
〈大学〉

学校名 学部 学科

経済学部 経済学科

都市創造学部 都市創造学科
文学部 人文学科・現代文化表現学科・コミュニケーショ文化学科

マネジメント学部 マネジメント学科・生活環境マネジメント学科

観光コミュニティ学部 コミュニティデザイン学科

心理学部 臨床心理学科

こども学部 こども学科

社会学部 総合福祉学科・現代社会学科
社会学部 人間心理学科・現代社会学科・経営社会学科

メディアコミュニケーション学部 マスコミュニケーション学科・情報文化学科・こどもコミュニケーション学科

桜美林大学 ビジネスマネジメント学群 ビジネスマネジメント学類・エビエーションマネジメント学類

文学部 日本文学科

社会情報学部 社会情報学科（社会生活情報学専攻）
比較文化学部 比較文化学科

嘉悦大学 経営経済学部

神奈川大学 経済学部 現代ビジネス学科

工学部 機械工学科・電気電子情報工学科・応用化学科

創造工学部 自動車システム開発工学科・ロボットメカトロニクス学科・ホームエレクトロニクス開発学科

健康医療科学部 臨床工学科
応用バイオ科学部 応用バイオ科学科

家政学部 家政保健学科

児童学部 児童学科・子ども心理学科

教育学部 教育学科

文学部 国際英語学科・史学科・心理学科・日本文化学科

教育学部 幼児教育学科・児童教育学科
生活創造学部 生活文化学科・観光文化学科

社会学部 現代社会学科

理工学部 生命科学コース・数理物理コース・応用化学コース・先進機械コース・電気電子コース・土木都市防災コース・情報ネットメディアコース

建築・環境学部 建築環境学科

人間共生学部 共生デザイン学科
共栄大学 国際経営学部 国際経営学科

杏林大学 外国語学部 英語学科・中国語学科・観光交流文化学科

人文学部 日本語日本文化学科・英語コミュニケーション学科

人間社会学部 国際社会学科・社会園芸学科

先進工学部 応用化学科・環境化学科･応用物理学科

工学部 機械システム工学科・電気電子工学科
文学部 日本文学科

人間開発学部 健康体育学科

政経学部 政治行政学科・経済学科

理工学部 機械工学系・電子情報学系・建築学系・まちづくり学系・人間情報学系・フレキシブル・基礎理学系

こども教育宝仙大学 こども教育学部 幼児教育学科

駒沢女子大学 人間総合学群 人間文化学類・観光文化学類・心理学類・住空間デザイン学類
人間学部 人間文化学科・心理学科・子ども発達学科

経済経営学部 経済経営学科

学芸学部 日本語日本文学科・英語文化コミュニケーション学科・子ども教育学科・メディア情報学科・生活デザイン学科

人間社会学部 社会マネジメント学科・人間心理学科

三育学院大学 看護学部 看護学科
産業能率大学 情報マネジメント学部 現代マネジメント学科

文学部 国文学科・英文学科・美学美術史学科

生活科学部 食生活科学科（食物科学専攻）・生活文化学科（生活心理専攻）・現代生活学科

総合経営学部 企業経営学科

英語情報マネジメント学部 英語情報マネジメント学科
観光ビジネス学部 観光ビジネス学科

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）・健康栄養学科・食品開発学科

教育人文学部 幼児教育学科・児童教育学科・心理学科・文芸文化学科
社会情報デザイン学部 社会情報デザイン学科

総合福祉学部 社会福祉学科・実践心理学科・教育福祉学科

コミュニティ政策学部 コミュニティ政策学科

看護栄養学部 栄養学科

経営学部 経営学科・観光経営学科

教育学部 こども教育学科

人文学部 歴史学科・表現学科

看護学部 看護学科
経営文化学部 ビジネスマネジメント学科・経営法学科

コミュニケーション文化学部 異文化コミュニケーション学科・生活心理学科・日本文化コミュニケーション学科・子ども学科

