
令和3年度卒業生の合格実績

①四年制大学・短期大学
学校名 学部･学科･ｺｰｽ等 受験方法

愛知学院大学 総合政策 総合政策 指定校

福祉貢献 福祉貢献（子ども福祉） ＡＯ

文 総合英語 一般

愛知大学 国際コミュニケーション 英語 総合型

大阪学院大学 商 商 総合型

大阪経済大学 経営 経営 推薦

総合経営 商 推薦

経済 経済（現代社会と経済コース） 推薦

総合経営 経営 指定校

大阪体育大学 体育 スポーツ教育 推薦

大手前大学 国際看護 国際看護 推薦

関西大学 商 商 推薦

北九州市立大学 外国語 英米 総合型

岐阜協立大学 経営 スポーツ経営 指定校

岐阜聖徳学園大学 外国語 外国語 指定校

京都外国語大学 外国語 英米語 指定校

京都産業大学 経営 マネジメント 推薦

現代日本社会 現代日本社会 総合型,指定校

文 コミュニケーション 総合型,推薦,指定校

文 国文 推薦、指定校

教育 教育 総合型,推薦

国士舘大学 体育 体育 推薦（スポーツ）

鈴鹿大学 こども教育 こども教育（養護教育学） 指定校

医用工学 医療健康データサイエンス 指定校

看護 看護 推薦,一般

保健衛生 リハビリテーション（作業量法学） 指定校

中京大学 国際 言語文化 一般

中部大学 経営情報 経営総合 指定校

現代国際 グローバルビジネス 指定校

世界教養 国際日本 指定校

現代国際 現代英語 指定校

現代国際 国際教養 総合型

外国語 英米語 指定校

世界教養 世界教養 指定校

商 商 指定校

商 経営情報 指定校

名古屋経済大学 人間生活 管理栄養 指定校

南山大学 経済 経済 指定校

日本赤十字豊田看護大学 看護 看護 推薦

福知山公立大学 情報 情報 推薦

三重大学 人文 法律経済 推薦

経営 経営 推薦,指定校

外国語 国際英語 総合型

法 法 推薦

経営 国際経営 指定校

経済 産業社会 商業推薦

経済 経済 指定校

桃山学院大学 経営 経営 指定校

四日市看護医療大学 看護医療 看護 指定校,一般

立正大学 経営 経営 総合型

鈴鹿大学 短期大学部 生活コミュニケーション 一般

- キャリア育成（ｵﾌｨｽﾜｰｸ） 指定校

- 子ども 総合型、指定校

- 法経科第１部（経商コース） 推薦

- 法経科第１部（法律コース） 推薦

- 生活科（生活福祉心理コース） 一般

愛知淑徳大学

高田短期大学

三重短期大学

大阪商業大学

皇學館大学

鈴鹿医療科学大学

名古屋外国語大学

名古屋学院大学

名城大学



②専門学校等
学校名 学部･学科･ｺｰｽ等 受験方法

旭美容専門学校 美容 総合型

伊勢地区医師会準看護学校 推薦

伊勢保健衛生専門学校 看護 推薦,推薦（指定校）

伊勢保健衛生専門学校 歯科衛生 指定校

大阪ビューティアート専門学校 トータルビューティー科 総合型

大阪文化服装学院 ファッションクリエイター 総合型

大原簿記医療観光専門学校津校 ２年制税理士・企業会計科 税理士レギュラーコース 総合型

大原簿記医療観光専門学校津校 ２年制医療事務科 医療事務コース 総合型,推薦（指定校）

大原簿記医療観光専門学校津校 ２年制医療事務科 医療秘書コース 総合型

大原法律公務員専門学校　津校 ２年制公務員科 指定校

大原簿記情報医療専門学校名古屋校 ２年制医療事務科 医療秘書コース 総合型

大原簿記情報医療専門学校 ２年制公認会計士・税理士科 公認会計士チャレンジコース 総合型,推薦（指定校）

関西美容専門学校 美容 総合型

京都公務員＆ＩＴ会計専門学校 法律 公務員上・中級コース2年　昼間部 総合型

京都公務員＆ＩＴ会計専門学校 会計 会計士２年コース 総合型

中日美容専門学校 トータルビューティ科 ビューティアドバイザーコース 総合型

津看護専門学校 看護 指定校

津文化服装専門学校 服飾技術科 総合型

東海歯科医療専門学校 歯科技工士科 総合型

東京ＩＴプログラミング＆会計専門学校名古屋校 会計 会計士２年コース 総合型

東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校 音楽テクノロジー コンサート企画制作コース 総合型

東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校 音楽テクノロジー 舞台制作＆ステージデザイナー 総合型

東京総合美容専門学校 美容 ヘアメイク 総合型

名古屋ウェディング＆フラワー・ビューティ学院 ブライダルビジネス科 ウェディングプランナーコース 指定校

名古屋ウェディング＆フラワー・ビューティ学院 フラワービジネス科 フラワーデザインコース 指定校

名古屋ウェディング＆ブライダル専門学校 ブライダルヘアメイク＆ドレス科 総合型

名古屋情報メディア専門学校 ITスペシャリスト 総合型

名古屋スクールオブビジネス専門学校 マスコミ広報 企画・編集コース 総合型

名古屋スクールオブビジネス専門学校 ITビジネス 情報技術者コース 総合型

名古屋デザイン＆テクノロジー専門学校 スーパーゲームクリエイター科 シナリオ＆コンテンツ企画専攻 推薦

名古屋デザイン＆テクノロジー専門学校 ゲームクリエーター科 ゲームグラフィック＆キャラクター専攻 総合型

名古屋動物専門学校 グルーミングコース 総合型

フェロー・アカデミー その他

ＶＯＡＴ名古屋 プロｺｰｽ その他

松阪看護専門学校 看護 指定校

三重看護専門学校 看護 指定校

三重県立公衆衛生学院 歯科衛生 推薦

三重調理専門学校 調理経営 調理製菓２年コース 一般

三重中央看護学校 看護 推薦

ユマニテク医療福祉大学校 理学療法 指定校

ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 スポーツ健康科 総合型


