
大学入試合格実績 

＜2020 年度大学入試＞   7 名指導＋過年度生 4 名 

◆国公立大学 

名古屋大学情報学部(津) 

三重大学医学部(津) 

三重大学工学部(津) 

東京農工大学工学部(津) 

諏訪東京理科大学工学部(津) 

福井大学工学部(津) 

富山大学薬学部(津) 

◇私立大学 

愛知大学文学部(津) 

名城大学人間学部(津) 

名城大学経営学部(津) 

名城大学経済学部(津) 

名城大学農学部(津) 

名城大学薬学部 (津) 

朝日大学歯学部(高田６) 

皇學館大学教育学部(津) 

明治大学農学部(津) 

中央大学理工学部(津) 

同志社大学生命医科学部(津) 

同志社大学理工学部(津) 

同志社大学薬学部(津) 

立命館大学理工学部(津) 2 名 

立命館大学情報理工学部(津) 

立命館大学薬学部(津) 

関西大学システム理工学部(津) 

大阪薬科大学薬学部(津) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜2019 年度大学入試＞   17 名指導 

◆国公立大学 

三重大学医学部(津) 2 名 

大阪府立大学工学部(津) 

名古屋工業大学工学部(津) 

神戸大学国際人間科学部(津西) 

広島大学工学部(津) 

山口大学工学部(津西) 

諏訪東京理科大学工学部(津西) 

◇私立大学 

四日市看護医療大学看護学部(津東) 

鈴鹿医療科学大学看護学部(津西) 

鈴鹿医療科学大学薬学部(三重) 

静岡理工科大学情報学部(津西) 

愛知学院大学薬学部(三重) 

立命館大学理工学部（津）2 名 

立命館大学文学部（津西） 

関西学院大学社会学部（津西） 

愛知大学経済学部（津） 

名城大学薬学部 (三重) 

名城大学経済学部 (津) 

愛知工業大学工学部 (津西) 

近畿大学工学部 (津西) 

皇學館大学教育学部（津西） 

＜2018 年度大学入試＞   5 名指導 

◆国公立大学 

東京学芸大学教育学部(津) 

三重大学人文学部(津、津西) 2 名 

三重大学工学部(津) 

静岡大学人文社会科学部(津) 

◇私立大学 

青山学院大学教育人間科学部 (津) 1 名 

立教大学文学部 (津) 1 名 

立命館大学理工学部（津） 

関西大学システム理工学部（津） 

愛知大学経営学部（津西） 

愛知大学文学部（津西） 

南山大学経済学部（津） 

南山大学人文学部（津） 

皇學館大学教育学部（津） 

＜2017 年度大学入試＞   7 名指導 

◆国公立大学 

三重大学工学部(津) 

◇私立大学 

立命館大学政策科学部（津西） 

鈴鹿医療科学大学保健衛生学部（津西） 

関西大学環境都市工学部（津西） 

愛知大学経営学部（津西） 

愛知大学地域政策学部（津西） 

名城大学農学部（津西） 

名城大学都市情報学部（津西） 

皇學館大学文学部（津東） 

神戸女学院大学音楽学部（津東） 



＜2016 年度大学入試＞   4 名指導 

◆国公立大学 

九州大学理学部（津） 

三重大学生物資源学部（高田 6） 

◇私立大学 

東海大学海洋学部（津西） 

四日市看護医療大学看護学部（津西） 

鈴鹿医療科学大学看護学部（津西） 

藤田保健衛生大学医療科学部（津西） 

名城大学農学部（高田 6） 

近畿大学農学部（高田 6） 

長浜バイオ大学バイオサイエンス学部（津西） 

＜2015 年度大学入試＞   5 名指導 

◆国公立大学 

三重大学生物資源学部(津) 

◇私立大学 

立命館大学経済学部(高田Ⅱ類) 

東京農業大学地域環境科学部（津東） 

鈴鹿医療科学大学保健衛生学部（津） 

杏林大学保健学部（津） 

つくば国際大学医療保健学部（津） 

中部大学応用生物学部(津) 

名城大学農学部(津) 

名城大学法学部(津) 

中京大学法学部(津) 

＜2014 年度大学入試＞   8 名指導 

◆国公立大学 

三重大学工学部(津) 

名古屋大学農学部(津) 

三重県立看護大学看護学部(津東) 

埼玉県立大学保健医療福祉学部(津) 

信州大学医学部(津) 

◇私立大学 

自治医科大学医学部(津) 

名城大学薬学部(津) 

椙山女学園看護学部(鈴鹿６) 

三重中央看護学校(津東) 

南山大学法学部(津) 

同志社大学法学部(津) 

立命館大学法学部(津) 

早稲田大学社会科学部(津) 

早稲田大学政治経済学部(津) 

四日市看護医療大学看護学部(津) 

 

 

 

 

 



＜2013 年度大学入試＞   12 名指導 

◆国公立大学 

三重大学教育学部(津西) 

三重大学医学部医学科(津) 

信州大学工学部(津西) 

静岡大学農学部(高田６) 

静岡大学教育学部(津) 

 

◆文部科学省所管外大学 

水産大学校(高田Ⅱ) 

清水海上技術短期大学校(高田Ⅱ) 

