
※学科、方式によって試験や個別試験日の有無が異なる場合があるので、必ず募集要項で確認のこと。
※出願は、基本的には郵便の締切日を記載し、ネット出願のみの場合はネットの締切日を記載している。

■北海道・東北エリアの大学
出願締切 大学 学部／方式 試験日

3/2 岩手保健医療大 看護/B日程 3/7
3/2 日本赤十字北海道看護大 看護/セ後期 －
3/3 秋田看護福祉大 看護福祉/後期 セ後期 3/6
3/3 東北医科薬科大 薬/セ後期 －
3/4 北翔大 生涯スポーツ，教育文化/セC方式 －
3/5 北海道情報大 経営情報，医療情報，情報メディア/2期 3/12
3/5 八戸学院大 地域経営，健康医療/Ⅱ期 3/13
3/5 北海商科大 商/セⅡ期 －
3/6 東北文教大 人間科学/後期 3/10
3/6 ノースアジア大 経済，法/B方式 3/13
3/6 函館大 商/B日程 3/14
3/6 東日本国際大 経済経営，健康福祉/セⅢ期 3/14
3/6 岩手医科大 薬，看護/後期 3/16
3/6 岩手医科大 歯/後期 セ後期 3/16
3/6 東北芸術工科大 芸術，デザイン工/後期 3/16
3/6 星槎道都大 社会福祉，経営，美術/セC日程 －
3/6 函館大 商/セB日程 －
3/6 北海学園大 経済，経営，法，人文，工，経営(2部)，法(2部)，人文(2部)/セⅡ期 －
3/6 岩手医科大 薬/セ後期 －
3/6 東北芸術工科大 芸術，デザイン工/セ2科目後期 －
3/6 東北文教大 人間科学/セ後期 －
3/7 東北女子大 家政/セ後期 3/10
3/7 東北女子大 家政/後期 3/10
3/7 郡山女子大 家政/Ⅲ期 3/13
3/7 青森中央学院大 経営法/セ2期 －
3/7 青森中央学院大 看護/セ後期 －
3/7 東北女子大 家政/セ後期 －
3/7 郡山女子大 家政/セⅢ期 －
3/9 医療創生大 薬，看護，健康医療科学，心理/後期 3/11
3/9 青森大 総合経営，社会，ソフトウェア情報，薬/C日程 3/12
3/9 星槎道都大 社会福祉，経営，美術/B日程 3/13
3/9 東北福祉大 総合福祉，総合マネジメント，教育，健康科学/C日程 3/13
3/9 旭川大 経済，保健福祉/2期 3/14
3/9 北星学園大 文，経済，社会福祉/セⅡ期 －
3/9 東北福祉大 総合福祉，総合マネジメント，教育，健康科学/セ後期 －
3/9 医療創生大 薬，看護，健康医療科学，心理/セ後期 －
3/10 北海道千歳リハビリテーション大 健康科学/C 3/12
3/10 石巻専修大 理工，経営，人間/C日程 3/14
3/10 藤女子大 文/B日程 3/16
3/10 仙台大 体育/後期 3/16
3/10 東北生活文化大 家政，美術/C日程 3/17
3/10 藤女子大 文，人間生活/セB日程 －
3/10 仙台大 体育/セ後期 －
3/11 日本医療大 保健医療/後期 3/17
3/11 弘前学院大 文，社会福祉，看護/Ⅱ期 3/17
3/11 日本医療大 保健医療/セ後期 －
3/11 青森大 総合経営，社会，ソフトウェア情報，薬/セ後期 －
3/11 弘前学院大 文，社会福祉，看護/セB日程 －
3/12 奥羽大 歯，薬/三期 特待生二期 3/16
3/12 仙台白百合女子大 人間/C日程 3/18
3/12 札幌学院大 心理，人文，法，経済，経営/セC日程 －
3/12 八戸学院大 地域経営，健康医療/セC日程 －
3/12 石巻専修大 理工，経営，人間/セC日程 －
3/12 仙台白百合女子大 人間/セC日程 －
3/12 ノースアジア大 経済，法/セ後期 －
3/13 北海道医療大 歯/後期 3/18
3/13 北海道文教大 外国語，人間科学/C期 3/18
3/13 東北公益文科大 公益/C日程 3/18
3/13 札幌大谷大 芸術/二次 3/19
3/13 旭川大 経済，保健福祉/セ後期 －
3/13 札幌大 地域共創/セC日程 －
3/13 札幌国際大 人文，観光，スポーツ人間/セ3期 －
3/13 札幌保健医療大 保健医療/セ後期 －
3/13 北海道情報大 経営情報，医療情報，情報メディア/セ後期 －
3/13 稚内北星学園大 情報メディア/セⅣ期 －
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出願締切 大学 学部／方式 試験日

