
■国立
東京学芸大学教育学部附属・東京学芸大学附属国際中等教育・筑波大学附属
駒場・大阪教育大学附属池田・大阪教育大学附属平野・大阪教育大学附属天
王寺・金沢大学教育学部附属・お茶の水女子大学附属・筑波大学附属・筑波
大学附属坂戸・広島大学附属福山・広島大学附属・京都教育大学附属・奈良
女子大学附属・愛知教育大学附属・東京工業大学附属科学技術・東京大学教
育学部附属・名古屋大学教育学部附属

■国立（工業高等専門学校）
東京・群馬・長野・石川・豊田・宇部・有明・佐世保

■北海道
道立／札幌北・札幌南・旭川東・札幌東・札幌西・函館中部・釧路湖陵・北見

北斗・札幌手稲・札幌旭丘・室蘭栄・岩見沢東・小樽潮陵・滝川・苫小牧
東・札幌月寒・札幌開成・旭川北・北広島・帯広柏葉・名寄・札幌藻岩・札
幌北陵・旭川西・札幌啓成・札幌清田・千歳・網走南ヶ丘・札幌新川・函
館・伊達緑丘・札幌西陵・札幌白石・釧路江南・苫小牧南・留萌・札幌稲
雲・富良野・帯広三条・根室・旭川凌雲・札幌丘珠・函館西・芦別

私立／函館ラ･サール・北嶺・札幌光星・札幌聖心女子・藤女子・函館白百合
学園・遺愛女子・札幌日本大学・札幌第一・旭川竜谷・立命館慶祥・東海大
学第四・北星学園女子・北海・旭川実業・双葉・クラーク記念国際

■青森県
県立／青森・弘前・八戸・五所川原・八戸北・弘前南・三本木・八戸東・青森

南・木造・三沢
私立／東奥義塾・八戸工業大学第二・青森明の星・八戸聖ウルスラ学院

■岩手県
県立／盛岡第一・盛岡第三・花巻北・一関第一・黒沢尻北・水沢・宮古・盛岡

北・大船渡・久慈・福岡・盛岡南・盛岡市立・不来方・福岡工業
私立／盛岡白百合学園・専修大学北上・盛岡中央

■宮城県
県立／仙台第一・仙台第二・仙台第三・第一女子・第二女子・石巻・宮城野・

仙台向山・泉館山・仙台南・白石・古川・泉・石巻好文館・多賀城・気仙
沼・鼎が浦・古川黎明・富谷・仙台東・第三女子・仙台西・角田

私立／仙台白百合学園・東北学院榴ヶ岡・秀光中等教育・宮城学院・仙台育英
学園・尚絅学院・東北工業大学・聖ウルスラ学院英智

■秋田県
県立／秋田・横手・大館鳳鳴・秋田南・能代・湯沢・本荘・大曲・秋田北・花

輪・御所野学院・大館国際情報学院
私立／秋田経済法科大学附属・聖霊女子短期大学付属

■山形県
県立／山形東・鶴岡南・米沢興譲館・山形南・山形西・酒田東・寒河江・山形

北・新庄北・山形中央・楯岡・酒田西・米沢東・鶴岡北
私立／酒田南・日本大学山形・山形城北・米沢中央

■福島県
県立／安積・磐城・福島・橘・会津・白河・磐城桜が丘・福島東・安積黎明・

原町・葵・喜多方・郡山・白河旭・郡山東・双葉・いわき光洋・湯本・平工
業・若松商業

私立／日本大学東北・松韻学園福島・石川・尚志・桜の聖母学院
■茨城県

県立／土浦第一・水戸第一・水戸第二・水戸第三・竹園・日立第一・緑岡・竜
ケ崎第一・下妻第一・下館第一・太田第一・土浦第二・鉾田第一・並木・水
戸桜ノ牧・藤代・日立第二・石岡第一・古河第三・日立北・勝田・多賀・下
妻第二・牛久栄進・水戸商業

私立／江戸川学園取手・茨城・清真学園・茗渓学園・常総学院・土浦日本大
学・常磐大学・茨城キリスト教学園・東洋大学附属牛久・つくば開成・つく
ば秀英・水戸葵陵・水戸啓明・鹿島学園・水城・明秀学園日立・土浦日本大
学中等教育

