
国公立大学 名
（現役137名）

国公立大学 医学部医学科 名 （現役26名）

☆ 国立大学 名 （現役77名）

東京大学 4 名 ｛現役２名｝ （文Ⅲ １、理Ⅰ １、理Ⅲ ２）

京都大学 7 名 ｛現役２名｝ （文２、経済１、理１、工１、農１、医人間１）

大阪大学 33 名 ｛現役１９名｝ （文１,法４,経済１,外国語８,理３,工４,基礎工１,医医１,医保５,歯３,薬２）

神戸大学 24 名 ｛現役１６名｝ （文１、国際４、経営３、理３、工８、農２、医医１、医保１、海事１）

滋賀医科大学 ３名 ｛現役１名｝ （医医３） 京都工芸繊維大学 ８名 ｛現役４名｝ （工芸８）

大阪教育大学 ６名 ｛現役３名｝ （教育６） 奈良女子大学 １０名 ｛現役６名｝ （文１、理５、生活４）

奈良教育大学 ２名 ｛現役２名｝ （教育２） 和歌山大学 ３名 ｛現役３名｝ （経済１、システム工２）

北海道大学 ６名 ｛現役３名｝ （工１、医医１、医保１、薬１、水産１、総合理系１）

東京農工大学 ２名 ｛現役１名｝ （工１、農１） 信州大学 ２名 ｛現役０名｝ （繊維２）

金沢大学 ２名 ｛現役０名｝ （医薬保健[医医２]） 三重大学 ４名 ｛現役０名｝ （人文１、工１、生物資源２）

福井大学 ３名 ｛現役０名｝ （医医３） 鳥取大学 ３名 ｛現役０名｝ （医医３）

岡山大学 ３名 ｛現役１名｝ （医医１、歯２） 広島大学 ３名 ｛現役２名｝ （教育１、法１、歯１）

徳島大学 ２名 ｛現役２名｝ （医医１、医保１） 愛媛大学 ２名 ｛現役２名｝ （医医２）

鹿児島大学 ２名 ｛現役１名｝ （歯１、水産１） 琉球大学 ４名 ｛現役３名｝ （理２、工１、医医１）

◆合格者1名の大学　計12名｛現役4名｝

弘前大学（医医） 筑波大学（理工）｛現役｝ お茶の水女子大学（理）｛現役｝ 東京医科歯科大学（歯）

電気通信大学（情報理工）｛現役｝ 富山大学（薬） 名古屋大学（理）｛現役｝ 滋賀大学（経済）

島根大学（生物資源科学） 高知大学（医医） 長崎大学（医医） 宮﨑大学（医医）

☆ 公立大学 名 （現役６０名）

京都府立大学 　２名 ｛現役２名｝ （文１、生活環境１） 京都府立医大 ６名 ｛現役６名｝ （医医５、看護１）

大阪市立大学 １６名 ｛現役１１名｝ （文１、法２、理３、経済１、工３、医医５、医看護１）

大阪府立大学 ２８名 ｛現役１８名｝ （現代ｼｽ５、生命９、地域保健４、工９、不明１）

兵庫県立大学 　９名 ｛現役４名｝ 神戸市外大 ２名 ｛現役２名｝ （外国語２）

奈良県立医大 　８名 ｛現役５名｝ （医医７、医看護１） 和歌山県医大 ７名 ｛現役４名｝ （医医７）

岐阜薬科大学 　３名 ｛現役１名｝ （薬３） 名古屋市立大学 ３名 ｛現役２名｝ (医医１、薬２)

