平成30～令和２年度 中学校卒業後の進路（過去3年間の進学先）
中学校名

東陽中学校

進

国公立

過去３年間
卒業人数
Ｈ 30：146 名

私立等

Ｒ

1：107 名

専修、専門、

Ｒ

2：104 名

通信制等を

本庄中学校

含む

国公立

過去３年間
卒業人数
Ｈ 30：139 名
Ｒ

1：130 名

Ｒ

2：138 名

玉津中学校

私立等
専修、専門、
通信制等を
含む

国公立

過去３年間
卒業人数
Ｈ 30：125 名
Ｒ

1：142 名

Ｒ

2：106 名

相生中学校

私立等
専修、専門、
通信制等を
含む

国公立

過去３年間
卒業人数
Ｈ 30：162 名
Ｒ

1：142 名

Ｒ

2：138 名

私立等
専修、専門、
通信制等を
含む

学

先

学

校

名

旭 (4)、阿倍野、生野支援、池田【徳島】、市岡 (8)、今宮 (4)、扇町総合、大阪ビジネスフロンティア (7)、大手前、か
わち野 (5)、北野、工芸 (3)、高津 (5)、港南造形 (4)、堺、咲くやこの花 (3)、桜宮 (5)、鯖江【福井】、四条畷、島根
中央【島根】
、清水谷 (9)、水都国際、住吉 (3)、成城 (19)、大正白稜、中央、鶴見商業、天王寺 (3)、登美丘、奈良
工業【奈良】、西、西成、寝屋川、花園 (13)、汎愛 (11)、阪南、東 (5)、東住吉、東住吉支援、東淀川、枚岡樟風、布
施 (10)、布施北 (8)、布施工科 (8)、港 (9)、南、都島工業 (10)、桃谷 (4)、八尾 (3)、八尾北、八尾翠翔 (3)、山本
(6)、夕陽丘、淀川工科
アナン学園、あべの翔学、ヴィーナスアカデミー学院大阪校、上宮 (4)、エコーペットビジネス総合学院【兵庫】(3)、
Ｎ【沖縄】、大阪偕星学園 (5)、大阪学院大学、大阪学芸、大阪薫英女学院、大阪国際滝井、大阪産業大学付属 (14)、大
阪商業大学 (7)、大阪情報コンピューター高等専修学校 (4)、大阪信愛学院、大阪電気通信大学 (3)、大阪桐蔭、大阪
美容専門学校、大阪夕陽丘学園 (7)、香ヶ丘リベルテ、科学技術学園【東京】、橿原学院【奈良】、関西大学第一、関西
福祉科学大学、近畿大学附属 (5)、金蘭会、クラーク記念国際【東京】、倉吉北【鳥取】(3)、興國 (7)、神戸野田【兵
庫】、金光大阪、金光藤蔭 (5)、金光八尾、志塾、四條畷学園、四天王寺、秀岳館【熊本】、樟蔭 (4)、常翔学園 (6)、常
翔啓光学園 (3)、昇陽、城南学園、尽誠学園【香川】、清風、相愛、第一学院、太成学院大学、天理【奈良】
、東海大学
付属大阪仰星、東海大学付属甲府【山梨】、東朋高等専修学校、浪速、阪南大学、東大阪大学敬愛、東山【京都】
、ヒュ
ーマンキャンパス【沖縄】、プール学院 (3)、松本国際【長野】、明星、明誠【島根】、桃山学院 (4)、履正社、立正大学
淞南【島根】、ルネサンス大阪、麗澤瑞浪【岐阜】、YMCA 学院 (4)
旭 (14)、芦間、阿倍野 (5)、生野工業、生野特別支援 (6)、泉尾工業、市岡 (6)、今宮、今宮工科 (4)、扇町総合、大
阪ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾛﾝﾃｨｱ (11)、大阪わかば (6)、大手前 (4)、勝山、門真なみはや、かわち野 (3)、北野、柴島 (3)、工芸 (4)、
