	
  	
 

	
  	
 
【2014 年度合格実績】
京都大学 工学部 電気電子工学科

立命館大学 産業社会学部 現代社会スポーツ

東京農工大学 工学部機械システム工学科

関西大学 人間健康学部 人間健康学科

広島大学 医学部 保健学科理学療法専攻

関西大学 総合情報学部 総合情報学科

広島大学 医学部 保健学科作業療法専攻

龍谷大学 文学部 英語英米文学科

広島大学 理学部 数学科

京都産業大学 法学部 法律学科

広島大学 理学部 化学科

近畿大学 工学部 ロボティクス学科

広島大学 工学部第二類 電気電子システム

近畿大学 産業理工学部 建築デザイン学科

広島大学 経済学部 経済学科

佛教大学 保健医療技術学部 理学療法学科

※広島大学前期受験者 全員合格！

関西外国語大学 外国語学部・英語国際学部

富山大学 薬学部 薬学科

京都外国語大学 外国語学部 英米語 国際教養

鳥取大学 医学部 生命科学科

甲南女子大学 文学部 英語文化 多文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

島根大学 医学部 看護学科

川崎医療福祉大学 医療技術学部 リハビリ作業療法

愛媛大学 法文学部 総合政策学科

徳島文理大学 保健福祉学部 診療放射線学科

香川大学 医学部 看護学科

山口東京理科大学 工学部 応用化学科

徳島大学 工学部 生物工学科

広島国際大学 薬学部・総合ﾘﾊﾋﾞﾘ学部・看護学部

九州工業大学 工学部 建設社会工学科

日本赤十字広島看護大学 看護学部 看護学科

長崎大学 多文化社会学部 多文化社会学科

広島工業大学 生命学部 生体医工学科 食品生命科

県立広島大学 保健福祉学部 理学療法学科

広島工業大学 環境学部・工学部・情報学部

県立広島大学 保健福祉学部 理学療法学科

広島修道大学 人文学部 英語／心理／教育

県立広島大学 経営情報学部 経営学科

広島修道大学 経済科学部 経済情報／現代経済

広島市立大学 情報科学部

広島修道大学 人間環境学部

奈良県立大学 地域創造学部

安田女子大学 教育学部 児童教育学科

岡山県立大学 デザイン学部 デザイン工学科

安田女子大学 看護学部・文学部

福岡女子大学 国際文理学部 環境科学科

安田女子大学 家政学部 管理栄養／生活デザイン

東京理科大学 理工学部 数学科

広島女学院大学 人間生活学部 幼児教育心理学科

東京理科大学 工学部 機械工学科

広島文教女子大学 人間科学部 初等教育学科

明治学院大学 社会学部 社会／社会福祉

広島文化学園大学 学芸学部 子ども学科

拓殖大学 工学部 情報デザインメディア学系

福山大学 工学部 機械システム工学科

東京工科大学 コンピュータサイエンス学部

川崎医療短期大学 放射線技術科

立命館大学 理工学部 機械システム系

2014 年度東進古江駅前校・広島井口校の合同の実績	
 
であり、現役生・高卒生を含みます。	
 
私立大学は一部表記を省略して掲載しております。

立命館大学 経済学部 経済学科

【2013 年度合格実績】
京都大学 理学部 理学科

近畿大学 理工学部 機械工学科

大阪大学 外国語学科 外国語学科 朝鮮語専攻

関西外国語大学 外国語学部 スペイン語学科

九州大学 工学部 電気情報工学科

甲南女子大学 人間科 心理学科

茨城大学 人文学科 社会科学科

神戸松蔭女子学院大学 人間科 心理学科

兵庫県立大学 看護学部 看護学科

川崎医療福祉大学 医療福祉学部 保健看護学科

愛媛大学 工学部 機械工学科

広島修道大学 人文学部 人間関係学部 心理学専攻

愛媛大学 工学科 機能材料工学科

広島修道大学 人間環境学部 人間環境学科

山口大学 教育学部 総合文化教育課程 国際文化コース

広島修道大学 人文学部 英語英文学科

山口大学 工学部 応用化学科

広島修道大学 法学部 法律学科

山口大学 工学部 循環環境工学科

安田女子大学 教育学部 児童教育学科

山口大学 工学部 電気電子工学科

安田女子大学 文学部 英語英米文学科

