
近江高等学校　進路指導部 2015/03/31

　　　
【国公立大学】 【産近佛龍】　 大谷大学 文学部 ［8］ 花園大学 文学部 ［3］

岐阜大学 医学部・医学科 京都産業大学 文化学部 大手前大学 ﾒﾃﾞｨｱ芸術学部 花園大学 社会福祉学部 ［2］

富山大学 薬学部 京都産業大学 経済学部 神奈川工科大学 工学部 びわこ学院大学 教育福祉学部

筑波大学 理工学群 京都産業大学 経営学部 金沢工業大学 工学部 びわこ成蹊スポーツ大学 スポーツ学部 ［4］

大阪教育大学 教育学部 京都産業大学 外国語学部 関西医療大学 保健医療学部 福井工業大学 環境情報学部

東京海洋大学 海洋工学部 京都産業大学 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ理工学部 ［2］ 関西福祉大学 社会福祉学部 平安女学院大学 国際観光学部

滋賀大学 経済学部 ［3］ 近畿大学 経営学部 関西外国語大学 外国語学部 ［3］ 松山大学 経営学部

滋賀大学 教育学部 ［2］ 近畿大学 農学部 ［3］ 関西外国語大学 英語国際学部 ［2］ 明治国際医療大学 看護学部

琉球大学 理学部 近畿大学 総合社会学部 ［5］ 岐阜経済大学 経済学部 名城大学 経営学部

近畿大学 文芸学部 ［2］ 岐阜経済大学 経営学部 ［6］ 名城大学 法学部

【関関同立】　 近畿大学 工学部 岐阜聖徳学園大学 教育学部

関西学院大学　　　　　　　　　 社会学部 近畿大学 理工学部 京都医療科学大学 医療科学部 【短期大学】　　
関西大学　　　　　　　　　 システム理工学部　　　　［2］ 佛教大学 教育学部 ［2］ 京都外国語大学 外国語学部 ［2］ 池坊短期大学

関西大学 経済学部 佛教大学 文学部 京都華頂大学 現代家政学部 大垣女子短期大学

関西大学 社会学部 佛教大学 社会学部 京都学園大学 経済経営学部 大阪国際大学 短期大学部

関西大学 政策創造学部 〔3〕 佛教大学 社会福祉学部 ［2］ 京都学園大学 バイオ環境学部 関西外国語大学 短期大学部 ［2］

関西大学 文学部 〔2〕 佛教大学 保健医療技術学部 ［3］ 京都学園大学 人文学部 岐阜聖徳学園大学 短期大学部

関西大学 総合情報学部 龍谷大学 理工学部 ［3］ 京都光華女子大学 健康科学部 京都外国語大学 短期大学部

同志社大学 経済学部　　　　　　　　 ［2］ 龍谷大学 国際学部 京都嵯峨芸術大学 芸術学部 京都華頂短期大学

同志社大学 心理学部 龍谷大学 経済学部 ［2］ 京都女子大学 文学部 ［2］ 京都経済短期大学

同志社大学 文学部 龍谷大学 文学部 ［12］ 京都造形芸術大学 芸術学部 滋賀短期大学 ［7］

同志社大学 文化情報学部 龍谷大学 法学部 ［3］ 京都ノートルダム女子大学 人間文化学部 滋賀文教短期大学

同志社大学 社会学部 龍谷大学 社会学部 ［5］ 京都橘大学 文学部 ［2］ 創価女子短期大学

立命館大学 経済学部 ［3］ 龍谷大学 経営学部 ［2］ 京都橘大学 現代ビジネス学部 ［3］ 名古屋短期大学

立命館大学 理工学部 京都橘大学 健康科学部 ［2］ びわこ学院大学 短期大学部 ［2］

立命館大学 薬学部 【その他私立大学】　 京都文教大学 臨床心理学部 武庫川女子大学 短期大学部

立命館大学 文学部 ［3］ 愛知学院大学 文学部 皇学館大学 教育学部 龍谷大学 短期大学部

立命館大学 法学部 ［3］ 愛知学院大学 心身科学部 ［2］ 神戸学院大学 法学部

立命館大学 映像学部　　　　　　　　　 ［2］ 朝日大学 保健医療学部 神戸国際大学 経済学部 【専門学校】　　
立命館大学 産業社会学部 ［4］ 追手門学院大学 経済学部 成安造形大学 芸術学部 滋賀県立総合保健専門学校 ［3］

追手門学院大学 経営学部 ［4］ 聖泉大学 看護学部 ［3］ 近江八幡市立看護専門学校

【医歯薬私立大学】　 大阪大谷大学 人間社会学部 摂南大学 外国語学部 ［4］ 豊郷病院付属准看護学院

同志社女子大学 薬学部 大阪学院大学 経済学部 ［4］ 中京大学 法学部 ［2］ 大阪医療福祉専門学校

武庫川女子大学 薬学部　　　　　　　　　　 ［2］ 大阪学院大学 商学部 中部大学 応用生物学部 大阪医療秘書福祉専門学校

摂南大学 薬学部　　　　　　　　　　　［4］ 大阪経済大学 経営学部 中部大学 生命健康科学部 大阪医療技術学園専門学校

大阪工業大学 知的財産学部 帝塚山大学 経営学部 甲賀健康医療専門学校 ［3］

【関東私立大学】　　 大阪工業大学 情報科学部 天理大学 国際学部 名古屋医療スポーツ専門学校

東海大学 体育学部 大阪産業大学 経済学部 同志社女子大学 看護学部 京都医療福祉専門学校 ［2］

東海大学 海洋学部　　　　　　　　　［2］ 大阪産業大学 経営学部 同志社女子大学 表象文化学部 京都医健専門学校

帝京大学 医療技術学部 大阪産業大学 人間環境学部 長浜バイオ大学 バイオサイエンス学部 ［2］ 京都仏眼鍼灸理容専門学校

東洋大学 文学部 大阪産業大学 デザイン工学部 名古屋外国語大学 外国語学部 滋賀県調理短期大学校 ［3］

日本大学 文理学部 大阪商業大学 経済学部 名古屋学院大学 スポーツ健康学部 ［3］ 他

日本大学 理工学部 大阪商業大学 総合経営学部 名古屋芸術大学 音楽学部

帝京科学大学 こども学部 大阪電気通信大学 医療福祉工学部 名古屋商科大学 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部

日本体育大学 体育学部 大阪保健医療大学 保健医療学部 名古屋文理大学 情報メディア学部
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