3/16 岩手保健医療大 看護/C日程 3/24
3/17 宮城学院女子大 学芸/セC日程 3/23
3/17 札幌大谷大 社会/セⅢ期 －
3/17 苫小牧駒澤大 国際文化/セC日程 －
3/17 宮城学院女子大 現代ビジネス，教育，生活科学，学芸/セC日程 －
3/18 星槎道都大 社会福祉，経営，美術/セD日程 －
3/19 尚絅学院大 人文社会/C日程 3/24
3/19 札幌大 地域共創/セD日程 －
3/19 八戸工業大 工，感性デザイン/セ後期 －
3/19 尚絅学院大 人文社会，心理・教育，健康栄養/セC日程 －
3/19 東北公益文科大 公益/セC日程 －
3/21 青森中央学院大 経営法/セ3期 －
3/23 星槎道都大 社会福祉，経営，美術/C日程 3/25
3/23 札幌学院大 心理，人文，法，経済，経営/セD日程 －
3/23 稚内北星学園大 情報メディア/セⅤ期 －
3/24 弘前医療福祉大 保健/セC日程 －

■関東エリアの大学
出願締切 大学 学部／方式 試験日

3/2 江戸川大 社会，メディアコミュニケーション/3期 3/5
3/2 大正大 地域創生，心理社会，文，表現，仏教，社会共生/後期 3/5
3/2 多摩大 経営情報，グローバルスタディーズ/Ⅲ期 3/5
3/2 相模女子大 学芸，人間社会/D日程 3/5
3/2 白鷗大 経営，法，教育/学業特待3月 3/6
3/2 千葉商科大 商経，政策情報，サービス創造，人間社会，国際教養/後期 3/6
3/2 和光大 現代人間，表現，経済経営/後期学部 3/6
3/2 平成国際大 法，スポーツ健康/C日程 3/7
3/2 工学院大 先進工，工，建築，情報/M日程 3/7
3/2 拓殖大 商，政経，外国語，国際，工/3月 3/7
3/2 帝京大 薬，経済，法，文，外国語，教育，理工，医療技術，福岡医療技術/ 3/7
3/2 三育学院大 看護/Ⅲ期 3/8
3/2 帝京大 薬，経済，法，文，外国語，教育，理工，医療技術，福岡医療技術/ 3/8
3/2 神奈川歯科大 歯/3期 3/8
3/2 城西大 経済，現代政策，経営，理，薬/C日程 3/9
3/2 二松学舎大 文，国際政治経済/D方式 3/9
3/2 城西国際大 薬/2科目D日程 3/10
3/2 城西国際大 看護/セプラス面接 3/10
3/2 共立女子大 家政，文芸，国際，看護，ビジネス/3月 3/10
3/2 東京経済大 経済，経営，コミュニケーション，現代法，キャリアデザインプログラム 3/10
3/2 流通経済大 経済，社会，流通情報，法，スポーツ健康科学/Ⅲ期得意科目型 3/11
3/2 上武大 ビジネス情報，看護/セ後期 －
3/2 江戸川大 社会，メディアコミュニケーション/セ3期 －
3/2 城西国際大 福祉総合，経営情報，国際人文，観光/セ3期 －
3/2 城西国際大 薬/セA方式3期 －
3/2 千葉商科大 商経，政策情報，サービス創造，人間社会，国際教養/セ後期 －
3/2 共立女子大 家政，文芸，国際，ビジネス/セ3月 －
3/2 創価大 経済，経営，法，文，教育，理工，国際教養/セ後期 －
3/2 多摩大 経営情報，グローバルスタディーズ/セⅢ期 －
3/2 帝京大 経済，法，文，外国語，教育/セ後期 －
3/2 東京経済大 経済，経営，コミュニケーション，現代法，キャリアデザインプログラム

/セ後期
－

3/2 日本大 生産工/C方式2期 －
3/2 武蔵野美術大 造形構想/セ5教科方式 －
3/2 和光大 現代人間，表現，経済経営/セB日程 －
3/2 相模女子大 学芸，人間社会，栄養科学/セC日程 －
3/3 千葉工業大 工，創造工，先進工，情報科学，社会システム科学/C日程 セ後期

2WAY方式タイプⅡ
3/4

3/3 了德寺大 健康科学/C日程 3/8
3/3 東京女子大 現代教養/3月期 3/10
3/3 日本薬科大 薬/セ後期 －
3/3 千葉工業大 工，創造工，先進工，情報科学，社会システム科学/セ後期2WAY方

式タイプⅠ
－

3/3 杏林大 外国語，総合政策/セⅢ期 －
3/3 杏林大 保健/セ後期 －
3/3 國學院大 文，神道文化，法，経済，人間開発，神道文化(フレックスA)/V方式 －
3/3 高千穂大 商，経営，人間科学/セⅢ期 －
3/3 東京女子大 現代教養/3月期 －
3/3 立正大 経済，文，仏教，地球環境科学，社会福祉，法/セ後期 －
3/3 鎌倉女子大 家政，児童，教育/セⅡ期 －
3/4 足利大 工，看護/C 3/6
3/4 産業能率大 経営，情報マネジメント/後期 3/6
3/4 ものつくり大 技能工芸/後期 数学特待生 3/9



