
●四年制大学
学校名 学部 学科・専攻 募集人数 全体評定の基準

工 1名 4.0 以上　
経営 1名 4.2 以上　
情報科学 1名 4.2 以上　

史 1名 -
英米文 2名 -
経営 1名 4.0 以上
マーケティング 1名 4.0 以上
食品生命科学 1名 3.5 以上　
環境 1名 3.5 以上　

獣医 動物応用 1名 3.5 以上　
人文 2名 3.5 以上　
現代文化表現 1名 3.7 以上　
コミュニケーション文化 2名 3.5 以上　
マネジメント 2名 3.5 以上　
生活環境マネジメント 1名 3.5 以上　
観光デザイン 1名 3.6 以上
コミュニティデザイン 1名 3.5 以上　

心理 臨床心理 1名 3.7 以上
人間心理 3.3 以上　
現代社会 3.3 以上　
経営社会 3.3 以上　
マス・コミュニケーション 3.3 以上　
情報文化 3.3 以上　
こどもコミュニケーション 3.3 以上　
被服 1名 3.5 以上　
ライフデザイン 1名 3.3 以上　
日本文学 1名 3.5 以上
英語英文 1名 3.2 以上
社会情報　社会生活情報学専攻 1名 3.5 以上　
社会情報　環境情報学専攻 1名 3.3 以上　
社会情報　情報デザイン専攻 1名 3.7 以上　

人間関係 人間福祉 1名 3.0 以上　
比較文化 比較文化 1名 3.8 以上　

大阪女学院 国際・英語 国際・英語 2名 3.0 以上　
嘉悦 経営経済 2名 3.0 以上　

史 4.0 以上
英語英米 4.0 以上
心理 4.0 以上
哲 4.0 以上
ドイツ語圏文化 4.0 以上
フランス語圏文化 4.0 以上

国際社会 国際社会 1名 4.2 以上　
理 数 2名 4.0 以上

日本文化 1名 3.8 以上
国際コミュニケーション 1名 4.0 以上

学習院女子 国際文化交流

学習院

1名

1名

文

5名

大妻女子

家政

文

社会情報

跡見学園女子

文

マネジメント

観光コミュニティ

江戸川

社会

メディアコミュニケーション

生命・環境

愛知工業

青山学院
文

経営

麻布

2021年度＜2022年度入試＞　学校推薦型選抜（指定校制）　依頼校 一覧
（２０２１年９月末時点）

※学校・学部・学科・専攻・募集人数・全体の評定の基準等の情報は2021年度のものです。募集人数や被推薦者

の条件は毎年変わります。

※全体の評定平均値の他に、大学・学部によって科目ごとの評定平均、履修科目、英語外部検定試験、人物、資

質、出欠等の様々な条件が付きます。

※基準となる成績の算出方法について、大学・学部によって独自の区分・計算方法等を設けている場合がありま

す。

※募集人数については、学部・学科ごとの上限、募集時期による上限等の様々な条件が付く場合があります。

※全体評定の基準が「-」となっているものは、大学が学力の基準について、全体評定ではなく特定科目の評定、

または評定平均値以外の形で設定している募集区分です。

※大学の定める被推薦者の条件には成績等の条件の他に、「高等学校長が責任を持って推薦し得る者」といった

条件が付いています。人物面・生活面・成績面・志望理由等から高等学校長が責任を持って推薦し得ると判断し

た場合のみ推薦対象者となります。



機械工 3.5 以上　
電気電子情報工 3.5 以上　
応用化 3.5 以上　
応用バイオ科学 3.5 以上　
生命科学 3.5 以上　
管理栄養 2名 3.5 以上　
臨床工 1名 3.5 以上　
情報工 3.5 以上　
情報ネットワーク・コミュニケーション 3.5 以上　
情報メディア 3.5 以上　

神奈川歯科 歯 若干名 3.8 以上　
家政保健 1名 3.8 以上
管理栄養 1名 3.8 以上
児童 1名 3.8 以上
子ども心理 1名 3.7 以上

教育 教育 1名 3.7 以上
国際英語 3.1 以上
史 3.1 以上
心理 3.1 以上
日本文化 3.1 以上
幼児教育 3.1 以上
児童教育 3.1 以上
生活文化 3.1 以上
観光文化 3.1 以上
英語文化 1名 3.5 以上
比較文化 1名 3.5 以上