高津 (8)、港南造形 (3)、桜宮 (7)、清水谷 (9)、水都国際、住吉 (4)、成城 (21)、たまがわ特別支援、中央、中央聴
覚支援、鶴見商業 (9)、天王寺、西、西成 (3)、西野田工科 (4)、日新、寝屋川、農芸、野崎、花園 (8)、汎愛 (6)、阪
南、東 (5)、東住吉、枚岡樟風、布施 (4)、布施北 (8)、布施工科 (5)、茨田、港 (7)、南、都島工業 (5)、桃谷 通信制、
桃谷 定時制、守口東、八尾 (3)、山本、夕陽丘、淀川清流 (3)、淀商業 (3)、久米島【沖縄】
藍野、飛鳥未来、アナン学園、あべの翔学、石見智翠館【島根】、上宮 (12)、Ｎ【沖縄】、追手門学院大手前 (7)、大
阪、大阪偕星学園 (3)、大阪学院大学、大阪学芸 (7)、大阪技能専門学校、大阪薫英女学院 (3)、大阪産業大学附属 (17)、
大阪商業大学 (7)、大阪情報ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ専門学校 (3)、大阪信愛女学院 (4)、大阪成蹊女子 (3)、大阪星光学院、大阪電気
通信大学、大阪夕陽丘学園 (9)、大阪緑涼、開智【和歌山】、鹿児島実業【鹿児島】、関西ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾊｲｽｸｰﾙ、関西創価、
岐阜第一【岐阜】、近畿大学附属 (6)、金蘭会、建国、興国 (7)、金光大阪、金光藤蔭 (12)、四條畷学園、四天王寺、昇
陽 (4)、常翔学園 (9)、清明学院、相愛、鶴岡東【山形】、天王寺学館 (3)、東海大学付属大阪仰星 (4)、同志社香里 (3)、
東朋高等専修学校、初芝立命館、浜松開誠館【静岡】、バンタン高等学院、東大阪大学敬愛 (3)、プール学院高等 (4)、
箕面自由学園、明徳義塾【高知】、桃山学院、盛岡大学附属【岩手】、矢板中央【栃木】、履正社、ルネサンス大阪 (3)、
ＹＭＣＡ学院、和歌山南陵【和歌山】
旭 (3)、芦間 (4)、阿倍野 (9)、生野 (3)、生野支援 (4)、泉尾工業 (5)、和泉、市岡 (7)、市立、今治西高等学校伯方
分校【愛媛】
、今宮、園芸、扇町総合、大阪教育大学附属平野、大阪ビジネスフロンティア、大阪わかば、大手前 (5)、
海洋【京都】、勝山、かわち野、北野、柴島 (6)、久米島【沖縄】、工芸、高津 (6)、港南造形、咲くやこの花、桜宮 (4)、
清水谷 (19)、城東工科、住吉 (3)、住吉商業、成城 (18)、たまがわ支援、中央、鶴見商業 (3)、天王寺 (3)、長吉、な
にわ高等支援、西 (4)、西成、西野田工科、日南振徳【宮崎】、日新 (8)、農芸、花園 (10)、汎愛 (8)、阪南 (3)、東、
東住吉、東住吉総合、東淀川、枚岡樟風、布施 (10)、布施北 (8)、布施工科、茨田、港 (11)、南、都島工業、桃谷、八
尾、八尾北 (3)、八尾翠翔、山本 (5)、夕陽丘 (3)、淀川工科、淀商業
青山【三重】、飛鳥未来、あべの翔学 (3)、上宮 (7)、Ｎ【沖縄】(3)、追手門学院大手前、大阪、大阪偕星学園 (9)、大
阪学芸 (11)、大阪国際大和田、大阪産業大学附属 (4)、大阪商業大学 (4)、大阪情報コンピューター高等専修 (3)、大
阪女学院、大阪スクールオブミュージック高等専修、大阪成蹊女子、大阪電気通信大学 (5)、大阪桐蔭 (3)、大阪夕陽
