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38 星槎道都大学 経営 経営 38 文京学院大学 人間 人間福祉（福祉マネジメント） 1 51 千葉工業大学 機械工

38 星槎道都大学 社会福祉 社会福祉 40 明海大学 経済 経済 1 50 千葉工業大学 機械電子創成工

39 星槎道都大学 美術 デザイン 37 明海大学 不動産 不動産 1 50 千葉工業大学 先端材料工

42 星槎道都大学 美術 建築 41 目白大学 人間 人間福祉 1 51 千葉工業大学 電気電子工

40 北翔大学 生涯スポーツ 健康福祉 1 40 平成国際大学 法 1 50 千葉工業大学 情報通信システム工

44 東北工業大学 ライフデザイン クリエイティブデザイン・生活デザイン・経営コミュニケーション 1 41 平成国際大学 スポーツ健康 1 53 千葉工業大学 応用化学

東北生活文化大学 美術 美術表現 1 39 十文字学園女子大学 人間生活 人間福祉(保育コース) 1 51 千葉工業大学 建築

52 東北芸術工科大学 芸術 文化財保存修復 1 39 十文字学園女子大学 人間生活 人間福祉（介護福祉コース） 1 50 千葉工業大学 都市環境工

49 東北芸術工科大学 芸術 美術 1 45 十文字学園女子大学 人間生活 文芸文化 1 50 千葉工業大学 デザイン科

47 茨城キリスト教大学 生活科学 学科指定なし 1 38 十文字学園女子大学 人間生活 社会情報デザイン学科 1 54 千葉工業大学 未来ロボティクス

43 足利大学 工 機械分野 1 39 西武文理大学 サービス経営 サービス経営 53 千葉工業大学 生命科学

43 足利大学 工 電気電子分野 1 39 西武文理大学 サービス経営 健康福祉マネジメント 50 千葉工業大学 知能メディア工

43 足利大学 工 システム情報分野 1 40 埼玉学園大学 人間 人間文化 5 53 千葉工業大学 情報工

43 足利大学 工 建築・土木分野 1 42 埼玉学園大学 人間 子ども発達 5 52 千葉工業大学 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ

44 国際医療福祉大学 医療福祉 医療福祉・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 1 44 埼玉学園大学 人間 心理 5 44 千葉工業大学 経営情報科

44 白鷗大学 法 法律 36 埼玉学園大学 経済経営 経済経営 5 44 千葉工業大学 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

43 白鷗大学 経営 経営 40 尚美学園大学 芸術情報 音楽表現（ピアノ・声楽・管弦打楽器・作曲・ジャズ・ポップス・音楽教養・音楽教育専攻） 1 42 千葉工業大学 金融・経営リスク科

41 宇都宮共和大学 シティライフ 1 40 尚美学園大学 芸術情報 情報表現 1 39 中央学院大学 商 商 1

41 宇都宮共和大学 子ども生活 1 40 尚美学園大学 総合政策 総合政策 1 41 中央学院大学 法 法 1

39 文星芸術大学 美術 総合造形 2 43 共栄大学 国際経営 国際経営 2 41 東京情報大学 総合情報 総合情報 1

39 文星芸術大学 美術 デザイン 2 42 ものつくり大学 技能工芸 総合機械、建設 5 36 秀明大学 総合経営 企業経営 1

39 文星芸術大学 美術 マンガ 2 38 浦和大学 こども こども 1 36 秀明大学 英語情報マネジメント 英語情報マネジメント 1

38 関東学園大学 経済 経済 36 浦和大学 社会 総合福祉 1 38 秀明大学 観光ビジネス 観光ビジネス 1

37 関東学園大学 経済 経営 浦和大学 社会 現代社会 1 40 現代ライフ 人間文化（福祉コース）

41 上武大学 ビジネス情報 国際ビジネス 1 44 人間総合科学大学 人間科学 健康栄養 1 43 現代ライフ 人間文化（メディア文化コース）

43 上武大学 ビジネス情報 スポーツ健康マネジメント(スポーツマネジメントコース・スポーツトレーナーコース) 1 47 人間総合科学大学 人間科学 ヘルスフードサイエンス 2 41 現代ライフ 人間文化（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｺｰｽ）