自治医科大学 医学部 医学科

広島工業大学 工学部 建築工学科

東京理科大学 理工学部 電気電子情報工学科

広島工業大学 工学部 電気システム工学科

立教大学 文学部 史学科

広島工業大学 環境学部 環境デザイン学科

学習院大学 文学部 教育学科

広島工業大学 工学部 知能機械工学科

専修大学 法学部 法律学科

広島経済大学 経済学部 経済学科

専修大学 経済学部 経済学科

広島女学院大学 国際教養学部 国際教養学科

亜細亜大学 法学部 法律学科

広島女学院大学 人間生活学部 幼児教育心理学科

神奈川大学 工学部 電気電子情報学科

比治山大学 現代文化学部 言語文化学科

東京都市大学 工学部 電気電子工学科

広島都市学園大学 健康科学部 看護学科

日本福祉大学 社会福祉学部 社会福祉学科

広島都市学園大学 健康科学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻

同志社大学 グローバル・コミュニケーション学部 中国語コース

山陽女子短期大学 臨床検査学科

同志社大学 グローバル地域文化学部 アジア・太平洋コース

福岡大学 商学部 商学科

同志社大学 文化情報学部 文化情報学科
同志社大学 商学部 商学総合コース
関西学院大学 人間福祉学部 社会福祉学科
立命館大学 理工学部 電子システム系 電気電子工学科
関西大学 法学部 法学政治学科
関西大学 システム理工学部 機械工学科
関西大学 システム理工学部 電気電子情報工学科
龍谷大学 社会学部 地域福祉学科
近畿大学 工学部 建築学科

【2012 年度合格実績】
岡山大学 経済学部 経済学科

広島修道大学 人文学部 人間関係学科心理（５）

埼玉大学 教養学部 教養学科

広島修道大学 人文学部 人間関係学科社会学（２）

愛媛大学 法文学部 総合政策学科

広島修道大学 経済科学部 現代経済学科

愛媛大学 教育学部 学校教育教員養成課程

広島修道大学 経済科学部 経済情報学科

愛媛大学 工学部 機械工学科

広島修道大学 人文学部 英語英文学科

県立広島大学 経営情報学部 経営情報学科（２）

広島修道大学 商学部 商学科（７）

広島市立大学 情報科学部（２）

広島修道大学 商学部 経営学科（３）

福山市立大学 都市経営学部 都市経営学科

広島修道大学 人間環境学部 人間環境学科（６）

明治大学 農学部 食料環境政策学科

広島国際大学 薬学部 薬学科

法政大学 経済学部 経済学科

広島国際大学 保健医療学部 臨床工学科

駒澤大学 文学部 国文学科（２）

広島工業大学 工学部 建築工学科

成蹊大学 文学部 日本文学科

広島工業大学 工学部 機械システム工学科

創価大学 工学部 情報システム工学科

広島工業大学 情報学部 情報工学科

東海大学 工学部 光・画像工学科

安田女子大学 心理学部 心理学科

東海大学 工学部 材料科学科

安田女子大学 文学部 英語英米文学科

東海大学 工学部 医用生体工学科

安田女子大学 家政学部 管理栄養学科

立命館大学 文学部 人文学科

安田女子短期大学 保育科

立命館大学 産業社会学部 現代社会学科

広島女学院大学 人間生活学部 幼児教育

立命館大学 政策科学部 政策科学科

心理学科（３）

龍谷大学 法学部 法律学科（２）

広島女学院大学 人間生活学部 管理栄養学科

龍谷大学 政策学部 政策学科

広島経済大学 経済学部 経済学科

龍谷大学 経済学部

広島経済大学 経済学部 スポーツ経営学科

京都産業大学 法学部 法律学科

比治山大学 現代文化学部 子ども発達教育学科

京都産業大学 経済学部 経済学科

広島文化学園大学 学芸学部 子ども学科

近畿大学 法学部 政策法学科

広島都市学園大学 健康科学部 看護学科

近畿大学 経営学部 経営学科

福岡大学 商学部 貿易学科（２）

甲南大学 マネジメント創造学部マネジメント創造学科
同志社女子大学 現代社会学部 社会システム学科
大阪工業大学 工学部 電気電子システム工学科
広島修道大学 法学部 法律学科（２）

