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高校生の進学・就職をサポートする NPONPONPONPO 法人高校法人高校法人高校法人高校ネットワークネットワークネットワークネットワーク(東京都新宿区／代表：赤岡広章)では、

昨年に引き続き、高校生の進学率や大学生の就職率に関し多くのデータを持つ｢｢｢｢株式会社株式会社株式会社株式会社    大学通信大学通信大学通信大学通信｣｣｣｣と商

業・実務系専門学校の最大手である｢｢｢｢学校法人学校法人学校法人学校法人    大原学園大原学園大原学園大原学園｣｣｣｣の協力を得て、2012 年 3 月卒業者のデータ

をもとにした大学と専門学校の就職率や資格取得状況について調査レポートを作成いたしました。 

 

≪≪≪≪不況不況不況不況によによによによりりりり慢性化慢性化慢性化慢性化するするするする就職難就職難就職難就職難、、、、家計家計家計家計のののの教育費教育費教育費教育費にもにもにもにも影響影響影響影響がががが    ～～～～    適切適切適切適切なななな進路選進路選進路選進路選びがますますびがますますびがますますびがますます重要重要重要重要にににに≫≫≫≫    

長引く不況は、若者の就職難を慢性化させています。2012 年 11 月に開催された若者雇用戦略推進

協議会における内閣府の報告によると、2012 年 3 月に大学を卒業した 56 万人のうち約 12 万人が就

職も進学もしなかったか、アルバイトなどで生活しています。 

家庭の教育費にも影響を与えています。文部科学省の発表によると、2012 年度の日本学生支援機構

の奨学金の貸与人員数は 134 万人で、1998 年度の 50 万人からわずか十数年間で 2.6 倍以上に増加

しています。学費の滞納や、経済的な理由による中退者が増加傾向にあるという話も多く耳にします。 

こうした状況下では、単に大学に行けば良いというのではなく、適切な進路選びがますます重要です。 

 

≪≪≪≪大学大学大学大学かかかか専門学校専門学校専門学校専門学校かかかか？？？？    就職状況就職状況就職状況就職状況やややや資格取得状況資格取得状況資格取得状況資格取得状況をををを比較比較比較比較≫≫≫≫    

今回も、大学と同時に専門学校への進学を検討する高校生や、再度専門学校に進学して就職や資格取

得を目指す大学既卒者・中退者の方々に有益なデータとなるよう、大学と専門学校の比較を行いました。 

具体的には、大学文系学部の中で最もメジャーな存在といえる関東・甲信地区の大学の商・経済・経

営系学部の就職率、公務員就職者数、そして代表的な国家資格である「公認会計士」の合格者数を、前

回と同様、同系統の設置コースを持つ「学校法人大原学園」の実績と比較検討します。 

 

≪≪≪≪調査結果調査結果調査結果調査結果のののの総評総評総評総評≫≫≫≫    

大学通信のデータと比較可能なデータを公表している専門学校は少なく、今回も専門学校は大原学園

のみとなりましたが、引き続き好調な就職実績を残していることからも、少なくとも大原学園、および

同様のレベルにある専門学校は、「就職や資格取得」といった場面では大学と比較しても高いレベルにあ

る事が改めてうかがえました。 

この比較データから「専門学校」より「大学」という従来の単純な比較は既に当てはまらなくなって

おり、それぞれが 2 極化し、大学の上位校と専門学校の上位校で 1 グループ、大学の下位校と専門学校

の下位校で 1 グループというカテゴリーになりつつあると考えられます。 

今回取り上げた大原学園の教育を見てみると、企業と密に連携を取りながら、社会人になった後で評

価される人材をどう創り上げるかに特化した専門教育を展開していることが、高い就職率に帰結してい

ると思われます。例えば、入学後２カ月で目指す資格を取得させることで勉強する習慣や自信をつけさ

せるカリキュラムや、内定後、入社までに受ける内定先企業の要望に沿ったカリキュラムは新人研修の

前倒しとも言え、今の時代にあった教育手法の一つとして今後も注目されていくでしょう。 

『『『『大学大学大学大学とととと専門学校専門学校専門学校専門学校のののの就職就職就職就職およびおよびおよびおよび資格取得状況比較資格取得状況比較資格取得状況比較資格取得状況比較    調査報告調査報告調査報告調査報告』』』』    Vol.2Vol.2Vol.2Vol.2    

