
令和２年度入試　指定校推薦入試　大学一覧　令和元年7月20日現在

※今後，追加･変更が生じることがあります※

県名 学校名 学部名 選考方法

1 北海道 北翔大学 生涯ｽﾎﾟｰﾂ学部：健康福祉学科、教育文化学部:芸術学科 書類審査

2
茨城県 流通経済大学

経済学部：経済・経営学科／社会学部：社会学科・国際観光学科／流通情報学部：流通情報学

科／法学部：ﾋﾞｼﾞﾈｽ法学科・自治行政学科
面接・書類審査

3 栃木県 足利大学 工学部：機械分野,電気電子分野,ｼｽﾃﾑ情報分野,建築土木分野 面接･書類審査

4 群馬県 上武大学 ビジネス情報学部：国際ビジネス学科・スポーツ健康マネジメント学科 個人面接・書類審査

5
城西大学（Ａ日程）

経済学部：経済学科、現代政策学部：社会経済ｼｽﾃﾑ学科、経営学部：ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ総合学科、薬学

部:薬科学科（4年制）
面接･書類審査

6 駿河台大学 法学部,経済経営学部,ﾒﾃﾞｨｱ情報学部,心理学部 面接･書類審査

7 ものつくり大学 技能工芸学部：総合機械学科・建設学科 書類審査・面接

8
日本薬科大学 薬学部（6年制）

面接（10分）･小論文（60

分）･書類審査

9

埼玉県

聖学院大学 政治経済学科,欧米文化学科,日本文化学科,児童学科,心理福祉学科 書類審査・面接

10
川村学園女子大学

文学部：国際英語･史学･心理･日本文化、教育学部：幼児教育･児童教育、生活創造学部：生活

文化・観光文化

小論文・面接・志望理由

書

11 中央学院大学 商学部：商学科,法学部：法学科 書類審査・面接

12
秀明大学

総合経営学部・企業経営学科／英語情報マネジメント学部・英語情報マネジメント学科／観光ビ

ジネス学部・観光ビジネス学科
面接・書類審査

13

千葉県

千葉科学大学 薬学部･危機管理学部・看護学部 面接･書類審査

14 明治大学 商学部商学科 面接

15 二松學舍大学 国際政治経済学部・国際政治経済学科 面接・志望動機書

16

東京電機大学

ｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ工学部：情報ｼｽﾃﾑ学科・ﾃﾞｻﾞｲﾝ工学科，工学部：電気電子工学科・電子ｼｽﾃﾑ工学

科・応用化学科・機械工学科・先端機械工学科・情報通信工学科,理工学部：理学系・生命科学

科・情報ｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ学系・電子工学系・機械工学系・建築都市環境学系

書類審査・小論文・個人

面接

17 立正大学 仏教学部 面接･書類審査

18 青山学院大学 法学部法学科 小論文・面接

19
駒澤大学 法学部：法律学科ﾌﾚｯｸｽA

書類選考（志望理由書横

書き1200字）

20 東京理科大学 理工学部 工学系（建築学科・先端科学科・電気電子情報工学科・経営工学科・土木工学科） 書類審査・面接

21

工学院大学

工学部：機械工学・機械ｼｽﾃﾑ工学・電気電子工学、先進工学部：生命化学・応用化学・環境化

学・応用物理学・機械理工学科　機械利口学専攻・先進工学部　大学接続型ｺｰｽ、建築学部：ま

ちづくり学・建築学・建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ学、情報学部：情報通信工学・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ科学・情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ学・ｼｽﾃ

ﾑ数理学

面接･書類審査

22 帝京大学 経済学部：国際経済学科　 面接･書類審査

23
亜細亜大学 経営学科・法律学科

書類審査・小論文（400字

以内）・面接

24 日本文化大学 法学部法学科 面接・小論文（800字）

25

玉川大学

文学部：英語教育学科・国語教育学科、工学部：情報通信工学科・ｿﾌﾄｳｪｱｻｲｴﾝｽ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｻｲｴ

ﾝｽ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ･数学教員養成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、芸術学部：ﾊﾟﾌｫｰﾐﾝｸﾞｱｰﾂ･ﾒﾃﾞｨｱﾃﾞｻﾞｲﾝ･芸術