社会 現代社会 1名 3.5 以上
経済 経済 1名 3.5 以上
経営 経営 1名 3.6 以上

法 1名 3.5 以上
地域創生 1名 3.5 以上
生命科学 2名 3.5 以上
数理・物理 1名 3.5 以上
応用化学 1名 3.5 以上
先進機械 1名 3.5 以上
電気・電子 1名 3.5 以上
情報ネット・メディア 1名 3.5 以上
土木・都市防災 1名 3.5 以上

建築・環境 建築・環境 1名 3.6 以上
コミュニケーション 1名 3.5 以上
共生デザイン 1名 3.5 以上
薬 4.2 以上
生命創薬科学 4.2 以上

看護 看護 1名 3.8 以上
医療衛生 リハビリテーション　作業療法 1名 3.6 以上
文芸 文芸 1名 3.5 以上
国際 国際 1名 3.5 以上
人文 3.0 以上
人間社会 3.0 以上

生命化学 3.7 以上
応用化学 3.7 以上
環境化学 3.6 以上
応用物理学 3.5 以上
機械理工　機械理工学専攻 3.6 以上
先進工　大学院接続型コース 3.7 以上
機械工 3.7 以上
機械システム工 3.7 以上
電気電子工 3.7 以上
まちづくり 3.8 以上
建築 3.8 以上
建築デザイン 3.8 以上
情報通信工 3.9 以上
コンピュータ科学 3.9 以上
情報デザイン 3.9 以上
システム数理 3.9 以上
情報学部総合 3.9 以上
心理 1名 3.5 以上
医療マネジメント 1名 3.2 以上

こども教育宝仙 こども教育 1名 3.3 以上
人間文化学類 4名 3.1 以上
観光文化学類 2名 3.1 以上
心理学類 1名 3.1 以上
住空間デザイン学類 1名 3.1 以上
人間文化 5名 3.0 以上
心理 5名 3.5 以上
子ども発達 5名 3.1 以上

経済経営 経済経営 5名 3.2 以上

埼玉学園
人間

1名建築

2名情報

工学院

4名恵泉女学園

3名

3名

先進工

工

北里

4名文

教育 2名

鎌倉女子
児童

人間共生

理工

法

関東学院

国際文化

共立女子

赤坂心理・医療福祉ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ国際医療福祉

駒沢女子 人間総合学群

2名

3名

家政

工

応用バイオ科学

健康医療科学

情報

3名

神奈川工科

2名生活創造

川村学園女子

1名薬



日本語日本文 3名 3.5 以上
英語文化コミュニケーション 2名 3.3 以上
子ども教育 2名 3.6 以上
メディア情報 2名 3.3 以上
生活デザイン 2名 3.5 以上

経営 経営 1名 4.0 以上
情報マネジメント 現代マネジメント 1名 3.8 以上

国文 1名 3.7 以上
英文 1名 3.7 以上
美学美術史 1名 3.7 以上
人間社会 3.8 以上
現代社会 3.8 以上
生活環境 1名 3.5 以上
生活文化　生活心理専攻 1名 3.6 以上
生活文化　幼児保育専攻 1名 3.7 以上
現代生活 2名 3.5 以上

工 2名 4.0 以上
システム理工 ※生命化学科 生命科学コースを除く 1名 4.0 以上
デザイン工 1名 4.0 以上

健康栄養 1名 3.4 以上
食物栄養 1名 3.4 以上
食品開発 1名 3.4 以上
人間福祉　社会福祉・保育コース 3名 3.0 以上
人間福祉　社会福祉・介護福祉コース 2名 3.3 以上
幼児教育 1名 3.3 以上
児童教育 3名 3.3 以上
心理 3名 3.3 以上
文芸文化 3名 3.2 以上

社会情報デザイン 社会情報デザイン 3名 3.2 以上
社会福祉 2名 3.3 以上
実践心理 1名 3.5 以上

コミュニティ政策 コミュニティ政策 2名 3.3 以上
経営 1名 3.8 以上
教育 こども教育 1名 3.8 以上
経営 マネジメント総合 2名 3.2 以上
経済 経済 3名 3.2 以上
理 数学 1名 3.2 以上