出願締切 大学 学部／方式 試験日

3/4 東京富士大 経営/Ⅲ期 3/10
3/4 鶴見大 文/3期 3/11
3/4 東京家政学院大 現代生活/B方式 3/12
3/4 白鷗大 経営，法，教育/セ単独後期1回 学業特待セ単独後期1回 －
3/4 ものつくり大 技能工芸/セ後期 －
3/4 東京富士大 経営/セⅢ期 －
3/4 明治大 商，理工，総合数理/セ後期 －
3/4 鶴見大 文/セ3期 －
3/5 ヤマザキ動物看護大 動物看護/Ⅲ期 3/11
3/5 川村学園女子大 文，教育，生活創造/Ⅳ期 3/12
3/5 女子美術大 芸術/B日程 3/14
3/5 明海大 保健医療/セC方式 3/15
3/5 上野学園大 音楽/日程B 3/15
3/5 女子美術大 芸術/B日程 3/15
3/5 上野学園大 音楽/日程B 3/16
3/5 足利大 工/セC －
3/5 宇都宮共和大 シティライフ，子ども生活/セⅡ期 －
3/5 群馬パース大 保健科学/セ後期 －
3/5 川村学園女子大 文，教育，生活創造/セⅢ期 －
3/5 明海大 外国語，経済，不動産，ホスピタリティ・ツーリズム/セC方式 －
3/5 跡見学園女子大 文，マネジメント，観光コミュニティ，心理/セⅢ期 －
3/5 恵泉女学園大 人文，人間社会/セⅢ期 －
3/5 大東文化大 文，経済，外国語，法，国際関係，経営，スポーツ・健康科学，社会/

セ後期
－

3/5 東京工芸大 工/セⅢ期 －
3/5 東邦大 理/セ後期 －
3/5 ヤマザキ動物看護大 動物看護/セⅢ期 －
3/6 日本薬科大 薬/N方式二期後期 3/10
3/6 日本文化大 法/4期 3/10
3/6 文星芸術大 美術/Ⅱ期 3/11
3/6 埼玉学園大 人間，経済経営/Ⅳ期 3/11
3/6 東都大 ヒューマンケア，幕張ヒューマンケア，管理栄養/Ⅲ期 3/11
3/6 洗足学園音楽大 音楽/B日程 3/12
3/6 作新学院大 経営，人間文化/3回 3/13
3/6 高崎商科大 商/後期 3/13
3/6 洗足学園音楽大 音楽/B日程 3/13
3/6 東京歯科大 歯/Ⅱ期 セⅡ期 3/14
3/6 明星大 教育，心理，人文，経済，経営，デザイン，理工，情報，建築/後期 3/14
3/6 筑波学院大 経営情報/セC日程 －
3/6 高崎商科大 商/セ2科目型後期 セ3科目型後期 －
3/6 埼玉学園大 人間，経済経営/セⅣ期 －
3/6 明星大 教育，心理，人文，経済，経営，デザイン，理工，情報，建築/セ後 －
3/7 聖学院大 政治経済，人文，心理福祉/D日程 3/12
3/7 横浜薬科大 薬/Ⅲ期第2回 3/12
3/7 東京家政大 家政，人文，健康科学，子ども/セC日程 －
3/7 東京家政学院大 現代生活，人間栄養/セⅢ期 －
3/7 東洋大 食環境科学，文(イブニング)，経済(イブニング)，経営(イブニング)，

法(イブニング)，社会(イブニング)，国際(イブニング)/セ後期
－

3/8 松蔭大 経営文化，コミュニケーション文化，観光メディア文化/Ⅲ期 3/11
3/8 松蔭大 看護/Ⅲ期 3/12
3/8 東洋学園大 グローバル・コミュニケーション，人間科学，現代経営/3期 3/13
3/8 津田塾大 学芸，総合政策/C方式後期 －
3/8 東海大 文，文化社会，政治経済，法，教養，健康，理，情報理工，工，観

光，情報通信，海洋，経営，基盤工，農，国際文化，生物/セ後期
－

3/8 東洋学園大 グローバル・コミュニケーション，人間科学，現代経営/セ3期 －
3/8 日本大 理工/C方式2期 －
3/9 聖徳大 児童，心理・福祉，文，人間栄養，音楽，児童(夜間主)/C日程 3/11
3/9 聖徳大 看護/C日程 セC日程 3/11
3/9 聖徳大 児童，音楽/セC日程 3/11
3/9 共栄大 教育，国際経営/D日程 3/12
3/9 聖徳大 音楽/実技特別選抜 3/12
3/9 常磐大 看護/セⅡ期 3/13
3/9 開智国際大 教育，国際教養/Ⅳ期 特待Ⅲ期 3/13
3/9 淑徳大 総合福祉，コミュニティ政策，看護栄養，経営，教育，人文/選択型 3/13
3/9 東京純心大 現代文化，看護/3回 3/13
3/9 和洋女子大 人文，国際，家政，看護/C日程 3/14
3/9 東京都市大 理工，建築都市デザイン，情報工，環境，メディア情報，都市生活，