教育学科音楽ｺｰｽ･芸術教育学科美術工芸ｺｰｽ、経営学部・国際経営学科、リベラルアーツ学

部・リベラルアーツ学科

面接･書類審査

26

東京都

多摩大学 経営情報学部・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾀﾃﾞｨ-ｽﾞ学部 個人面接・書類審査

27
横浜美術大学 美術学部：美術ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科

プレゼンテーションを含

む面接

28

関東学院大学

国際文化学部：英語文化学科・比較文化学科、社会学部・現代社会学科、経済学部：経済学科、

経営学部：経営学科、法学部:法学科・地域創生学科、　理工学部　対象ｺｰｽ：生命科学・数理物

理・応用化学・総合機械・自動車・ﾛﾎﾞﾃｨｸｽ・電気電子・情報ﾈｯﾄ　ﾒﾃﾞｨｱ・土木都市防災、人間共

生学部：ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・共生ﾃﾞｻﾞｲﾝ、建築環境学部：建築環境学科、教育学部:こども発達

面接・書類審査

29
神奈川工科大学

応用バイオ科学部：応用ﾊバイオ科学科・栄養生命学科、　情報学部：情報工学科・情報ネットワ

ークコミュニケーション学科・情報メディア学科
面接（10分）

30 相模女子大学 学芸学部メディア情報学科 書類選考・面接

31

神奈川県

東海大学 政治経済学部：経営学科／海洋学部：海洋地球科学科 面接･書類審査
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県名 学校名 学部名 選考方法

32
新潟県 日本歯科大学（新潟） 新潟生命歯学部

調査書・英語小テスト・面

接

33
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

面接・書類審査・志望理

由書

34
石川県

金沢工業大学(専門高校特別

推薦)
工学部・情報ﾌﾛﾝﾃｨｱ学部･環境建築学部･ﾊﾞｲｵ化学部

面接・書類審査・志望理

由書

35 福井県 福井工業大学 工学部・環境情報学部 面接･書類審査

36 山梨学院大学 法学部：法学科，経営学部：経営学科 ｸﾞﾙｰﾌﾟ面接・書類審査

37 山梨県
身延山大学 仏教学部：仏教学科

書類審査・作文(800字以

内　50分)・面接

38 岐阜協立大学 経営学部：ｽﾎﾟｰﾂ経営学科 面接・書類審査

39
岐阜県

岐阜共立大学 経営学部スポーツ経営学科 書類審査・面接

40 静岡県 静岡産業大学 経営学部：経営学科・藤枝キャンパス） 面接･書類審査

41 愛知産業大学 造形学部:スマートデザイン学科・建築学科、経営学部:総合経営学科 書類審査、面接

42 愛知工業大学 工学部・経営学部・情報科学部 面接・書類審査

43
中部大学

工学部・経営情報学部・国際関係学部・人文学部・応用生物学部・生命健康科学部・現代教育学

部
面接･書類審査

44

愛知県

修文大学 健康栄養学部　管理栄養学科 面接・書類審査

45

三重県 鈴鹿医療科学大学

保健衛生学部：医療栄養学科(管理栄養専攻)・医療栄養学科(臨床検査専攻)・リハビリテーシ

ョン学科、作業療法学専攻・医療福祉学科(医療福祉専攻ｽ)・医療福祉学科(臨床心理専攻)・

鍼灸サイエンス学科、医用工学部：医用情報工学科

面接･書類審査

46
滋賀県 成安造形大学 芸術学部・芸術学科

書類審査・面接試験（3～

5点程度の作品持参）

47
同志社大学 理工学部：電気工学科・電子工学科

書類審査・志望理由書・

面接

48
京都産業大学 経営学部：マネジメント学科

書類審査（推薦書、調査

書、志望理由書）・面接　

49 立命館大学 文学部：人文学科（東ｱｼﾞｱ研究学域）、　政策科学部：政策科学科 書類審査

50
京都ノートルダム女子大学

国際言語文化学部：英語英文科・国際日本文化学科、現代人間学部：福祉生活ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科・心

理学科・子ども教育学科
ｸﾞﾙｰﾌﾟ面接・書類審査

51
京都橘大学（要項は９月中

旬）

国際英語学部・国際英語学科　文学部・日本語日本文学科・歴史学科・歴史学科・歴史遺産学

科　現代ビジネス学部・経営学科・都市環境デザイン学科　健康科学部・心理学科

基礎ﾃｽﾄ(英国数3分野

からから2分野を選択し

解答)