薬 1名 3.5 以上
薬科学 2名 3.2 以上
医療栄養 2名 3.2 以上

薬 医療薬 1名 3.5 以上
福祉総合 福祉総合 1名 3.0 以上
経営情報 総合経営 1名 3.1 以上

国際文化 1名 3.3 以上
国際交流 1名 3.3 以上

観光 観光 1名 3.0 以上
メディア メディア情報 1名 3.2 以上

上智 総合人間科学 看護 1名 4.3 以上
湘南医療 薬 医療薬 1名 -

情報表現 各期2名 3.8 以上　
音楽表現 各期2名 3.3 以上　
音楽応用 各期2名 3.3 以上　
舞台表現 各期2名 3.3 以上　

総合政策 総合政策 各期2名 3.3 以上　
スポーツマネジメント スポーツマネジメント 各期2名 3.8 以上　

昭和 保健医療 看護 1名 -
人間文化 3.8 以上
人間社会 3.8 以上
食健康科学 3.8 以上
グローバルビジネス 3.8 以上
国際 3.8 以上
環境デザイン 3.8 以上

昭和薬科 薬 1名 3.8 以上
保健栄養　栄養科学専攻 1名 3.8 以上
食文化栄養 1名 3.5 以上
洋画 1名 -
立体アート 1名 -
美術教育 1名 -
芸術文化 1名 -
ヴィジュアルデザイン 1名 -
プロダクトデザイン 1名 -
環境デザイン 1名 -
工芸 1名 -

アート・デザイン表現 ファッションテキスタイル表現領域 1名 -

※管理栄養士学科を除く 3名昭和女子

美術

女子美術

女子栄養 栄養

芝浦工業

十文字学園女子

人間生活

教育人文

総合福祉

淑徳

芸術情報
尚美学園

デザイン・工芸

城西

薬

城西国際
国際人文

2名

文

人間社会

生活科学

実践女子

学芸相模女子

産業能率



国語国文 2名 3.5 以上
フランス語フランス文 1名 3.5 以上
英語英文 1名 3.6 以上
児童文化 1名 3.6 以上
発達心理 1名 3.8 以上
初等教育 1名 3.6 以上
服飾 人数指定無し 3.3 以上
服飾表現 人数指定無し 3.3 以上

法 2名 3.2 以上
経済経営 1名 3.2 以上
メディア情報 2名 3.2 以上
スポーツ 1名 3.3 以上
心理 1名 3.3 以上
政治経済 政治経済 2名 3.0 以上

欧米文化 2名 3.0 以上
日本文化 1名 3.0 以上
児童 2名 3.0 以上

心理福祉 心理福祉 2名 3.0 以上
経営 1名 4.0 以上
理工 1名 3.8 以上

英文 1名 3.8 以上
文化史 1名 3.8 以上
政策イノベーション 1名 4.0 以上
心理社会 1名 4.0 以上

法 1名 3.9 以上
聖心女子 現代教養 2名 3.7 以上
清泉女子 文 1名 3.5 以上

児童（昼間主） 3.0 以上
児童（夜間主） 3.0 以上
教育（昼間主） 3.0 以上
教育（夜間主） 3.0 以上
心理 3.0 以上
社会福祉 3.0 以上

文 文 2名 3.2 以上
人間栄養 人間栄養 2名 3.0 以上
看護 看護 1名 3.5 以上
音楽 音楽 1名 3.0 以上

子ども発達 2.9 以上
健康スポーツ 2.9 以上
心理カウンセリング 2.9 以上

経営 現代ビジネス 2名 2.9 以上
看護 看護（女子） 1名 4.0 以上

高崎健康福祉 農 生物生産 1名 3.0 以上
経営情報 3名 3.0 以上
グローバルスタディーズ 3名 3.0 以上

教育 1名 4.2 以上
乳幼児発達 1名 4.2 以上
英語教育 1名 3.8 以上
国語教育 1名 3.8 以上
音楽　演奏・創作コース 1名 3.8 以上
音楽　ミュージカルコース 1名 3.8 以上
音楽　音楽教育コース 1名 3.8 以上
アートデザイン　メディア表現コース 1名 3.8 以上
アートデザイン　美術教育コース 1名 3.8 以上