【2011 年度合格実績】
名古屋大学 工 化学・生物工学科

広島修道大学 商 経営学科

龍谷大学 社会 コミュニティマネジメント学科

広島修道大学 商 経営学科

立命館大学 経営 国際経営学科

広島修道大学 人文 人間関係学科 心理学専攻

立命館大学 経営 国際経営学科

広島修道大学 人文 人間関係学科 社会学専攻

福山市立大学 都市経営 都市経営学科

広島修道大学 人文 人間関係学科 教育学専攻

福岡大学 工 機械工学科

広島修道大学 法 法律学科

福岡大学 工 機械工学科

広島修道大学 人間環境 人間環境学科

福岡大学 経済 経済学科

広島修道大学 人間環境 人間環境学科

尾道大学 芸術文化 日本文学科

広島修道大学 人間環境 人間環境学科

比治山大学 現代文化 言語文化学科

広島修道大学 人間環境 人間環境学科

比治山大学 現代文化 言語文化学科

広島修道大学 商 商学科

日本赤十字広島看護大学 看護 看護学科

広島修道大学 人文 人間関係学科 社会学専攻

同志社大学 理工 数理システム学科

広島修道大学 人文 人間関係学科 社会学専攻

同志社大学 商 商学科 フレックス A コース

広島修道大学 人文 人間関係学科 社会学専攻

同志社女子大学 表象文化 日本語日本文学科

広島修道大学 人文 人間関係学科 社会学専攻

東京理科大学 理 第一部 物理学科

広島修道大学 人文 人間関係学科 社会学専攻

東亜大学 医療 医療栄養学科

広島修道大学 人文 人間関係学科 社会学専攻

中央大学 法 法律学科

広島修道大学 人文 英語英文学科

中央大学 法 法律学科

広島修道大学 経済科 現代経済学科

中央大学 法 法律学科

広島修道大学 経済科 現代経済学科

創価大学 経済 経済学科

広島修道大学 経済科 経済情報学科

神戸大学 海事科

広島修道大学 経済科 経済情報学科

山口大学 工 機械工学科

広島修道大学 経済科 経済情報学科

広島大学 法 法学科 昼間コース

広島修道大学 人間環境 人間環境学科

広島大学 教育 第三類（言語文化教育系）

広島修道大学 人間環境 人間環境学科

日本語教育系コース

広島修道大学 人間環境 人間環境学科

広島大学 経済 経済学科 昼間コース

広島修道大学 人間環境 人間環境学科

広島女学院大学 文 日本語日本文学科

広島市立大学 情報科

広島女学院大学 文 日本語日本文学科

広島市立大学 情報科

広島女学院大学 生活科 管理栄養学科
広島女学院大学 生活科 管理栄養学科
広島女学院大学 文 英米言語文化学科

広島国際大学 保健医療 総合リハビリテ
ーション学科 理学療法学専攻
広島国際大学 看護 看護学科
広島工業大学 工 機械システム工学科
広島経済大学 経済 経済学科
広島経済大学 経済 経済学科
県立広島大学 人間文化 国際文化学科
近畿大学 工 建築学科
近畿大学 工 建築学科
京都女子大学 文 国文学科
関西大学 化学生命工 生命・生物工学科
関西学院大学 法 法律学科
関西学院大学 法 法律学科
関西学院大学 法 法律学科
関西学院大学 法 法律学科
関西学院大学 人間福祉 社会福祉学科
岡山理科大学 理 応用物理学科 物理科学専攻
岡山大学 工 機械システム系学科
安田女子大学 文 日本文学科
安田女子大学 文 日本文学科
安田女子大学 家政 管理栄養学科
安田女子大学 家政 管理栄養学科
安田女子大学 文 日本文学科
安田女子大学 文 日本文学科
安田女子大学 文 日本文学科
安田女子大学 文 日本文学科
安田女子大学 文 日本文学科
安田女子大学 文 日本文学科
安田女子大学 家政 管理栄養学科

