
令和２年２月１２日現在

国公立大学 学部 学科
帯広畜産大　　 畜産　　 畜産科学　　
東北大　　　　 工　　　 建築・社会環
筑波大　　　　 理工　　 工学システム
東京学芸大　　 教育　　 初等／保健体

法　　　 法　　　　　
経済科学 総合経済（２名）　　
教育　　 学校／美術　
理　　　 理（４名）　　　　　
工　　　 工（４名）　　　　　

保健／看護学
保健／検査技

金沢大　　　　 人間社会 法学類　　　
岡山大　　　　 医　　　 保健／検査技
国際教養大　　 国際教養 　　　　　　
新潟県立看護大 看護　　 看護　　　　
新潟県立大　　 国際地域 国際地域　　

私立大学 学部 学科
奥羽大　　　　 薬　　　 薬　　　　　
東日本国際大　 経済経営 経済経営　　
共愛前橋国際大 国際社会 国際／国際社
明海大　　　　 歯　　　 歯　　　　　
ものつくり大　 技能工芸 総合機械　　
城西国際大　　 観光　　 観光　　　　
聖徳大　　　　 児童　　 児童　　　　
帝京平成大　　 健康メデ 医療／救急救
東京歯大　　　 歯　　　 歯　　　　　
秀明大　　　　 学校教師 中等／英語　
青山学院大　　 法　　　 法　　　　　
桜美林大　　　 芸術文化 ビジュアルア
大妻女子大　　 文　　　 日本文　　　

文　　　 日本語日本文
理　　　 数学　　　　
情報　　 システム数理
工　　　 機械工（２名）　　　
先進工　 機械／機械理

国際基督教大　 教養　　 アーツ・サイ
駒澤大　　　　 法Ｂ　　 法律　　　　
実践女子大　　 文　　　 国文　　　　

工　　　 機械工　　　
建築　　 建築／都市建
グローバ 会計ファイナ
人間社会 現代教養　　
環境デザ 環境デザイン

女子栄養大　　 栄養　　 実践栄養　　
女子美大　　　 芸術　　 美術／日本画
成蹊大　　　　 経済　　 経済数理　　

国文　　　　
文化史　　　

文　　　 歴史　　　　
法　　　 法律　　　　
商　　　 マーケティン

創価大　　　　 文　　　 人間　　　　
大東文化大　　 国際関係 国際文化　　

文　　　 英語教育　　
教育　　 教育　　　　
農　　　 先端食農　　

文芸　　

専修大　　　　

玉川大　　　　

新潟大　　　　

医　　　

昭和女子大　　

成城大　　　　

令和２年度大学入試　合格速報（推薦・ＡＯ・独自日程入試　現役生）

推薦入試などで東北大・筑波大など国公立大に２３名合格!!

＊新潟大学 医学部 医学科 にも１４年連続の合格者（既卒生）が出ています

工学院大　　　

学習院大　　　

芝浦工大　　　



経済　　 経済　　　　
商　　　 商貿／フレ　

津田塾大　　　 学芸　　 英語英文　　
経済　　 経営　　　　
教育　　 教育文化　　
薬　　　 薬　　　　　

東海大　　　　 法　　　 法律　　　　
東京家政大　　 子ども　 子ども支援　
東京工科大　　 応用生物 応用／食品化

理工　　 理工／電子工
未来科学 情報メディア
システム デザイン工　

男子部　　　
女子部　　　

生命科学 応用生命科学
理　　　 化学　　　　
工　　　 建築　　　　

機械工（３名）　　　
経営工　　　
土木工（２名）　　　
材料工　　　
電子応用工　

文　　　 英米文　　　
社会　　 社会文化シス

食環／フード
食環／スポー
公共政策　　
法律　　　　
生命応用化（２名）　
土木工（２名）　　　

理工　　 航空宇宙工　
動物資源科学
海洋生物資源
食品生命　　

日本歯大　　　 新潟生命 生命歯（２名）　　　
日本体育大　　 保健医療 救急医療　　

人文　　 英語英米文化
経済　　 経済　　　　
文　　　 日本文学文化
薬　　　 薬　　　　　
看護　　 看護　　　　

明治大　　　　 政治経済 経済　　　　
明治学院大　　 法　　　 法律　　　　
明星大　　　　 経営　　 経営　　　　
和光大　　　　 経済経営 経営　　　　
早稲田大　　　 商　　　 　　　　　　
ヤマザキ動物大 動物看護 動物看護　　
神奈川工科大　 創造工　 自動車システ

家政　　 管理栄養　　
児童　　 児童　　　　
経済　　 経済　　　　
経営　　 経営　　　　

桐蔭横浜大　　 法　　　 法律　　　　
東京工芸大　　 芸術　　 映像　　　　

帝京大　　　　

東京薬大　　　 薬　　　

理工　　

基礎工　

鎌倉女子大　　

関東学院大　　

中央大　　　　

東京電機大　　

武蔵大　　　　

武蔵野大　　　

東京理大　　　

日本大　　　　

法　　　

工　　　

生物資源

東洋大　　　　
食環境科



敬和学園大　　 人文　　 国際文化（２名）　　
経営（２名）　　　　
情報システム（２名）

薬　　　 薬（９名）　　　　
応用生命 応用生命科学（２名）
福祉心理 臨床心理　　
看護　　 看護　　　　
医療経営 医療情報管理
社会福祉 社会福祉　　

臨床技術（２名）　　
視機能科学　
救急救命（３名）　　
診療放射線　

健康科学 健康栄養　　
理学療法　　
言語聴覚　　

看護　　 看護（２名）　　　　
新潟食料農業大 食料産業 食料産業　　

工　　　 情報工　　　
バイオ化 応用バイオ　
建築　　 建築　　　　

金沢学院大　　 芸術　　 芸術　　　　
北陸学院大　　 人間総合 子ども教育　
岐阜女子大　　 文化創造 文化／学校教
京都産業大　　 経営　　 マネジメント
京都女子大　　 文　　　 国文　　　　
京都精華大　　 芸術　　 造形　　　　

文化情報 文化情報　　
経済　　 経済　　　　
商　　　 商／商学総合

立命館大　　　 産業社会 現代／人間福
龍谷大　　　　 文　　　 仏教　　　　
帝塚山学院大　 リベラル リベラルアー
大阪観光大　　 観光　　 観光　　　　
関西学院大　　 法　　　 政治　　　　
広島国際大　　 保健医療 医療／臨床検

情報　　 情報（２名）
事業創造 事業創造

情報経営イノベーション専門職大 情報経営イノベーション 情報経営イノベーション

短期大学 学科
帝京短　　　　 　　　　 生活／生活科
帝京大短　　　 　　　　 現代ビジネス
新潟青陵大短大 　　　　 人間／人間総（３名）

金沢工大　　　

同志社大　　　

開志専門職大

新潟国際情報大 経営情報

新潟薬大　　　

新潟青陵大　　

新潟医療福祉大
医療技術

リハビリ