経営 国際経営 1名 3.8 以上
観光 観光 1名 3.8 以上
リベラルアーツ リベラルアーツ 1名 3.8 以上

生産農 1名 3.8 以上
生産農　理科教員養成プログラム 1名 3.8 以上
環境農 1名 3.8 以上
先端食農 1名 3.8 以上
情報通信工 1名 3.5 以上
数学教員養成プログラム 1名 3.5 以上

薬 2名 3.2 以上
危機管理 3名 3.2 以上
看護 2名 3.2 以上

千葉科学

玉川

多摩

成城

文芸

社会イノベーション

人文聖学院

成蹊

児童 3名

2名心理・福祉聖徳

工

農

芸術

文

教育

太成学院
人間 6名

文

白百合女子

服飾杉野服飾

駿河台

人間総合



機械工 3.9 以上
機械電子創成工 3.6 以上
先端材料工 3.4 以上
電気電子工 3.6 以上
情報通信システム工 3.6 以上
応用化学 3.6 以上
建築 3.9 以上
都市環境工 3.6 以上
デザイン科学 3.9 以上
未来ロボティクス 3.9 以上
生命科学 3.6 以上
知能メディア 3.9 以上
情報工 3.9 以上
情報ネットワーク 3.9 以上
経営情報科学 3.6 以上
プロジェクトマネジメント 3.4 以上
金融・経営リスク科学 3.4 以上

千葉商科 国際教養 国際教養 1名 3.5 以上
法律 1名 4.0 以上
国際企業関係法 1名 4.0 以上

経済 1名 4.2 以上
フレックス・コース 4.0 以上
フレックスPlus1・コース 4.3 以上

文 ドイツ語文学文化 1名 3.8 以上
理工 電気電子情報通信工 1名 4.0 以上
商 商 1名 3.1 以上
法 法 1名 3.1 以上
現代教養 現代教養 1名 3.1 以上

津田塾 文 英語英米文 1名 4.0 以上
鶴見 歯 歯 1名 3.0 以上

薬 薬 1名 4.0 以上
医療技術 視能矯正 1名 3.5 以上　
現代ライフ 人間文化 1名 3.0 以上
ヒューマンケア 鍼灸 1名 3.0 以上
健康メディカル 心理 1名 3.0 以上

桐蔭横浜 医用工 生命医工 1名 3.5 以上　
東海 文化社会 北欧 1名 3.5 以上　

医療栄養 1名 3.5 以上
医療情報 1名 3.2 以上

千葉看護 看護 1名 3.8 以上
児童　児童学専攻 2名 3.8 以上
児童　育児支援専攻 2名 3.8 以上
服飾美術 1名 3.3 以上
造形表現 1名 3.3 以上
児童教育 1名 3.8 以上
環境教育 2名 3.3 以上

人文 英語コミュニケーション 2名 3.3 以上
健康科学 看護 1名 3.8 以上
健康科学 リハビリテーション　作業療法学専攻 2名 3.3 以上
健康科学 リハビリテーション　理学療法学専攻 2名 3.5 以上
子ども 子ども支援 1名 3.3 以上

現代家政 2名 3.2 以上
生活デザイン 2名 3.2 以上
食物栄養 1名 3.4 以上
児童 2名 3.0 以上

経営 経営 1名 3.3 以上
現代法 現代法 1名 3.3 以上

リハビリテーション　理学療法学 1名 4.0 以上
リハビリテーション　作業療法学 1名 3.6 以上
リハビリテーション　言語聴覚学 1名 3.3 以上
看護 1名 4.0 以上
臨床工学 1名 3.6 以上
臨床検査 1名 3.8 以上
視覚デザイン 1名 3.5 以上
工業デザイン 3.5 以上

メディア メディア 1名 3.5 以上
先進情報 3.2 以上
人工知能 3.2 以上
生命科学・医薬品専攻 3.2 以上
食品・化粧品専攻 3.2 以上
機械工 1名 3.2 以上
電気電子工 1名 3.2 以上
応用化学 2名 3.0 以上

