
                                                                                                                                                                                                                                                        

※昨年度の一覧となります。今年度(2022年度）の一覧・詳細はmanabaよりご覧いただけます。

番号 大学名 学部・学科
募集
人員

指定学科 年次 出願期間 備考 学内締切

社会福祉学部　社会福祉学科　社会福祉専攻　社会
福祉コース【伊勢崎・池袋・名古屋】

社会福祉学部　社会福祉学科　精神保健福祉専攻【伊
勢崎・池袋】

社会福祉学部　社会福祉学科　心理福祉専攻【伊勢
崎・王子】

保育児童学部　保育児童学科【伊勢崎・池袋】

心理学部　心理学科【伊勢崎・王子・名古屋】

教育学部　教育学科　学校教育専攻【伊勢崎・池袋】

教育学部　教育学科　国際教育専攻　国際教育コース
【伊勢崎・池袋】

2 兵庫大学
健康科学部　栄養マネジメント学科（管理栄養士養成
施設）

1 栄養科 3年次
2020年9月14日(月)

～10月8日（木）消印有効

インターネット出願となっており
ます。出願には「入学者選抜要
項」に記載のパスワードが必要
となります。(※)

9/7(月)

経営学部　流通マーケティング学科 1

コミュニケーション学部　コミュニケーション学科 1

現代法学部　現代法学科 1

4 女子栄養大学 栄養学部　食文化栄養学科 1 栄養科 3年次
2020年10月12日(月)

～10月16日（金）

・他大学・他短大との併願ができ
ない「専願制」です。
・出願資格に成績基準あり
・HP「受験生応援サイト」の【入
試情報】ページ「インターネット出
願」へアクセスの上、「出願登録」
が必要です。その際、パスワード
入力が必要です。(※)

10/6(火）

5 東洋英和女学院大学 人間科学部　人間科学科 1 短期大学部 3年次
2020年10月8日（木）

～10月14日（水）
郵送のみ、消印有効

書類一式9月に到着予定 10/1（木）

人間関係学部　心理学科

人間関係学部　子ども発達学科

健康福祉学部　総合福祉学科

健康福祉学部　管理栄養学科

学芸学部　日本語日本文学科 1

学芸学部　英語文化コミュニケーション学科 2

学芸学部　メディア情報学科 1

人間社会学部　社会マネジメント学科 1

人間社会学部　人間心理学科 1

政治経済学部　政治経済学科 2

人文学部　児童学科 1

心理福祉学部　心理福祉学科 1

経営学部　流通マーケティング学科 計15

コミュニケーション学部　コミュニケーション学科 計15

現代法学部　現代法学科 計15

児童学部　児童学科

心理・福祉学部　心理学科

心理・福祉学部　社会福祉学科

文学部　文学科

音楽学部　演奏学科

音楽学部　音楽総合学科

短期大学部　専攻科　医療保育専攻

短期大学部　専攻科　服飾文化専攻

人間文化学類

観光文化学類

第1回：　2020年12月2日(水)
　　　　　　～12月8日（火）

第2回：　2021年2月6日（土）
　　　　　　～2月12日（金）

※締切日必着

11/25（水）

若干
名

短期大学部

医療保育専攻の志願者は、指定の当該保育士
養成施設において保育士資格を2021年3月に取
得見込みであること。
免許状等を取得しようとする人は要項にてご確
認ください。

11 駒沢女子大学
若干
名

短期大学部 3年次

9/18(金)

10 聖徳大学

若干
名

短期大学部 3年次

2020年9月15日(火)
～9月29日（火）

(最終日17時必着)
9/18(金)

9 東京経済大学 短期大学部 3年次
2020年9月28日(月)

～10月1日（木）
　　　　　　消印有効

出願サイト登録および郵送出願
が必要です。「入学試験要項」の
閲覧にパスワードが必要となり
ます。
(※)