■栃木県
県立／宇都宮・宇都宮女子・足利・真岡・大田原・宇都宮東・佐野・鹿沼・石

橋・栃木女子・足利女子・宇都宮中央女子・宇都宮北・矢板東・黒磯・大田原
女子・真岡女子・宇都宮清陵・小山・鹿沼東・宇都宮南・今市

私立／宇都宮短期大学附属・國學院大學栃木・作新学院・佐野日本大学・白鴎
大学足利

■群馬県
県立／高崎・前橋・太田・桐生・高崎女子・前橋女子・太田女子・渋川・富

岡・桐生女子・渋川女子・沼田・中央・前橋南・太田東・前橋東・伊勢崎清
明・伊勢崎東・館林・高崎東・沼田女子・前橋西・伊勢崎・館林女子・富岡
東・高崎経済大学附属・西邑楽・藤岡中央・吉井

私立／東京農業大学第二・樹徳・新島学園・前橋育英・明和県央・共愛学園
■埼玉県

県立／浦和・浦和第一女子・川越・春日部・熊谷・川越女子・大宮・浦和西・
越谷北・不動岡・松山・熊谷女子・市立浦和・蕨・所沢・熊谷西・伊奈学園
総合・越ヶ谷・所沢北・春日部女子・春日部東・川越南・朝霞・豊岡・坂
戸・大宮北・浦和南・岩槻・和光国際・秩父・越谷南・大宮光陵・久喜北
陽・久喜・桶川・深谷・所沢西・市立川口・大宮南・小川・県立川口・南
稜・大宮東・所沢中央・川口東・進修館

私立／慶應義塾志木・立教新座・浦和明の星女子・城北埼玉・栄東・淑徳与野・
城西大学附属川越・西武学園文理・獨協埼玉・川越東・開智・秀明・武南・春
日部共栄・本庄東・星野・浦和ルーテル学院・聖望学園・狭山ヶ丘・浦和学
院・東京農業大学第三・浦和実業学園・山村女子・昌平・自由の森学園・西武
台・大宮開成・埼玉栄・栄北・花咲徳栄・開智未来

■千葉県
県立／千葉・東葛飾・船橋・千葉東・市立千葉・佐倉・木更津・長生・小金・

千葉女子・国府台・佐原・成東・柏・稲毛・船橋東・八千代・鎌ヶ谷・検見
川・柏南・千葉南・安房・市立銚子・津田沼・千葉西・君津・匝瑳・成田国
際・松戸国際・幕張総合・船橋啓明・磯辺・柏中央・東金・大多喜・袖ヶ
浦・長狭・市立船橋・船橋二和・犢橋・船橋古和釜・市立習志野・市立柏

私立／渋谷教育学園幕張・東邦大学付属東邦・市川・昭和学院秀英・志学館・
成田・日本大学習志野・芝浦工業大学柏・専修大学松戸・日出学園・和洋国
府台女子・千葉日本大学第一・国府台女子学院・東海大学附属浦安・八千代
松陰・暁星国際・麗澤・流通経済大学附属柏・千葉敬愛・千葉英和・秀明八
千代・東海大学附属望洋・西武台千葉・東京学館浦安・千葉商科大学附属・
昭和学院・中央学院・千葉国際・敬愛学園・柏日体・市原中央・二松学舎大
学附属柏・植草学園大学附属・翔凛

■東京都
都立／西・日比谷・国立・戸山・八王子東・小石川・立川・両国・青山・国

際・武蔵・竹早・三鷹・富士・駒場・南多摩中教・大泉・小山台・白鴎・小松
川・新宿・北多摩・城東・九段・日野台・桜修館中教・三田・豊多摩・上
野・武蔵野北・小金井北・北園・昭和・目黒・井草・神代・墨田川・清瀬・
狛江・江北・石神井・保谷・文京・雪谷・東大和南・豊島・田園調布・江戸
川・日野・東大和・芦花・府中・武蔵丘・小平南・深川・小平・松原・大
崎・小岩・桜町・田無・鷺宮・千歳丘・紅葉川・板橋・八潮・山崎・府中
東・竹台・八王子北・深沢・蒲田・練馬・永福・八王子高陵・南・日本橋・
永山・大森・多摩・南野・一橋・晴海総合・新宿山吹・南葛飾・松が谷

