
大学 学部 学科

大阪大学 外国語学部 外国語学科

広島大学 文学部 人文学科

香川大学 法学部 法学科

香川大学 経済学部 経済学科

愛媛大学 法文学部 総合政策学科

山口大学 教育学部 教員養成課程特別支援コース

長崎大学 多文化社会学部 多文化社会学科

琉球大学 人文学部 国際法政学科

大阪教育大学 教育学部 教養学科

京都教育大学 教育学部 教員養成課程体育領域専攻

神戸外国語大学 外国語学部 国際関係学科

大阪府立大学 現代システム科学域 マネジメント学類

兵庫県立大学 経営学部 経営学科

岡山県立大学 保健福祉学部 保健福祉学科

尾道市立大学 芸術文化学部 日本文学科

公立鳥取環境大学 経営学部 経営学科

島根県立大学 総合政策学部 総合政策学科

高知県立大学 文化学部 文化学科

高知県立大学 社会福祉学部 社会福祉学科

北九州市立大学 経済学部 経済情報学科

宮崎公立大学 人文学部 国際文化学科

鹿屋体育大学 体育学部 体育学科

名桜大学 国際学群 国際学類

名桜大学 人間健康学部 スポーツ健康学科

筑波大学

東京学芸大学 教育学部 中等教育教員養成課程

秋田大学 医学部 理学療法学科

秋田大学 教育文化学部 地域文化学科

主な　国公立大学　合格先

体育学類

関
西
圏

関
東
圏



大学 学部 学科

早稲田大学 人間科学部 人間環境学科

青山学院大学 経済学部 経済学科

中央大学 国際経営学部 国際経営学科

明治学院大学 法学部 法律学科

同志社大学 文学部 英文学科

同志社大学 経済学部 経済学科

関西学院大学 国際学部 国際学科

関西学院大学 文学部 文学言語学科　英語英米文学専修

関西学院大学 商学部 商学科

関西学院大学 経済学部 経済学科

関西学院大学 総合政策学部 総合政策学科

関西学院大学 教育学部 教育学科

関西学院大学 社会学部 社会学科

関西学院大学 人間福祉学部 社会福祉学科

立命館大学 国際関係学部 国際関係学科

立命館大学 文学部 人文学科　人間研究学域

立命館大学 産業社会学部 現代社会学科

立命館大学 スポーツ健康学部 スポーツ健康学科

関西大学 社会安全学部 社会安全学科

成城大学 法学部 法律学科

成蹊大学 文学部 英文学科

成蹊大学 理工学部 物質生命理工学科

日本大学 商学部 経営学科

日本大学 経済学部 経済学科

日本大学 スポーツ学部 スポーツ学科

日本大学 文理学部 英文学科

日本大学 文理学部 体育学科

東洋大学 ライフデザイン学部 ライフデザイン学科

駒澤大学 文学部 英米文学科

獨協大学 経済学部 国際環境経済学科

近畿大学 経済学部 経済学科

近畿大学 国際学部 国際学科

近畿大学 経営学部 経営学科

龍谷大学 法学部 法律学科

龍谷大学 文学部 哲学科

龍谷大学 文学部 英文学科

龍谷大学 文学部 歴史学科

京都産業大学 経済学部 経済学科

京都産業大学 法学部 法政策学科

京都産業大学 法学部 法律学科

京都産業大学 現代社会学部 現代社会学科

京都産業大学 文化学部 京都文化学科

京都産業大学 国際関係学部 国際関係学科

難
関
私
大

主な　難関私大　合格先　①



大学 学部 学科

京都産業大学 文化学部 京都文化学科

京都産業大学 外国語学部 ヨーロッパ言語学科

甲南大学 文学部 英語英米文学科

甲南大学 文学部 人間科学科

京都女子大学 文学部 英文学科

関西外国語大学 英語キャリア学部 英語キャリア学科

関西外国語大学 外国語学部 英米語学科

関西外国語大学 英語国際学部 英語国際学科

神田外国語大学 外国語大学 英米語学科

京都外国語大学 外国語学部 英米語学科

亜細亜大学 国際関係学部 国際関係学科

亜細亜大学 国際関係学部 多文化コミュニケーション学科

神奈川大学 経営学部 国際経営学科

神奈川大学 法学部 自治行政学科

順天堂大学 体育学部 体育学科

東海大学 体育学部 生涯スポーツ学科

国際医療福祉大学 小田原保健医療学部 理学療法学科

武庫川女子大学 薬学部 健康生命薬科学科

大阪経済大学 経営学部 ビジネス法学科

福岡大学 スポーツ学部 スポーツ学科

福岡大学 法学部 法律学科

松山大学 人文学部 英語英米文学科

松山大学 経済学部 経済学科

広島修道大学 人文学部 人間関係学科

ノートルダム清心女子大学 人間生活学部 食品栄養学科

ノートルダム清心女子大学 人間生活学部 児童学科

神戸学院大学 グローバルコミュニケーション学部 グローバルコミュニケーション学科

佛教大学 社会学部 現代社会学科

四天王寺大学 教育学部 教育学科小学校教員コース

主な　難関私大　合格先　②

難
関
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大