人間科学/セ後期
3/14

3/9 東京福祉大 保育児童，教育，心理，社会福祉/5期1科目型 3/14
3/9 秀明大 学校教師，看護/4期 セB日程 3/15
3/9 嘉悦大 経営経済/セ特別選抜 3/15
3/9 群馬医療福祉大 社会福祉，看護，リハビリテーション/Ⅲ期 3/16



出願締切 大学 学部／方式 試験日

3/9 鶴見大 歯/3期 セ3期 3/16
3/9 田園調布学園大 人間福祉，子ども未来，人間科学/全学統一 3/16
3/9 常磐大 人間科学，総合政策/セⅡ期 －
3/9 群馬医療福祉大 社会福祉，看護，リハビリテーション/セⅢ期 －
3/9 獨協大 外国語，国際教養，経済，法/セ後期 －
3/9 日本医療科学大 保健医療/セ後期 －
3/9 敬愛大 経済，国際/セ3期 －
3/9 淑徳大 総合福祉，コミュニティ政策，看護栄養，経営，教育，人文/セⅢ期 －
3/9 聖徳大 児童，心理・福祉，文，人間栄養，児童(夜間主)/セC日程 －
3/9 東京情報大 総合情報，看護/セⅢ期 －
3/9 東京医療保健大 医療保健，東が丘看護，立川看護，千葉看護，和歌山看護/セ後期 －
3/9 東京純心大 現代文化/セ2回 －
3/9 東京福祉大 保育児童，教育，心理，社会福祉/5期セ －
3/10 共愛学園前橋国際大 国際社会/グローカルオナーズC 3/12
3/10 育英大 教育/Ⅱ期 3/16
3/10 尚美学園大 芸術情報，総合政策，スポーツマネジメント/特待生Ⅱ期 3/20
3/10 共愛学園前橋国際大 国際社会/セ後期 －
3/10 共愛学園前橋国際大 国際社会/小中高教員志望特待生後期 －
3/10 高崎健康福祉大 健康福祉，薬，保健医療，人間発達，農/セ後期 －
3/10 工学院大 先進工，工，建築，情報/セ後期 －
3/10 専修大 経済，法，経営，商，文，ネットワーク情報/セ後期 －
3/10 東京聖栄大 健康栄養/セⅢ期 －
3/11 日本工業大 基幹工，先進工，建築/3月 3/13
3/11 日本保健医療大 保健医療/後期B日程 3/15
3/11 人間総合科学大 人間科学，保健医療/C日程 3/16
3/11 東京成徳大 国際，応用心理，子ども，経営/D日程 3/17
3/11 東京未来大 こども心理，モチベーション行動科学/D日程 3/17
3/11 帝京平成大 薬，現代ライフ，ヒューマンケア，健康メディカル，健康医療スポーツ 3/18
3/11 帝京平成大 薬，現代ライフ，ヒューマンケア，健康メディカル，健康医療スポーツ 3/19
3/11 作新学院大 経営，人間文化/セⅡ期 －
3/11 埼玉工業大 工，人間社会/セD試験 －
3/11 日本工業大 基幹工，先進工，建築/セC －
3/11 人間総合科学大 人間科学，保健医療/セD日程 －
3/11 中央大 法，経済，商，文，総合政策，国際経営，国際情報/セ後期 －
3/11 帝京大 理工/セ後期 －
3/11 東京未来大 こども心理，モチベーション行動科学/セC日程 －
3/11 武蔵野大 データサイエンス，経営，グローバル，経済，法，教育，工，人間科