就職難就職難就職難就職難がががが慢性化慢性化慢性化慢性化しししし、、、、家庭家庭家庭家庭のののの経済状況経済状況経済状況経済状況もももも厳厳厳厳しいしいしいしい時代時代時代時代におけるにおけるにおけるにおける適切適切適切適切なななな進路選進路選進路選進路選びとはびとはびとはびとは？？？？    

    



高校生ネットワークとしては、若者が元気良く働ける活気溢れる社会を目指して、従来の考え方に固

執しない調査を今後も続けてまいります。 

 

 

※｢就職率｣｢就職者数｣の情報提供元について 

[[[[株式会社株式会社株式会社株式会社    大学通信大学通信大学通信大学通信]]]]    

1965 年(昭和 40 年)創立。進学支援と私立学校支援のための先駆的な教育情報通信社としてスタート。創立以来、「サン

デー毎日」とのロングセラー企画『大学合格者高校別一覧』をはじめ、週刊朝日、ＡＥＲＡ、朝日新聞、読売新聞、毎日

新聞や各テレビ局等トップメディアとの共同編集により、学びの未来を拓く受験・進学や私学教育の充実・発展を支援す

る学校情報を数多く提供。 

所在地は、東京都千代田区二番町 11-7 

[[[[学校法人学校法人学校法人学校法人    大原学園大原学園大原学園大原学園]]]]    

1957 年(昭和 32 年)大原簿記学校を創立。大原簿記学校を代表とする専門学校、大学院大学、高等学校、幼稚園などを

擁する学校法人。設置校とグループ関連校をあわせて、札幌から沖縄までに 71 の専門学校を持つ。 

｢資格の大原｣｢就職の大原｣として、資格取得や就職において高い実績を誇る。 

本部所在地は、東京都千代田区西神田 1-2-10 

 

※｢公認会計士・大学別合格者数｣の出典元について 

[[[[公認会計士三田会公認会計士三田会公認会計士三田会公認会計士三田会]]]]    

｢三田会｣とは、慶應義塾関連の同窓会の名称で、同じ職種や職場の塾員によって組織される。中でも公認会計士三田会は、

１９７７年（昭和 52 年）9 月に発足し、国内の大学同窓会の中では最も古く、公認会計士試験合格者の増加と塾出身の

２０１1 年（平成 23 年）公認会計士試験合格者が 210 人と連続 37 年間、大学別で首位となったことなどにより、会

員数が急増し、義塾の中でも最大級の職域三田会となる。 

 

※本ニュースリリースは、2012 年 11 月 20 日付けで｢厚生労働記者会｣｢文部科学記者会｣に配布しております。 

 

＜本件に関するお問合せ先＞ 

NPO 法人 高校ネットワーク／担当：赤岡 

TEL.03-5325-4420／FAX.03-5325-4376／Mail:info@kokonetwork.org 

 



【関東・甲信地区の商・経済・経営系９１学部ランキング中、大原学園は前回より3.2ポイント上昇の

　91.3％を記録。全体３位相当の就職率】

順 学部
位 卒業者数

1 諏訪東京理科大学 長野 私 経営情報学部 94.0 79 63

2 一橋大学 東京 国 商学部 93.7 286 254

3 一橋大学 東京 国 経済学部 91.2 278 239

4 東京理科大学 東京 私 経営学部 90.3 279 233

5 東京大学 東京 国 経済学部 88.4 343 267

6 青山学院大学 東京 私 国際政治経済学部 87.3 285 233

7 立教大学 東京 私 経営学部 86.2 344 287

8 慶應義塾大学 東京 私 商学部 86.1 996 839

9 慶應義塾大学 東京 私 経済学部 85.7 1,159 955

10 成城大学 東京 私 経済学部 84.1 424 354

11 松本大学 長野 私 総合経営学部 84.0 189 158

12 武蔵大学 東京 私 経済学部 83.8 510 425

13 西武文理大学 埼玉 私 サービス経営学部 83.3 266 219

14 横浜国立大学 神奈川 国 経営学部 83.2 318 248

15 青山学院大学 東京 私 経済学部 82.8 517 413

16 上智大学 東京 私 経済学部 82.4 319 252

17 青山学院大学 東京 私 経営学部 82.1 541 432

18 立教大学 東京 私 経済学部 82.0 616 495

19 成蹊大学 東京 私 経済学部 81.8 511 413

20 学習院大学 東京 私 経済学部 81.1 524 417

21 國學院大学 東京 私 経済学部 81.0 623 498

千葉大学 千葉 国 法経学部 80.8 363 278

横浜国立大学 神奈川 国 経済学部 80.8 251 193

24 早稲田大学 東京 私 政治経済学部 80.7 988 752
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【大学の学部別就職率２０１１年度／関東地区の商・経済・経営系学部】