応用生物

東京家政

2名

工

東京工科

2名

家政

現代生活

2名

工

創造工学

先進工

情報科学

社会システム科学

千葉工業

東京家政学院

東京経済

帝京

帝京平成

医療保健
東京医療保健

医療保健

デザイン

コンピュータサイエンス

中央学院

中央

法

商 1名



芸術 映像 2名 3.5 以上
機械コース 3.1 以上
電気電子コース 3.1 以上
情報コース 3.1 以上
化学・材料コース 3.1 以上
建築コース 1名 3.3 以上　

言語コミュニケーション 英語コミュニケーション 1名 -
商 -
経営 -
現代経済 -
ビジネスエコノミクス -
国際関係 -
国際メディア -
福祉心理 -
人間スポーツ -
スポーツ科学 -

東京歯科 歯 1名 4.0 以上　
総合情報 総合情報 1名 3.3 以上　
看護 看護 1名 3.5 以上　

国際英語　国際英語専攻 3.8 以上　
人文　哲学専攻 3.6 以上　
人文　日本文学専攻 3.6 以上　
人文　歴史文化専攻 3.5 以上　
国際社会　国際関係専攻 3.6 以上　
国際社会　経済学専攻 3.8 以上　
国際社会　社会学専攻 4.1 以上　
国際社会　コミュニティ構想専攻 4.0 以上　
心理・コミュニケーション　心理学専攻 4.2 以上　
心理・コミュニケーション　コミュニケーション専攻 3.8 以上　
数理科学　数学専攻 3.5 以上　
数理科学　情報理学専攻 3.5 以上　

東京聖栄 健康栄養 食品 2名程度 3.0 以上　
情報システム工 4.1 以上　
デザイン工 3.9 以上　
建築 4.1 以上　
情報メディア 4.1 以上　
ロボット・メカトロニクス 3.6 以上　
電気電子工 3.8 以上　
電子システム工 3.6 以上　
応用化学 3.8 以上　
機械工 3.8 以上　
先端機械工 3.6 以上　
情報通信工 3.8 以上　
理 3.6 以上　
生命科学 3.5 以上　
機械工 3.6 以上　
電子工 3.5 以上　
情報システムデザイン 3.9 以上　
建築・都市環境 3.7 以上　
環境創生 1名 3.8 以上　
環境経営システム 1名 3.8 以上　
社会メディア 1名 4.0 以上　
情報システム工 1名 4.1 以上　

都市生活 都市生活 1名 3.9 以上　
人間科学 児童 1名 3.6 以上　

バイオサイエンス 1名 4.0 以上　
分子生命化学 1名 4.0 以上　

国際食糧情報 国際食農科学 1名 3.8 以上　
北方圏農 1名 3.5 以上　
海洋水産 1名 3.5 以上　
食香粧化学 1名 3.5 以上　
自然資源経営 1名 3.3 以上　

社会福祉 社会福祉 3.0 以上　
保育児童 保育児童 3.0 以上　
心理 心理 3.0 以上　
教育 教育 3.0 以上　
薬　女子部 1名 3.8 以上　
生命科学 1名 -
工 電気工 1名 4.0 以上　

物理 1名 4.0 以上　
建築 1名 4.0 以上　
先端化学 1名 4.0 以上　
電気電子情報工 1名 4.0 以上　

先進理工 マテリアル創成工 1名 4.0 以上　

1名
東京国際

東京工芸

東京情報

1名
工

メディア情報

環境

2名東京福祉

東京薬科

理工東京理科

未来科学

東京電機

東京都市

生命科学

生物産業

東京農業

2名

1名工

2名理工

2名

3名

1名システムデザイン工

東京女子 現代教養

人間社会

経済

商

国際関係



化学 1名 3.8 以上　
生物 1名 4.0 以上　
生物分子科学 1名 4.0 以上　
物理 1名 3.5 以上　
情報科学 2名 3.5 以上　
生命圏環境科学 1名 3.8 以上　