私立／青山学院・麻布・桜蔭・海城・開成・学習院女子・暁星・国際基督教大
学・駒場東邦・渋谷教育学園渋谷・女子学院・巣鴨・桐朋・東洋英和女学
院・豊島岡女子学園・雙葉・武蔵・立教池袋・早稲田・足立学園・跡見学
園・郁文館・穎明館・江戸川女子・桜美林・鴎友学園女子・大妻・大妻多
摩・大妻中野・川村・関東国際・吉祥女子・共立女子・共立女子第二・錦
城・京華・恵泉女学園・啓明学園・光塩女子学院・晃華学園・攻玉社・佼成
学園・佼成学園女子・國學院・國學院大學久我山・駒込・駒澤大学・実践女
子学園・品川女子学院・芝・芝浦工業大学・十文字・淑徳・順心女子学園・
頌栄女子学院・城西大学附属城西・聖徳学園・城北・昭和女子大学附属昭
和・女子聖学院・白百合学園・聖学院・成蹊・成城・成城学園・聖ドミニコ
学園・世田谷学園・専修大学附属・創価・高輪・拓殖大学第一・玉川学園・
玉川聖学院・多摩大学附属聖ヶ丘・中央大学杉並・中央大学附属・帝京大
学・田園調布学園・田園調布雙葉・東亜学園・東京・東京家政学院・東京家
政大学附属女子・東京純心女子・東京女学館・東京女子学院・東京電機大
学・東京都市大学付属・東京農業大学第一・桐朋女子・獨協・日本大学櫻
丘・日本大学第一・日本大学第三・日本大学第二・日本大学鶴ヶ丘・日本大
学豊山・日本大学豊山女子・富士見・富士見丘・普連土学園・文教大学付
属・法政大学・本郷・三輪田学園・武蔵野女子学院・明治学院・明治学院東
村山・明治大学付属中野・明治大学付属中野八王子・明治大学付属明治・明
法・目黒星美学園・山脇学園・立教女学院・立正・和光・早稲田実業・和洋

九段女子・安倍学院・郁文館グローバル・小野学園女子・かえつ有明・関東
第一・共栄学園・錦城学園・京華女子・京北・京北学園白山・工学院大学附
属・麹町学園女子・国士舘・駒沢学園女子・駒場学園・桜丘・実践学園・自
由ヶ丘学園・自由学園高等科・淑徳巣鴨・女子美術大学付属・駿台学園・成
女・正則・正則学園・聖パウロ学園・成立学園・青稜・大東文化大学第一・
多摩大学目黒・千代田女学園・帝京八王子・戸板女子・東海大学菅生・東海
大学付属高輪台・東京音楽大学付属・東京成徳大学・東京都市大学等々力・
東洋・東洋女子・トキワ松学園・中村・二松学舎大学附属・日体桜華・新渡
戸文化・日本音楽・日本学園・日本工業大学駒場・日本体育大学荏原・日本
橋女学館・八王子・八王子実践・日出・広尾学園・文華女子・文化女子大学
附属杉並・文京学院大学女子・宝仙学園・朋優学院・保善・堀越・明星・明
星学園・目黒学院・八雲学園・安田学園

■神奈川県
県立・公立／厚木・湘南・小田原・柏陽・平塚江南・希望ヶ丘・横浜緑ケ丘・

横須賀・横浜翠嵐・光陵・相模原・多摩・外語短期大学附属・川和・秦野・
茅ヶ崎北陵・神奈川総合・追浜・七里ガ浜・生田・横浜平沼・金沢・大和・
相模大野・麻溝台・新城・海老名・桜丘・港南台・松陽・市ヶ尾・横浜立
野・横須賀大津・瀬谷・大磯・座間・西湘・逗子・百合丘・藤沢西・鶴嶺・
金井・大船・鶴見・港北・横浜南陵・横浜国際・伊志田・大原・厚木西・氷
取沢・弥栄西・上鶴間・弥栄東・大和南・金沢総合・小田原城内・大和西・
舞岡・秦野曽屋・足柄・相武台・荏田・有馬・野庭・神奈川総合産業・市立
南・市立東・市立横須賀総合・市立横浜サイエンスフロンティア