52

京都文教大学

総合社会学部 総合社会学科：経済経営ｺｰｽ･ﾒﾃﾞｨｱ社会心理ｺｰｽ･公共政策ｺｰｽ･観光地域ﾃﾞｻﾞ

ｲﾝｺｰｽ･国際文化ｺｰｽ、臨床心理学部 臨床心理学科：深層心理ｺｰｽ・こども青年心理ｺｰｽ・医療

福祉心理ｺｰｽ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ経営心理コース

面接・書類審査・志望理

由書

53

種智院大学 人文学部：仏教学科・社会福祉学科

個人面接・小論文　指定

ﾃｰﾏあり1000～1200字

(出願時提出)

54
龍谷大学

文学部：真宗学科･仏教学科･哲学科教育学専攻･歴史学科東洋史学専攻、歴史学科仏教史学

専攻、英語英米文学科　国際学部：国際文化学科、社会学部：ｺﾐｭﾆﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科、
小論文･面接･書類審査

55 京都先端科学大学 人文学部　歴史文化学科 面接・書類審査

56

京都府

嵯峨美術大学 芸術学部：造形学科・ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科

面接(過去に制作した作

品、または課外活動歴に

ついて紹介できる資料を

持参)

57

大阪工業大学

工学部：都市ﾃﾞｻﾞｲﾝ工学科、電気電子ｼｽﾃﾑ工学科、電子情報ｼｽﾃﾑ工学科、応用化学科、環

境工学科、生命工学科、　情報科学部：情報知能学科、情報ｼｽﾃﾑ学科、情報ﾒﾃﾞｨｱ学科、情報

ﾈｯﾄﾜｰｸ学科　　知的財産学部：知的財産学科

書類審査・面接

58 大阪青山大学 健康科学部：健康栄養学科、子ども教育学科 書類、面接

59

大阪府

大阪学院大学
商学部：商　経営学部：経営・ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ経営　経済学部：経済　法学部：法　外国語学部：英語　

国際学部：国際　情報学部：情報

面接･書類審査・志望理

由書
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県名 学校名 学部名 選考方法

60
関西大学

法学部：法学政治学科,総合情報学部：総合情報学科,化学生命工学部：化学･物質工学科,ｼｽ

ﾃﾑ理工学部：物理・応用物理学科

面接･書類審査(法学部

は書類審査のみ)

61
大阪人間科学大学

人間科学部：社会福祉学科・医療福祉学科（視能訓練専攻）・子ども保育学科,保健医療学部：

作業療法学科・言語聴覚学科,心理学部：心理学科

書類審査・志望理由書・

面接

62
追手門学院大学 経営学部：経営学科、国際教養学部：国際日本学科、社会学部：社会学科

基礎学力検査、書類審

査・面接

63
梅花女子大学

心理こども学部：子ども学科・心理学科,文化表現学部：国際英語学科・日本文化学科・情報ﾒﾃﾞｨ

ｱ学科,食文化学部：食文化学科　
面接・書類審査

64 平安女学院大学 国際観光学部：国際観光学科、子ども教育学部：子ども教育学科 面接･書類審査

65

大阪産業大学
経営学部：商学科、経済学部：経済学科/国際経済学科、ﾃﾞｻﾞｲﾝ工学部：情報ｼｽﾃﾑ学科、工学

部：都市創造工学科/電子情報通信工学科

小論文・書類審査（工学

部は左記プラス面接あ

り）

66

近畿大学

法学部：法律学科，経済学部：経済学科・国際経済学科・総合経済政策学科，経営学部：経営学

科・商学科・会計学科・ｷｬﾘｱ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科，工学部：化学生命工学科、機械工学科、ロボティク

ス学科、電子情報工学科、情報学科、建築学科

面接･書類審査

67
大阪商業大学 経済学部：経済学科／総合経営学部：経営学科・商学科／公共学部：公共学科

面接(グループ面接)・書

類審査

68
大阪樟蔭女子大学

学芸学部：国文学科・国際英語学科・心理学科・ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ学科・化粧ﾌｧｯｼｮﾝ学科（ﾌｧｯｼｮﾝ・

