
日根野高校　平成26年度　合格状況

■…三・＿∵学校名等章 �≡＿一学部i学科－． �磯股 �≡＿既卒 

大 学 現役 125 名 浪人 10名 �和歌山 �教育 �1 � 

システムエ・環境システム � �1 

琉球 �理 �1 � 

大阪府立 �地域保健学域・看護学類 �1 � 

和歌山県立医科 �保健看護 �1 � 

兵庫県立 �環境人間 �1 � 

立命館 �文 �1 � 
政策科学 �1 � 

近畿 �経済／経営 �6 � 

法／総合社会 �3 � 

理工 �2 �1 

生物理工 � �2 

エ �1 � 

京都産業 �外国語 �1 � 
経済 �1 � 

龍谷 �文 �1 � 
農・食料農業システム � �1 

同志社女子 �現代社会 �1 � 

関西外国語 �英語国際／英語キャリア �2 � 
外国語 �4 � 

摂南 �経営 �1 � 法 �2 � 

理工 �2 � 

桃山学院 �経済／経営 �18 � 法／社会 �4 � 

国際教養 �3 � 

追手門学院 �国際教養 �1 � 
心理 � �1 

神戸学院 �人文 �1 � 

兵庫医療 �薬 �1 � 

姫路独協 �薬学 �1 �1 

関西医療 �保健医療 

豊野 �医療保健・臨床工学 �1 � 

森ノ宮医療 �保健医療 �2 � 

大阪河崎リハビリ �リハビリテーション・理学療法 �3 � 
リハビリテーション・言語聴覚 �1 � 

関西福祉科学 �保健医療・理学療法 �1 � 
社会福祉 �2 � 

大阪経済 �経済 �3 � 情報社会 �1 � 

人間科学 �1 � 

大阪工業 �エ �3 �1 
情報科学 �1 � 

大阪体育 �休育 �1 � 

大阪芸術 �芸術 �2 � 

大阪電気通信 �エ・応用化学 � �1 

大阪産業 �エ・デサ●ィンエ �2 � 

大阪商業 �経済 �1 � 
総合経営 �1 � 

阪南 �経済／経営情報 �4 � 
国際観光／コbニケーシ］ン �2 � 

大阪学院 �経営 �1 � 

大阪大谷 �教育 �2 � 
人間社会／文 �2 � 

大阪女学院 �国際・英語 �4 � 

常磐会学園 �国際こども教育 �3 � 

四天王寺 �教育 �1 �1 
人文社会 �2 � 

帝塚山学院 �リヘ●ラルアーツ／人間科学 �6 � 

羽衣国際 �人間生活 �3 � 

神戸女子 �健康福祉 �1 � 

神戸松蔭女子 �文 �1 � 

大谷 �文 �1 � 

天理 �体育 �1 � 

鈴鹿医療科学 �医療福祉 �1 � 

北海道情報 �経営情報 �1 � 

短 大 �関西外国語大学 �英米語 �3 � 

関西女子 �歯科衛生 �1 � 

四天王寺大学 �生活ナビケ‘－ション �2 � 

常磐会 �幼児教育 �9 � 

大阪キリスト教 �幼児教育 �5 � 

大阪健康福祉 �子ども福祉 �2 � 

大阪女学院 �英語 �1 � 

大阪女子 �生活／幼児教育 �2 

28名 �大阪城南女子 �総合保育 �1 
プール学院大学 �秘書科 �1 

武庫川女子大学 �食生活 �1 

※平成27年3月26日現在　合格者数延べ人数

‾十二‾学校名等∴＝≡‾－ �学部．学科；＿　1現役既卒 

看 護 医 療 系 専 門 現役 26孝 浪人 4名 �大阪警察病院看護専門学校 �看護学科　　　　　　　1 大阪府医師会看護専門学校 �看護　　　　　　　　　　2 