44 高崎健康福祉大学 健康福祉学部 医療情報学科 1 53 東都大学 管理栄養 管理栄養 1 44 現代ライフ 経営学科（経営ｺｰｽ）

44 高崎健康福祉大学 健康福祉学部 社会福祉学科 1 39 江戸川大学 社会 人間心理、現代社会、経営社会 44 現代ライフ 経営学科（経営情報コース）

50 桐生大学 医療保健 看護 1 38 江戸川大学 ﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ マスコミュニケーション、情報文化 43 現代ライフ 観光経営

43 桐生大学 医療保健 栄養 1 39 江戸川大学 ﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ こどもコミュニケーション 47 健康メディカル 臨床心理

45 跡見学園女子大学 マネジメント 生活環境マネジメント 1 41 川村学園女子大学 文 国際英語・史学・心理・日本文化 4 48 健康医療スポーツ 柔道整復（ﾄﾚｰﾅｰ・柔道整復ｺｰｽ）

43 埼玉工業大学 工 機械工（機械工学専攻　ロボット・スマート専攻）　 2 41 淑徳大学 経営 経営 50 健康医療スポーツ 医療ｽﾎﾟｰﾂ（ﾄﾚｰﾅｰ・ｽﾎﾟｰﾂｺｰｽ）

44 埼玉工業大学 工 生命環境化学（バイオ環境化学専攻　応用化学専攻） 2 41 淑徳大学 経営 観光経営 42 和洋女子大学 家政 服飾造形 1

44 埼玉工業大学 工 情報システム（IT専攻　AI専攻　電気電子専攻） 2 40 城西国際大学 福祉総合 福祉総合 1 42 和洋女子大学 家政 家政福祉 1

36 埼玉工業大学 人間社会 情報社会（経営システム専攻　メディア文化専攻） 2 41 城西国際大学 経営情報 総合経営 1 40 上野学園大学 音楽 音楽(器楽コース、声楽コース、グローバル教養コース) 1

39 埼玉工業大学 人間社会 心理（ビジネス心理専攻　臨床心理専攻） 2 42 城西国際大学 国際人文 国際文化 1 43 桜美林大学 芸術文化学群 ビジュアル・アーツ 1

45 城西大学 経済 経済 1 43 城西国際大学 国際人文 国際交流 1 41 国立音楽大学 音楽 演奏・創作、音楽文化教育 1

45 城西大学 経営 マネジメント総合 1 39 城西国際大学 観光 観光 1 41 恵泉女学園 人文 日本語日本文化

39 駿河台大学 法 1 44 聖徳大学 児童 児童（昼間主) 42 恵泉女学園 人文 英語コミュニケーション

40 駿河台大学 経済経営 1 37 聖徳大学 児童 児童（夜間主) 42 恵泉女学園 人間社会 国際社会

37 駿河台大学 メディア情報 1 39 千葉経済大学 経済 41 恵泉女学園 人間社会 社会園芸

43 駿河台大学 心理 1 39 千葉経済大学 経営 46 実践女子大学 文 美学美術史 1

38 聖学院大学 政治経済 政治経済 1 55 昭和女子大学 人間文化 日本語日本文

38 聖学院大学 心理福祉 心理福祉 1 56 昭和女子大学 人間文化 歴史文化

45 日本工業大学 工 電気電子通信工 2 55 昭和女子大学 生活科学 食安全マネジメント

46 日本工業大学 工 応用科学 1 56 昭和女子大学 生活科学 健康デザイン

43 日本工業大学 工 ロボティクス 2 60 昭和女子大学 人間社会 心理

44 日本工業大学 工 建築 1 54 昭和女子大学 人間社会 福祉社会

47 日本工業大学 工 情報メディア工学 2 60 昭和女子大学 人間社会 現代教養

51 文教大学 情報 情報システム 1 57 昭和女子大学 人間社会 初等教育

52 文教大学 経営 経営 1 56 昭和女子大学 国際 英語コミュニケーション

47 文京学院大学 外国語 1 57 昭和女子大学 国際 国際

42 文京学院大学 経営 経営(マーケティング・デザイン) 1 55 昭和女子大学 グローバルビジネス ビジネスデザイン

44 文京学院大学 経営 経営（マネジメント） 1 55 昭和女子大学 グローバルビジネス 会計ファイナンス

39 文京学院大学 人間 コミュニケーション社会 1 56 昭和女子大学 環境デザイン 環境デザイン

38 文京学院大学 人間 人間福祉（ソーシャルワーク） 1 54 女子栄養大学 栄養 食文化栄養 1
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41 女子美術大学 美術学科 洋画専攻 2 48 神奈川工科大学 情報 情報工 1 35 芦屋大学 臨床教育 教育

