
学校名 学部等 学科等

早稲田大学 政治経済学部 経済学科

早稲田大学 政治経済学部 国際政治経済学科

早稲田大学 法学部 －

早稲田大学 商学部 －

早稲田大学 文学部 －

早稲田大学 文化構想学部 文化構想学科

早稲田大学　 教育学部 教育学科

早稲田大学　 教育学部 英語英文学科

早稲田大学 人間科学部 健康福祉科学科

早稲田大学 人間科学部 人間環境科学科

早稲田大学 基幹理工学部 学系Ⅱ

早稲田大学 創造理工学部 建築学科

慶應義塾大学 法学部 政治学科

慶應義塾大学 法学部 法律学科

慶應義塾大学 経済学部 －

慶應義塾大学 商学部 －

慶應義塾大学 総合政策学部 －

慶應義塾大学 環境情報学部 環境情報学科

慶應義塾大学 文学部 社会学科

慶應義塾大学 文学部 人文社会学科

上智大学 法学部 国際関係法学科

上智大学 経済学部 経済学科

上智大学 外国語学部 英語学科

上智大学 文学部 新聞学科

上智大学 総合グローバル学部 総合グローバル学科

上智大学　 総合人間科学部　 心理学科

上智大学 理工学部 情報理工学科

国際基督教大学 教養学部 アーツ・サイエンス学科

明治大学 法学部 法律学科

明治大学 経営学部 経営学科

明治大学 政治経済学部 経済学科

主要合格実績（私立大学）



明治大学 商学部 商学科

明治大学 商学部 商学科

明治大学 文学部 史学地理学科

明治大学　 文学部　 文学科　

明治大学 国際日本学部 国際日本学科

明治大学 情報コミュニケーション学部 情報コミュニケーション学科

明治大学 農学部 生命科学科

明治大学 理工学部 機械工学科

明治大学 理工学部 建築学科

明治大学 理工学部 応用化学科

明治大学 理工学部 機械情報工学科

法政大学 法学部 法律学科

法政大学 経済学部 現代ビジネス学科

法政大学 経営学部 経営学科

法政大学　 国際文化学部 国際文化学科

法政大学 文学部 史学科

法政大学 文学部 地理学科

法政大学　 文学部 哲学科

法政大学　 社会学部 社会学科

法政大学　 社会学部 メディア社会学科

法政大学 現代福祉学部 臨床心理学科

法政大学 生命科学部 生命機能学科

法政大学 キャリアデザイン学部 キャリアデザイン学科

法政大学 デザイン工学部 建築学科

法政大学 デザイン工学部 システムデザイン学科

立教大学 法学部 法学科

立教大学 法学部 政治学科

立教大学 経済学部 経済学科

立教大学 コミュニティ福祉学部 福祉学科

立教大学 現代心理学部 心理学科

立教大学 文学部 文学科

立教大学 理学部 数学科

中央大学 法学部 法律学科

中央大学 法学部 国際企業関係法学科

中央大学 経済学部 経済学科



中央大学 経済学部 国際経済学科

中央大学 国際経営学部 国際経営学科

中央大学 商学部 会計学科

中央大学 商学部 商業・貿易学科

中央大学 商学部 経営学科

中央大学 文学部 人文社会学科

中央大学 理工学部 経営システム工学科

中央大学 理工学部 電気電子情報通信工学部

中央大学 理工学部 生命科学科

中央大学 理工学部 電気電子情報通信工学科

中央大学 理工学部 精密機械工学科

中央大学 理工学部 都市環境学科

青山学院大学 法学部 －

青山学院大学 経営学部 経営学科

青山学院大学 総合文化政策学部 総合文化政策学科

青山学院大学 教育人間科学部 心理学科

青山学院大学 文学部 日本文学科

青山学院大学 文学部 史学科

青山学院大学 理工学部 機械創造工学科

青山学院大学 理工学部 化学・生命科学科

学習院大学 文学部 史学科

学習院大学 文学部 哲学科

同志社大学　 経済学部 経済学科

同志社大学　 政策学部　 政策学科

同志社大学 商学部 －

同志社大学 社会学部 社会学科

同志社大学 理工学部 化学システム創成工学科

同志社大学 理工学部 数理システム学科

同志社大学 理工学部 電子工学科

同志社大学 理工学部 生命化学科

同志社大学 生命医科学部 医情報学科

立命館大学 経済学部 経済学科

立命館大学 経営学部 経営学科

立命館大学 経営学部 マーケティング学科

立命館大学　 国際関係学部　 国際関係学科



立命館大学 産業社会学部 現代社会学科

立命館大学 産業社会学部 人間福祉学科

