
令和４年度入試　大学指定校推薦一覧
学校名 学部 学校名 学部 学校名 学部

愛知工業大学 経営 鈴鹿医療科学大学 医用工 東京都市大学 環境

工 保健衛生 メディア情報

情報科 駿河台大学 経済経営 東京電機大学 理工

麻布大学 生命・環境科 心理 東京農業大学 生物産業

跡見学園女子大学 文 法 東京福祉大学 教育

マネジメント スポーツ科 社会福祉

観光コミュニティ メディア情報 心理

心理 聖学院大学 人文 保育児童

浦和大学 こども 政治経済 東京未来大学 こども心理

社会 人間福祉 モチベーション行動科

江戸川大学 社会 成蹊大学 経営 東京理科大学 理工

メディアコミュニケーション 文 東都大学 幕張ヒューマンケア

大妻女子大学 社会情報 法 東邦大学 理

人間関係 成城大学 文芸 東邦音楽大学 音楽

嘉悦大学 経営経済 聖心女子大学 現代教養 東洋英和女学院大学 国際社会

学習院大学 法 清泉女子大学 文 人間科

経済 聖徳大学 音楽 東洋学園大学 グローバル・コミュニケーション

学習院女子大学 国際文化交流 心理・福祉 人間科

神奈川工科大学 工 児童 現代経営

健康医療科 文 新潟食料農業大学 食料産業

応用バイオ科 人間栄養 日本大学 松戸歯

関東学院大学 建築・環境 西武文理大学 サービス経営 生産工

社会 専修大学 ネットワーク情報 日本工業大学 工

北里大学 薬 洗足学園音楽大学 音楽 日本経済大学 経営

九州保健福祉大学 臨床心理 第一薬科大学 薬 日本女子体育大学 体育

薬 太成学院大学 看護 日本獣医生命科学大学 応用生命科

社会福祉 人間 日本福祉大学 社会福祉

生命医科 経営 健康科

共栄大学 国際経営 大東文化大学 法 日本文化大学 法

教育 高千穂大学 商 日本保健医療大学 保健医療

共立女子大学 家政 経営 日本薬科大学 薬

国際 人間科 人間環境大学 心理

文芸 拓殖大学 工 人間総合科学大学 人間科

杏林大学 外国語 国際 フェリス女学院大学 文

倉敷芸術科学大学 生命科 多摩大学 経営情報 国際交流

芸術 グローバルスタディーズ 北海道文教大学 国際

危機管理 玉川大学 経営 人間科

恵泉女学園大学 人文 芸術 北洋大学 国際文化

人間社会 工 北陸大学 薬

駒沢女子大学 人間総合 農 北京外国語大学 中文

経済経営 リベラルアーツ 武蔵野大学 グローバル

人間 千葉科学大学 危機管理 文

相模女子大学 学芸 看護 法

経営 薬 経済

情報マネジメント 千葉工業大学 工 経営

実践女子大学 文 情報科 アントレプレナーシップ

生活科 社会システム科 データサイエンス

静岡産業大学 経営 創造工 人間科

白百合女子大学 文 先進工 工

人間総合 千葉商科大学 人間社会 武蔵野音楽大学 音楽

秀明大学 英語情報マネジメント 商経 武蔵野学院大学 国際コミュニケーション

観光ビジネス 政策情報 明海大学 外国語

総合経営 鶴見大学 歯 不動産

淑徳大学 教育 文 保健医療

総合福祉 帝京大学 医療技術 歯

コミュニティ政策 外国語 目白大学 人間

経営 中央学院大学 現代教養 社会

十文字学園女子大学 人間生活 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊﾘｳｯﾄﾞ大学 デジタルコミュニケーション 経営

教育人文 田園調布学園大学 人間福祉 外国語

社会情報デザイン 人間科 メディア

城西大学 経営 子ども未来 ものつくり大学 技能工芸

経済 東京医療保健大学 医療保健 山梨英和大学 人間文化

現代政策 桐蔭横浜大学 医用工 山梨学院大学 経営

薬 東京家政大学 家政 法

理 人文 横浜創英大学 こども教育

松蔭大学 経営文化 健康科 横浜美術大学 美術

コミュニケーション文化 子ども 横浜薬科大学 薬

観光メディア文化 東京家政学院大学 現代生活 立命館大学 理工

城西国際大学 観光 東京工科大学 応用生物 立正大学 経営

経営情報 医療保健 文

国際人文 コンピュータサイエンス 流通経済大学 経済

福祉総合 メディア 社会

メディア デザイン 流通情報

薬 工 法

尚美学園大学 芸術情報 東京工芸大学 工 スポーツ健康科

総合政策 芸術 和光大学 表現

スポーツマネジメント 東京成徳大学 経営 現代人間

女子栄養大学 栄養 国際 経済経営

女子美術大学 芸術 応用心理 和洋女子大学 家政

杉野服飾大学 服飾 東京造形大学 造形 国際

東京情報大学 総合情報 人文

他　多数

埼玉学園大学

産業能率大学

川村中学校・高等学校