学，文/セ後期
－

3/11 目白大 心理，人間，社会，メディア，経営，外国語，保健医療，看護/セC日 －
3/11 神奈川工科大 工，創造工，応用バイオ科学，情報，健康医療科学/セC日程 －
3/12 武蔵野音楽大 音楽/C日程 3/16
3/12 武蔵野学院大 国際コミュニケーション/2回 3/17
3/12 明海大 歯/セC日程 3/17
3/12 武蔵野音楽大 音楽/C日程 3/17
3/12 武蔵野音楽大 音楽/C日程 3/18
3/12 日本大 法(二部)/A方式3期 3/20
3/12 共栄大 教育，国際経営/セC日程 －
3/12 大正大 地域創生，心理社会，文，表現，仏教，社会共生/セ後期 －
3/13 日本文化大 法/5期 3/17
3/13 横浜美術大 美術/C日程 3/17
3/13 三育学院大 看護/Ⅳ期 3/19
3/13 千葉科学大 危機管理/後期 3/21
3/13 千葉科学大 薬，危機管理，看護/後期 3/22
3/13 東京音楽大 音楽/B日程 3/22
3/13 東京音楽大 音楽/B日程 3/23
3/13 つくば国際大 医療保健/セ3期 －
3/13 関東学園大 経済/セ3期 －
3/13 桐生大 医療保健/セ後期 －
3/13 浦和大 こども，社会/セⅢ期 －
3/13 十文字学園女子大 人間生活，教育人文，社会情報デザイン/セⅢ期 －
3/13 西武文理大 サービス経営/セ3期 －
3/13 開智国際大 教育，国際教養/セⅢ期 －
3/13 川村学園女子大 文，教育，生活創造/セⅣ期 －
3/13 麗澤大 外国語，経済，国際/セⅢ期 －
3/13 東京電機大 システムデザイン工，未来科学，工，理工/セ後期 －
3/13 横浜薬科大 薬/セ後期 －
3/16 中央学院大 商，法，現代教養/3期 3/21
3/16 白鷗大 経営，法，教育/セ単独後期2回 学業特待セ単独後期2回 －
3/16 武蔵野学院大 国際コミュニケーション/セ3回 －
3/16 千葉科学大 薬，危機管理，看護/セ後期 －
3/17 尚美学園大 芸術情報，総合政策，スポーツマネジメント/C日程 3/24
3/17 聖学院大 政治経済，人文，心理福祉/E日程 3/24



出願締切 大学 学部／方式 試験日

3/17 平成国際大 法/セC日程 －
3/17 関東学院大 国際文化，社会，法，経済，経営，理工，建築・環境，人間共生，教

育，栄養，看護/セ後期
－

3/18 日本保健医療大 保健医療/後期C日程 3/22
3/18 日本保健医療大 保健医療/セ4回 －
3/19 日本映画大 映画/C日程 3/23
3/19 育英大 教育/セⅢ期 3/26
3/23 足利大 工/D 3/24
3/23 ヤマザキ動物看護大 動物看護/Ⅳ期 3/26
3/23 大東文化大 文，経済，外国語，法，国際関係，スポーツ・健康科学/英語外部試

験活用総合評価型
－

3/23 ヤマザキ動物看護大 動物看護/セⅣ期 －
3/25 人間総合科学大 人間科学，保健医療/セE日程 －

■中部エリアの大学
出願締切 大学 学部／方式 試験日

3/2 清泉女学院大 看護/セB日程 3/5
3/2 新潟薬科大 薬，応用生命科学/Ⅲ期 3/6
3/2 新潟食料農業大 食料産業/後期 3/7
3/2 東海学園大 経営，人文，心理，教育，スポーツ健康科学，健康栄養/後期 3/8
3/2 新潟国際情報大 国際，経営情報/後期 3/9
3/2 新潟食料農業大 食料産業/セC日程 －
3/2 愛知淑徳大 文，人間情報，心理，創造表現，健康医療科学，福祉貢献，交流文

化，ビジネス，グローバル・コミュニケーション/セⅡ期
－

3/2 愛知文教大 人文/セ中期 －
3/2 修文大 健康栄養，看護，医療科学/セⅢ期 －
3/2 東海学園大 経営，人文，心理，教育，スポーツ健康科学，健康栄養/セ後期 －
3/2 豊橋創造大 保健医療，経営/セ二期 －
3/2 名古屋音楽大 音楽/セⅡ期 －
3/3 岐阜協立大 経済，経営，看護/Ⅲ期 3/6
3/3 愛知東邦大 経営，人間健康，教育/Ⅲ期E方式 3/7
3/3 愛知東邦大 経営，人間健康，教育/Ⅲ期F方式 3/8
3/3 愛知東邦大 経営，人間健康，教育/セⅢ期 －
3/3 名古屋芸術大 芸術，人間発達/セ3期 －
3/4 長岡大 経済経営/Ⅲ期 3/7
3/4 名古屋産業大 現代ビジネス/後期 3/7
3/4 人間環境大 人間環境，看護，松山看護/Ⅲ期 3/10
3/4 名古屋経済大 経済，経営，法，人間生活科学/後期 3/11
3/4 浜松学院大 現代コミュニケーション/B日程 3/12
3/4 愛知産業大 造形，経営/後期 3/13
3/4 朝日大 歯/Ⅲ期 セⅢ期 セプラスⅢ期 3/14
3/4 朝日大 保健医療，法，経営/Ⅲ期 セプラスⅢ期 3/14
3/4 長岡大 経済経営/セⅢ期 －
3/4 新潟青陵大 看護，福祉心理/セ後期 －
3/4 新潟リハビリテーション大 医療/セⅡ期 －
3/4 朝日大 保健医療，法，経営/セⅢ期 －
3/4 岐阜協立大 経済，経営，看護/セⅢ期 －
3/4 愛知大 法，経済，経営，現代中国，国際コミュニケーション，文，地域政策/