観光メディア文化学部 観光文化学科・メディア情報文化学科

理学部 化学科・数学科

薬学部 薬学科・薬科学科・医療栄養学科

経済学部 経済学科

経営学部 マネジメント総合学科

現代政策学部 社会経済システム学科

薬学部 医療薬学科
福祉総合学部 福祉総合学科

経営情報学部 総合経営学科

国際人文学部 国際文化学科・国際交流学科
観光学部 観光学科

メディア学部 メディア情報学科

湘南工科大学 工学部 機械工学科・コンピュータ応用学科・電気電子工学科・総合デザイン学科・情報工学科・人間環境学科

総合政策学部 総合政策学科

芸術情報学部 音楽表現学科・音楽応用学科・舞台表現学科・情報表現学科

スポーツマネジメント学部 スポーツマネジメント学科

昭和音楽大学 音楽部 音楽芸術表現学科・音楽芸術運営学科

女子栄養大学 栄養学部 保健栄養学科栄養科学専攻・食文化栄養学科
女子美術大学 芸術学部 美術学科（洋画専攻・立体アート専攻・芸術文化専攻）

白梅学園大学 子ども学部 家族地域支援学科・発達臨床学科

杉野服飾大学 服飾学部 服飾学科・服飾表現学科

法学部 法律学科
経済経営学部 経済経営学科

メディア情報学部 メディア情報学科

スポーツ科学部 スポーツ科学科

心理学部 心理学科

政治経済学部 政治経済学科

人文学部 欧米文化学科・日本文化学科・児童学科

心理福祉学部 心理福祉学科

児童学部 児童学科（昼・夜）

心理・福祉学部 心理学科・社会福祉学科

文学部 文学科

音楽学部 音楽学科
人間栄養学部 人間栄養学科

看護学部 看護学科

サービス経営学部 サービス経営学科・健康福祉マネジメント学科

看護学部 看護学科

洗足学園音楽大学 音楽学部

外国語学部 英語学科

スポーツ健康科学部 看護学科
商学部 商学科

経営学部 経営学科

人間科学部 人間科学科

宝塚大学 東京メディア芸術学部 メディア芸術学科

経営情報学部 経営情報学科・事業構想学科
グローバルスタディーズ学部 グローバルスタディーズ学科

文学部 英語教育学科

芸術学部 音楽学科・アートデザイン学科・演劇舞踊学科（美術工芸コース）

経営学部 国際経営学科

リベラルアーツ学部 リベラルアーツ学科
農学部 生産農学科・環境農学科・先端食農学科・生産農学科

指定校推薦一覧　　令和3（２０２1）年度入試　令和2年8月8日現在

大妻女子大学

浦和大学

淑徳大学

「指定校推薦」とは、大学・短大側が特定の高校を指定して推薦を依頼するもので、主に過去数年間の、その大学・短大への入学実績などで指定校の枠がもらえます。

亜細亜大学

跡見学園女子大学

江戸川大学

鎌倉女子大学

川村学園女子大学

関東学院大学

恵泉女学園大学

神奈川工科大学

國學院大学

埼玉学園大学

相模女子大学

工学院大学

国士舘大学

実践女子大学

秀明大学

十文字学園女子大学

松蔭大学

城西大学

城西国際大学

尚美学園大学

聖学院大学

聖徳大学

西武文理大学

駿河台大学

大東文化大学

高千穂大学

多摩大学

玉川大学



工学部
ソフトウェアサイエンス学科・エンジニアリングデザイン学科・情報通信工学科・数学教員養成プログラム
エンジニアリングデザイン学科

薬学部 薬学科

危機管理学部 危機管理学科・保健医療学科・動物危機管理学科
看護学部 看護学科

工学部 機械電子創成工学科・先端材料工学科・電気電子工学科・情報通信システム工学科・応用化学科・機械工学科

創造工学部 都市環境工学科・デザイン科学科

先進工学部 未来ロボティクス学科・知能メディア工学科・生命科学科

情報科学部 情報工学科・情報ネットワーク学科

社会システム科学部 経営情報科学科・プロジェクトマネジメント学科・金融経営リスク科学科
鶴見大学 文学部 日本文学科・英語英米文学科・文化財学科・ドキュメンテーション学科