【2010 年度合格実績】
≪東進≫

広島女学院大学 生活科学部

広島大学 工学部第二類

広島都市学園大学 健康科学部看護

愛媛大学 法文学部

広島経済大学 経済学部

愛媛大学 教育学部

九州共立大学 スポーツ学部

県立広島大学 人間文化学部健康

九州国際大学 国際関係学部

立命館大学 産業社会学部
関西大学 システム理工学部

≪高校生個別指導≫ ※抜粋

関西大学 法学部

早稲田大学 文化構想学部

日本大学 芸術学部

近畿大学 理工学部

東洋大学 国際地域学部国際観光

福岡大学

川崎医療福祉大学 医療技術学部理学療法

安田女子大学

奈良大学 史学部
広島国際大学 薬学部

≪中学生（高校受験）≫

広島国際大学 心理科学部

井口台ゼミナール 2 年連続公立高 100％合格

広島修道大学 人文学部心理

みすず進学塾 旧市内 6 校受験者 100％合格!

広島修道大学 人文学部英文

基町高校（創造表現）

広島修道大学 法学部

井口高校

広島修道大学 法学部国際政治

廿日市高校（クラス生１００％合格）

広島修道大学 経済科学部

観音高校（クラス生１００％合格）

広島修道大学 商学部経営

美鈴が丘高校（クラス生１００％合格）

安田女子大学 文学部児童教育

五日市高校

安田女子大学 文学部英語英文

廿日市西高校

安田女子大学 文学部日本文

大崎海星高校

安田女子大学 家政学部管理栄養

宮島工業高校

安田女子大学 現代ビジネス学部

市川南高校

広島工業大学 工学部電子
広島工業大学 工学部機械
広島工業大学 工学部知能機械
広島女学院大学 文学部英米文
広島女学院大学 文学部幼児教育

【2009 年度合格実績】
≪東進≫
広島大学 教育学部第三類（国語文科系）

広島工業大学 情報学部

広島大学 工学部第四類（建設・環境系）

広島修道大学 人文学部心理

広島大学 歯学部口腔保健学科

広島修道大学 人文学部英文

県立広島大学 保健福祉学部看護学科

広島修道大学 法学部法律

県立広島大学 保健福祉学部看護学科

広島修道大学 法学部国際政治

県立広島大学 保健福祉学部人間福祉学科

広島修道大学 商学部

愛媛大学 工学部電気電子工学科

広島修道大学 経済科学部

愛媛大学 工学部機械工学科

広島修道大学 人間環境学部

山口大学 理学部物理・情報科学科

安田女子大学 薬学部

山口県立大学 国際文化学部文化創造学科

安田女子大学 文学部児童教育

福岡県立大学 人間社会学部人間形成学科

安田女子大学 文学部英米文

福岡教育大学 教育学部生涯スポーツ芸術課程

安田女子大学 家政学部

早稲田大学 文化構想学部

広島女学院大学 文学部

東京理科大学 理工学部

広島女学院大学 生活科学部

同志社大学 商学部

広島経済大学 経済学部

立命館大学 理工学部

福山大学 経済学部

関西大学 環境都市工学部

広島市立看護専門学校

関西大学 総合情報学部

中国職業能力開発大学校

神戸薬科大学 薬学部
芝浦工業大学 工学部

《高校生個別指導》

近畿大学 生物理工学部

同志社大学

近畿大学 工学部

関西学院大学

女子美術大学 芸術学部

立命館大学

大阪芸術大学 芸術学部

関西大学

東北工業大学 工学部

青山学院大学

岡山理科大学 理学部

立教大学

福岡大学 法学部

明治大学

日本赤十字広島看護大学 看護学部

安田女子大学

広島文化学園大学 看護学部

広島工業大学

