
学校名・企業名 学部 学科・コース等

秋田大学 国際資源学部 国際資源学科

岩手大学 教育学部 理数教育コース　理科サブコース

岩手大学 人文社会科学部 人間文化課程

岩手大学 農学部 森林科学科

宇都宮大学 国際学部 国際学科

香川大学 法学部 法学科

埼玉大学 教養学部 ヨーロッパ・アメリカ文化専修課程　アメリカ研究専攻

東北大学 理学部 地球科学系

弘前大学 人文社会科学部 社会経営課程

弘前大学 農学生命科学部 生物学科

北海道教育大学函館校 国際地域学科　地域協働専攻　国際協働グループ

北海道教育大学函館校 国際地域学科　地域教育専攻

北海道教育大学函館校 国際地域学科　地域教育専攻

宮城教育大学 教育学部 初等教育専攻　人文・社会系教育創生コース

山形大学 人文社会科学部 人文社会学科　　グローバル・スタディーズコース

青森県立保健大学 健康科学部 看護学科

青森県立保健大学 健康科学部 看護学科

青森県立保健大学 健康科学部 看護学科

青森公立大学 経営経済学部 経営学科

京都市立大学 音楽学部 音楽学科

高崎経済大学 経済学部 経済学科

高崎経済大学 地域政策学部 地域政策学科

高崎経済大学 地域政策学部 地域政策学科

都留文科大学 教養学部 地域社会学科

都留文科大学 文学部 比較文化学科

令和３年度
八戸聖ウルスラ学院高等学校　合格・内定状況一覧（3月31日現在）

国公立大学（25校）

（既卒者判明分含む）
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学校名・企業名 学部 学科・コース等

青山学院大学 経済学部 経済学科

青森中央学院大学 経営法学部 経営法学科

青森中央学院大学 経営法学部 経営法学科

跡見学園女子大学 文学部 コミュニケーション文化学科

石巻専修大学 経営学部 経営学科

桜美林大学 グローバル・コミュニケーション学群 　英語特別専修

桜美林大学 リベラルアーツ学部 人文領域

神奈川大学 国際日本学部 国際文化交流学科

関西外国語大学 英語キャリア学部 英語キャリア学科

関西外国語大学 外国語学部 英米語学科

神田外語大学 外国語学部 アジア言語学科　インドネシア語専攻

神田外語大学 外国語学部 国際コミュニケーション学科　国際コミュニケーション専攻

関東学院大学 社会学部 現代社会学科

関東学院大学 法学部 法学科

京都ノートルダム女子大学 国際言語文化学科 国際日本文化学科

国立音楽大学 音楽学部 演奏・創作学科　声楽専修

敬愛大学 教育学部 こども教育学科

工学院大学 建築学部 建築学科

神戸芸術工科大学 芸術工学部 映像表現学科　アニメーションコース

札幌国際大学 観光学部 観光ビジネス学科

尚絅学院大学 心理・教育学群 学校教育学類

尚絅学院大学 心理・教育学群 心理学類

城西国際大学 国際人文学部 国際交流学科

上智大学 外国語学部 フランス語学科

上智大学 外国語学部 ポルトガル語学科

私立大学（109校）
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学校名・企業名 学部 学科・コース等

上智大学 外国語学部 ポルトガル語学科

上智大学 経済学部 経営学科

上智大学 国際教養学部 国際教養学科

上智大学 総合グローバル学部 総合グローバル学科

上智大学 総合人間科学部 社会学科

上智大学 文学部 史学科

上智大学 文学部 新聞学科

成城大学 文芸学部 英文学科

聖心女子大学 現代教養学部

聖心女子大学 現代教養学部

聖心女子大学 現代教養学部

聖心女子大学 現代教養学部

聖心女子大学 現代教養学部

聖心女子大学 現代教養学部

聖心女子大学 現代教養学部

聖心女子大学 現代教養学部

聖徳大学 心理・福祉学部 社会福祉学科　社会福祉コース

清和大学 法学部 法律学科　スポーツ法コース

専修大学 法学部 法律学科

仙台白百合女子大学 人間学部 グローバル・スタディーズ学科

仙台白百合女子大学 人間学部 健康栄養学科　管理栄養専攻

仙台白百合女子大学 人間学部 心理福祉学科

仙台大学 体育学部 運動栄養学科

仙台大学 体育学部 現代武道学科

仙台大学 体育学部 現代武道学科

玉川大学 経営学部 国際経営学科

玉川大学 リベラルアーツ学部 リベラルアーツ学科

玉川大学 リベラルアーツ学部 リベラルアーツ学科
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学校名・企業名 学部 学科・コース等

中央大学 商学部 経営学科

中央大学 経済学部 公共環境学科

中央学院大学 法学部 法学科

つくば国際大学 医療保健学部 診療放射線学科

帝京科学大学 教育人間科学部 児童教育学科

東海大学 工学部 応用化学科

東海大学 工学部 生物工学科

東海大学 児童教育学部 こども学科　小学校・幼稚園教諭コース

東海大学 文化社会学部 広報メディア学科

東海大学 法学部 法律学科

東海大学 理学部 化学科

東京音楽大学 音楽学部 音楽学科　器楽専攻　鍵盤楽器ピアノ

東京国際工科専門職大学 工科学部 デジタルエンタティンメント学科

東京情報大学 総合情報学部 総合情報学科　心理・教育コース

東京農業大学 農学部 農学科

東京福祉大学 心理学部 心理学科　発達・教育心理学コース

東京保健医療専門職大学 リハビリテーション学部 作業療法学科

東北医科薬科大学 薬学部 薬学科

東北医科薬科大学 薬学部 薬学科

東北学院大学 教養学部 言語文化学科

東北学院大学 教養学部 言語文化学科

東北学院大学 経済学部 共生社会経済学科

東北学院大学 経済学部 共生社会経済学科

東北学院大学 文学部 総合人文学科

東北学院大学 文学部 総合人文学科

東北学院大学 法学部 法律学科

東北学院大学 法学部 法律学科

東北学院大学 法学部 法律学科
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学校名・企業名 学部 学科・コース等