職業能力開発総合大学校(高田Ⅱ) 

◇私立大学 

名城大学法学部(鈴鹿６、津西、津) 

関西大学法学部(津) 

東海大学海洋学部(津西) 

愛知学院大学薬学部(津西) 

四日市看護医療大学看護学部(高田Ⅱ) 

立命館大学理工学部(津西) 

長浜バイオ大学(津西) 

中京大学心理学部(鈴鹿６) 

中京大学国際英語学部(鈴鹿６) 

愛知淑徳大学メディアプロデュース学部(津西) 

名城大学理工学部(津西) 

東海大学工学部(高田Ⅱ) 

北里大学獣医学部(高田６) 

東洋大学生命科学部(高田６) 

大正大学人間学部(高田) 

神奈川大学人間科学部(高田) 

＜2012 年度大学入試＞   10 名指導 

◆国公立大学 

三重大学教育学部(津西) 

名古屋工業大学工学部(津) 

名古屋大学理学部(津) 

埼玉大学工学部(津) 

富山大学理学部(鈴鹿６) 

岐阜薬科大学薬学部(津) 

◇私立大学 

鈴鹿医療科学大学保健衛生学部(津西) 

立命館大学経済学部(津西) 

立命館大学理工学部(津) 

立命館大学情報理工学部(津) 

名城大学理工学部(津) 

南山大学情報理工学部(津西) 

創価女子短期大学現代ビジネス学科(鈴鹿) 

名古屋女子大学家政学部(津西) 

中京大学法学部(津) 

龍谷大学法学部(津) 

皇學館大学教育学部（高田Ⅱ） 

皇學館大学文学部（高田Ⅱ） 

京都橘大学現代ビジネス学科(津西) 

京都橘大学文学部(津西) 

佛教大学社会福祉学部(津西) 

 

 

 



＜2011 年度大学入試＞   12 名指導 

◆国公立大学 

広島大学経済学部（津） 

三重大学医学部医学科（津 ２名） 

三重県立看護大学看護学部（津西） 

◇私立大学 

同志社大学経済学部（津西） 

同志社大学理工学部（津） 

立命館大学経済学部（津 ２名） 

関西大学商学部（津） 

関西学院大学商学部（鈴鹿Ⅲ） 

皇學館大学文学部（高田Ⅱ） 

名古屋女子大学家政学部（津西） 

東京理科大学理学部（津） 

椙山女学園大学現代マネジメント学部(神戸) 

岡山理科大学総合情報学部(津西) 

岡山理科大学理学部(津西) 

＜2010 年度大学入試＞   6 名指導 

◆国公立大学 

京都大学理学部 (津) 

◇私立大学 

関西大学化学生命学部（高田Ⅱ） 

愛知学院大学商学部(津東) 

名古屋外国語大学外国語学部(松阪) 

四日市看護医療大学看護学部(津東) 

静岡文化芸術大学文化政策学部(松阪) 

京都橘大学看護学部(津東) 

三重中央看護学校(津東) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜2009 年度大学入試＞   9 名指導 

◆国公立大学 

大阪大学文学部（津） 

岐阜大学工学部（津） 

三重大学生物資源学部（津西、鈴鹿 6 ２名） 

福井大学医学部医学科（津） 

三重県立看護大学看護学部（津） 

◇私立大学 

早稲田大学教育学部（津） 

関西学院大学文学部（津） 

皇學館大学文学部（高田Ⅱ） 

名城大学農学部（津） 

南山大学情報理工学部（津） 

南山大学総合政策学部(セントヨゼフ) 

名古屋学芸大学管理栄養学部（鈴鹿６） 

鈴鹿医療科学大学薬学部(鈴鹿６) 

鈴鹿医療科学大学保健衛生学部(鈴鹿６) 

日本大学国際関係学部(セントヨゼフ) 

関西学院大学総合政策学部(セントヨゼフ) 

関西学院大学文学部(津) 

獨協大学外国語学部（鈴鹿６） 

東洋大学国際地域学部（鈴鹿６） 

専修大学経営学部（鈴鹿６） 

専修大学文学部（鈴鹿６） 

法政大学国際学部（鈴鹿６） 

＜2008 年度大学入試＞   12 名指導 

◆国公立大学 

大阪大学法学部（津） 

名古屋市立大学芸術工学部（津） 

三重大学生物資源学部（津） 

三重短期大学生活科学科(津) 

◇私立大学 

立命館大学文学部（津） 

関西学院大学理工学部（津） 

名城大学農学部（津 ３名） 

皇學館大学文学部（伊勢） 

京都女子大学教育学部（津） 

神戸学院大学薬学部（津） 

鈴鹿医療科学大学鍼灸学部（津） 

武庫川女子大学薬学部(津) 

芝浦工業大学(津) 

星城大学経営学部（高田Ⅰ） 

＜2007 年度大学入試＞   5 名指導 

 

 

 

 

 

 

◆国公立大学 

名古屋大学理学部（津） 

静岡大学情報学部（津） 

金沢大学工学部（津西） 

◇私立大学 

京都外国語大学外国語学部（津西） 

同志社大学文化情報学部（津西） 

立命館大学理工学部（津西） 

東京理科大学工学部(津西) 

名城大学法学部(高田Ⅱ) 