化粧）（美容）、児童教育学部：児童教育学科
小論文・面接

69 東大阪大学 こども学部：こども学科、アジアこども学科 面接

70
阪南大学 経済学部：経済学科、経営情報学部：経営情報学科

面接･書類審査・志望理

由書（800字程度）

71
大阪経済法科大学 経済学部;経済学科、経営学部：経営学科、法学部；法律学科、国際学部：国際学科

面接・書類審査（志望理

由書600字程度）

72
関西福祉科学大学

社会福祉学部：社会福祉学科,心理科学部：心理科学科、健康福祉学部：健康科学科・福祉栄

養学科、教育学部　教育学科：子ども教育専攻・発達支援教育専攻
面接･書類審査

73 大阪芸術大学 芸術学部：アートサイエンス学科・放送学科 面接･書類審査

74
太成学院大学

経営学部:現代ビジネス学科,人間学部:子ども発達学科・健康ｽﾎﾟｰﾂ学科・心理ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ学

科,看護学部：看護学科
面接･書類審査

75

大阪府

羽衣国際大学

人間生活学部:食物栄養学科 管理栄養士過程・人間生活学科(食ｸﾘｴｲﾄｺｰｽ・ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝｺ

ｰｽ・住空間ﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽ)、現代社会学部:放送ﾒﾃﾞｨｱ映像学科(放送・ﾒﾃﾞｨｱｺｰｽ･映像ｺﾝﾃﾝﾂｺｰｽ

・情報ｼｽﾃﾑｺｰｽ)､現代社会学科(経済経営ｺｰｽ･観光ｺｰｽ･ｽﾎﾟｰﾂｺｰｽ･国際英語ｺｰｽ)､

個人面接・書類審査（入

学志望理由書600字）

76
神戸親和女子大学 文学部：総合文化学科,発達教育学部：心理学科・ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ教育学科

調査書・小論文（出願時

に提出）・面接

77 神戸学院大学 経済学部：経済学科 面接･書類審査

78
流通科学大学

商学部：経営学科・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ学科、経済学部：経済学科・経済情報学科、人間社会学部：人間

社会学科・観光学科・人間健康学科
面接・書類審査

79
神戸芸術工科大学

芸術工学部：ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ・ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ・ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｲﾝﾃﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ・環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ・映像表現(映

画,ｱﾆﾒ,ﾃﾞｼﾞﾀﾙｸﾘｰｴｼｮﾝ)･ｱｰﾄｸﾗﾌﾄ・まんが表現

面接(作品･小論文等持

参)･書類審査

80
神戸女子大学

文学部：日本語日本文学・英語英米文学・国際教養・史学科、家政学部：家政学科、健康福祉学

部：社会福祉学科・健康ｽﾎﾟｰﾂ栄養学科
面接･書類審査

81

神戸松蔭女子学院大学

教育学部：教育学科（幼児教育専修・学校教育専修）、文学部：英語学科（英語ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ専修

・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専修）・日本語日本文化学科、人間科学部：心理学科・都市生活学科（都

市生活専攻・食ﾋﾞｼﾞﾈｽ専修）・ﾌｧｯｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ学科・食物栄養学科　　

書類審査・面接（受験者

は全員合格が原則）

82
神戸国際大学

経済学部：経済経営学科・国際文化ﾋﾞｼﾞﾈｽ学科・観光学科,リハビリテーション学部：理学療法学

科
面接･書類審査

83 甲南大学 文学部：歴史文化学科 書類審査・面接

84 芦屋大学 臨床教育学部：教育学科・児童教育学科、経営教育学部：経営教育学科 面接・書類審査

85
関西国際大学

教育学部:教育福祉学科(こども専攻,福祉学専攻)、国際ｺﾐｭﾆｰｹｰｼｮﾝ学部：･英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

学科、経営学部：経営学科、人間科学部:人間心理学科、
面接･書類審査

86

兵庫県

関西学院大学 理工学部：物理学科・先進ｴﾈﾙｷﾞｰﾅﾉ工学科・化学科・環境応用化学科・生命科学科 面接・書類審査
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※今後，追加･変更が生じることがあります※

県名 学校名 学部名 選考方法

87
大手前大学 総合文化学部，ﾒﾃﾞｨｱ芸術学部，現代社会学部

個人面接（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能

力重視）･書類審査

88 姫路獨協大学 人間社会学群、 面接･書類審査

89 姫路大学 教育学部：こども未来学科 面接・書類審査

90 兵庫大学 生涯福祉学部：社会福祉学科,現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ学部：現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ学科 面接･書類審査　

