
祝 合格    2014年度合格校一覧                智学館中等教育学校 

国公立大学 

東北大学 工学部 機械知能・航空科学科     １名 

筑波大学 人文・文化学群 日本語・日本文化学類   １名 

筑波大学 社会・国際学群 国際総合学類    １名 

筑波大学 社会・国際学群 社会学類     １名 

   筑波大学 情報学群 知識情報・図書館学類    １名 

   筑波大学 生命環境学群 生物学類     １名 

   茨城大学 人文学部 人文コミュニケーション学科   １名 

   茨城大学 人文学部 社会科学科      １名 

   茨城大学 教育学部 学校教育教員養成課程数学専修   １名 

   茨城県立医療大学 保健医療学部 放射線技術科学科   １名 

   防衛大学校(学試) 人文・社会科学専攻     ４名 

   防衛大学校(学試) 理工学専攻      ３名 

  私立大学 

早稲田大学 国際教養学部 国際教養科     １名 

早稲田大学 商学部 商学科          １名 

上智大学 外国語学部 英語学科         １名 

東京理科大学 理工学部 電気電子情報工学科    ２名   

東京理科大学 理工学部 応用生物科学科    １名 

中央大学 法学部 法律学科            １名   

中央大学 理工学部 生命科学科            １名   

明治大学 理工学部 機械工学科           ２名 

明治大学 農学部 生命科学科           １名 

青山学院大学 文学部 比較芸術学科        １名 

法政大学 グローバル教養学部 グローバル教養学科       １名 

法政大学 生命科学部 生命機能学科       ３名 

獨協大学 経済学部 国際環境経済学科            １名   

成城大学 文芸学部 芸術学科         ２名 

駒澤大学 文学部 歴史学科            １名 

駒澤大学 経営学部 経営学科            ２名 



東洋大学 文学部 日本文学文化学科           １名   

東洋大学 経営学部 経営学科            １名   

東洋大学 理工学部 都市環境デザイン学科         ２名   

専修大学 経済学部 国際経済学科     １名 

専修大学 経済学部 国際環境経済学科     １名 

専修大学 商学部 会計学科            １名 

専修大学 経営学部 経営学科             １名 

日本大学 文理学部 化学科            １名 

日本大学 経済学部 経済学科            １名 

日本大学 工学部 機械機能工学科           １名 

日本大学 商学部 経営学科            １名 

日本大学 生物資源学部 生命科学科         １名 

日本大学 理工学部 物質応用化学科          １名 

日本大学 理工学部 航空宇宙工学科     １名 

日本大学 理工学部 建築学科      １名 

日本大学 理工学部 土木工学科      １名 

東京農業大学 生物産業学部 食香粧化学科    １名 

東京都市大学 知識工学部 情報科学科     １名 

東京電機大学 理工学部 電子・機械工学科       １名   

日本女子大学 家政学部 児童学科         １名 

武蔵野大学 文学部 日本文学文化学科                      １名 

昭和女子大学 人間社会学部 心理学科     １名 

昭和女子大学 生活科学部 管理栄養学科    １名 

東京薬科大学 生命科学部       １名 

埼玉医科大学 保健医療学部 医用生体工学科    １名 

芝浦工業大学 システム理工学部 生命科学科    １名 

芝浦工業大学 システム理工学部 機械制御システム学科  ２名 

芝浦工業大学 デザイン工学部 エンジニアリングデザイン学科  １名 

芝浦工業大学 工学部 応用化学科     １名 

芝浦工業大学 工学部 機械機能工学科     ２名 

千葉工業大学 情報科学部 情報工学科     １名 



千葉工業大学 工学部 機械工学科        １名   

千葉工業大学 社会システム学部 経営情報学科    １名 

共立女子大学 家政学部 児童学科        １名 

大妻女子大学 社会情報学部 情報デザイン学科       １名 

帝京大学 文学部 日本文化学科            １名   

帝京大学 文学部 心理学科      １名 

大東文化大学 経済学部 社会経済学科         １名 

神奈川大学 工学部 機械工学科        １名 

東海大学 工学部 機械工学科            １名   

日本体育大学 体育学部 健康学科         １名 

多摩美術大学 美術学部 情報デザイン学科              ３名 

創価大学 法学部 法律学科            １名 

東京経済大学 経営学部 経営学科        １名 

桜美林大 リベラルアーツ学群      １名 

武蔵野美術大学 造形学部 デザイン情報学科       １名 

日本女子体育大学 体育学部 運動科学科    １名 

日本女子体育大学 体育学部 スポーツ健康学科    １名 

関東学院大学 文学部 現代社会学科        １名 

関東学院大学 経済学部 経営学科        １名 

東京工芸大学 芸術学部 デザイン学科        １名  

国際医療福祉大学 薬学部 薬学科        １名 

京都造形芸術大学 芸術学部 情報デザイン学科       １名 

帝京平成大学 健康メディカル学部 心理学科       １名  

帝京平成大学 健康メディカル学部 医療科学科    １名 

秀明大学 学校教師学部       １名 

城西国際大学 薬学部 医療薬学科        １名 

高崎健康福祉大学 健康福祉学部 健康栄養学科    １名 

東北芸術工科大学 デザイン工学部 グラフィックデザイン学科  ３名 

聖徳大学 児童学部 児童学科           ３名 

茨城キリスト教大学 経営学部 経営学科    ２名 

いわき明星大学 人文学部 現代社会学科       １名 



中央学院大学 商学部 商学科         １名   

中央学院大学 法学部 法学科         １名   

筑波学院大学 経営情報学部 経営情報学科    １名 

ものつくり大学 技能工芸学部 製造学科         １名   

常磐大学 人間科学部 心理学科      ５名   

常磐大学 人間科学部 コミュニケーション学科    １名 

常磐大学 人間科学部 教育学科      １名 

常磐大学 コミュニティ振興学部 ヒューマンサービス学科    １名  

常磐大学 国際学部 経営学科            ５名   

  専門学校 

水戸医療センター附属桜の郷看護専門学校       １名 

土浦協同病院附属看護専門学校        １名 

日本医科大学看護専門学校         １名 

ホンダテクニカルカレッジ関東         １名 

服部栄養専門学校           １名 

つくばビジネスカレッジ             １名 