島根県立大学 　２名 ｛現役２名｝ （人間文化１、総合政策１）

◆合格者１名の大学　計4名（現役３名）

滋賀県立大学（工） 国際教養大学（国際教養）｛現役｝ 岡山県立大学（情報工）｛現役｝ 高知県立大学（看護）｛現役｝

国公立大学　合格者数　《速報》
2019年4月17日(水)現在

進路指導部集計分（合格者数には、公募推薦入試合格、ＡＯ入試合格も含む）※随時更新中

240

50

150

90

（国際商経１、社会情報３、理３、工１、不明１）



関関同立　　３３５名
関西大学 　９３名 (文9､外国語1､法9,社会10､経済5､商3､政策創造6､社会安全1､ｼｽﾃﾑ理工23､

環境都市工5､化学生命工17､人間健康4)

関西学院大学 　７６名 (文14､国際4､教育3､社会8､法7､経済5､商9､総合政策7､理工19)

同志社大学 　８７名 (文12､社会3､法7､経済4､商1､政策1､理工25､生命医科17､文化情報1､心理2､

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ地域1､ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ3､ｽﾎﾟｰﾂ健康1、神2、不明7)

立命館大学 　７９名 (文2､法4､産社9､経済4､経営11､理工9､情報理工1､生命科学8､政策3､薬7､

国際4､総合心理11､映像1､食ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ2､ｽﾎﾟｰﾂ健康1､不明2)

産近甲龍　 １９１名
京都産業大学 　１６名 (外国語2､経営1､理1､不明12)

近畿大学 １６６名 (文芸5､法9､経済14､経営16､農29､理工19､工3､生物理工12,産業理工1､

建築6,薬20､医医16､総合社会9､国際7)

甲南大学 　　４名 (文1､法1､経済1､理工1)

龍谷大学 　　５名 (文1､経営1､政策2､農1)

主要女子大系(近畿)
京都女子大学 　１７名 (文3､法3､発達教育5,家政5､現代社会1)

同志社女子大学 　１３名 (学芸4､表象文化3,現代社会1,薬1,看護2,生活科学2)

神戸女学院大学 　　４名 (文1､人間科学3)

武庫川女子大学 　１５名 (文5,生活環境7､薬1､健康スポーツ2)

首都圏主要私大（早慶上理＆ＭＡＲＣＨ）
早稲田大学 　２１名 (文1,法5,商3､政経4､国際教養2､文化構想2､社会科学1､基幹理工1､先進理工1､

創造理工1)

慶應義塾大学 　　９名 (法1､経済2､商4､理工1､薬1)

上智大学 　　１名 (理工1)

東京理科大学 　２１名 (経営1､理3､理二部2､理工2,基礎工3､薬4､不明6)

明治大学 　　４名 (文1､理工2､情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ1)

青山学院大学 　　７名 (法1､経済3､経営1､総合文化政策1､国際政治経済1)

中央大学 　１０名 (文3､法6､理工1)

医歯系（掲載済みの大学での重複分は省略）

岩手医科大学 　６名 東北医科薬科大学(医医) 　１名

国際医療福祉大学 　１名 東京女子医科大学(医医) 　１名

獨協医科大学 　１名 東海大学(医医) 　１名

金沢医科大学 　４名 愛知医科大学 １２名

藤田医科大学(医医) 　３名 大阪医科大学(医医) 　９名

関西医科大学(医医) １７名 兵庫医科大学 　９名

川崎医科大学 　５名 福岡大学(医医) 　２名

産業医科大学 　２名

**************** ****************

北海道医療大学(歯) 　１名 東京歯科大学 　３名

朝日大学（歯） 　２名 大阪歯科大学(歯) 　６名

薬系（掲載済みの大学での重複分は省略）

京都薬科大学 ２４名 摂南大学(薬) 　７名

大阪薬科大学 ２６名 神戸学院大学(薬) 　１名

神戸薬科大学 　６名 兵庫医療大学(薬) 　３名

昭和薬科大学 　１名 昭和大学（薬） 　３名

星薬科大学 　１名 北里大学（薬） 　１名

私立大学薬学系 計１０７名

私立大学　合格者数　《速報》　　　
2019年4月17日(水)現在

進路指導部集計分　※随時更新中

私立大学医学科 計９０名 私立大学歯学科 計１２名