東北福祉大学 教育学部 教育学科　初等教育専攻

東北福祉大学 教育学部 教育学科　初等教育専攻

東北福祉大学 健康科学部 保健看護学科

東北福祉大学 健康科学部 保健看護学科

東北福祉大学 総合福祉学部 社会福祉学科

東洋大学 国際観光学部 国際観光学科

東洋大学 法学部 企業法学科

同志社大学 経済学部 経済学科

同志社大学 法学部 法律学科

名古屋外国語大学 世界教養学部 国際日本学科

二松学舎大学 国際政治経済学部 国際経営学科

日本赤十字秋田看護大学 看護学部 看護学科

日本大学 藝術学部 写真学科

八戸学院大学 健康医療学部 看護学科

八戸学院大学 健康医療学部 看護学科

八戸学院大学 健康医療学部 看護学科

八戸学院大学 地域経営学部 地域経営学科

八戸工業大学 感性デザイン学部 感性デザイン学科

八戸工業大学 工学部 土木建築工学科　建築工学コース

学校名・企業名 学部 学科・コース等

弘前学院大学 社会福祉学部 社会福祉学科

弘前学院大学 文学部 英米文学科

放送大学

北海学園大学 工学部 生物工学科

武蔵野大学 法学部 法律学科

明治大学 情報コミュニケーション学部 情報コミュニケーション学科

横浜薬科大学 薬学部 健康薬学科

立命館アジア太平洋大学 アジア太平洋学部 観光学科

早稲田大学 社会科学部 社会科学科
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学校名・企業名 学部 学科・コース等

メリーランド大学

DEPAUW大学

WASHINGTON大学 Seattle campus

学校名・企業名 学部 学科・コース等

青森中央短期大学 幼児保育学科

上智大学短期大学部 英語科

仙台青葉学院短期大学 観光ビジネス科

仙台青葉学院短期大学 言語聴覚科

仙台青葉学院短期大学 言語聴覚科

仙台青葉学院短期大学 リハビリテーション学科　作業療法学専攻

桐朋学園藝術短期大学 演劇専攻科

学校名・企業名 学部 学科・コース等

青森県立八戸工科学院 自動車システム工学科

千葉市青葉看護専門学校 看護学科

千葉市青葉看護専門学校 看護学科

アレック情報ビジネス学院 建築科

ESPエンタテインメント東京 音楽アーティスト科

北日本ハイテクニカルクッキングカレッジ 高度製菓衛生師科

京都看護助産学校 看護学科

国立音楽院宮城キャンパス

仙台医健・スポーツ専門学校 理学療法科　PTスポーツコース

仙台医療秘書福祉専門学校 医療秘書科

仙台医療秘書福祉専門学校 医療保育科

仙台医療秘書福祉専門学校 くすりアドバイザー科

仙台大原簿記情報公務員専門学校 公務員系　行政公務員学科　県庁・市区町村職員コース

仙台こども専門学校 こども総合学科　こどもスポーツ・ダンスコース

仙台スクールオブミュージック＆ダンス専門学校 音楽コミュニケーション科　ヴォーカルプロフェッショナル専攻

仙台総合ペット専門学校 トリマー科　トリマーコース

海外進学（3校）

私立短期大学（7校）

公立･私立専門･専修学校等（42校）
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学校名・企業名 学部 学科・コース等

仙台ビューティーアート専門学校 美容科　ヘアスタイリストコース

仙台リハビリテーション専門学校 作業療法科

東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校 ダンス＆アクターズ科　KPOPダンサー＆アーティスト

東放学園音響専門学校 音響技術科

東北外語観光専門学校 ビジネスデザイン科

東北保健医療専門学校 歯科衛生科

獨協医科大学附属看護専門学校 医療専門課程看護学科

日本ウェルネススポーツ大学東京 健康スポーツ科　競技スポーツ専攻

八戸看護専門学校 看護学科

八戸保健医療専門学校 歯科衛生士学科

八戸保健医療専門学校 歯科衛生士学科

八戸保健医療専門学校 歯科衛生士学科

八戸保健医療専門学校 歯科衛生士学科

八戸保健医療専門学校 歯科衛生士学科

八戸理容美容専門学校 美容科

八戸理容美容専門学校 美容科

八戸理容美容専門学校 美容科

八戸理容美容専門学校 美容科

八戸理容美容専門学校 理容科

文化服装学院 ファッション工科専門課程　ファッション工学基礎科

ホスピタリティーツーリズム専門学校 ホテル科　ホテルコース

宮城調理製菓専門学校 上級製菓製パン科　パティシエ・ショコラティエコース

山野美容専門学校 昼間

八戸医師会立八戸准看護学校

八戸医師会立八戸准看護学校

盛岡医師会立准看護学院
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学校名・企業名 学部 学科・コース等

防衛大学校 理工学専攻

文部科学省所轄外（1校）

就職内定状況

公務員関係

青森県警察

陸上自衛隊

陸上自衛隊

陸上自衛隊

一般企業

株式会社　紀生

社会福祉法人　吉幸会

星野リゾート　青森屋　

ワタキューセイモア株式会社

株式会社　金剛

株式会社　サンデー　

株式会社　新丸港運　

株式会社　プライフーズ　

合同会社　とわだみらい
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