
令和3年度　私立全日制・定時制高等学校入試出願状況 （令和3年１月22日１２時締切り）

総務部私学・県立大学振興課
募集定員 志願倍率

Ａ 専願 併願 計　Ｂ Ｂ／Ａ
(400) (249) (958) (1,207) (3.02) 専願のうち内部志願者　44人　 
400 252 938 1,190 2.98 Ⅰ類:専願　105人　併願　67人、Ⅱ類:専願　137人　併願 748人、Ⅲ類:専願 　10人　併願 　123人

(200) (127) (1,046) (1,173) (5.87) Ⅰ類: 専願 92人 併願 421人 、Ⅱ類: 専願 40人 併願 451人
200 132 872 1,004 5.02

滋賀短期 生活 (80) (33) (90) (123) (1.54)
大学附属 デザイン科 80 33 104 137 1.71

(280) (160) (1,136) (1,296) (4.63)
280 165 976 1,141 4.08

(240) (206) (1,386) (1,592) (6.63) ｱｶﾃﾞﾐｰｺｰｽ　 専願 17人 併願 538人
全 240 192 1,326 1,518 6.33 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｺｰｽ　専願 82人 併願 561人 、総合コース　  専願　93人 併願 227人

(160) (12) (67) (79) (0.49) ｷｬﾘｱｺｰｽ　　　専願14人 併願 48人
160 14 48 62 0.39

(400) (218) (1,453) (1,671) (4.18)
400 206 1,374 1,580 3.95

(320) (294) (1,084) (1,378) (4.31) 専願のうち内部志願者49人
320 276 1,091 1,367 4.27 学年制課程　　専願　196人 併願 1,091人 、単位制課程 専願 80人
(70) (64) - (64) (0.91) 専願のうち内部志願者　6人
70 46 - 46 0.66

(390) (358) (1,084) (1,442) (3.70)
日 390 322 1,091 1,413 3.62

(240) (156) (776) (932) (3.88) Ⅱ類: 専願 8人 併願 137人 、Ⅰ類: 専願 70人 併願 550人
240 139 709 848 3.53 Ｓ類:　　 専願 61人 併願 22人

(350) (155) (1,828) (1,983) (5.67) 専願のうち内部志願者　52人　
350 196 1,837 2,033 5.81

(210) (172) (465) (637) (3.03)
210 219 459 678 3.23
(35) (38) - (38) (1.09)
35 43 — 43 1.23

(245) (210) (465) (675) (2.76)
制 245 262 459 721 2.94

(160) (249) (226) (475) (2.97)
160 236 301 537 3.36
(80) (94) (495) (589) (7.36)
80 86 602 688 8.60

(40) (16) (45) (61) (1.53)
40 21 45 66 1.65

(120) (110) (540) (650) (5.42)
120 107 647 754 6.28

(100) (73) (6) (79) (0.79) 専願のうち内部志願者 　51人
100 62 5 67 0.67

(2,685) (1,938) (8,472) (10,410) (3.88)
2,685 1,947 8,337 10,284 3.83
(120) (81) (163) (244) (2.03)

定 120 83 160 243 2.03
食物 (40) (40) (53) (93) (2.33)

調理科 40 35 36 71 1.78
制 (160) (121) (216) (337) (2.11)

160 118 196 314 1.96

※　上段括弧内は前年度の数値です。
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