経済学部 観光経営学科

文学部 史学科

外国語学部 外国語学科スペイン語コース

理工学部 機械精密システム工学科・航空宇宙工学科（航空宇宙工学コース）・バイオサイエンス学科

医療技術学部 柔道整復学科

生命環境学部 アニマルサイエンス学科・生命科学科・自然環境学科
医療科学部 東京柔道整復学科・医療福祉学科・理学療法学科・作業療法学科・柔道整復学科

教育人間科学部 幼児保育学科・学校教育学科・こども学科

帝京平成大学 現代ライフ学部 人間文化学科（福祉コース・メディア文化コース・グローバルコミュニケーションコース）・観光経営学科

デジタルハリウッド大学 デジタルコミュニケーション学部 デジタルコンテンツ学科
人間福祉学部 社会福祉学科（社会福祉専攻・介護福祉専攻）・心理福祉学科

子ども未来学部 子ども未来学科

人間科学部 心理学科

桐蔭横浜大学 医用工学部 生命医工学科

スポーツ健康政策学部 スポーツ健康政策学科

東京有明医療大学 保健医療学部 鍼灸学科・柔道整復学科

東京医療学院大学 保健医療学部 リハビリテーション学科（作業療法学専攻・理学療法学専攻）・看護学科
家政学部 環境教育学科・服飾美術学科・造形表現学科

人文学部 英語コミュニケーション学科・教育福祉学科

東京家政学院大学 現代生活学部 現代家政学科・生活デザイン学科・児童学科・食物学科

デザイン学部 視覚デザイン専攻・工業デザイン専攻

メディア学部 メディア学科

コンピュータサイエンス学部 先進情報専攻・人工知能専攻
工学部 機械工学科・電気電子工学科・応用化学科

工学部 機械コース・電気電子コース・情報コース・化学材料コース・建築コース

芸術学部 写真学科・デザイン学科・インタラクティブメディア学科

国際関係学部 国際関係学科・国際メディア学科

人間社会学部 福祉心理学科・人間スポーツ学科・スポーツ科学科
東京情報大学 総合情報学部 総合情報学科

東京女子医科大学 看護学部 看護学科

東京女子体育大学 体育学部 体育学科

東京聖栄大学 健康栄養学部 食品学科

応用心理学部 臨床心理学科

経営学部 経営学科
システムデザイン工学部 デザイン工学科

未来科学部 建築学科・ロボットメカトロニクス学科

工学部 電気電子工学科・機械工学科・情報通信工学科・電子システム工学科・応用化学科・先端機械工学科

理工学部 理工学科（理学系・生命科学系・電子工学系・機械工学系・情報システムデザイン学系・建築都市環境学系）

工学部第二部 電気電子工学科・機械工学科・情報通信工学科

東京農業大学 生物産業学部 海洋水産学科
社会福祉学部 社会福祉学科

保育児童学部 保育児童学科

心理学部 心理学科

教育学部 教育学科

東京富士大学 経営学部 経営学科・イベントプロデュース学科
モチベーション行動科学部 モチベーション行動科学科

こども心理学部 こども心理学科

東邦大学 理学部 物理学科

文学部 東洋思想文化学科

文学部イブニングコース 東洋思想文化学科
国際学部イブニングコース 国際地域学科（地域総合専攻）

社会学部イブニングコース 社会学科
グローバルコミュニケーション学部 グローバルコミュニケーション学科・英語コミュニケーション学科

人間科学部 人間科学科

現代経営学部 現代経営学科
日本大学 文理学部 物理学科

日本経済大学 経営学部 経営学科・グローバルビジネス学科・芸創プロデュース学科
基幹工学部 機械工学科・電気電子通信工学科・応用化学科

先進工学部 ロボディクス学科・情報メディア工学科

建築学部 建築学科（建築コース・生活環境デザインコース）
日本獣医生命科学大学 応用生命科学部 食品科学科

日本文化大学 法学部 法学科

日本薬科大学 薬学部 医療ビジネス薬科学科・薬学科
人間科学部 健康栄養学科・ヘルスフードサイエンス学科

保健医療学部 リハビリテーション学科（義肢装具学専攻）

服装学部 ファッションクリエイション学科・ファッション社会学科
造形学部 デザイン造形学科・建築インテリア学科

国際文化学部 国際文化観光学科・国際ファッション文化学科・応用健康心理学科

経営学部 経営コミュニケーション学科

人間学部 コミュニケーション社会学科・心理学科・児童発達学科・人間福祉学科（ソーシャルワークコース・福祉マネジメントコース）

外国語学部 英語コミュニケーション学科