セ後期
－

3/4 愛知産業大 造形，経営/セ後期 －
3/4 名古屋経済大 経済，経営，法，人間生活科学/セⅢ期 －
3/5 岐阜保健大 看護/Ⅲ期 3/9
3/5 新潟産業大 経済/後期 3/10
3/5 名古屋学院大 経済，現代社会，商，法，外国語，国際文化，スポーツ健康，リハビ

リテーション/後期
3/12

3/5 金沢工業大 工，情報フロンティア，建築，バイオ・化学/セB －
3/5 岐阜保健大 看護/セⅡ期 －
3/5 大同大 工，情報/セファイナルⅠ型 －
3/5 大同大 工，情報/セファイナルⅡ型 －
3/5 人間環境大 人間環境，看護，松山看護/セⅡ期 －
3/6 名古屋商科大 国際，経済，商，経営/後期 3/10
3/6 同朋大 文，社会福祉/3期 3/11
3/6 北陸大 薬/C日程 3/12
3/6 新潟産業大 経済/セ3期 －
3/6 山梨英和大 人間文化/セⅢ期 －
3/6 浜松学院大 現代コミュニケーション/セC日程 －
3/6 愛知工科大 工/セ後期 －
3/6 愛知工業大 工，経営，情報科学/セ3期 －
3/6 金城学院大 文，生活環境，国際情報，人間科学，薬/セ後期 －
3/6 同朋大 文，社会福祉/セ後期 －
3/6 藤田医科大 医療科学，保健衛生/セ後期 －
3/7 名古屋学芸大 看護，管理栄養，ヒューマンケア，メディア造形/セ後期 －



出願締切 大学 学部／方式 試験日

3/8 中京大 国際，文，心理，法，経済，経営，総合政策，現代社会，工，スポー
ツ科学/セ後期

－

3/9 長野保健医療大 保健科学，看護/Ⅲ期 3/11
3/9 北陸学院大 人間総合/Ⅲ期 3/12
3/9 松本大 総合経営，人間健康，教育/C 3/12
3/9 静岡英和学院大 人間社会/B日程 グローバル3回 3/14
3/9 愛知みずほ大 人間科学/Ⅲ期 3/14
3/9 福井工業大 工，環境情報，スポーツ健康科学/後期 3/16
3/9 健康科学大 健康科学，看護/セⅡ期 －
3/9 愛知みずほ大 人間科学/セⅢ期 －
3/9 名古屋外国語大 外国語，世界教養，世界共生，現代国際/セ後期 －
3/9 名古屋学院大 経済，現代社会，商，法，外国語，国際文化，スポーツ健康，リハビ

リテーション/セ後期
－

3/9 名古屋商科大 国際，経済，商，経営/セ後期 －
3/10 新潟工科大 工/C日程 セ併用C日程 3/13
3/10 中部学院大 人間福祉，教育，看護リハビリテーション，スポーツ健康科学/3月 専