私立／浅野・フェリス女学院・栄光学園・聖光学院・桐蔭学園・桐蔭学園中等
教育・日本女子大学附属・鎌倉学園・桐光学園・横浜共立学園・慶応義塾・
清泉女学院・捜真女学校・公文国際学園・サレジオ学院・山手学院・カリタ
ス女子・法政大学第二・法政大学女子・関東学院・湘南学園・横浜英和女学
院・日本大学藤沢・関東学院六浦・逗子開成・日本大学・神奈川大学附属・
函嶺白百合学園・神奈川学園・森村学園・東海大学附属相模・聖園女学院・
横浜翠陵・聖ヨゼフ学園・富士見丘・相模女子大学・湘南工科大学附属・横
須賀学院・藤嶺学園藤沢・麻布大学附属・麻布大学附属渕野辺・洗足学園・
北鎌倉女子学園・明徳学園相洋・横浜・横浜隼人・鎌倉女子大学・横浜商科
大学・平塚学園・武相・自習館中等教育

■新潟県
県立／新潟・国際情報・高田・新潟南・新津・長岡・新発田・三条・六日町・

柏崎・村上・巻・佐渡・十日町・糸魚川・小千谷・高田北城・長岡大手・新
潟江南・直江津・三条東・長岡向陵・新発田南・新井・新潟西・見附・村上
中等教育

私立／新潟明訓・新潟第一・敬和学園・新発田中央・開志学園
■富山県

県立／高岡・富山中部・富山・礪波・魚津・高岡南・富山東・呉羽・富山南・
新湊・水橋・福野・富山いずみ・小杉・南砺福光

私立／高岡第一・富山第一
■石川県

県立／小松・金沢泉丘・七尾・金沢桜丘・金沢二水・大聖寺・羽咋・輪島・金
沢錦丘・金沢西

私立／星稜・金沢・日本航空石川
■福井県

県立／藤島・武生・大野・若狭・武生東・金津・三国・美方・丹生
私立／北陸・仁愛女子・昭英

■山梨県
県立／甲府南・吉田・甲府昭和・甲府第一・甲府東・甲府西・韮崎・白根・市

川・巨摩・富士河口湖・身延・石和・北杜・市立甲陵
私立／駿台甲府・山梨英和・日本大学明誠・日本航空

■長野県
県立／松本深志・長野・伊那北・屋代・上田・諏訪清陵・飯田・野沢北・松本

県ヶ丘・須坂・長野西・佐久長聖・松本蟻ヶ崎・上田染谷丘・長野吉田・大
町・諏訪二葉・岡谷南・松本美須々ケ丘・伊那弥生ヶ丘・岩村田・篠ノ井・
飯田風越・小諸・野沢南・長野南・田川・豊科・長野東・上田東・赤穂・中
野・中野実業・白馬・富士見・飯山

私立／松商学園・東海大学第三・長野日本大学・長野清泉女学院・文化女子大
学附属長野・東海大学付属諏訪

NCN学生の出身校一覧



■岐阜県
県立／可児・岐阜・加茂・関・岐阜北・恵那・加納・多治見北・大垣北・

 岐山・大垣東・長良・斐太・中津・本巣松陽・各務原・大垣南・各務原西・
大垣西・羽島北・多治見・武義・東濃・池田・益田清風・岐阜総合学園

私立／鴬谷・岐阜東・麗澤瑞浪・大垣日本大学・岐阜聖徳学園大学附属・多治見
西・岐阜女子・聖マリア女学院

■静岡県
県立／沼津東・清水東・静岡・韮山・浜松北・富士・藤枝東・掛川西・磐田

南・浜松西・伊豆中央・御殿場南・静岡東・静岡市立・榛原・浜松南・島
田・浜松湖東・袋井・伊東・三島北・富士宮西・富士東・静岡西・沼津西・
焼津中央・清水南・浜松湖南・下田北・浜松市立・浜名・長泉・庵原・静岡
城北・大井川・富士宮北・磐田西・市立沼津

私立／静岡雙葉・静岡県西遠女子学園・加藤学園暁秀・静岡英和女学院・浜松
日体・静岡学園・藤枝明誠・不二聖心女子学院・浜松海の星・日本大学三
島・星陵・常葉学園橘・常葉学園・静岡聖光学院・東海大学附属翔洋・興
誠・加藤学園・中野学園オイスカ・聖隷クリストファー