43 女子美術大学 美術学科 日本画専攻 1 47 神奈川工科大学 情報 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 33 芦屋大学 臨床教育 児童教育

40 女子美術大学 美術学科 立体アート専攻 1 48 神奈川工科大学 情報 情報ﾒﾃﾞｨｱ 35 芦屋大学 経営教育 経営教育 1

41 女子美術大学 美術学科 美術教育専攻 1 45 相模女子大学 学芸 子ども教育 1 39 宝塚大学 東京メディア芸術 メディア芸術 1

40 女子美術大学 美術学科 芸術文化専攻 1 42 相模女子大学 学芸 メディア情報 1 姫路大学 教育 こども未来 1

43 女子美術大学 デザイン・工芸学科 ヴィジュアルデザイン専攻 1 47 産業能率大学 情報マネジメント 現代マネジメント 1 39 嵯峨美術大学 芸術 デザイン学科 1

41 女子美術大学 デザイン・工芸学科 プロダクトデザイン専攻 1 41 湘南工科大学 工 機械工・総合ﾃﾞｻﾞｲﾝ・電気電子工・コンピュータ応用・情報工・人間環境 1 48 京都美術工芸大学 工芸 美術工芸 1

41 女子美術大学 デザイン・工芸学科 環境デザイン専攻 1 43 東京工芸大学 芸術 写真 42 大阪樟蔭女子大学 学芸 化粧ファッション（ファッション・化粧） 1

41 女子美術大学 デザイン・工芸学科 工芸専攻 1 42 東京工芸大学 芸術 映像 38 太成学院大学 人間 子ども発達 2

41 女子美術大学 アート・デザイン表現学科 メディア表現領域 1 42 東京工芸大学 芸術 デザイン 38 太成学院大学 人間 健康スポーツ 2

41 女子美術大学 アート・デザイン表現学科 ファッションテキスタイル表現領域 1 42 東京工芸大学 芸術 インタラクティブメディア 39 太成学院大学 人間 心理カウンセリング 2

41 女子美術大学 アート・デザイン表現学科 アートプロデュース表現領域 1 42 東京工芸大学 芸術 アニメーション 39 太成学院大学 経営 現代ビジネス 2