立命館大学 政策科学学部 政策科学科

立命館大学 文学部 人文学科

立命館大学　 総合心理学部 －

立命館大学 情報理工学部 情報理工学科

立命館大学 理工学部 電子情報工学科

立命館大学 理工学部 ロボティクス学科

立命館大学 理工学部 物理科学科

立命館大学 理工学部 都市建築デザイン学科

関西学院大学 総合政策学部 総合政策学科

関西学院大学　 商学部 経営コース

関西学院大学 社会学部 社会学科

関西学院大学 文学部 文学言語学科

関西学院大学 人間福祉学部 社会福祉学科

関西学院大学 理工学部 生命科学科

関西学院大学 理工学部 物理学科

関西学院大学 理工学部 数理科学科

関西大学 法学部 法学政治学科

関西大学 総合情報科学部 －

関西大学 システム理工学部 機械工学科

東京理科大学 工学部 工業物理学科

東京理科大学 工学部 工業化学科

東京理科大学 工学部 建築学科

東京理科大学 工学部 電気工学科

東京理科大学 工学部 機械工学科

東京理科大学 理学部 応用数学科

東京理科大学 理学部 物理学科

東京理科大学 理学部 化学科

東京理科大学 理工学部 電気電子情報工学科

東京理科大学 理工学部 数学科

東京理科大学 理工学部 情報科学科

東京理科大学 理工学部 建築学科

東京理科大学 理工学部 応用物理学科

東京理科大学 理工学部 経営工学科



東京理科大学 理工学部 応用生物科学科

明治学院大学 法学部 グローバル法学科

明治学院大学 法学部 政治学科

明治学院大学 経済学部 国際経営学科

明治学院大学　 経済学部 経済学科

明治学院大学 経済学部 経営学科

明治学院大学 社会学部 社会福祉学科

日本大学 法学部 法律学科

日本大学 法学部 新聞学科

日本大学 法学部 経営法学科

日本大学 経済学部 産業経営学科

日本大学 経済学部 経済学科

日本大学 経済学部 金融公共経済学科

日本大学 商学部 商学科

日本大学 商学部 経営学科

日本大学 文理学部 心理学科

日本大学 文理学部 生命科学科

日本大学 文理学部 史学科

日本大学 文理学部 社会学科

日本大学 文理学部 数学科

日本大学 国際関係学部 国際総合政策学科

日本大学 理工学部 物質応用化学科

日本大学 理工学部 機械工学科

日本大学 理工学部 電子工学科

日本大学 理工学部 電気工学科

日本大学 理工学部 応用情報工学科

日本大学 理工学部 物理学科

日本大学 理工学部 機械工学科

日本大学 理工学部 物理応用学科

日本大学 工学部 機械工学科

日本大学 工学部 生命応用化学科

日本大学 工学部 建築学科

日本大学 生産工学部 機械工学科

日本大学 生産工学部 応用分子化学科

日本大学 生物資源科学部 森林資源科学科



日本大学 生命資源学部 応用生物学科

日本大学 生物応用科学部 生物科学科

日本大学 芸術学部 放送学科

日本大学 芸術学部 デザイン学科

日本大学 芸術学部 写真学科

日本大学 芸術学部 映画学科

東洋大学 法学部 企業法学科

東洋大学 国際学部 グローバル・イノベーション学科

東洋大学 経済学部 国際経済学科

東洋大学 経営学部 会計ファイナンス学科

東洋大学 経営学部 経営学科

東洋大学 経営学部 マーケティング学科

東洋大学 文学部 国際文化コミュニケーション学科

東洋大学 文学部 東洋思想文化学科

東洋大学 文学部 史学科

東洋大学 文学部 日本文学文化学科

東洋大学 社会学部 社会福祉学科

東洋大学 社会学部 社会文化システム学科

東洋大学 社会学部 メディアコミュニケーション学科

東洋大学　 国際地域学部　 国際地域学科　

東洋大学 国際観光学部 国際観光学科

東洋大学 理工学部 生体医工学科

東洋大学 理工学部 建築学科

東洋大学 食環境科学部 食環境科学科

東洋大学 生命科学部 応用生物科学科

駒澤大学　 経済学部 経済学科

駒澤大学　 経営学部　 経営学科

駒澤大学　 経営学部　 市場戦略学科

駒澤大学　 文学部　 心理学科

駒澤大学　 グローバル・メディア・スタディーズ学部　グローバル・メディア学科　

専修大学 経済学部 経済学科

専修大学 経営学部 ビジネスデザイン学科

専修大学 商学部 マーケティング学科

専修大学 人間科学部 心理学科

