
コース 学　校　名 学　部 コース 学　校　名 学科／専攻
1 普通 京都教育大学 教　育 1 普通 神戸医療福祉専門学校 言語聴覚士
2 普通 高知大学 人　文 2 普通 鳥取市医療看護専門学校 看　護
3 卒普 徳島大学 薬　学 3 普通 鳥取市医療看護専門学校 看　護

4 普通 YMCA米子医療福祉専門学校 理学療法士
5 普通 YMCA米子医療福祉専門学校 理学療法士

コース 学　校　名 学　部 6 普通 YMCA米子医療福祉専門学校 理学療法士
1 普通 兵庫県立大学 経　営 7 普通 鳥取県立倉吉総合看護専門学校 第１看護

8 普通 鳥取県立倉吉総合看護専門学校 第１看護
9 体育 鳥取県立倉吉総合看護専門学校 第１看護

コース 学　校　名 学　部 10 普通 島根リハビリテーション学院 理学療法士
1 体育 武蔵野学院大学 国際コミュニケーション 11 普通 倉敷看護専門学校 看　護
2 体育 順天堂大学 スポーツ健康科学 12 普通 倉敷看護専門学校 看　護
3 普通 神奈川大学 経　営 13 体育 岡山医療福祉専門学校 看　護
4 普通 亜細亜大学 経　営 14 普通 朝日医療専門学校 理学療法士
5 体育 日本体育大学 体　育
6 体育 日本体育大学 体　育
7 体育 中京学院大学 経  営 コース 学　校　名 学科／専攻
8 普通 成安造形大学 芸術 1 普通 駿台観光＆外語ビジネス専門学校 エアライン
9 普通 成安造形大学 芸術 2 普通 東放学園音響専門学校 音響技術

10 体育 龍谷大学 政　策 3 普通 東放学園専門学校 放送芸術
11 体育 大阪商業大学 経　営 4 体育 服部栄養専門学校 調理
12 普通 阪南大学 経　済 5 普通 上田安子服飾専門 ファッションクリエーター（夜間）
13 普通 追手門学院大学 地域創造 6 普通 大阪文化服装学院 スタイリスト
14 体育 大阪産業大学 経　営 7 普通 創造社デザイン専門学校
15 普通 大阪産業大学 経　営 8 体育 東洋医療専門学校 鍼灸
16 体育 追手門学院大学 経　営 9 普通 トヨタ神戸自動車専門 自動車整備
17 普通 神戸女子大学 健康福祉 10 普通 神戸動物環境専門学校
18 普通 鳥取看護大学 看　護 11 体育 神戸電子専門学校 ゲームソフト
19 普通 鳥取看護大学 看　護 12 普通 YMCA米子医療福祉専門 介護福祉
20 普通 鳥取看護大学 看　護 13 普通 日本海情報ビジネス専門学校 公務員受験
21 普通 美作大学 生活科学 14 普通 日本海情報ビジネス専門学校 公務員
22 普通 岡山商科大学 経　済 15 普通 日本海情報ビジネス専門学校 医療事務
23 普通 広島工業大学 工  学 16 普通 日本海情報ビジネス専門学校 情報系コース
24 体育 広島経済大学 経　済 17 普通 米子ビューティーカレッジ 美容師養成
25 体育 德山大学 経　済 18 体育 産業人材育成センター米子校 自動車整備
26 体育 四国大学 文  学 19 普通 出雲医療看護専門学校 臨床工学士
27 普通 四国大学 経済情報 20 普通 島根職業能力開発短期大学校 設計・デザインコース
28 普通 四国大学 経済情報 21 普通 岡山医療福祉専門学校 介護福祉
29 普通 四国大学 経営情報 22 普通 岡山理科大学専門学校 動物看護
30 普通 四国大学 経営情報 23 普通 倉敷ビューティーカレッジ
31 普通 福岡大学 人　文 24 体育 朝日医療大学校 柔道整復
32 体育 長崎国際大学 人間社会 25 普通 広島工業大学専門学校 建築
33 卒普 松山大学 薬　学 26 体育 MSH医療専門学校 柔道整復
34 卒普 徳島文理大学 薬　学
35 卒普 徳島文理大学 薬　学

コース 企　業　名
1 普通 ニチイ学館

コース 学　校　名 学科／専攻 2 普通 スティルフーズ株式会社
1 普通 三重県立短期大学 法　経 3 体育 神戸洗管工業株式会社
2 普通 島根県立短期大学 総合文化 4 体育 正栄工業

5 普通 ＪＡ葬祭センター
6 普通 清水興業

コース 学　校　名 学科／専攻 7 普通 宝製菓
1 普通 京都経済短期大学 経　済 8 普通 日本郵便
2 普通 池坊短期大学 幼児保育 9 普通 リサクリエイティブプロダクツ
3 普通 武庫川女子短期大学 日本語文化 10 普通 すし弁慶
4 普通 神戸女子短期大額 栄　養 11 普通 寿製菓
5 普通 鳥取短期大学 食物栄養 12 普通 チュウブ
6 普通 鳥取短期大学 食物栄養 13 普通 神鋼機器
7 普通 鳥取短期大学 幼児教育保育 14 体育 明治製作所
8 普通 鳥取短期大学 幼児教育保育 15 体育 宝製菓
9 普通 鳥取短期大学 幼児教育保育 16 体育 東宝企業

10 普通 鳥取短期大学 幼児教育保育 17 体育 コスモス薬品
11 普通 鳥取短期大学 幼児教育保育 18 体育 ネクステージサービスクリエイツ（牛角）
12 体育 鳥取短期大学 幼児教育保育 19 体育 流通株式会社
13 体育 鳥取短期大学 幼児教育保育 20 体育 日本港運株式会社
14 普通 鳥取短期大学 国際文化交流

15 普通 鳥取短期大学 情報・経営
16 普通 中国短期大学 情　報 コース 業　種　名
17 普通 美作短期大学 栄　養 1 体育 海上自衛隊

2 体育 海上自衛隊
3 普通 海上自衛隊

1 普通 法村友井バレエ団 4 体育 航空自衛隊
5 体育 鳥取県警
6 体育 陸上自衛隊
7 体育 陸上自衛隊
8 体育 陸上自衛隊
9 体育 陸上自衛隊

10 普通 陸上自衛隊
11 普通 陸上自衛隊
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