
令和元年度 指定校推薦一覧（確定） 

＜大学＞ 

学校名 学部学科 所在地 

医療創生大学 薬学部薬学科 福島県 

関東学園大学 経済学部経済学科・経営学科 群馬県 

上武大学 ビジネス情報学部スポーツ健康マネジメント学科・国際ビジネス学科 群馬県 

東京福祉大学 社会福祉学部 保育児童学部 教育学部 心理学部 教育学部 群馬県 

群馬医療福祉大学 社会福祉学部 看護学部 リハビリテーション学部 群馬県 

高崎健康福祉大学 医療情報学科 群馬県 

桐生大学 医療保健学部看護学科・栄養学科 群馬県 

共栄大学 国際経営学部国際経営学科 埼玉県 

埼玉学園大学 
人間学部人間文化学科・子ども発達学科・心理学科 

経済経営学部経済経営学科 
埼玉県 

埼玉工業大学 
人間社会学部情報社会学科・心理学科 

工学部機械工学科・生命環境化学科・情報システム学科 
埼玉県 

聖学院大学 
政治経済学科・欧米文化・日本文化・こども心理・人間福祉 

欧米文化学科 日本文化学科 児童学科 心理福祉学科 
埼玉県 

駿河台大学 法学部 メディア情報学部 経済経営学部 心理学部 埼玉県 

城西大学 
薬学部薬科学科（４年制）・医療栄養学科 

理学部化学科 現代政策学部社会経済システム学科 
埼玉県 

人間総合科学大学 人間科学部 健康栄養学科・ヘルスフードサイエンス学科 埼玉県 

西武文理大学 サービス経営学部 埼玉県 

日本工業大学 応用科学科 埼玉県 

武蔵野学院大学 国際コミュニケーション学部 埼玉県 

ものつくり大学 総合機械学科・建設学科 埼玉県 

千葉商科大学 人間社会学部 千葉県 

千葉科学大学 薬学部 危機管理学部 看護学部 千葉県 

江戸川大学 
人間心理学科 現代社会学科 経営社会学科 

マスコミュニケーション学科 情報文化学科 子供コミュニケーション学科 
千葉県 

清和大学 法学部 法律学科 経営法コース  法学コース 千葉県 

中央学院大学 商学部 法学部 千葉県 

秀明大学 
総合経済学部企業経営学科 英語情報マネジメント学部 

観光ビジネス学部 
千葉県 

淑徳大学 総合福祉学部 コミュニティ政策学部 経営学部 千葉県 

城西国際大学 
福祉総合学部 経営情報学部 環境社会学部 国際人文学部 

観光学部 メディア学部 
千葉県 

和洋女子大学 人文学部国際学科・日本文学文化学科 家政学部服飾造形学科 千葉県 

嘉悦大学 経営経済学部 東京都 

杏林大学 外国語学部英語学科・中国語学科・観光交流文科学科 東京都 

国士舘大学 ２１世紀アジア学部 東京都 

高千穂大学 商学部 経営学部 東京都 



多摩大学 経営情報学部 グローバルスタディーズ学部 東京都 

東京聖栄大学 健康栄養学部食品学科 東京都 

日本経済大学 経営学部経営学科・グローバルビジネス学科・芸創プロヂュース学科 東京都 

和光大学 心理教育学科 東京都 

ヤマザキ学園大学 動物看護学部動物看護学科 東京都 

神奈川工科大学 工学部 創造工学部 情報学部 神奈川県 

関東学院大学 経済学部 経営学部 神奈川県 

松蔭大学 経営文化学部 コミュニケーション文化学部 観光メディア文化学部 神奈川県 

東京工芸大学 工学部機械コース・電気情報コース・情報コース・化学・材料コース 神奈川県 

横浜商科大学 商学部 神奈川県 

横浜美術大学 美術学部 神奈川 

山梨学院大学 法学部法学科 経営学部経営学科 山梨県 

開志専門職大学 事業創造学部事業創造学科 情報学部情報学科 新潟県 

敬和学園大学 人文学部英語文化コミュニケーション学科・国際文化学科・共生社会学科 新潟県 

長岡大学 経済経営学部経済経営学科 新潟県 

新潟経営大学 経営情報学部 観光経営学部 新潟県 

新潟工科大学 工学部 新潟県 

新潟産業大学 経済学部経済経営学科・文化経済学科 新潟県 

新潟薬科大学 応用生命科学部応用生命科学科・生命産業創造学科 新潟県 

新潟リハビリテーション大学 
医療学部リハビリテーション学科 