専修大学 文学部 人文ジャーナリズム学科



東海大学 政治経済学部 経営学科

東海大学 国際学部 国際学科

東海大学 文化社会学部 －

東海大学 理学部 情報数理学科

東海大学 理学部 物理学科

東海大学 工学部 生物工学科

東海大学 工学部 生命化学科

東海大学 工学部 建築学科

東海大学 健康学部 健康マネジメント学科

帝京大学 経済学部 経済学科

帝京大学 経済学部 経営学科

帝京大学 経済学部 観光経営学科

帝京大学 教育学部 教育文化学科

帝京大学 文学部 社会学科

帝京大学 文学部 日本文化学科

帝京大学 文学部 心理学科

帝京大学 理学部 バイオサイエンス学科

国士舘大学 法学部 法律学科

国士舘大学 経営学部 経営学科

国士舘大学　 政経学部　 経済学科

国士館大学 21世紀アジア学部 21世紀アジア学科

国士舘大学 理工学部 理工学科

拓殖大学 政経学部 経済学科

拓殖大学 政経学部 政経学科

拓殖大学 商学部 会計学科

拓殖大学 商学部 経営学科

拓殖大学 国際学部 国際学科

拓殖大学 工学部 機械システム工学科

桜美林大学 ビジネスマネジメント学群 －

桜美林大学 リベラルアーツ学群 －

桜美林大学 芸術文化学群　 －

大東文化大学　 経済学部　 社会経済学科

大東文化大学 外国語学部 日本語学科

大東文化大学 社会学部 社会学科

大東文化大学 環境創造学部 環境創造学科



芝浦工業大学 システム理工学部 数理科学科

芝浦工業大学 デザイン工学部 デザイン工学科

芝浦工業大学 建築学部 建築学科

芝浦工業大学 工学部 電気工学科

芝浦工業大学 工学部 機械機能工学科

武蔵野大学 経済学部 経済学科

武蔵野大学 経済学部 経営学科

武蔵野大学 グローバル学部 グローバルビジネス学科

武蔵野大学 グローバル学部 グローバルコミュニケーション学科

武蔵野大学 工学部 建築デザイン学科

武蔵野大学 文学部 日本文学文化学科

武蔵野大学 人間科学部 人間科学科

神奈川大学 経済学部 経済学科

神奈川大学 経済学部 現代ビジネス学科

神奈川大学 経営学部 国際経営学科

神奈川大学 理学部 化学科

神奈川大学　 外国語学部　 英語英文学科　

神奈川大学 工学部 建築学科

神奈川大学 工学部 物質生命化学科

神奈川大学 工学部 総合工学プログラム

神奈川大学 工学部 経営工学科

神奈川大学 人間科学部 人間科学科

近畿大学 経済学部 経済学科

近畿大学 経済学部 国際経済学科

近畿大学 経営学部 経営学科

近畿大学 経営学部 商学科

近畿大学 産業理工学部 建築・デザイン学科

近畿大学 農学部 応用生命化学科

東京電機大学 工学部 情報通信工学科

東京電機大学 工学部 電気電子工学科

東京電機大学 工学部 電子システム工学科

東京電機大学 理工学部 理工学科

東京電機大学 未来科学部 ロボット・メカトロニクス学科

東京農業大学 国際食料情報学部 国際バイオビジネス学科

東京農業大学　 応用生物化学部 生物応用化学科



中央学院大学 法学部 法学科

中央学院大学 商学部 商学科

龍谷大学 社会学部 社会学科

龍谷大学 政策学部 政策学科

亜細亜大学　 経営学部　 経営学科　

亜細亜大学 都市創造学部 都市創造学科

武蔵大学 人文学部 日本・東アジア文化学科

獨協大学 経済学部 経営学科

東京女子大学 現代教養学部 人間科学科

聖心女子大学 現代教養学部 －

国立音楽大学 音楽文化教育学部 音楽療法専修

神奈川歯科大学 歯学部 歯学科

国際医療福祉大学 医学部 医学科

女子美術大学 芸術学部 アートデザイン表現学科

女子美術大学 美術学科 芸術文化専攻

多摩美術大学 美術学部 情報デザイン学科

多摩美術大学 美術学部 グラフィックデザイン学科

多摩美術大学 美術学部 生産デザイン学科

東京工芸大学 芸術学部 ゲーム学科

東京工芸大学 芸術学部 アニメーション学科

東京工芸大学 芸術学部 デザイン学科

東京工芸大学 芸術学部 写真学科

東京工芸大学 工学部 電子機械学科

東京工芸大学 工学部 工学科

東京造形大学 デザイン学部 アニメーション専攻領域

横浜美術大学 美術学部 美術・デザイン学科

デジタルハリウッド大学 デジタルコミュニケーション学部 デジタルコンテンツ学科