広島都市学園大学 看護学部

広島経済大学

広島工業大学 工学部

【2009 年度合格実績】

広島修道大学法学部 商学部

≪中学生（高校受験）≫

広島工業大学工学部建築（特待）

☆快挙達成☆みすず進学塾

広島国際大学医療福祉

クラス生全員公立高校合格！

広島経済大学経済学部

基町高校 普通科

安田女子大学文学部児童教育・家政学部

基町高校 創造表現

生活デザイン・家政学部管理栄養

舟入高校 普通科

福山大学工学部

国泰寺高校 普通科

広島女学院大学文学部

廿日市高校 普通科

広島女学院大学幼児教育心理

広島井口高校 普通科

広島女学院大学文学部日本語

広島観音高校 総合学科

広島女学院大学生活科学部

美鈴が丘高校 普通科

岡山理科大学理学部

美鈴が丘高校 国際理数

広島文教女子大学人間科学部

五日市高校 総合学科

安田女子短期大学保育・秘書

廿日市西 普通科

比治山大学短期大学部幼児教育

広島なぎさ高校
安田女子高校

≪中学生（高校受験）≫

比治山女子高校 英語コース

基町高校

崇徳高校 特別進学コース

舟入高校

鈴峯女子高校 特進

舟入高校 国際コミュニケーションコース

※全額免除特待合格ほか

国泰寺高校
井口高校
廿日市高校

【2008 年度合格実績】

美鈴が丘高校

≪東進≫※抜粋

五日市高校

広島大学理学部

廿日市西高校

県立広島大学人間文化学部

市立工業高校

福山市立女子短期大学

宮島工業高校

新見公立短期大学

日本大学鶴ヶ丘高校

早稲田大学法学部 関西学院大学理工学部

広島なぎさ高校

明治大学法学部

崇徳高校 特進

中央大学法学部

鈴峯女子高校 特進

フェリス女学院大学国際交流学部

※全額免除合格ほか

【2007 年度合格実績】

【2006 年度合格実績】

《高校生個別指導》

《高校生個別指導》

広島市立大学 国際学部

鹿児島大学 水産学部

下関市立大学 経済学部

広島市立大学 情報科学部

島根県立大学 総合政策学部

県立広島大学 生命環境学部

立教大学 経済学部

人間文化学部

津田塾大学

関西大学

同志社女子大学 学芸学部

近畿大学 農学部

龍谷大学 国際文化学部

龍谷大学 理工学部

関西外国語大学 外国語学部

広島修道大学 人文学部・法学部

近畿大学 生物理工学部

広島修道大学 人間環境学部・経済科学部

広島修道大学 法学部

日本赤十字広島看護大学

広島修道大学 人間環境学部

エリザベト音楽大学 音楽部

広島修道大学 経済学部

安田女子大学 文学部心理学科・家政学部

ノートルダム清心女子大学

広島工業大学 工学部

安田女子大学 文学部

広島国際大学 看護学部

広島国際大学 心理科学部

比治山大学 地域文化政策学科

広島文化短期大学 保育学科

広島文教女子大学 人間栄養学科
呉大学 看護学部（センター利用）

≪中学生（高校受験）≫

安田女子短期大学 保育科

舟入高校

≪中学生（高校受験）≫

井口高校

舟入高校

観音高校

井口高校

美鈴が丘高校

美鈴が丘高校

美鈴が丘高校 国際理数コース

廿日市高校

県立広島商業高校

五日市高校

市立広島商業高校 情報システム

県立広島商業高校

五日市高校

青山学院高等部

廿日市西高校

崇徳高校 普通科進学・特進コース

宮島工業高校 素材システム

広島工業大学高校
広陵高校
山陽女学園 グローバル・普通科
鈴峯女子高校