10/7(水）

8 聖学院大学 短期大学部
3年次
（原則）

2020年11月2日(月)
～11月11日（水）

資格・免許取得を希望するかど
うかによって、2年次への編入に
なる場合がありますので、必ず
事前にオープンキャンパスなど
でご相談ください。

10/26（月）

7 相模女子大学 短期大学部 3年次
2020年10月14日(水)

～11月9日（月）
　　　　　　消印有効

9/18(金)

6 東海学院大学 計4 不問

2年次・3
年次編入
どちらも
志願可

前期：2020年9月28日(月)
～10月8日(木)、

中期：2020年11月30日(月)
～12月10日(木)、

後期：2021年2月8日(月)
～2月18日(木)

出願開始日の1か月前までに予
備審査の申請をしてください。

A:9/23（水）
B:11/20（金）
C:2/1（月）

3 東京経済大学 短期大学部 3年次
2020年9月28日(月)

～10月1日（木）

・出願資格に成績基準あり
・入学試験要項、出願書類は東
京経済大学HPからダウンロード
し、作成してください。

2021年度入学　指 定 校 推 薦 編 入　・　推 薦 入 試

1 東京福祉大学 各２名 短期大学部

１期：2020年9月14日(月)
～9月23日（水）(必着）

２期：2020年11月2日(月)
～11月11日（水）(必着）

出願書類は東京福祉大学HPか
ら所定書式をダウンロードし、作
成してください。

２期：
10/26(月)
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※昨年度の一覧となります。今年度(2022年度）の一覧・詳細はmanabaよりご覧いただけます。

番号 大学名 学部・学科
募集
人員

指定学科 年次 出願期間 備考 学内締切

2021年度入学　指 定 校 推 薦 編 入　・　推 薦 入 試

人間学部　子ども発達学科

人間学部　健康スポーツ学科

人間学部　心理カウンセリング学科

13 嘉悦大学 経営経済学部 2 短期大学部 3年次
2020年10月26日(月）

～11月6日（金）
10/16(金)

人間学部　子ども学科 1

社会学部　社会情報学科 1

社会学部　地域社会学科 1

人文学部　日本語日本文化学科

人文学部　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

人間社会学部　社会園芸学科

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

1

グローバル・コミュニケーション学部　英語コミュニケー
ション学科

1

人間科学部　人間科学科 1

現代経営学部　現代経営学科 2

17 杏林大学 総合政策学部 2 短期大学部 3年次

　【WEB出願登録】
     2020年10月23日(金)9時
　         ～11月5日（水）17時
　【出願書類郵送】
    出願締切日必着
※WEB受験票は、2020/11/2(月)
以降にマイページ上で発行

協定校制推薦 10/16(金)

現代家政学科 若干名

生活デザイン学科 若干名

Ⅰ期：
10/26（月）

Ⅱ期：
1/28（木）

18 東京家政学院大学 短期大学部 3年次

Ⅰ期：2020年11月2日(月)
～11月14日（土）

Ⅱ期：2021年2月4日（木）
～2月17日（水）

※現代家政学科はⅡ期を実施し
ません。

推薦基準有 10/26(月)

16 東洋学園大学 短期大学部 3年次

【WEB出願】11111111111111
2020年11月1日(日)

～11月11日(水)22：00

【出願書類提出締切】111111
11月12日(木)

※必着

募集要項はWEBに掲載されてい
ます。希望者はキャリア支援課
までお問い合わせください。

10/26(月)

15 恵泉女学園大学
若干
名

短期大学部 3年次
2020年11月1日(日）

～12月1日（火）
※締切日必着

B:11/6（金）
C:1/22（金）

14 目白大学 短期大学部 3年次
2020年11月2日(月）

～11月9日（月）
※期間内必着

10/26(月)

12 太成学院大学 計2 短期大学部 3年次

A日程：2020年9月14日(月)
～9月25日(金)、持込：9/28(月）

B日程：2020年11月16日(月)
～11月27日(金)、持込：11/30(月）

C日程：2020年2月1日(月)
～2月12日(金)、持込：2/15(月）

※郵送：消印有効、持込：17:00迄

成績基準有
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