看護 1名 3.8 以上　
東洋 文 哲 1名 3.8 以上　

人間科学 2名 3.0 以上　
保育子ども 1名 3.0 以上　
国際社会 2名 3.0 以上　
国際コミュニケーション 2名 3.0 以上　

グローバル・コミュニケーション 1名 3.0 以上　
人間科学 1名 3.0 以上　
現代経営 1名 3.0 以上　

ドイツ語文学文化 1名 3.8 以上　
英語 1名 3.8 以上　
交流文化 1名 4.0 以上　
法律 1名 3.8 以上　
国際関係法 1名 3.8 以上　
国文 1名 3.0 以上　
史 1名 3.0 以上　
地理 1名 3.0 以上　
文化財 1名 3.0 以上　
心理 1名 3.0 以上　
心理（課外活動枠） 1名 3.0 以上　
総合社会 1名 3.0 以上　
総合社会（課外活動枠） 1名 3.0 以上　

法 1名 3.8 以上　
松戸歯 1名 3.2 以上　

機械工 1名 3.8 以上　
電気電子通信工 1名 3.8 以上　
応用化学 1名 3.8 以上　
ロボティクス 1名 3.8 以上　
情報メディア工 1名 3.8 以上　
データサイエンス 1名 3.8 以上　
建築学科　建築コース 1名 3.8 以上　
建築学科　生活環境デザインコース 1名 3.8 以上　

生命歯 1名 3.1 以上　
新潟生命歯 1名 3.8 以上　

日本獣医生命科学 応用生命科学 食品科学 2名 2.8 以上　
家政 児童 1名 4.0 以上　
人間社会 現代社会 1名 -
理 数物情報科学 1名 -

日本薬科 薬 薬（6年制） 2名 3.5 以上　
人間総合科学 人間科学 ヘルスフードサイエンス 2名 3.0 以上　

英語英米文 2名 3.5 以上　
日本語日本文 2名 3.5 以上　
コミュニケーション 2名 3.5 以上　

国際交流 国際交流 2名 3.5 以上　
音楽 音楽芸術 2名 3.5 以上　

ファッションクリエイション 1名 3.5 以上　
ファッション社会 1名 3.5 以上　
デザイン・造形 1名 3.5 以上　
建築・インテリア 1名 3.5 以上　
国際文化・国際観光 1名 3.5 以上　
国際ファッション文化 1名 3.5 以上　
国際理解 1名 3.5 以上　
国際観光 1名 3.5 以上　

経営 経営 1名 3.8 以上　
ソーシャルワーカーコース 1名 3.2 以上　
福祉マネジメントコース 1名 3.2 以上　
コミュニケーション 1名 3.2 以上　
児童発達 1名 3.2 以上　
臨床検査 1名 3.5 以上　
作業療法 1名 3.5 以上　
看護 1名 3.7 以上　

経営 経営 1名 4.0 以上　
生命科学 環境応用化学 1名 4.0 以上　

北洋 国際文化 2名 3.2 以上　
北陸 薬 薬 1名 3.5 以上　

環境園芸 環境園芸 人数指定無し 3.0 以上　
健康栄養 食品開発科学 人数指定無し 3.0 以上　

社会 4.3 以上　
メディア社会 4.3 以上　

国際教養 経済経営 1名 -

東洋学園

1名社会
武蔵

社会

奈良

先進工

基幹工

建築

東邦
理

東洋英和女学院
人間科学

国際社会

外国語

法

獨協

文

文教
国際

日本女子

日本

文
フェリス女学院

服装

日本工業

文化学園

保健医療技術

人間

文京学院

法政

南九州

造形

国際文化

日本歯科



法 法律 1名 3.6 以上　
工 環境システム 1名 3.6 以上　
薬 薬 1名 4.0 以上　

武蔵野音楽 音楽 1名 3.3 以上　
心理社会　現代社会専攻 1名 4.0 以上　
心理社会　哲学専攻 1名 4.0 以上　

文 3.8 以上　
経済 3.8 以上　
社会 ※社会学科を除く 3.8 以上　
法 3.8 以上　
国際 ※国際キャリア学科を除く 3.8 以上　
心理 3.8 以上　

