法律 長崎国際大学 健康管理 健康栄養

安田女子大学 薬 薬 岡山理科大学 理 化学 近畿大学 産業理工 経営ビジネス 関西外国語大学 英語国際 英語国際 同志社大学 生命医科学 医生命システム 崇城大学 薬 薬（４名）

福岡大学 人文 日本語日本文（3名） 西南学院大学 法 法律 近畿大学 理工 物理学 関西外国語大学 外国語 英米語 同志社女子大学 現代社会 社会システム 崇城大学 芸術 デザイン

福岡大学 薬 薬（2名） 第一薬科大学 薬 薬 近畿大学 理工 機械工学 安田女子大学 薬 薬 立命館大学 薬 薬 崇城大学 工 機械工（２名）

福岡大学 工 化学システム工 日赤九州国際看護大学 看護 看護 近畿大学 農 農業生産科 安田女子大学 現代ビジネス 国際観光ビジネス 立命館大学 経済 国際経済（２名） 崇城大学 情報 情報

福岡大学 理 化学 福岡大学 薬 薬 神戸学院大学 現代社会 現代社会 徳島文理大学 香川薬 薬 関西大学 経済 経済 日本文理大学 経営経済 経営経済

福岡大学 法 法律（4名） 福岡大学 法 法律 岡山理科大学 理工 生物化学(既卒者) 九州女子大学 家政 栄養 近畿大学 工 情報 日本文理大学 工 機械電気工

福岡工業大学 工 電気工 福岡大学 人文 日本語日本文 九州産業大学 生命科学 生命科 久留米大学 経済 経済 近畿大学 文芸 文化・歴史 別府大学 文 史

福岡工業大学 工 電子情報工 福岡大学 商 経営 久留米大学 経済 経済(既卒者) 久留米大学 経済 経済 近畿大学 法 法律 九州保健福祉大学 看護福祉 看護

福岡工業大学 情報工学 情報通信工 福岡大学 医 看護 産業医科大学 医 医 久留米大学 文学 心理（２名） 関西看護医療大学 看護 看護 九州保健福祉大学 薬 薬（４名）

福岡工業大学 情報工学 情報工学 福岡女学院大学 人間関係 心理 西南学院大学 人間科学 心理 久留米大学 経済 文化経済 関西学院大学 理工 化 九州保健福祉大学 薬 動物生命薬科

中村学園大学 栄養科学 栄養科学 福岡女学院 短期学部 西南学院大学 法 法律(3名) 西南女学院大学 保健福祉 看護 関西学院大学 理工 人間システム工 鹿児島国際大学 経済 経済（２名）

第一薬科大学 薬 薬 長崎国際大学 人間社会 国際観光 西南学院大学 法 国際関係法 第一薬科大学 薬 薬 奈良大学 文 史学 鹿児島純心女子大学 看護栄養 看護

西南学院大学 法 法律 長崎国際大学 薬 薬 西南学院大学 経済 経済 西日本工業大学 工 総合システム工 岡山理科大学 理 応用物理 鹿児島純心女子大学 国際人間 こども

久留米大学 法 九州看護福祉大学 看護福祉 看護 西南女学院大学 保健福祉 看護 福岡大学 医 医 安田女子大学 薬 薬 防衛医科大学校 看護 看護

長崎国際大学 薬 薬 熊本保健科学大学 保健科学 リハビリテーション 第一薬科大学 薬 薬(3名) 福岡大学 人文 英語 徳島文理大学 香川薬 薬 防衛大学校 人文社会

崇城大学 薬 薬（4名） 熊本保健科学大学 保健科学 看護 福岡大学 人文 文化 福岡大学 理 応用数学 徳島文理大学 保健福祉 福祉 防衛大学校 理工

鹿児島医療センター付属看護学校 看護 崇城大学 生物生命学 応用生命科 福岡大学 人文 フランス語(既卒者) 福岡大学 工 化学システム 九州産業大学 芸術 芸術表現 鹿児島医療センター 看護 看護

防衛大学校 理工 崇城大学 薬 薬（２名） 福岡大学 経済 経済(2名内1既卒者) 福岡大学 人文 教育臨床心理 九州産業大学 国際文化 国際文化 鹿児島県立短期大学 生活科学 食物栄養

水産大学校 生物生産 九州保健福祉大学 生命医科 生命医科 福岡大学 法 法律(3名) 福岡大学 商 経営 九州産業大学 国際文化 日本文化

九州保健福祉大学 薬 薬（３名） 福岡大学 法 経営法 福岡看護大学 看護 看護

防衛大学校 理工（３名） 福岡大学 薬 薬(2名) 福岡工業大学 工 知能機械工

国立看護大学校 看護 長崎国際大学 薬 薬(2名) 福岡工業大学 工 電子情報工（２名） 立命館アジア太平洋 太平洋

都城医療センター付属看護学校 看護 崇城大学 薬 薬(6名内1既卒者) 長崎国際大学 薬 薬 九州保健福祉大学 薬 薬（２名）

鹿児島医療センター付属看護学校 看護 崇城大学 工 ナノサイエンス 長崎総合科学大学 工 医療工学 九州保健福祉大学 保健 臨床工

崇城大学 工 機械工 九州看護福祉大学 看護 鹿児島純心女子大学 看護栄養 看護

崇城大学 生物生命 応用生命科 熊本保健科学大学 保健科学 医学検査 防衛医科大学校 看護 技官コース

熊本保健科学大学 保健科学 医学検査 熊本保健科学大学 保健科学 看護 防衛大学校 理工（３名）

九州保健福祉大学 生命医科 生命医科 熊本保健科学大学 保健科学 リハビリテーション 堺女子短期大学 ビューティーメイク

九州保健福祉大学 薬 薬 崇城大学 薬 薬（３名） 鹿児島純心女子短期大学 生活学科 生活学専攻現代ビジネス

九州看護福祉大学 看護福祉 看護 日本文理大学 工 航空宇宙 近畿大学付属看護専門学校 看護

平成27年3月卒令和2年3月卒 平成31年3月卒 平成29年3月卒 平成28年3月卒

特進科   私立大学・準大学合格実績（既卒者含）   ２０２０年３月１９日 現在