40 杉野服飾大学 服飾 服飾 1 43 東京工芸大学 芸術 ゲーム 39 梅花女子大学 食文化 食文化 1

40 杉野服飾大学 服飾 服飾表現 1 42 東京工芸大学 芸術 マンガ

39 高千穂大学 商学 商学 1 39 横浜商科大学 商 商、観光マネジメント、経営情報 1 37 作新学院大学 経営 経営

50 玉川大学 芸術 芸術教育(美術・工芸コース) 1 38 横浜美術大学 美術 美術・デザイン学科 1 37 作新学院大学 経営 スポーツマネジメント

43 帝京大学 経済 地域経済 1 49 新潟食料農業大学 食料産業 食料産業 1 41 作新学院大学 人間文化 人間文化 13

48 帝京大学 理工 機械・精密システム工 1 51 金沢工業大学 工 機械工、航空システム工、ロボティクス、電気電子工、情報工、環境土木工

48 帝京大学 理工 航空宇宙工　航空宇宙工学コース 1 46 金沢工業大学 情報フロンティア メディア情報、経営情報、心理科学

48 帝京大学 理工 情報電子工 1 50 金沢工業大学 建築 建築

49 帝京大学 理工 バイオサイエンス 1 52 金沢工業大学 バイオ・化学 応用バイオ、応用化学

49 帝京大学 医療技術 柔道整復 1 41 帝京科学大学(千住) 医療科学 医療福祉 1

45 東海大学 教養 芸術（美術学課程） 1 44 帝京科学大学(千住) 教育人間科 幼児保育 1

東海大学 教養 美術(デザイン学課程） 1 44 帝京科学大学(千住) 教育人間科 学校教育（小学校コース）

41 東京家政学院大学 現代生活 現代家政 1 48 帝京科学大学(千住) 教育人間科 学校教育（中高理科コース）

41 東京家政学院大学 現代生活 生活デザイン 1 44 帝京科学大学(千住) 教育人間科 学校教育（中高保健体育コース） 1

45 東京造形大学 造形 デザイン（全専攻領域対象） 1 43 帝京科学大学(上野原) 医療科学 柔道整復 1

45 東京造形大学 造形 デザイン（アニメーション専攻領域） 1 44 帝京科学大学(上野原) 教育人間科 こども（小学校・幼稚園教諭コース） 1

43 東京造形大学 造形 美術（絵画専攻領域） 1 37 東海学院大学 人間関係 心理（心理） 1

42 東京造形大学 造形 美術（彫刻専攻領域） 1 37 東海学院大学 人間関係 心理（公認心理士・認定心理士） 1

46 東京電機大学 工二部 電気電子工、機械工、情報通信工 1 37 東海学院大学 人間関係 心理（救急救命士） 1

46 日本大学 工 電気電子工 1 37 東海学院大学 人間関係 心理（言語聴覚士） 1

43 文化学園大学 服装学 ファッションクリエイション 1 37 東海学院大学 人間関係 子ども発達 1

43 文化学園大学 服装学 ファッション社会 1 35 東海学院大学 健康福祉 総合福祉（臨床工学技士） 1

45 明星大学 経済 経済 1 35 東海学院大学 健康福祉 総合福祉（介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士） 1

59 明星大学 教育 教育（教科専門：美術コース） 1 35 東海学院大学 健康福祉 総合福祉（公認スポーツ指導者・障がい者スポーツ指導員・トレーニング指導者） 1

39 東海学院大学 健康福祉 管理栄養（管理栄養士） 1

39 東海学院大学 健康福祉 管理栄養（臨床検査技師） 1

39 和光大学 表現 芸術 2 39 東海学院大学 健康福祉 管理栄養（栄養教諭） 1

38 和光大学 経済経営 経済 1 42 名古屋芸術大学 人間発達 子ども発達 1

38 和光大学 経済経営 経営 1 39 名古屋芸術大学 美術 美術 2

38 嘉悦大学 経営経済 1 35 身延山大学 仏教 仏教 1

35 東京富士大学 経営 経営 1 35 愛知東邦大学 経営 地域ビジネス 1

35 東京富士大学 経営 イベントプロデュース 1 36 愛知東邦大学 経営 国際ビジネス 1

39 東京聖栄大学 健康栄養 食品 1 40 成安造形大学 芸術 芸術 3

46 ヤマザキ動物看護大学 動物看護 動物看護 1 43 京都精華大学 芸術 造形 2

47 神奈川工科大学 工 機械工(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｴﾝｼﾞﾆｱｺｰｽ/ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｴﾝｼﾞﾆｱｺｰｽ・航空宇宙学専攻) 43 京都精華大学 ポピュラーカルチャー 音楽コース・ファッションコース 2

46 神奈川工科大学 工 電気電子情報工 42 京都ノートルダム女子大学 国際言語文化 英語英文

49 神奈川工科大学 工 応用化 42 京都ノートルダム女子大学 国際言語文化 英語英文（グローバル英語コース）

47 神奈川工科大学 工 臨床工学 41 京都ノートルダム女子大学 国際言語文化 国際日本文化化学

45 神奈川工科大学 創造工 自動車システム開発工 42 京都ノートルダム女子大学 現代人間 福祉生活デザイン

45 神奈川工科大学 創造工 ロボット・メカトロニクス 42 京都ノートルダム女子大学 現代人間 心理

43 神奈川工科大学 創造工 ホームエレクトロニクス開発 43 京都ノートルダム女子大学 現代人間 こども教育

51 神奈川工科大学 応用ﾊﾞｲｵ科学 応用ﾊﾞｲｵ科 1 39 嵯峨美術大学 芸術 造形学科 1

令和２年度入試　大学・短大 指定校一覧 2　
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偏差値 大　　学 情報 偏差値 大　　学 情報