■愛知県
県立・公立／岡崎・旭丘・一宮・刈谷・時習館・千種・菊里・明和・一宮西・

岡崎北・旭野・横須賀・瑞陵・西尾・中村・半田・向陽・豊田西・豊橋東・
安城東・一宮興道・高蔵寺・刈谷北・松蔭・春日井・西春・知立東・熱田・
豊丘・名古屋西・津島・昭和・小牧南・桜台・丹羽・名東・国府・豊田・豊
田南・豊田北・江南・常滑北・成章・豊橋南・新川・新城東・岡崎西・岡崎
東・東郷・半田東・春日井東・大府東・天白・緑・一宮南・東海南・春日井
南・北・安城・豊橋西・豊野・一宮北・瀬戸西・瀬戸北・鳴海・御津・名古
屋南・日進西・長久手・吉良・武豊・尾北・山田・幸田・海翔・知立・高
浜・桃陵・市立桜台

私立／東海・滝・南山・海陽中等教育・愛知・愛知淑徳・名城大学附属・岡崎
城西・金城学院・名古屋・春日丘・桜丘・椙山女学園・大成・光ヶ丘女子・
聖霊・愛知工業大学名電・栄徳・東邦・同朋・中京大学附属中京・桜花学
園・星城・豊川・名古屋大谷・名古屋国際・愛知産業大三河・豊田大谷

■三重県
県立／津・四日市・桑名・四日市南・津西・宇治山田・伊勢・上野・松阪・神

戸・川越・津東・鈴鹿・桑名西・四日市西・名張桔梗丘・白子・久居
私立／高田・セントヨゼフ女子学園・海星・暁・三重・皇學館・メリノール女

子学院・日生学園第一
■滋賀県

県立／膳所・彦根東・虎姫・石山・水口東・東大津・米原・安曇川・守山・草
津東・長浜北・八幡・大津・水口

私立／比叡山・近江兄弟社学園
■京都府

府立／宮津・西舞鶴・紫野・嵯峨野・南陽・洛北・福知山・亀岡・西乙訓・洛
西・北稜・日吉ヶ丘・山城・北嵯峨・東稜・城陽・洛水・南丹・向陽・京都
すばる・市立洛陽工業

私立／洛星・洛南・同志社・同志社国際・同志社女子・立命館・立命館宇治・
京都女子・京都成章・東山・花園・ノートルダム女学院・京都共栄学園・京
都聖母学院・大谷・京都精華女子・京都橘・平安女学院・京都文教・京都外
大西・京都産業大学附属

■大阪府
府立／茨木・三国丘・四条畷・大手前・高津・岸和田・豊中・寝屋川・千里・

池田・春日丘・泉陽・富田林・八尾・三島・鳳・市岡・住吉・清水谷・箕
面・泉北・今宮・高槻北・狭山・北千里・桜塚・牧野・東住吉・刀根山・山
田・枚方・南・和泉・高槻南・河南・旭・登美丘・摂津・大阪市立・港・東
豊中・枚方津田・枚方なぎさ・長野・高石・久米田・東百舌鳥・大阪市立桜
宮・大阪市立南・大阪市立天王寺商業

私立／清風・清風南海・高槻・四天王寺・明星・開明・初芝富田林・大阪女学
院・関西大倉・帝塚山学院泉ケ丘・プール学院・桃山学院・清教学園・大阪
桐蔭・聖母被昇天学院・大阪信愛女学院・関西大学第一・近畿大学付属・早
稲田摂陵・履正社・上宮・追手門学院・大谷・上宮太子・追手門学院大手
前・浪速・城星学園・大阪薫英女学院・PL学園・東海大学附属仰星・大阪青
凌・啓光学園・賢明学院・帝塚山学院・相愛・梅花・羽衣学園・常翔学園・
大阪学芸・大阪学院大学・阪南大学・初芝立命館・四條畷学園・大阪産業大