設置大学名 所在地
学部

就職者数
学部

学部
就職率

24 早稲田大学 東京 私 政治経済学部 80.7 988 752

信州大学 長野 国 経済学部 80.4 258 197

明治大学 東京 私 政治経済学部 80.4 1,167 921

27 早稲田大学 東京 私 商学部 80.2 1,005 765

28 国士舘大学 東京 私 政経学部 79.1 885 695

29 明治大学 東京 私 経営学部 79.0 709 548

30 武蔵野大学 東京 私 政治経済学部 77.8 147 112

情報提供：大学通信

情報提供：大原学園

今回ランキングの対象となったのは、前回の関東地区から、さらに甲信地区を加えた67大学の商・経済・経営系

95学部。そのうち上位30学部の就職率と、前回同様、大原学園の首都圏「専門課程」ビジネス系コースの就職率

とを比較したところ、大原学園の今回の就職率[91.3]は、全体の3位に相当。

大原学園の就職率は昨年より3.2ポイント上昇し、専門学校全体の就職率の上昇と比例した結果を残している。

■就職率の算出方法････各大学の就職率は、大学通信で従来公表している方法に準拠し、

　就職者数÷〔卒業者数－大学院進学者数〕×100で算出。

　一方の大原学園の就職率は、就職者数÷〔卒業者数－進学者数〕×100で算出。

　また大原学園の数値は、首都圏専門課程(東京･神奈川･千葉･埼玉・長野設置)の民間企業への就職を目指すビジネス系コース

　の合計実績をもとにした。

　※本データは2011年度卒業者（2012年３月卒業者）を対象としたものである。

　※大学の数値については、大学院への進学者数が未集計であったり、さらには“就職希望者”を分母に就職率を算出している大学も

　　多いため、各大学が公表している就職率と異なる場合がある。

　※各大学の就職課などが集計したデータで、原則として2012年3月卒業生の同年4月からの就職に関する数値。

　　ただし、東京大は「東京大学新聞」の集計値。

   ※｢商・経済・経営系学部」とは、学部名に「商」「経済」「経営」の言葉を含んだものとした。したがって学科構成や教育内容が

　　似ていても掲載していないものもある。

91.3 1,356 1,081
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≪解説≫

大原学園 ※首都圏 専門課程ビジネス系コース



【国家公務員Ⅱ種、地方公務員の就職者数でも安定した結果を出している大原学園】

順位 大学名 所在地 設置 人数 順位 大学名 所在地 設置 人数

1 大阪市立大学 大阪 公 43 1 日本大学 東京 私 825

2 立命館大学 京都 私 42 2 早稲田大学 東京 私 624

3 早稲田大学 東京 私 36 3 千葉大学 千葉 国 598

4 中央大学 東京 私 34 4 愛知教育大学 愛知 国 562

5 岡山大学 岡山 国 31 5 立命館大学 京都 私 542

6 東北大学 宮城 国 30 6 広島大学 広島 国 535

7 明治大学 東京 私 28 7 文教大学 埼玉 私 512

8 同志社大学 京都 私 25 8 中央大学 東京 私 502

9 香川大学 香川 国 23 9 東京学芸大学 東京 国 398

10 熊本大学 熊本 国 22 10 中京大学 愛知 私 354

11 法政大学 東京 私 21 11 近畿大学 大阪 私 337

広島大学 広島 国 20 12 法政大学 東京 私 336

福島大学 福島 国 20 13 武庫川女子大学 兵庫 私 331

14 東京理科大学 東京 私 19 14 岐阜聖徳学園大学 岐阜 私 329

愛媛大学 愛媛 国 17 15 金沢大学 石川 国 328

慶應義塾大学 東京 私 17 16 信州大学 長野 国 321

17 佐賀大学 佐賀 国 15 17 関西大学 大阪 私 321

上智大学 東京 私 14 18 熊本大学 熊本 国 306

大阪薬科大学 大阪 私 14 明治大学 東京 私 305

信州大学 長野 国 13 東洋大学 東京 私 298

山口大学 山口 国 13 21 龍谷大学 京都 私 296

立教大学 東京 私 13 22 宇都宮大学 栃木 国 292

23 近畿大学 大阪 私 12 23 同志社大学 京都 私 288
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【２０１１年度　公務員関連就職者数・大学ランキング】