丘学園 (8)、大阪緑涼、大阪 YMCA 国際専門学校 高等課程、関西インターナショナルハイスクール、関西大倉、関西
福祉科学大学、近畿大学附属 (3)、金蘭会、クラーク記念国際 (3)、好文学園女子、興國 (5)、小松大谷【石川】
、金光
藤蔭 (7)、四條畷学園 (3)、下関国際【山口】、樟蔭、常翔学園、城星学園、昇陽、昭和学園【大分】、尽誠学園【香川】
、
生光学園【徳島】、清風、帝塚山学院、藤蔭【大分】、東朋高等専修 (4)、浪速、奈良大学附属【奈良】、西大和学園【奈
良】、初芝立命館、阪南大学 (4)、東大阪大学柏原、東山【京都】、益田東【島根】、松山聖陵【愛媛】、三重【三重】
、箕
面自由学園、明浄学院、明星、明徳義塾【高知】、桃山学院、履正社、ルネサンス、和歌山南陵【和歌山】
旭 (7)、芦間 (3)、阿倍野 (3)、生野 (3)、生野工業 (6)、生野支援、泉尾工業、市岡 (6)、園芸、扇町総合 (4)、大阪
ビジネスフロンティア (7)、大阪府教育センター付属、大手前 (3)、勝山、かわち野、柴島、久米島【沖縄】
、工芸、高
津 (7)、港南造形 (3)、御所実業【奈良】、咲くやこの花、桜宮 (3)、清水谷 (8)、城東工科、吹田、住吉、成城 (20)、
中央、鶴見商業 (7)、天王寺 (3)、登美丘、長吉、西、西成、西野田工科、日新、農芸、花園 (11)、汎愛 (16)、阪南、
東、東住吉、東住吉総合 (5)、東淀川、福岡女子【福岡】、布施 (14)、布施北 (4)、港 (7)、都島工業 (4)、桃谷 (3)、八
尾 (4)、八尾北 (5)、八尾翠翔、山本 (3)、夕陽丘 (6)、淀商業、緑風冠、和歌山工業高等専門学校【和歌山】
愛知啓成【愛知】
、藍野、アナン学園 (3)、あべの翔学 (3)、育英【兵庫】、石見智翠館【島根】、上宮 (17)、追手門学
院、追手門学院大手前 (7)、大阪 (4)、大阪 YMCA 国際専門学校、大阪偕星学園 (3)、大阪学院大学、大阪学芸 (20)、
大阪産業大学附属 (21)、大阪商業大学 (7)、大阪女学院、大阪信愛学院、大阪成蹊女子、大阪電気通信大学 (3)、大阪
桐蔭 (4)、大阪夕陽丘学園 (14)、尾道【広島】、香里ヌヴェール学院、関西創価、関西大学第一、関西大学北陽、近畿
大学工業高等専門学校【三重】、近畿大学附属 (8)、金蘭会、クラーク記念国際 (3)、倉吉北【鳥取】、KTC おおぞら高
等学院、興國 (11)、高知中央【高知】、好文学園女子、金光藤蔭 (11)、金光八尾、四天王寺東、樟蔭、常翔学園 (19)、
昇陽、清風 (4)、清明学院、太成学院大学、帝塚山【奈良】、桐蔭学園【神奈川】、東海大学付属大阪仰星、東朋高等専
修学校、日南学園【宮崎】、日本体育大学荏原【東京】、梅花、東大阪大学敬愛 (3)、プール学院、福知山成美【京都】、
報徳学園【兵庫】、松山学院【愛媛】、箕面自由学園、明星、桃山学院、八洲学園、山梨学院【山梨】、履正社、ルネサ
ンス大阪、YMCA 学院

※過去３年間 ( 平成 30 ～令和２年度の卒業生 ) の進学者数が 3 名以上の場合は、(
※進学先学校名は、五十音順に記載しています。
※大阪府外の進学先学校名は、【 】内に都道府県名を記載しています。

) 内に人数を記載しています。
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