
卒業生進路
2019年度
卒業

2018年度
卒業

2017年度
卒業

2016年度
卒業

卒業生 65名 99名 84名 78名

四年制大学 53名 81名 69名 63名

（現役四大進学率） 81.5% 81.8% 82.1% 81.0%

短期大学 2名 6名 5名 2名

専門学校 6名 3名 4名 5名

その他
3名

（留学1名）
8名

（留学4名）
6名 8名

就職 0名 1名 0名 0名

≪参考資料≫  70期生 進路実績



入試方式別

進路系統別
（卒業生99名）

Ⅰ類
（47名）

Ⅱ類
（18名）

全体
（65名）

指定校推薦 16名 2名 18名

ｶﾄﾘｯｸ特別 2名 2名 4名

公募推薦 2名 4名 6名

AO入試 22名 4名 26名

一般入試 3名 4名 7名

その他 2名 2名 4名

人数 割合

人文 21名 21.2%

外国語・国際関係 4名 4.0%

社会・福祉・教育 9名 9.1%

経済・経営・商 4名 4.0%

法律・政治 5名 5.1%

理・工・農 7名 7.1%

医・歯・薬・看護 20名 20.2%

家政・栄養・児童 10名 10.1%

芸術・体育 10名 10.1%

その他 9名 9.1%

学部系統別進学先



国公立大学 合格者数
大学 学部 合格者数

埼玉県立大学 保健医療福祉2 ２名

難関大私立大学 合格者数
大学 学部 合格者数

早稲田大学 文化構想1 国際教養1 ２名

上智大学 文2 神2 法1 総合人間科学1 ８名

ＧＭＡＲＣＨ 合格者数
大学 学部 合格者数

青山学院大学 経済1 総合文化政策1 地球社会共生1 ３名

立教大学 文1 社会1 観光2 GLAP1 ５名



ＧＭＡＲＣＨ 合格者数
大学 学部 合格者数

駒澤大学 文1 法1 ２名

専修大学 文1 １名

東洋大学 文1 １名

日本大学 歯1 松戸歯1 文理1 芸術1 ４名

大学 学部 合格者数

國學院大学 文1 １名

成蹊大学 文1 法1 経済1 ３名

成城大学 文芸1 １名

明治学院大学 文3 ３名

有名私立大学 合格者数



医療系 合格者数

大学 合格者数

麻布大学 １名

大学 合格者数

日本大学 ２名

大学 合格者数

国際医療福祉大大学 １名

埼玉県立大学 １名

文京学院大学 １名

【獣医学部】 【歯学部】

【医療学部】

大学 合格者数

埼玉県立大学 １名

東京医療保健大学 １名

東京女子医科大学 １名

日本赤十字看護大学 １名

【看護学部】



その他の大学 合格者数

大学 合格者数

日本女子大学 ４名

東京女子大学 ４名

聖心女子大学 ８名

清泉女子大学 ２名

白百合女子大学 ２名

女子栄養大学 ３名

大妻女子大学 １名

東洋英和女学院大学 ２名

フェリス女学院大学 １名

【女子大】

大学 合格者数

国士舘大学 １名

順天堂大学 １名

杉野服飾大学 １名

大正大学 １名

大東文化大学 ２名

帝京大学 １名

日本工業大学 １名

目白大学 １名

【系列短大】

大学 合格者数

星美学園短期大学 １名



進路実績（星美小からの入学者）
Point.1 卒業生全体との比較

2020年度
星美小出身
卒業生

卒業生全体

卒業生 30名 65名

四年制大学 25名 53名

（現役四大進学率） 83.3％ 81.5%

短期大学 1名 2名

専門学校 3名 6名

その他 浪人1名 留学1名 浪人3名

就職 0名 0名



進路実績（星美小からの入学者）
Point.2 類型別・入試方式の比較

（30名）

2020年度
星美小出身卒業生 Ⅰ類 19名 Ⅱ類 11名

指定校推薦 7名 1名

カトリック特別 1名 1名

公募制推薦 0名 2名

AO入試 7名 3名

一般入試 3名 4名

その他 1名 0名



大学 学部 合格数

青山学院大学
地球社会共生
総合文化政策

２

國學院大學 文 １

日本赤十字看護大学 さいたま看護 １

東洋英和女学院大学 人間科学 １

獨協大学附属看護専門学校 １

日本大学医学部付属看護専門学校 １

一般入試

進路実績（星美小からの入学者）
Point.3 類型別・入試方式の進学先一覧

大学 学部 合格数

上智大学
文

総合人間科学
２

カトリック特別

公募・自己推薦

大学 学部 合格数

上智大学 文 １

大正大学 心理社会 １

大学 学部 合格数

立教大学 文 １

成蹊大学 法 経済 ２

聖心女子大学 現代教養２ ２

白百合女子大学 文 １

大妻女子大学 社会情報 １

杉野服飾大学 服飾 １

指定校推薦

大学 学部 合格数

早稲田大学
文化構想
国際教養

２

日本女子大学 理 １

日本大学 松戸歯歯 芸術 ３

大東文化大学 スポーツ健康科学 １

武蔵野美術大学 造形 １

日本歯科大学東京短期大学 １

ホスピタリティツーリズム専門学校 １

AO入試



（参考） 昨年度の主な指定校一覧

大学 学部

上智大学 神

（カトリック特別） 指定なし

青山学院大学 経済

立教大学 文

成蹊大学 文・法・経済・理工

成城大学 文芸

獨協大学 経済

東洋大学 理工

玉川大学 文・工・経営・芸術・農

芝浦工業大学
工・システム理工
デザイン工

東京都市大学 環境・メディア情報

東京農業大学 生物産業

東京経済大学 現代法

大学 学部

日本女子大学 文・人間社会

聖心女子大学 現代教養

白百合女子大学 文・人間総合

清泉女子大学 文

学習院女子大学 国際交流

東洋英和女学院大学 人間科学・国際社会

昭和女子大学 人間社会

大妻女子大学 社会情報・人間関係

女子栄養大学 栄養

女子美術大学 芸術

東京女子体育大学 体育

フェリス女学院大学 文・国際交流・音楽

武蔵野音楽大学 音楽