門高校卒業生 地域貢献特別枠
3/14

3/10 星城大 経営/後期 3/14
3/10 新潟工科大 工/セC日程 －
3/10 松本大 総合経営，人間健康，教育/セⅢ期 －
3/10 中部学院大 人間福祉，教育，看護リハビリテーション，スポーツ健康科学/セ後 －
3/10 東海学院大 人間関係，健康福祉/セ後期 －
3/10 愛知学泉大 家政/セ後期 －
3/10 星城大 経営，リハビリテーション/セ後期 －
3/10 名古屋造形大 造形/中期 －
3/11 富山国際大 現代社会，子ども育成/後期 特別奨学生-後期 3/14
3/11 金沢学院大 経済，経済情報，文，人間健康，芸術/Ⅲ期 KGスカラシップⅢ期 3/14
3/11 新潟経営大 経営情報，観光経営/セ3期 －
3/11 高岡法科大 法/セ後期 －
3/11 富山国際大 現代社会，子ども育成/セ後期 －
3/11 北陸学院大 人間総合/セC日程 －
3/11 静岡理工科大 情報/後期(セA3教科型 セB2教科型) －
3/11 静岡理工科大 理工/後期セA3教科型 －
3/12 敬和学園大 人文/セ3期 学業選抜特待生セ3期 －
3/12 新潟食料農業大 食料産業/セD日程 －
3/12 修文大 健康栄養/セⅣ期 －
3/13 松本歯科大 歯/Ⅲ期 3/17
3/13 静岡福祉大 社会福祉，子ども/後期 3/17
3/13 岐阜女子大 家政，文化創造/後期 3/19
3/13 新潟薬科大 応用生命科学/セBS日程 －
3/13 新潟薬科大 薬，応用生命科学/セB日程 －
3/13 金沢工業大 工，情報フロンティア，建築，バイオ・化学/セC Bセプラス －
3/13 金沢星稜大 人間科学，人文/セC日程 －
3/13 北陸大 医療保健，国際コミュニケーション，経済経営，薬/セC日程 －
3/13 長野保健医療大 保健科学，看護/セⅡ期 －
3/13 松本歯科大 歯/セⅢ期 －
3/13 岐阜聖徳学園大 教育，外国語，経済情報，看護/セ後期 －
3/13 静岡福祉大 社会福祉，子ども/セⅢ期 －
3/16 長岡崇徳大 看護/Ⅲ期 3/18
3/16 愛知文教大 人文/後期 セプラス後期 3/19
3/16 中京学院大 看護/後期 3/23
3/16 金沢学院大 経済，経済情報，文，人間健康，芸術/セⅢ期 KGスカラシップセⅢ －
3/16 岐阜女子大 家政，文化創造/セ後期 －
3/16 中京学院大 看護/セ後期 －
3/17 新潟リハビリテーション大 医療/総合型選抜 3/19
3/17 清泉女学院大 看護/セC日程 3/19
3/17 岐阜協立大 経済，経営，看護/Ⅳ期 3/21
3/17 新潟リハビリテーション大 医療/セⅢ期 －
3/17 福井医療大 保健医療/セ後期 －
3/17 福井工業大 工，環境情報，スポーツ健康科学/セ後期 －
3/17 清泉女学院大 人間/セC日程 －
3/17 岐阜協立大 経済，経営，看護/セⅣ期 －
3/18 静岡産業大 経営/後期 3/23
3/18 名古屋芸術大 芸術，人間発達/3期 3/24
3/18 仁愛大 人間，人間生活/セⅢ期 －
3/18 静岡産業大 経営/セ後期 －
3/18 愛知文教大 人文/セ後期 －
3/19 名古屋造形大 造形/後期(学科型 デッサン型 イメージ表現型) 3/24
3/19 岐阜医療科学大 薬/セ後期 －
3/19 名古屋造形大 造形/後期セ型1教科1科目 －
3/23 山梨英和大 人間文化/C日程 3/24
3/23 岐阜保健大 看護/Ⅳ期 3/24



出願締切 大学 学部／方式 試験日

3/23 名古屋音楽大 音楽/二次 3/25
3/23 人間環境大 人間環境，看護，松山看護/Ⅳ期 3/26
3/23 新潟薬科大 薬，応用生命科学/セC日程 －
3/23 山梨英和大 人間文化/セⅣ期 －
3/23 名古屋音楽大 音楽/セⅢ期 －
3/24 身延山大 仏教/B 3/25
3/25 佐久大 看護/セC日程 －
3/25 静岡英和学院大 人間社会/セ後期 －
3/25 静岡福祉大 社会福祉，子ども/セⅣ期 －
3/30 身延山大 仏教/自己スタイル 随時実施

■近畿エリアの大学
出願締切 大学 学部／方式 試験日

3/1 立命館大 法，産業社会，国際関係，文，映像，経営，政策科学，総合心理，
経済，スポーツ健康科学，食マネジメント，理工，情報理工，生命科

－

3/2 鈴鹿医療科学大 保健衛生，医用工，薬，看護/B日程 3/6
3/2 びわこ学院大 教育福祉/後期 3/6
3/2 京都看護大 看護/C日程 3/7
3/2 藍野大 医療保健/後期 3/7
3/2 大阪人間科学大 保健医療，心理，人間科学/D日程 3/7
3/2 梅花女子大 文化表現，心理こども，食文化，看護保健/Ⅲ期 3/7
3/2 神戸親和女子大 文，発達教育/後期 3/7
3/2 平安女学院大 国際観光，子ども教育/C 3/8
3/2 流通科学大 商，経済，人間社会/後期 3/8
3/2 四條畷学園大 リハビリテーション/C日程 3/9
3/2 関西国際大 国際コミュニケーション，教育，経営，人間科学，保健医療，現代社

会/後期
3/9

3/2 京都光華女子大 こども教育，健康科学，キャリア形成/後期 3/10
3/2 大阪観光大 観光，国際交流/C日程 3/10
3/2 四日市看護医療大 看護医療/セ後期 －
3/2 京都先端科学大 経済経営，人文，バイオ環境，健康医療，工/セB日程 －
3/2 京都看護大 看護/セ後期 －
3/2 京都光華女子大 こども教育，健康科学，キャリア形成/セⅢ期 －
3/2 藍野大 医療保健/セ後期 －
3/2 大阪人間科学大 保健医療，心理，人間科学/セD日程 －
3/2 太成学院大 看護，人間，経営/セB日程前期 －
3/2 関西国際大 国際コミュニケーション，教育，経営，人間科学，保健医療，現代社

会/セ後期
－

3/2 流通科学大 商，経済，人間社会/セ後期 －
3/3 大阪行岡医療大 医療/J日程 3/5
3/3 大阪商業大 経済，総合経営，公共/C日程 3/6
3/3 大阪商業大 全学部/海外留学一般GETコース学力C日程 海外留学一般GET