91 関西福祉大学 社会福祉学部：社会福祉学科、教育学部：児童教育学科・保健教育学科 面接･書類審査

92

兵庫県

神戸医療福祉大学 社会福祉学部：社会福祉学科、健康ｽﾎﾟｰﾂｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科、経営福祉ﾋﾞｼﾞﾈｽ学科 面接・書類審査

93 奈良県 奈良大学 文学部：国文学科・史学科・地理学科・文化財学科、社会学部：心理学科・総合社会学科 面接･書類審査

94 岡山理科大学（特推・指定校

選抜_専門学科）工業枠
理学部(動物学科を除く)、工学部、総合情報学部、生物地球学部、教育学部、経営学部 面接･書類審査

95
ノートルダム清心女子大学

文学部：英語英文学科･日本語日本文学科･現代社会学科，人間生活学部：児童学科・人間生

活学科
面接・書類審査

96
岡山商科大学 法学部：法学科、経済学部：経済学科、経営学部：経営学科・商学科

書類審査、面接・口頭試

問

97
川崎医療福祉大学

医療福祉学部：医療福祉学科、医療福祉ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学部：医療福祉経営学科、医療情報学科、医

療秘書学科、医療福祉デザイン学科
面接･書類選考

98
中国学園大学

現代生活学部：人間栄養学科（管理栄養士養成課程）／子ども学部：子ども学科／国際教養学

部：国際教養学科
面接･書類審査

99
山陽学園大学

看護学部：看護学科、総合人間学部：生活心理学科・言語文化学科、地域マネジメント学部：地

域マネジメント学科
面接･書類審査

100
就実大学 薬学部　薬学科

個人面接･書類審査・志

望理由書(600字以内)

101
美作大学 生活科学部：児童学科（小学校教員養成ｺｰｽ／保育士・幼稚園教員養成ｺｰｽ）、社会福祉学科

面接・書類審査・志願理

由書(出願時提出)

102
環太平洋大学

次世代教育学部：教育経営学科・こども発達学科、体育学部：健康科学科、経営学部：現代経営

学科
小論文・面接（集団）

103 中国職業能力開発大学校 電気ｴﾈﾙｷﾞｰ制御科・電子情報技術科 面接･書類審査

104

くらしき作陽大学
食文化学部：現代食文化学科，子ども教育学部：子ども教育学科(保育園幼稚園ｺｰｽ)，音楽学

部：音楽学科(演奏芸術ｺｰｽ･教育文化ｺｰｽ)

面接･書類審査,音楽学

部は実技、小論文、口頭

試問

105 岡山学院大学 人間生活学部：食物栄養学科 書類審査・特別面接

106
倉敷芸術科学大学（特推）

芸術学部：ﾒﾃﾞｨｱ映像学科・ﾃﾞｻﾞｲﾝ芸術学科，生命科学部：生命科学科・健康科学科、動物生命

科学科、危機管理学科、

面接(簡単な試問を含

む)･書類審査

107
倉敷芸術科学大学（特推） 生命科学部：生命医科学科

面接(簡単な試問を含

む)･書類審査

108

岡山県

吉備国際大学
外国学科・経営社会学科・スポーツ社会学科・看護学科・理学療法学科・作業療法学科・心理学

科・こども発達教育学科・アニメーション文化学科・地域創生農学科・醸造学科
集団面接･書類審査

109 福山平成大学 経営学部：経営学科、福祉健康学部：福祉学科・こども学科・健康スポーツ学科 面接・書類審査

110 福山大学 経済学部･人間文化学部･工学部･生命工学部･薬学部 面接・書類審査

111
広島経済大学

経済学部経済学科，経営学部経営学科，ﾒﾃﾞｨｱﾋﾞｼﾞﾈｽ学部ﾋﾞｼﾞﾈｽ情報学科，ﾒﾃﾞｨｱﾋﾞｼﾞﾈｽ学部

ﾒﾃﾞｨｱﾋﾞｼﾞﾈｽ学科
面接･書類審査

112

広島工業大学

工学部：電子情報工学科・電気ｼｽﾃﾑ工学科・機械ｼｽﾃﾑ工学科・知能機械工学科・環境土木工

学科・建築工学科,情報学部：情報工学科・情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科,環境学部：建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科・