和歌山赤十字看護専門学校 �看護学科　　　　　　　1 

近畿大学附属看護専門学校 �看護　　　　　　　　　1 

大阪府病院協会看護 �看護　　　　　　　　　　　1 

へ●ルランド看護助産専門学校 �看護学科　　　　　　　2 

泉佐野泉南医師会看護専門学校 �看護　　　　　　　　　　6　1 

河崎会看護専門学校 �看護　　　　　　　　　2 

久米田看護専門学校 �看護　　　　　　　　　3 

医療法人浅香山病院看護専門学校 �看護　　　　　　　　　1 

行岡医学技術専門学校 �看護第1学科　　　　　11 

清恵会第二医療専門学院（2部を含む） �放射線技師科　　　　　3 

大阪医療技術学園専門学校 �医療心理学科　　　　1 
言語聴覚士学科　　　1 

森ノ宮医療学園専門学校 �柔道整復学科　　　　1 

泉大津医師会付属看護高等専修学校 �看護　　　　　　　　　　　1 

専 門 学 校 75名 公務 �社団法人大阪府歯科医師会附属歯科衛生士専門学校 �歯科衛生士学科　　　1 

社団法人堺市歯科医師会堺歯科衛生士専門学校 �歯科衛生士学科　　　　2 

大阪歯科学院専門学校 �歯科衛生士学科　　　1 

大阪情報専門学校 �医療情報／大学併修　　2 

近畿職業能力開発大学校 �住居環境科他　　　　　4 

環境学園専門学校 �自然環境保全学科　　1 

京都建築大学校 �建築科　　　　　　　1 

修成建設専門学校 �建築学科　　　　　　　2 

ECC国際外語専門学校 �エアライン科　　　　　　　1 

ゲラムール美容専門学校 �美容　　　　　　　　　2 

高津理容美容専門学校 �美容料　　　　　　　　2 

ル・トア東亜美容専門学校 �美容　　　　　　　　　1 

小出美容専門学校 �美容専門課程　　　　　3 

大阪ウエディンゲ＆ブライダル専門学校 �ブライダルコーディネーター　　1 

マロニエファッションデサ●ィン専門学校 �ファッションクリエイシ】ン学科　1 

ミス・八〇リエステティック専門学校 �トタルビューティー科　　　1 

上田安子服飾専門学校 �ファッションピソネス学科　　　2 

大阪ビューティーアート専門学校 �トタルビューティー科　　　1 

大阪文化服装学院 �ブランドマネーシ●メント学科　1 

大阪ビシ●ネスカレツゾ専門学校 �ピソネス学科　　　　　　2 

大阪芸術大学附属大阪美術専門学校 �総合デサ●ィン　　　　　　1 

大阪デサ●ィナー専門学校 �デサ‘ィン学科　　　　　　3 

専門学校ESPエンタテインルト �サウントサノエイター他　　　　2 

キャットb－ゾックカレワシ●専門学校 �音響エンシ‘二ア　　　　　1 

大阪スクールオブb－ゾック専門学校 �商業音楽　　　　　　　1 

近畿コンピュータ電子専門学校 �電気他　　　　　　　　　4 

ピソユアルアーツ専門学校 �放送一映画　　　　　　1 

大阪コミュニケーションアート専門学校 �コミックイラスト学科　　　　　2 

大阪健康ほいく専門学校 �保育科　　　　　　　　1 

大阪医療秘書福祉専門学校 �医療秘書科　　　　　　1 

日本医療秘書専門学校 �医療秘書総合コース　　1 

大原情報医療保育専門学校 �医療事務　　　　　　　1 

大原簿記法律専門学校難波校 �税理士コース　　　　　　1 

大原法律＆美容製菓専門学校和歌山稜 �独立経営コース　　　　　1 

大阪法律専門学校 �公務員／消防士コース　　　5 

中央工学校OSAKA �インテリアデサ●ィン　　　　　1 

日産京都自動車大学校 �自動車整備科　　　　1 

大阪航空専門学校 �航空整備士学科　　　1 

南海福祉専門学校 �総合福祉　　　　　　1 

大阪保健福祉専門学校 �社会福祉科　　　　　1 

大手前栄養学院専門学校 �管理栄養学科　　　　1 

大手前製菓学院専門学校 �スタンダ」・●コース　　　　　1 

大阪調理．製菓専門学校 �総合本科／製菓衛生士　2 

中部楽器技術専門学校 �管楽器リヘ○ァ　　　　　1 

大阪動植物海洋専門学校 �動物看護コース　　　　　1 

大阪動物専門学校 �動物管理学科　　　　1 

AWS動物学院 �野生動物管理料　　　1 

ナン／l●へ○ット美容学院 �総合へ○ットビジネスコース　　1 

ヒューマンアカデミー �3 

高石市市役所 �事務職初級　　　　　1 

堺市市役所 �事務職初級　　　　　1 

員 �熊取町役場 �事務職初級　　　　　1 

5名 就職 �大阪府警察官 �警察官　　　　　　　1 

大阪府職員警察行政 �事務職初級　　　　　1 

株式会社シース●プランニング �販売職　　　　　　　　1 

2名 �関西製糖株式会社 �製造職　　　　　　　　1 


