指定校推薦（大学・短大）
No.
学校名
1 西武文理大学
2 大東文化大学
3 国際短期大学
4 横浜美術大学
5 大阪商業大学
6 有明教育芸術短期大学
7 淑徳大学短期大学部
8 駿河台大学
9 駿河台大学
10 駿河台大学
11 駿河台大学
12 駿河台大学
13 聖学院大学
14 聖学院大学
15 聖学院大学
16 聖学院大学
17 聖学院大学
18 埼玉工業大学
19 埼玉工業大学
20 城西短期大学
21 サイバー大学
22 多摩大学
23 多摩大学
24 静岡産業大学
25 静岡産業大学
26 江戸川大学
27 江戸川大学
28 秋草学園短期大学
29 秋草学園短期大学
30 武蔵丘短期大学
31 尚美学園大学
32 尚美学園大学
33 尚美学園大学
34 尚美学園大学
35 尚美学園大学
36 尚美学園大学
37 太成学院大学
38 ヤマザキ学園大学（A)
39 ヤマザキ学園大学（B)
40 同朋大学
41 同朋大学
42 同朋大学
43 同朋大学
44 環太平洋大学短期大学部
45 拓殖大学北海道短期大学
46 山梨学院大学
47 山梨学院大学
48 山梨学院大学
49 十文字学園女子大学
50 十文字学園女子大学
51 十文字学園女子大学
52 十文字学園女子大学
53 十文字学園女子大学
54 日本福祉大学
55 日本福祉大学
56 日本福祉大学
57 日本福祉大学
58 日本福祉大学
59 平成国際大学
60 中京学院大学
61 中京学院大学中京短期大学部
62 中京学院大学中京短期大学部

２０１６年度
学部・学科

サービス経営学科・健康福祉マネジメント学科

国際コミュニケーション学科
美術学部美術・デザイン学科
総合経営学部 経営学科
子ども教育学科
健康福祉学科 社会福祉コース
法学部
経済経営学部
メディア情報学部
現代文化学部
心理学部
政治経済学科
欧米文化学科
日本文化学科
こども心理学科
人間福祉学科
工学部（機械工学・生命環境科学・情報システム）

人間社会学部（情報社会・心理）
ビジネス総合学科
IT総合学部
経営情報学部
グローバルスタディーズ学部
経営学部 スポーツ経営学科 心理経営学科
情報学部 情報デザイン学科 国際情報学科

社会学部
メディアコミュニケーション学部
文化表現学科
幼児教育学科第二部
健康生活学科
芸術情報学部 音楽表現学科
芸術情報学部 音楽応用学科
芸術情報学部 舞台表現学科
芸術情報学部 情報表現学科
総合政策学部 総合政策学科
総合政策学部

ライフマネジメント学科

人間学部・経営学部

文学部 仏教学科
文学部 人文学科
社会福祉学部 社会福祉学科 社会福祉専攻
社会福祉学部 社会福祉学科 子ども学専攻

人間発達学科
全学科
法学部 法学科
法学部 政治行政学科
現代ビジネス学部
人間生活学部人間福祉学科
人間生活学部人間福祉学科

社会福祉・保育コース

社会福祉・介護福祉コース

人間生活学部文芸文化学科
人間生活学部生活情報学科
人間生活学部ﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科
社会福祉学部 社会福祉学科
経済学部 経済学科
健康科学部 福祉工学科
健康科学部

福祉工学科

国際福祉開発学科
法学部
経営学部
保育科
健康栄養学科

バリアフリーデザイン専修

指定校推薦（専門学校）

２０１６年度

No.
学校名
学科
1 専門学校お茶の水スクール・オブ・ビジネス ビジネス学科
2 篠原保育医療情報専門学校
こども保育学科 医療情報管理学科
3 テクノ・ホルティ園芸専門学校 専門課程
4 東京テクノ・ホルティ園芸専門学校 専門課程
5 草苑保育専門学校
6 西東京調理師専門学校
専門調理師科、調理師科
7 東京商科・法科学院専門学校 昼間部 キャリアデザイン学科 公務員・法律学科
8 日本電子専門学校
昼間部 全学科
9 東京製菓学校
洋菓子本科 和菓子本科 パン本科
10 埼玉自動車大学校
1級・2級自動車整備科
放送映像・建築･電気電子・臨床工学
11 読売理工医療福祉専門学校
12 東京豊島IT医療福祉専門学校 介護福祉学科・社会福祉学科・医療系学科・会計ビジネス学科
13 日本ウェルネス歯科衛生専門学校 歯科衛生士科Ⅰ部Ⅱ部（昼間部・夜間部）
14 西武学園医学技術専門学校
栄養士科
15 西武学園医学技術専門学校
臨床検査技師科
16 西武学園医学技術専門学校 東京池袋校 言語聴覚学科
17 西武学園医学技術専門学校 東京新宿校 義肢装具学科
18 ヤマノエステティック総合学院 エステティシャン
19 愛歯技工専門学校
20 学校法人 三幸学園首都圏校 多数
21 日本外国語専門学校
2・3年生全学科
22 大阪バイオメディカル専門学校
23 国際製菓専門学校 国際パティシエ調理師専門学校 昼間部 専門課程 全学科
24 国立音楽院
リトミック本科 ピアノ演奏科 他
25 尚美ミュージックカレッジ専門学校 学科多数
26 ミス・パリビューティ専門学校（大宮・東京校） トータルビューティ学科
27 ミス・パリビューティ専門学校（大宮・東京校） 美容学科
28 京都コンピュータ学院
全学科
29 ファッションカレッジ桜丘
30 関東工業自動車大学校
1級・2級自動車整備科、車体整備科
31 東京工学院専門学校
32 東京エアトラベル・ホテル専門学校
歯科衛生士学科Ⅰ部Ⅱ部 医療事務学科 視能訓練士学科Ⅰ部
33 日本医歯薬専門学校
34 専門学校デジタルアーツ東京 アニメ・マンガ、声優、ゲーム・デザイン
35 国立音楽院
リトミック本科 ピアノ演奏科 他
36 アルスコンピュータ専門学校 Ａ推薦
37 アルスコンピュータ専門学校 Ｂ推薦
38 専門学校読売自動車大学校
自動車整備学科・１級整備学科
39 ヤマザキ動物専門学校
全学科
40 専門学校日本医科学大学校
視能訓練士科
41 専門学校日本医科学大学校
看護師科
42 専門学校日本医科学大学校
医療情報管理科
43 東京アニメーションカレッジ専門学校
44 学校法人慈慶学園
多数
45 専門学校エビスビューティカレッジ ヘアスタイリスト トータルビューティ
46 日本ペット＆アニマル専門学校 ペット･ビューティーケア科 動物飼育科 水族館・ドルフィントレーナー科
クリエイターズ デザイン ミュージック IT テクノロジー
47 日本工学院専門学校
クリエイターズ デザイン ミュージック IT テクノロジー 医療 スポーツ
48 日本工学院八王子専門学校
自動車整備科（1・2級自動車整備コース）
49 越生自動車大学校
50 越生自動車大学校
情報システム科
医療秘書、理学療法、作業療法 学科
51 前橋医療福祉専門学校
52 高崎歯科衛生専門学校
歯科衛生学科
53 国際製菓専門学校 国際パティシエ調理師専門学校 昼間部 専門課程 全学科
バイオ学科

バイオ技術学科

医療事務総合学科

医療福祉心理学科

こども心理学科