（理学療法専攻・作業療法専攻・リハビリテーション心理学専攻） 
新潟県 

新潟食料農業大学 食料産業学科 新潟県 

松本大学 人間健康学部スポーツ健康学科 長野県 

高岡法科大学 法学部法学科 富山県 

金沢工業大学 工学部 情報フロンティア学部 建築学部 バイオ化学部 石川県 

金沢星稜大学 経済学部経済学科または経営学科  石川県 

金沢学院大学 経済学部 経済情報学部 文学部 人間健康学部 芸術学部 石川県 

北陸大学 経済経営学部 国際コミュニケーション学部 石川県 

福井医療大学 保健医療学部リハビリテーション学科  福井県 

福井工業大学 工学部 環境情報学部 福井県 

静岡産業大学 経営学部経営学科 静岡県 

愛知工業大学 工学部 経営学部 情報科学部 愛知県 

日本福祉大学 社会福祉学部社会福祉学科 愛知県 

岐阜女子大学 
家政学部（生活科学・住居学） 文化創造学部（初等教育・文化創造） 

健康栄養学科 
岐阜県 

中京学院大学 経営学部 岐阜県 

東海学院大学 
人間関係学部心理学科・子ども発達学科 

健康福祉学部管理栄養学科・総合福祉学科 
岐阜県 

京都光華女子大学 
健康科学部医療福祉学科(社会福祉)・心理学科 

キャリア形成学部キャリア形成学科 
京都府 

太成学院大学 
看護学部看護学科 

人間学部（子ども発達・健康スポーツ・心理カウンセリング） 
大阪府 



経営学部現代ビジネス学科 

大阪経済法科大学 経済学部経済学科・経営学科 国際学部 法学部 大阪府 

姫路大学 教育学部こども未来学科（幼・小・中高教員） 兵庫県 

徳島文理大学 食物栄養学科 香川県 

長崎総合科学大学 工学部工学科 総合情報学部総合情報学科 長崎県 

 

＜短期大学＞ 

学校名 学部学科 所在地 

拓殖大学北海道短期大学 全学科 北海道 

群馬医療福祉大学短期大学部 医療福祉学科 群馬県 

育英短期大学 保育学科・現代コミュニケーション学科 群馬県 

桐生大学短期大学部 生活科学科・アート・デザイン学科 群馬県 

明和学園短期大学 生活科学科（こども学・栄養） 群馬県 

川口短期大学 ビジネス実務学科・こども学科 埼玉県 

埼玉女子短期大学 商学科・国際コミュニケーション学科 埼玉県 

武蔵丘短期大学 
健康生活学科 

（健康栄養専攻・健康スポーツ専攻・健康マネジメント専攻） 
埼玉県 

聖徳大学短期大学部 保育科第一部・保育科第二部・総合文化学科 千葉県 

愛国学園短期大学 家政専攻・食物栄養専攻 東京都 

帝京短期大学 

生活科学科食物栄養専攻・生活科学専攻 

ライフケア学科柔道整復コース(昼間・夜間) 

こども教育学科 

東京都 

国際短期大学 国際コミュニケーション学科  東京都 

戸板女子短期大学 食物栄養科 東京都 

国際学院埼玉短期大学 幼児保育学科・健康栄養学科・調理製菓 埼玉県 

明倫短期大学 歯科技工士学科（２年制）・歯科衛生士学科（３年制） 新潟県 

新潟工業短期大学 自動車工業科 新潟県 

新潟青陵大学短期大学部 人間総合学科 新潟県 

上田女子短期大学 幼児教育学科・総合文化学科 長野県 

飯田女子短期大学 
家政学科家政専攻・生活福祉専攻・食物栄養専攻 

幼児教育学科 
長野県 

長野女子短期大学 生活科学科食物栄養専攻・生活福祉専攻 長野県 

信州豊南短期大学 言語コミュニケーション学科・幼児教育学科 長野県 

松本大学松商短期大学部 商学科・経営情報学科 長野県 

富山短期大学 経営情報学科・健康福祉学科 富山県 

富山福祉短期大学 
社会福祉学科社会福祉専攻・介護福祉専攻 

幼児教育学科・国際観光学科 
富山県 

金沢学院短期大学 現代教養学科・食物栄養学科・幼児教育学科 石川県 

中京学院大学短期大学部 健康栄養学科・保育科 岐阜県 

京都光華大学短期大学部 ライフデザイン学科 京都府 

関西女子短期大学 保育学科・養護保健学科・歯科衛生学科・医療秘書学科 大阪府 

 