足利短期大学 1 鶴見大学短期大学部 1

宇都宮短期大学 人間福祉（社会福祉専攻） 1 新潟工業短期大学 1

宇都宮短期大学 人間福祉（介護福祉専攻） 1 東海学院大学短期大学 2

宇都宮文星短期大学 1 中日本自動車短期大学 自動車工学 2

宇都宮文星短期大学 2 中日本自動車短期大学 ﾓｰﾀｰｽﾎﾟｰﾂｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 2

宇都宮文星短期大学 2 嵯峨美術短期大学 2

國學院大学栃木短期大学 奈良芸術短期大学 2

國學院大学栃木短期大学

佐野日本大学短期大学 2 作新学院大学女子短期大学部 12

佐野日本大学短期大学 3

佐野日本大学短期大学 3 専門学校 科・コース 情報

佐野日本大学短期大学 5 栃木県立衛生福祉大学校 保健看護学部　看護学科本科 1

佐野日本大学短期大学 5 栃木県立衛生福祉大学校 歯科技術学部　歯科衛生学科 1

佐野日本大学短期大学 5 栃木県立衛生福祉大学校 歯科技術学部　歯科技工学科 1

佐野日本大学短期大学 5 栃木県県南高等看護専門学校 看護学科本科 1

桐生大学短期大学部 2

桐生大学短期大学部 2

上野学園短期大学部 1

浦和大学短期大学部 介護福祉 1

川口短期大学 5

川口短期大学 5

国際学院埼玉短期大学 1

国際学院埼玉短期大学 1

国際学院埼玉短期大学 1

埼玉女子短期大学 1

埼玉東萌短期大学 幼児保育 2

昭和学院短期大学 1

昭和学院短期大学 1

昭和学院短期大学 1

聖徳大学短期大学部

聖徳大学短期大学部

聖徳大学短期大学部

千葉明徳短期大学 2

大妻女子大学短期大学部 1

国際短期大学 1

駒沢女子短期大学 保育 1

女子美術大学短期大学部 1

杉野服飾大学短期大学部 1

帝京短期大学 1

帝京短期大学 1

帝京短期大学 1

帝京短期大学 1

帝京短期大学 1

新渡戸文化短期大学 2

東京立正短期大学 現代コミュニケーション専攻 1

東京立正短期大学 幼児教育専攻 2

文化学園大学短期大学部 1

目白大学短期大学部 1

山野美容芸術短期大学

山野美容芸術短期大学

山野美容芸術短期大学

こども 歯科衛生

自動車工業

幼児教育（資格：保育士　幼稚園教諭）

ライフデザイン

ライフデザイン

令和2年度入試　短期大学・医療系専門学校指定校一覧
学　　科 学　　科

総合キャリア教育（介護福祉士）養成課程 幼児教育

総合キャリア教育（保育士・幼稚園教諭）養成課程

総合キャリア教育（栄養士）養成課程

総合キャリア教育(医療事務・メンタルヘルス)

総合キャリア教育(社会福祉士）

フード(調理師・栄養士・製菓衛生師　計３ユニット) 美術学科（美術・デザイン・マンガ・コミックアート分野）

日本文化
1

美術

人間教育

こども

幼児保育

健康栄養学科食物栄養専攻

健康栄養学科調理製菓専攻

商

武蔵丘短期大学

健康生活　健康栄養専攻

総合キャリア教育(観光、英語)
総合キャリア教育(ビジネス、健康スポーツ、AIロボット)

生活科学科（栄養士養成課程）

アート・デザイン

音楽科（ピアノ専門、器楽専門、声楽専門）

ビジネス実務

保育第一部

2保育第二部

総合文化

保育創造学科

家政（家政専攻）

2健康生活　健康スポーツ専攻

健康生活　健康マネジメント専攻

人間生活学科（生活クリエイション専攻）

人間生活学科（こども発達専攻）

ヘルスケア栄養学

ライフケア（柔道整復専攻　柔道整復コース　昼間部）

ライフケア（柔道整復専攻　柔道整復コース　夜間部）

生活学科（食物栄養専攻）

ファッション学科

製菓学

美容総合（美容デザイン専攻）

国際コミュニケーション

造形

服飾

生活科学（食物栄養専攻　栄養士コース）

生活科学（生活科学専攻　生活文化・養護教諭コース）

こども教育（こども教育専攻　こども教育コース）

1美容総合（エステティック専攻）

美容総合（国際美容 コミュニケーション専攻）


