
令和３年度　３学年進路状況 　（令和３年４月９日現在）
＜国立大学＞ 42名 ＜私立大学＞ 471名 3/8時点 3/8以降の発表で 3/22以降で （私立大学続き・東日本） （私立大学続き・関西・中国・四国）
学校名等 学部名 . 学校名等 学部名 学部名 学部名 学部名 学校名等 学部名 学校名等 学部名

大阪大学 基礎工学部 1名 西南学院大学 外国語学部 6名 経済学部 8名 経済学部 1名 経済学部 東京理科大学 理学部 1名 同志社大学 経済学部 2名

九州大学 法学部 1名 65名 法学部 11名 国際文化学部 3名 国際文化学部 国際文化学部 2名 理工学部 1名 4名 グローバルコミュニケーション学部1名

5名 経済学部 2名 経済学部 17名 明治大学 理工学部 1名 理工学部 1名

理学部 2名 商学部 14名 商学部 5名 商学部 商学部 立教大学 観光学部 1名 立命館大学 文学部 1名

神戸大学 海洋政策科学部 1名 国際文化学部 5名 人間科学部 4名 人間科学部 人間科学部 法政大学 キャリアデザイン学部 1名 7名 法学部 2名

千葉大学 教育学部 1名 人間科学部 12名 法学部 13名 法学部 1名 法学部 中央大学 文学部 1名 経済学部 1名

熊本大学 法学部 1名 福岡大学 人文学部 17名 神学部 2名 神学部 神学部 2名 経済学部 1名 産業社会学部 1名

3名 教育学部 1名 111名 法学部 24名 文学部 5名 文学部 1名 文学部 駒澤大学 文学部 2名 理工学部 2名

工学部 1名 経済学部 17名 人文学部 22名 人文学部 1名 人文学部 1名 3名 経済学部 1名 関西大学 文学部 1名

長崎大学 多文化社会学部 1名 商学部 16名 法学部 22名 法学部 法学部 成城大学 文芸学部 2名 2名 法学部 1名

6名 経済学部 1名 商二学部 1名 経済学部 28名 経済学部 経済学部 東洋大学 国際観光学部 1名 関西学院大学 総合政策学部 1名

工学部 2名 理学部 6名 商学部 30名 商学部 商学部 創価大学 教育学部 1名 2名 生命環境学部 1名

環境科学部 2名 工学部 27名 理学部 22名 理学部 理学部 帝京大学 外国語学部 1名 大谷大学 文学部 1名

九州工業大学 工学部 3名 薬学部 2名 工学部 73名 工学部 5名 工学部 札幌大学 地域共創学部 2名 京都産業大学 経営学部 1名

4名 情報工学部 1名 スポーツ科学部 1名 医学部 5名 医学部 医学部 札幌学院大学 経済経営学部 2名 京都芸術大学 芸術　　 1名

福岡教育大学 教育学部 4名 九州産業大学 経済学部 13名 スポーツ科学部 5名 スポーツ科学部 スポーツ科学部 北星学園大学 経済学部 1名 佛教大学 仏教学部 4名

佐賀大学 経済学部 1名 67名 商学部 16名 商学部 43名 商学部 1名 商学部 東北学院大学 経済学部 2名 11名 歴史学部 7名

7名 教育学部 1名 地域共創学部 8名 経済学部 38名 経済学部 1名 経済学部 3名 経営学部 1名 龍谷大学 文学部 3名

理工学部 2名 国際文化学部 6名 国際文化学部 9名 国際文化学部 国際文化学部 国際医療福祉大学 福岡薬学部 1名 7名 政策学部 2名

医学部（看護） 1名 人間科学部 5名 地域共創学部 20名 地域共創学部1名 地域共創学部 千葉工業大学 社会システム工学部 1名 社会学部 2名

農学部 1名 理工学部 7名 生命科学部 13名 生命科学部 1名 生命科学部 2名 工学部 1名 大阪経済大学 経済学部 1名

芸術地域デザイン学部 1名 建築都市学部 5名 理工学部 31名 理工学部 1名 理工学部 桜美林大学 人間社会学部 1名 大阪産業大学 経済学部 5名

大分大学 理工学部 1名 生命科学部 5名 建築都市工学部19名 建築都市工学部1名 建築都市工学部 工学院大学 工学部 1名 12名 経営学部 6名

2名 経済学部 1名 芸術学部 2名 人間科学部 17名 人間科学部 2名 人間科学部 東海大学 経営学部 1名 デザイン学部 1名

鹿児島大学 理学部 1名 中村学園大学 流通科学部 8名 芸術学部 6名 芸術学部 芸術学部 5名 国際文化学部 2名 近畿大学 産業理工学部 10名

宮崎大学 工学部 1名 12名 栄養科学部 1名 教育学部 4名 教育学部 1名 教育学部 海洋学部 2名 11名 生物理工学部 1名

2名 農学部 1名 教育学部 3名 流通科学部 22名 流通科学部 流通科学部 東京電機大学 未来科学部 1名 阪南大学 流通学部 1名

琉球大学 工学部 1名 福岡工業大学　　　 工学部 27名 栄養科学部 4名 栄養科学部 栄養科学部 東京農業大学 生物産業学部 1名 神戸学院大学 薬学部 1名

