
学校推薦型選抜　指定大学一覧

大 学 名 学  部 学  科 大 学 名 学  部 学  科

人文学科　　　　　 食品開発学科

現代文化表現学科　　 人間福祉学科

コミュニケーション文化学科 幼児教育学科 　　　　

マネジメント学科　　 児童教育学科　　　　 

生活環境マネジメント学科 心理学科 　　

観光デザイン学科 文芸文化学科 　　　　

コミュニティデザイン学科 社会情報デザイン学部 社会情報デザイン学科

心理学部　　　　　 臨床心理学科 社会福祉学科 

健康福祉学群　　　 精神保健福祉専修　　 実践心理学科

音楽　　　　　　　　 コミュニティ政策学部 コミュニティ政策学科

ビジュアル･アーツ　 経営学科　　 　　　 

被服学科　　　　　　 観光経営学科

ライフデザイン学科　 教育学部 　　　　 こども教育学科　　　 

社会情報学部 社会情報学科 人文学部 表現学科

人間関係学部 人間関係学科 薬学部 医療薬学科

比較文化学部　　　 比較文化学科　　　　 福祉総合学部　　　 福祉総合学科

理学部 情報科学科 経営情報学部　　　 総合経営学科

工学部 物質生命化学科 国際文化学科

家政学部 家政保健学科　　　　 国際交流学科

児童学科 　　　　　 観光学部　　　　 観光学科

子ども心理学科　　　 メディア学部　　　 メディア情報学科

教育学部 教育学科 　　　　　 実践栄養学科 　　　　

共立女子大学 文芸学部 文芸学科 保健栄養学科

英語学科　　　　　　 食文化栄養学科　　　 

中国語学科 美術学科

観光交流文化学科 デザイン･工芸学科

駒澤大学 経済学部　 　　　 経済学科　　　　　　 白梅学園大学 子ども学部　　　 家族･地域支援学科

日本語日本文学科　　 国語国文学科　　　　 

英語文化コミュニケーション学科 フランス語フランス文学科 

子ども教育学科　　　 英語英文学科　　　　 

メディア情報学科 児童文化学科　　　　 

生活デザイン学科　　 初等教育学科

社会マネジメント学科　　 スペイン語スペイン文学科

人間心理学科　　　　 英語英文学科

国文学科　　　　　　 地球市民学科

英文学科　　　　　　 文化史学科　　　　　

美学美術史学科 　　　 日本語日本文学科　　 

人間社会学科 　　　　 専修大学 経営学部 ビジネスデザイン学科

現代社会学科 大東文化大学 外国語学部 英語学科

食生活科学科 外国語学部 中国語学科

生活環境学科　 　　　 国際学部 国際学科

生活文化学科 機械システム工学科

現代生活学科 電子システム工学科

電子情報システム学科 デザイン学科

機械制御システム学科 情報工学科

環境システム学科 英語教育学科

生命科学科 国語教育学科　　　　 

数理科学科 アート･デザイン学科

デザイン工学部　 デザイン工学科 音楽学科

健康栄養学科 演劇･舞踏学科

食物栄養学科 国際経営学科　　　　 

実践女子大学

文学部

人間社会学部 

生活科学部

文学部　

芸術学部

児童学部

学校選抜型入試の指定校の枠は全部で500ほどあります。一部を抜粋して掲載しています。

大学ごとの選考基準（評定）に合った生徒が応募し、校内で筆記試験と面接で選考します。

※2020年度のものです。年度ごとに若干の変動があります。

家政学部

大妻女子大学

神奈川大学

鎌倉女子大学

十文字学園女子大学

淑徳大学

人間生活学部

教育人文学部

総合福祉学部

経営学部

城西国際大学
国際人文学部　　　 

栄養学部

観光コミュニティ―学部

芸術文化学群
桜美林大学

跡見学園女子大学

文学部

マネジメント学部

相模女子大学

学芸学部

外国語学部

人間社会学部

玉川大学 

芝浦工業大学
システム理工学部

十文字学園女子大学 人間生活学部

女子栄養大学

女子美術大学
杏林大学

人間総合学部

清泉女子大学 文学部

拓殖大学

工学部

芸術学部

白百合女子大学

文学部



学校推薦型選抜　指定大学一覧

大 学 名 学  部 学  科 大 学 名 学  部 学  科