グローバル学部 グローバルコミュニケーション学科・日本語コミュニケーション学科・グローバルビジネス学科

経営学部 経営学科・会計ガバナンス学科

文学部 日本文学文化学科

法学部 法律学科・政治学科

経済学部 経済学科
人間科学部 人間科学科・社会福祉学科

データサイエンス学部 データサイエンス学科

工学部 環境システム学科・数理工学科・建築デザイン学科

武蔵野音楽大学 音楽学部 演奏学科・音楽総合学科

武蔵野学院大学 国際コミュニケーション学部 国際コミュニケーション学科

経営学部 経営学科

人文学部 国際コミュニケーション学科・日本文化学科・福祉実践学科

心理学部 心理学科

理工学部 総合理工学科

情報学部 情報学科

建築学部 建築学科
デザイン学部 デザイン学科

人間学部 人間福祉学科・子ども学科

社会学部 社会情報学科・地域社会学科
外国語学部 中国語学科・日本語教育学科

メディア学部 メディア学科

ものつくり大学 技能工芸学部 総合機械学科・建設学科

ヤマザキ動物看護大学 動物看護学部 動物看護学科・動物人間関係学科

横浜美術大学 美術学部 美術・デザイン学科

横浜薬科大学 薬学部 漢方薬学科・臨床薬学科・薬科学科

環境システム学科

地理学科
子ども教育福祉学科

社会福祉学科

法学部 法学科（企業法公共政策コース・現代社会コース）

文学部 哲学科・史学科・社会学科・文学科（英語英米文学専攻コース）

仏教学部
経済学部 経済学科・経営学科

社会学部 社会学科・国際観光学科

流通情報学部 流通情報学科

法学部 ビジネス法学科・自治行政学科

スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科・スポーツコミュニケーション学科
和光大学 現代人間学部 心理教育学科子ども教育専修保育コース（幼児教育課程）
和洋女子大学 家政学部 服飾造形学科・家政福祉学科

帝京大学

帝京科学大学

田園調布学園大学

東京家政大学

千葉科学大学

千葉工業大学

玉川大学

文化学園大学

東京工科大学

東京工芸大学

東京国際大学

東京成徳大学

東京電機大学

東京福祉大学

東京未来大学

東洋大学

東洋学園大学

日本工業大学

人間総合科学大学

文京学院大学

武蔵野大学

目白大学

立正大学

地球環境科学部

社会福祉学部

明星大学

流通経済大学



学科

生活デザイン専攻・食物栄養専攻

幼児教育学科（第一部）・幼児教育学科（第二部）・地域保育学科・文化表現学科

子ども教育学科
家政科（家政専攻）

初等教育学科

ビジネス実務学科・こども学科

日本文化学科・人間教育学科

国文学科・総合教養学科・幼児児童教育学科

国際コミュニケーション学科
幼児保育学科・健康栄養学科（食物栄養専攻・調理製菓専攻）

保育科

商学科・国際コミュニケーション学科

日本語コミュニケーション学科・英語コミュニケーション学科

健康福祉学科（社会福祉コース・介護福祉コース）・こども学科

ビジネス総合学科

英語科

昭和音楽大学短期大学部 音楽科

食物栄養学科

造形学科

服飾学科
保育科（一部・二部）・総合文化学科

拓殖大学北海道短期大学 農学ビジネス学科・保育学科

歯科衛生科

人間文化学科・現代ビジネス学科

生活科学科（生活科学専攻・食物栄養専攻）・こども教育学科（こども教育専攻）・ライフケア学科（臨床検査専攻・柔道整復専攻[昼夜]）

保育学科
食物栄養学科・国際コミュニケーション学科

保健体育学科・児童教育学科

健康生活学科（健康栄養専攻・健康マネジメント専攻）

健康生活学科（健康スポーツ専攻）

製菓学科・ビジネス社会学科・歯科衛生学科

〈短期大学〉

国際短期大学

学校名

愛国学園短期大学

秋草学園短期大学

有明教育芸術短期大学

大妻女子大学短期大学部
鎌倉女子大学短期大学部

川口短期大学

國學院大學栃木短期大学

國學院大学北海道短期大学部

鶴見大学短期大学部

国際学院埼玉短期大学
駒沢女子短期大学

埼玉女子短期大学

実践女子短期大学

淑徳大学短期大学部

城西短期大学
上智大学短期大学部

女子栄養大学短期大学部

女子美術大学短期大学部

杉野服飾大学短期大学部

聖徳大学短期大学部

目白大学短期大学部

帝京大学短期大学

帝京短期大学

貞静学園短期大学

戸板女子短期大学
東京交通短期大学

東京女子体育短期大学

武蔵丘短期大学