地球環境学科,生命学部：生体医工学科・食品生命科学科

面接･書類審査

113
広島女学院大学 人間生活学部：生活ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科、児童教育学科、人文学部：国際英語学科、日本文化学科

個人面接・書類審査・小

論文

114

広島県

広島国際大学

総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部：ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科 義肢装具学専攻・作業療法専攻・言語聴覚療法専

攻、薬学部：薬学科、保健医療学部：医療技術学科　臨床工学専攻・救急救命学専攻、健康科

学部：医療福祉学科・心理学科・医療栄養学科・医療経営学科

書類審査・志望理由書（6

00字程度）

115
山口県 東亜大学

人間科学部：心理臨床子ども学科・国際交流学科・ｽﾎﾟｰﾂ健康学科,医療学部：医療工学科・健

康栄養学科,芸術学部：ｱｰﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ学科・ﾄｰﾀﾙﾋﾞｭｰﾃｨｰ学科
面接･書類審査
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県名 学校名 学部名 選考方法

116

山口県 宇部フロンティア大学 心理学部：心理学科

面接・書類審査・ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃ

ｰｼｮﾝ「高校生活で学ん

だことを入学後にどう活

かせるか」5分程度

117
徳島文理大学(徳島キャンパ

ス)

薬学部：薬学科,人間生活学部：児童学科･心理学科･ﾒﾃﾞｨｱﾃﾞｻﾞｲﾝ学科･建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科･人間

生活学科、保健福祉学部：診療放射線学科・臨床工学科、理工学部：ナノ物質工学科・機械創造

工学科・電子情報工学科、文学部:文化財学科・日本文学科・英語英米文学科、薬学部:薬学科

面接･書類審査

118
徳島県

四国大学 文学部：日本文学科･国際文化学科、経営情報学部：経営情報学科･ﾒﾃﾞｨｱ情報学科

面接･書類審査･作文(題

指定　400字を、出願時

提出)

119 高松大学 発達科学部，経営学部 面接・書類審査

120 四国学院大学 文学部,社会福祉学部,社会学部　の全学科 面接・書類審査

121
香川県

徳島文理大学(香川キャンパ

ス)

保健福祉学部：診療放射線学科･臨床工学科,香川薬学部：薬学科,理工学部：ﾅﾉ物質工･機械

創造工･電子情報工,文学部：文化財学科･日本文学科･英語英米文化学科
面接･書類審査

122
人間環境大学 松山看護学部：看護学科

面接･書類審査・小論文8

00字

123

松山大学 経済学部：経済学科(試験日11/16)，法学部：法学科(試験日11/17)

経済学科：面接･書類審

査・小論文、法学科：面

接・書類審査

124

愛媛県

聖カタリナ大学
人間健康福祉学部：社会福祉学科 社会福祉専攻１名／健康ｽﾎﾟｰﾂ学科１名／人間社会学科１

名
面接･書類審査

125
西日本工業大学

工学部：総合ｼｽﾃﾑ工学科(機械工学系：機械･機械設計･設備保全,電気情報工学系：電気電子

・知能制御・情報,土木工学系)、ﾃﾞｻﾞｲﾝ学部：建築学科・情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科

個人面接・基礎学力検査

･書類審査

126 九州国際大学 法学部：法律学科，現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ学部：地域経済学科・国際社会学科 面接･書類審査

127

福岡県

九州共立大学 経済学部：経済・経営学科 面接･書類審査

128 日本文理大学 工学部：航空宇宙工学･機械電気工学･情報ﾒﾃﾞｨｱ・建築，経営経済学部：経営経済学科　 面接・書類審査

129
大分県

別府大学 文学部：国際言語文化・史学文化財、国際経営学部：国際経営、　食物栄養科学部：発酵食品 面接･書類審査

130
九州保健福祉大学

ｽﾎﾟｰﾂ健康福祉学科･臨床福祉学科・薬学科･動物生命薬科学科・生命医科学科・臨床心理学

科
集団面接･書類審査

131

宮崎県

南九州大学 環境園芸学部：環境園芸学科・健康栄養学部：食品開発科学科 小論文・面接・書類審査