薬（6年制） 1名 4.0 以上　
生命創薬科学（4年制） 1名 3.8 以上　

経営 経営 1名 3.7 以上　
情報 情報 1名 3.5 以上　
心理 心理カウンセリング 1名 3.7 以上　

人間福祉 2名 3.5 以上　
子ども 1名 3.7 以上　
児童教育 1名 3.7 以上　
社会情報デザイン 1名 3.7 以上　
地域社会 1名 3.5 以上　

メディア メディア 1名 3.7 以上　
英米語 2名 3.5 以上　
韓国語 1名 3.8 以上　
日本語・日本教育 1名 3.7 以上　

保健医療 理学療法 1名 3.7 以上　
看護 看護 1名 3.7 以上　

山梨英和 人間文化 人間文化 2名 3.3 以上　
法 法 1名 3.3 以上　
経営 経営 1名 3.3 以上　

横浜美術 1名 3.0 以上　
健康薬 3.8 以上　
漢方薬 3.8 以上　
臨床薬 3.8 以上　

薬（4年制） 薬科学 1名 3.8 以上　
文　英米文学専修 1名 3.8 以上　
文　日本文学専修 1名 4.0 以上　

仏教 1名 2.7 以上　
文 1名 3.8 以上　
哲 1名 3.4 以上　

立命館 理工 1名 4.0 以上　
経済 3.5 以上　
社会 3.5 以上　
流通情報 3.5 以上　
法 3.5 以上　

スポーツ健康科学 3.5 以上　
スポーツコミュニケーション 3.5 以上　
心理 2名 3.5 以上　
こども発達 1名 3.3 以上　
英語コミュニケーション 1名 3.3 以上　
国際 1名 3.3 以上　
服飾造形 2名 3.2 以上　
家政福祉 2名 3.3 以上　

●専門職大学
学校名 学部 学科・専攻 募集人数 全体評定の基準

情報経営イノベーション 情報経営イノベーション 情報経営イノベーション 1名 3.2 以上
理学療法 1名 3.3 以上　
作業療法 1名 3.3 以上　

●短期大学
学校名 学部 学科・専攻 募集人数 全体評定の基準

文化芸術 2名 3.0 以上　
環境文化 2名 3.0 以上　
幼児保育 2名 3.0 以上　

大妻女子短大 家政　食物栄養専攻 1名 3.0 以上　
大阪女学院短大 英語 2名 3.0 以上　
鎌倉女子短大 初等教育 2名 3.2 以上　

ビジネス実務 5名 3.0 以上　
こども 5名 3.1 以上　

国際短大 国際コミュニケーション 3名 2.7 以上　
駒沢女子短大 保育 3名 3.0 以上　

日本語コミュニケーション 1名 3.0 以上　
情報コミュニケーション 1名 3.0 以上　

目白

人間

社会

外国語

文
立正

リハビリテーション東京福祉医療

和洋女子

流通経済

人文

国際

家政

スポーツ健康科学

薬（6年制）
横浜薬科

立教 文

明治学院

明治薬科 薬

武蔵野

文明治

山梨学院

明星

1名

2名

1名

４名

実践女子短大

川口短大

池坊短大



城西短大 ビジネス総合 2名 2.7 以上　
女子栄養短大 食物栄養 2名 3.2 以上　
女子美術短大 造形 1名 -
杉野服飾 服飾 人数指定無し 3.0 以上　

保育　第一部 3.0 以上　
保育　第二部 3.0 以上　
総合文化 3.0 以上　

鶴見短大 歯科衛生 3名 3.2 以上
生活科学　食物栄養 2名 -
生活科学　生活科学 2名 -
こども教育　こども教育 2名 -
ライフケア　臨床検査 1名 3.0 以上　
ライフケア　柔道整復（昼間部） 2名 -
ライフケア　柔道整復（夜間部） 2名 -
保育 2名 3.0 以上　
栄養 2名 3.0 以上　
現代コミュニケーション専攻 2名 2.9 以上
幼児教育専攻 2名 2.9 以上

武蔵丘短大 健康生活 人数指定無し -
ビジネス社会 1名 3.0 以上　
製菓 2名 3.0 以上　

目白短大

帝京短大

東京立正短大

東京家政短大

5名聖徳短大