■国家公務員Ⅱ種 ■地方公務員

12

15

18

20

23 近畿大学 大阪 私 12 23 同志社大学 京都 私 288

中京大学 愛知 私 11 24 北海道教育大学 北海道 国 287

関西大学 大阪 私 11 25 山口大学 山口 国 287

山形大学 山形 国 11 26 名古屋大学 愛知 国 286

27 関西学院大学 兵庫 私 9 27 東北大学 宮城 国 282

岐阜大学 岐阜 国 8 28 日本体育大学 東京 私 276

専修大学 東京 私 8 29 福島大学 福島 国 274

弘前大学 青森 国 8 30 三重大学 三重 国 250

※大原学園の就職者数は、全国の専門課程実績。 ※大原学園の就職者数は、全国の専門課程実績。

情報提供：大学通信 情報提供：大学通信

情報提供：大原学園 情報提供：大原学園

≪解説≫ ≪解説≫

アンケート調査の回答があった全国約700大学のうち、 アンケート調査の回答があった全国約700大学のうち、

国家公務員Ⅱ種の就職者があった大学は107大学。 地方公務員の就職者があった大学は457大学。

うち上位30位までをリストアップ。 うち上位30位までをリストアップ。

大原学園からの就職者数は、前回より2名増えて12名。 大原学園は前回と同様2位相当に当たるが、今回の数字

これは、近畿大学の23位に相当し、ランキングも前回 （761名）は1位の日本大学にさらに肉薄しており、

より2ポイントアップしている 全体の伸び率がない中で大原学園の数字が大きく伸びて

いるのが分かる。

※本データは2011年度卒業者（2012年３月卒業者）を対象と ※本データは2011年度卒業者（2012年３月卒業者）を対象と

　したものである。 　したものである。

※一部大学院修了者の人数を含んでいる大学がある。 ※一部大学院修了者の人数を含んでいる大学がある。
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76112 大原学園 専門課程大原学園 専門課程



【公認会計士の資格取得者数でも大原学園が躍進－前回の46名から11名増えて57名、

  ランキングも９位相当から明治大に次ぐ５位相当に】

【２０１1年度　公認会計士・大学別合格者ランキング】

1 慶應義塾大学 東京 私 210

2 早稲田大学 東京 私 169

3 中央大学 東京 私 96

4 明治大学 東京 私 83

5 立命館大学 京都 私 52

6 京都大学 京都 国 47

7 一橋大学 東京 国 46

8 東京大学 兵庫 国 44

9 同志社大学 京都 私 38

10 関西学院大学 兵庫 私 36

※大原学園の合格者数は、全国の専門課程実績。

出典：公認会計士三田会

情報提供：大原学園

≪解説≫

「公認会計士三田会」調べによる2011年度の「公認会計士」大学別合格者数ベスト10では、慶應義塾大学・

57大原学園 専門課程

順位 大学名 人数所在地 設置

「公認会計士三田会」調べによる2011年度の「公認会計士」大学別合格者数ベスト10では、慶應義塾大学・

早稲田大学が群を抜いて多いのは前年度と同様だが、3桁の合格者数を出しているのはこの2校だけで、

 前回152名だった中央大学は96名と、3位は確保したものの2桁にとどまっている。　

 大原学園専門課程は前年度の46名から57名と11名増やし、順位も9位相当から5位相当と大幅に合格者数を

 伸ばした。これは、他大学の合格者数が軒並み減少している中で特筆すべき現象である（因みに大原学園の

データは在校生のみが対象。大学の場合は卒業生まで含んでいるケースがある）。また、今回の全受験者中、

最年少合格者数は19歳で、この中には現役大学生に混じり大原学園の現役専門課程生も含まれている。

ちなみに大原学園では、大学生や社会人の公認会計士合格もサポートする｢社会人講座｣も保有しており、大原

学園全体の2011年度の合格者数は606人(社会人講座：549人、専門課程：57人／2012年2月10日現在)。

※大学別合格者数には、一部卒業生を含む

※大原学園専門課程の合格者数は、2011年度の在校生のみを対象とする

※大原学園全体の合格者数は、2011年度の全国大原グループ公認会計士コースで、合格に必要な科目(科目合格者(注)の

　場合は残り科目)の講義等をすべて受講して最終合格した者をいう

　 (注)科目合格者とは、2009年度または2010年度に全国の大原グループ公認会計士コースで、合格に必要な科目の講義

　   等を受講し、かつ受講した年度に当該科目に合格した者

※大原学園全体の合格者数には、旧二次試験の試験合格による短答免除者は含まず