観光学部　　　　 観光学科　　　　　　 数理情報工学科

リベラルアーツ学部 リベラルアーツ学科　 環境安全工学科　　　 

先端食農学科 創成デザイン学科

環境農学科　　　 看護学科　　　　　　

生産農学科　　 リハビリテーション学科

生産農学科理科教員養成プログラム 臨床工学科　　　　　

情報通信工学科　　　 経営学科

エンジニアリングデザイン学科 芸創プロデュース学科

マネジメントサイエンス学科 グローバルビジネス学科

ソフトウェアサイエンス学科 日本獣医生命科学大学 応用生命科学部 食品化学科 　　 

数学教員養成プログラム 日本文学科　　　　　

帝京大学 外国語学部 外国語学科 英文学科 

社会福祉学科 心理学科

心理福祉学科 文化学科　　　　　　

子ども未来学部 子ども未来学科 薬学科（６年制）　　 

人間科学部 心理学科 医療ビジネス薬科学科(4年制)

医用工学部　　　 生命医工学科 英語英米文学 　　　　

スポーツ健康政策学部 スポーツ健康政策学科 日本語日本文学科　　 

鍼灸学科　　　　　　 コミュニケーション学科

柔道整復学科　　　　 国際交流学部　　　 国際交流学科　　　　 

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 ファッションクリエイション学科

東京医療保健大学 医療保健学部 医療情報学科 ファッション社会学科 

現代家政学科　　　　 デザイン･造形学科　 

生活デザイン学科　　 建築･インテリア学科 

児童学科　　　　　 国際文化･観光学科　 

東京経済大学 現代法学部 現代法学科 国際ファッション文化学科 

機械コース 国際理解学科　　　　 

電気電子コース 国際観光学科　　　　

情報コース 経営学部 経営学科　　　　　　

化学･材料コース 外国語学部 英語コミュニケーション学科

建築学科　　　　　　 児童発達学科

芸術学部　　　　　 写真学科　 コミュニケーション社会学科

東京女子体育大学 体育学部　　　　 体育学科　　　　　　 心理学部 　　　 心理カウンセリング学科

理学系　　　　　　　 人間福祉学科 　　　　

生命科学系 子ども学科　　　　　

電子工学系 児童教育学科 　　　　

機械工学系 社会情報学科　　　　 

情報システムデザイン学系 地域社会学科 　　　　

建築学科　　　　　　 経営学部 経営学科

情報メディア学科　　 中国語学科

ロボット・メカトロニクス学科 韓国語学科 　　　　 

東京農業大学 生物産業学部 海洋水産学科 日本語･日本語教育学科　

東洋大学 文学部　　　　　 英米文学科　　　　　 作業療法学科 

人間科学部 人間科学科　　　　　 言語聴覚学科 

国際社会学科　 　　　 横浜美術大学 美術学部 美術･デザイン学科

国際コミュニケーション学科 横浜薬科大学 薬学部

商業学科　　　　　　 経営学部 　　　　 経営学科　　　　　　

経営学科 対人･社会心理学科

会計学科 臨床心理学科

機械工学科　　　 物理科学科

電気電子工学科　　　　　 電気電子工学科

土木工学科 環境都市工学科

応用分子化学科　　　　 アジア太平洋学部

マネジメント工学科 国際経営学部

一部抜粋　ほか多数

文教大学

文京学院大学

国際学部　

生産工学部

東京家政学院大学 現代生活学部

東洋英和女学院大学
国際社会学部 　　　

日本大学

商学部

桐蔭横浜大学

東京有明医療大学 保健医療学部　　　 

玉川大学

農学部

工学部　 

田園調布学園大学

人間福祉学部

日本大学 生産工学部

保健医療学部日本医療科学大学

経営学部

東京工芸大学
工学部

東京電機大学

理工学部

未来科学部

人間学部

目白大学

人間学部　

外国語学部

保健医療学部　　 

社会学部　　　 

日本経済大学

フェリス女学院大学
文学部　　

文化学園大学

服装学部

日本女子大学

文学部

人間社会学部

日本薬科大学 薬学部　　　　 

造形学部

国際文化学部

立正大学
心理学部

立命館大学 理工学部

立命館アジア太平洋大学