学附属・精華女子泉北・明浄学院・大阪体育大学浪商・長尾谷・関西学院千
里国際・金光大阪・関西大学高等部

■兵庫県
県立・公立／長田・姫路西・神戸・兵庫・加古川東・小野・星陵・宝塚北・川

西緑台・豊岡・宝塚西・御影・姫路東・明石北・加古川西・夢野台・龍野・
北摂三田・市立西宮・洲本・姫路・北須磨・三木北・西脇・芦屋・川西北
陵・相生・尼崎稲園・西宮東・明石西・北条・葺合・明石城西・柏原・姫路
飾西・津名・鈴蘭台・明石南・社・宝塚東・東播磨・舞子・須磨東・宝塚・
西宮甲山・三木・高砂南・猪名川・山崎・須磨友が丘・姫路南・網干・伊川
谷北・伊丹北・市立伊丹・播磨南・神戸高塚・伊川谷・加古川南・市立尼
崎・神港・神戸甲北・市立六甲アイランド

私立／灘・甲陽学院・白陵・六甲・淳心学院・小林聖心女子学院・三田学園・
神戸女学院・親和女子・滝川・神戸海星女子学院・神戸国際・賢明女子学
院・甲南女子・愛徳学園・松蔭・甲南・雲雀丘学園・武庫川女子大学附属・
報徳学園・仁川学院・須磨学園・東洋大学附属姫路・柳学園・滝川第二・神
戸龍谷・甲子園学院・神戸星城・夙川学院

■奈良県
県立／奈良・畝傍・郡山・北大和・橿原・高田・生駒・一条・富雄・登美ヶ

丘・桜井・西の京・香芝・片桐
私立／東大寺学園・奈良学園・智辯学園・西大和学園・帝塚山・天理・奈良育

英・帝塚山学園
■和歌山県

県立・公立／桐蔭・向陽・新宮・海南・耐久・粉河・橋本・那賀・星林・市立
和歌山商業

私立／近畿大学附属和歌山・開智・和歌山信愛・初芝橋本
■鳥取県

県立／米子東・鳥取西・鳥取東・倉吉東・米子西・倉吉西・鳥取中央育英
■島根県

県立／出雲・松江東・益田・浜田・大社・江津・三刀屋・大東
■岡山県

県立／岡山操山・岡山朝日・岡山城東・岡山芳泉・岡山大安寺・津山・倉敷青
陵・岡山一宮・倉敷天城・倉敷古城池・倉敷南・県立玉島・笠岡・井原・玉野
光南・総社・総社南・西大寺・矢掛・児島・岡山東商業・倉敷商業

私立／岡山白陵・岡山・金光学園・就実・岡山理科大学附属・清心女子・関西・明
誠学院

■広島県
県立／安古市・府中・基町・呉三津田・舟入・広島井口・広島国泰寺・尾道

北・福山誠之館・五日市・広島観音・尾道東・祇園北・廿日市・安芸府中・
高陽・安芸南・三次・市立美鈴が丘

私立／広島学院・修道・ノートルダム清心・広島城北・広島女学院・広島工業
大学広島・近畿大学附属広島東広島校・福山暁の星女子・安田女子・近畿大
学附属福山・崇徳・山陽・武田・盈進