山口大学 経済学部 1名 47名 情報工学部 13名 工学部 32名 工学部 5名 工学部 多摩美術大学 美術学部 1名 神戸国際大学 経済学部 1名

2名 工学部 1名 社会環境学部 7名 情報工学部 17名 情報工学部 2名 情報工学部 武蔵野美術大学 造形学部　 1名 大手前大学 健康栄養学部 2名

鳥取大学 農学部 1名 福岡国際医療福祉大学 医療学部 1名 社会環境学部 5名 社会環境学部 社会環境学部 昭和音楽大学 音楽学部 1名 岡山理科大学 理学部 1名

愛媛大学 工学部 1名 3名 看護学部 2名 人間科学部 12名 人間科学部 人間科学部 朝日大学 保健医療学部 1名 福山大学 薬学部 1名

福岡看護大学 看護学部 1名 現代社会学部 3名 現代社会学部 現代社会学部 名古屋造形大学 造形学部 1名 広島国際大学 薬学部 1名

＜公立大学＞ 11名 久留米大学 文学部 2名 人文学部 3名 人文学部 人文学部

学校名等 学部名 5名 商学部 3名 国際キャリア学部5名 国際キャリア学部 国際キャリア学部 ＜短期大学＞ 国公立含む 11名
福岡女子大学 国際文理学部 1名 九州共立大学 経済学部 1名 人間関係学部 2名 人間関係学部 人間関係学部 学校名等 学科名

北九州市立大学 法学部 3名 九州国際大学 現代ビジネス学部 3名 保健医療学部 12名 保健医療学部 保健医療学部 大分県立芸術文化短期大学 美術学科 1名

4名 国際環境工学部 1名 4名 法学部 1名 法学部 1名 法学部 法学部 国立清水海洋技術短期大学校 1名

福岡県立大学 人間社会学部 1名 九州女子大学 人間科学部 1名 現代ビジネス学部3名 現代ビジネス学部 現代ビジネス学部 九州産業大学造形短期大学 造形芸術学科 1名

長崎県立大学 経営学部 1名 日本経済大学 経済学部 1名 保健福祉学部 2名 保健福祉学部 保健福祉学部 （私立大学続き、九州地区） 中村学園大学短期大学部 幼児保育学科 1名

熊本県立大学 総合管理学部 1名 2名 経営学部 1名 工学部 13名 工学部 工学部 学校名等 学科名 2名 キャリア開発学科 1名

釧路公立大学 経済学部 1名 第一薬科大学 看護学部 1名 文学部 9名 文学部 文学部 久留米工業大学 工学部 5名 福岡女学院大学短期大学部 英語学科 3名

兵庫県立大学 社会情報学部 1名 筑紫女学園大学 文学部 6名 法学部 12名 法学部 法学部 西日本工業大學 工学部 2名 福岡女子短期大学 文化教養学科 1名

下関市立大学 経営学部 1名 15名 現代社会学部 3名 経済学部 2名 経済学部 経済学部 西九州大学 健康福祉学部 1名 昭和音楽大学短期大学部 音楽学科 2名

人間科学部 6名 商学部 4名 商学部 商学部 2名 子ども学部 1名

＜準大学＞ 一次合格のみ含む 31名 福岡女学院大学 人文学部 1名 人間健康学部 1名 人間健康学部 人間健康学部 長崎国際大学 薬学部 1名

学校名等 学部名 3名 国際キャリア学部 2名 保健医療学部 1名 保健医療学部 保健医療学部 熊本学園大学 商学部 1名

防衛医科大学校 看護・自衛官専攻 1名 日本赤十字九州看護大学 看護学部 1名 福岡保健学部 1名 福岡保健学部 福岡保健学部 崇城大学 芸術学部 1名

防衛大学校 理工学部専攻 23名 聖マリア学院大学 看護学部 1名 福岡看護学部 1名 福岡看護学部 福岡看護学部 立命館アジア大学 アジア太平洋学部 4名

人文・社会科学専攻 7名 純真学園大学 保健医療学部 2名 医療学部 1名 医療学部 医療学部 9名 国際経営学部 5名


