
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

1 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
2018年9月10日(月)

～9月20日（木）

インターネット出願となっておりま
す。出願には「入学試験要項」に
記載のパスワードが必要となり
ます。

8/27(月)

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

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

4 東京家政学院大学 現代生活学部　現代家政学科 若干名 全学科 3年次
2018年8月27日(月)

～9月4日（火）
8/22(水)

5 東洋和英女学院大学 人間科学部　人間科学科 1 全学科 3年次
2018年11月1日(木)

～11月9日（金）
10/26(金)

臨床教育学部　教育学科

臨床教育学部　児童教育学科

経営教育学部　経営教育学科

7 東北文教大学 人間科学部　子ども教育学科 1 - 3年次
2018年9月11日(火)

～9月25日（火）
9/11(火)

8 女子栄養大学 栄養学部　食文化栄養学科 1 栄養科 3年次
2018年10月1日(月)

～10月5日（金）
9/21(金)

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

政治経済学部　政治経済学科 2

人間福祉学部　児童学科:* 1

人間福祉学部　こども心理学科 1

心理福祉学部　心理福祉学科** 1

11 嘉悦大学 経営経済学部 2 - 3年次

1期：2018年11月1日（木）
～11月9日（金）

（窓口受付は2018年11月
12日（月）のみ）

2期：2018年11月21日（水）
～11月30日（金）

（窓口受付は2018年12月3
日（月）のみ）

1期と2期の合計で2名 11/16(金)

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　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】

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

経営学部　現代ビジネス学科

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

現代経営学部　現代経営学科 2

人間科学部　人間科学科 1

人文学部　日本文化学科 1

人文学部　国際文化学科 1

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　保育専攻（昼間主コース）

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

17 杏林大学 総合政策学部 2 - 3年次

【WEB出願登録】1111111111
　2018年10月16日(火)9時

　～11月6日（火）17時
【出願書類郵送】1111111111

　2018年11月1日(木)
　～11月6日（火）必着

10/23(火)

人間学部　人間福祉学科 1

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

9/11(火)

16

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
士資格を平成31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。

若干
名

若干
名

- 3年次

-

10/18(木)

聖徳大学

18 目白大学 - 3年次
2018年11月1日(木)

～11月8日(木)
※郵送必着

募集人数：第1回・第2回・第3回
　　　　　　　各1名

12/10(月)

9/11(火)

15 駒沢女子大学 - 3年次

第1回：2018年11月6日(火)
～11月13日(火)

第2回：2018年11月27日(火)
～12月4日(火)

第3回：2019年1月8日(火)
～1月18日(金)

2018年9月11日(火)
～9月25日（火）

(最終日17時必着)

2018年9月11日(火)
～9月25日（火）

(最終日17時必着)

14 東洋学園大学 - 3年次 1/11(金)

13 大成学院大学 - 3年次

【人間学部】 11111111111111
A日程：2018年9月16日(日)1

～10月1日(月)、
B日程：2018年11月12日(月)

～11月27日(火)、
C日程：2019年1月28日(月)1

～2月11日(月・祝)
【経営学部】111111111111111
入試課にお問い合わせくださ

い。

※経営学部は、欠員が生じたた
め若干名募集いたします。

1/21(月)

東京福祉大学

東京経済大学

2

計1 10/25(木)
※池袋は保育士の取得を希望し
ない者のみ出願可

2018年10月29日(月)
～11月8日（木）

【Web出願】11111111111111
1期：2018年11月12日(月)

～11月18日(日)、
2期：2018年12月2日(日)1

～12月9日(日)、
3期：2019年2月2日(土)11

～2月7日(木)11
【出願書類提出締切】111111

1期：11月19日(月)、1111
2期：12月10日(月)、1111
3期：2月8日(金)111,1111

12

※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い
ただくようご指導ください。
*2年次編入の場合は人文学部児
童学科への編入になります。
**2年次編入の場合に限ります。

9/7(金)

10 聖学院大学 -
3年次
（原則）

2018年10月1日(月)
～10月31日（水）

9

10/17(水)

2018年9月18日(火)
～9月21日（金）

前期：2018年8月20日(月)
～8月30日(木)、

中期：2018年11月5日(月)
～11月15日(木)、

後期：2019年1月28日(月)
～2月7日(木)

10/19(金)

6 芦屋大学 計2 -

A日程：2018年8月20日(月)
～8月30日(木)、

B日程：2018年11月2日(金)
～11月9日(金)、

C日程：2019年1月28日(月)
～2月12日(火)

3年次-2

2019年度入学　指 定 校 推 薦 編 入　・　推 薦 入 試

3 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

2018年10月9日(火)
～11月3日（土・祝）

窓口受付11/5(月)まで

1/11(金)

相模女子大学

-

1/11(金)

- 3年次