■山口県
県立／下関西・山口・宇部・萩・岩国・柳井・光・下関南・豊浦・華陵・山口

中央・下関第一・光丘・鹿野
私立／高水・サビエル・野田学園・早鞆

■徳島県
県立／徳島市立・城東・脇町・城北・城南・城ノ内・富岡西・富岡東・阿波・

徳島北・池田・鳴門・小松島
私立／徳島文理

■香川県
県立／高松・丸亀・観音寺第一・高松西・香川中央・高松第一・高松北・坂

出・高松東・三木・津田・高松桜井・小豆島中央
私立／香川県大手前・香川県大手前高松・香川誠陵・香川県藤井・今治明徳矢

田分校
■愛媛県

県立／今治西・松山東・新居浜西・松山南・宇和島東・八幡浜・西条・大洲・
松山北・今治北・川之江・松山西・松山中央・野村・新居浜東・丹原・東温

私立／愛光・新田・済美・松山東雲
■高知県

県立／高知追手前・高知小津・高知西・安芸

私立／高知学芸・土佐・土佐塾・土佐女子・高知・明徳義塾

■福岡県
県立／修猷館・筑紫丘・小倉・東筑・福岡・明善・京都・城南・伝習館・宗

像・門司・香住丘・春日・八女・鞍手・朝倉・豊津・福岡中央・小倉東・久
留米・北筑・小倉西・築上中部・小倉南・筑前・中間・若松・福翔・博多青
松・ひびき

私立／久留米大学附設・明治学園・西南学院・筑紫女学園・博多女子・泰星・
福岡大学附属大濠・福岡雙葉・東福岡・西南女学院・九州国際大学付属・福
岡女学院・祐誠・久留米信愛女学院・九州産業大学附属九州・九州産業大学
附属九州産業・明光学園・鎮西敬愛・東海大学第五・福岡舞鶴・大牟田・八
女学院・近畿大学附属福岡・福岡第一

■佐賀県
県立／佐賀西・致遠館・武雄・唐津東・伊万里・小城・佐賀北・唐津西
私立／弘学館・東明館・佐賀清和・佐賀学園

■長崎県
県立／長崎南・長崎北・長崎西・長崎東・長崎北陽台・大村・諌早・佐世保

北・佐世保西・島原・西陵・猶興館・諫早商業
私立／青雲・純心女子・海星

■熊本県
県立／熊本・済々黌・八代・熊本北・第一・玉名・第二・鹿本・人吉・東稜・

菊池・必由館
私立／熊本マリスト学園・真和・熊本学園大学附属・九州学院・東海大学第

二・尚絅
■大分県

県立／大分上野丘・大分舞鶴・大分雄城台・別府鶴見丘・臼杵・日田・大分鶴
崎・大分東・国東・別府青山・別府羽室台・森

私立／岩田・大分・大分東明
■宮崎県

県立／宮崎西・宮崎大宮・都城泉ケ丘・日向・延岡・宮崎北・小林・都城西・
延岡星雲・高鍋・延岡西・五ヶ瀬中等教育

私立／宮崎日本大学・日向学院
■鹿児島県

県立／鶴丸・甲南・鹿児島中央・加治木・鹿屋・錦江湾・大島・松陽・川内・出
水・鹿児島玉龍・沖永良部

私立／ラ･サール・志學館・池田・れいめい・鹿児島修学館・鹿児島・鹿児島第
一・KTC学園屋久島おおぞら

■沖縄県
県立／八重山・具志川・泊・普天間

■海外校*・インターナショナルスクール *日本の学校法人運営の在外学校
スイス公文学園・テネシー明治学院・英国暁星国際学園・駿台アイルランド
国際・東京インターハイスクール

■大学
国公立／北海道・筑波・名古屋・神戸・大阪・九州・東京外国語・北海道教

育・弘前・埼玉・岐阜・金沢・広島・香川・山口・長崎・防衛大学校・首都
大学東京・横浜市立・愛知県立・北九州市立

私立／慶応義塾・早稲田・明治・東洋・青山学院・日本・中央・東海・立教・
法政・上智・東京理科・明治学院・麻布・学習院・津田塾・神奈川・北里・
杏林・国立音楽・国士舘・駒澤・芝浦工業・常磐・昭和音楽・女子美術・成
蹊・成城・専修・大東文化・拓殖・玉川・千葉工業・帝京・東京家政学院・
東京女子・大妻女子・獨協・日本女子・日本体育・文京学院・東京薬科・星
薬科・武蔵野・立正・麗澤・和洋女子・湘南工科・相模女子・山梨学院・い
わき明星・北星学園・金沢工業・南山・中京・愛知・愛知学院・愛知淑徳・
名古屋外国語・名城・立命館・同志社・関西学院・関西・龍谷・関西外国
語・大阪学院・大阪産業・京都外国語・京都産業・近畿・甲南・甲南女子・
帝塚山学院・花園・プール学院・姫路獨協・九州産業・崇城

■短大
青山学院女子・亜細亜・学習院女子・恵泉女学園・玉川学園女子・東京家政
学院・東京女学館・東横学園女子・日本大学・湘南国際女子・常葉学園・神
戸山手女子　　（順不同）

留学生数の表記（大阪府の例）

■大阪府
府立／茨木・三国丘・四条畷・大手前・高津・岸和田・豊中・寝屋川

1～2名

3名以上

〔2018年4月1日現在〕合併・廃校等で学校が現存しない場合、原則として合格当時の名称を使用しています。