コースセC日程
3/6

3/3 関西医療大 保健医療，保健看護/後期 セ併用後期 3/8
3/3 森ノ宮医療大 保健医療/後期 3/8
3/3 大阪成蹊大 経営，芸術，教育/E日程 3/9
3/3 神戸芸術工科大 芸術工/後期 3/9
3/3 大阪学院大 商，経営，経済，法，外国語，国際，情報/C日程 3/12
3/3 大阪大谷大 人間社会，教育，文，薬/セ後期 －
3/3 大阪学院大 商，経営，経済，法，外国語，国際，情報/セB日程 －
3/3 大阪商業大 経済，総合経営，公共/セC日程 －
3/3 大阪成蹊大 経営，芸術，教育/セE日程 －
3/3 関西医療大 保健医療，保健看護/セ後期 －
3/3 甲南女子大 看護リハビリテーション，文，人間科学，医療栄養，国際/セ後期 －
3/3 神戸芸術工科大 芸術工/セ後期 －
3/4 桃山学院教育大 人間教育/D方式 3/11
3/4 桃山学院大 経営，経済，社会，国際教養，法/D方式 3/11
3/4 鈴鹿大 国際地域/1科目Ⅱ期 2科目Ⅱ期 1科目+セ2科目Ⅱ期 2科目+セ1

科目Ⅱ期
3/12

3/4 鈴鹿大 こども教育/2科目Ⅱ期 1科目+セ2科目Ⅱ期 2科目+セ1科目Ⅱ期 3/12
3/4 鈴鹿大 国際地域/1科目Ⅱ期 2科目Ⅱ期 1科目+セ2科目Ⅱ期 2科目+セ1

科目Ⅱ期
3/13

3/4 鈴鹿大 こども教育/2科目Ⅱ期 1科目+セ2科目Ⅱ期 2科目+セ1科目Ⅱ期 3/13
3/4 鈴鹿大 国際地域，こども教育/セⅡ期 －
3/4 平安女学院大 国際観光，子ども教育/セⅢ期 －
3/4 関西福祉科学大 社会福祉，心理科学，教育，健康福祉，保健医療/セ後期 －
3/4 神戸常盤大 保健科学，教育/セ2次 －
3/5 四日市大 環境情報，総合政策/D日程 3/6
3/5 花園大 文，社会福祉/D日程 3/10
3/5 畿央大 健康科学，教育/後期 3/10
3/5 長浜バイオ大 バイオサイエンス/後期 3/11
3/5 京都ノートルダム女子大 国際言語文化，現代人間/Ⅲ期 3/11



出願締切 大学 学部／方式 試験日

3/5 大阪産業大 国際，スポーツ健康，経営，経済，デザイン工，工/後期 3/11
3/5 羽衣国際大 現代社会，人間生活/Ⅲ期 3/11
3/5 京都精華大 芸術，デザイン，マンガ，ポピュラーカルチャー，人文/後期 3/12
3/5 帝塚山学院大 リベラルアーツ，人間科学/C日程 3/13
3/5 芦屋大 臨床教育，経営教育/C日程 3/13
3/5 びわこ学院大 教育福祉/セC日程 －
3/5 京都精華大 芸術，デザイン，マンガ，ポピュラーカルチャー，人文/セ後期 －
3/5 花園大 文，社会福祉/セ後期 －
3/5 大阪産業大 国際，スポーツ健康，経営，経済，デザイン工，工/セ後期 －
3/5 帝塚山学院大 リベラルアーツ，人間科学/セC日程 －
3/5 羽衣国際大 現代社会，人間生活/セ後期 －
3/5 畿央大 健康科学，教育/セ後期 －
3/6 皇學館大 文，教育，現代日本社会/後期 3/10
3/6 大阪総合保育大 児童保育/後期 3/10
3/6 神戸松蔭女子学院大 教育，文，人間科学/D日程 3/13
3/6 大阪河﨑リハビリテーション大 リハビリテーション/C日程 3/14
3/6 東大阪大 こども/Ⅱ 3/14
3/6 大阪音楽大 音楽/B日程 3/18
3/6 皇學館大 文，教育，現代日本社会/セ後期 －
3/6 四日市大 環境情報，総合政策/セⅣ期 －
3/6 京都美術工芸大 工芸/セ2科目型後期 －
3/6 京都薬科大 薬/C方式セ後期 －
3/6 大阪河﨑リハビリテーション大 リハビリテーション/セC日程 －
3/6 大阪芸術大 芸術/セ2期 －
3/6 近畿大 国際，法，経済，経営，理工，建築，薬，文芸，総合社会，農，生物

理工，工，産業理工/C方式後期
－

3/6 東大阪大 こども/セB －
3/6 神戸女学院大 文，人間科学/セ後期 －
3/6 神戸親和女子大 文，発達教育/セ後期 －
3/7 大阪経済法科大 経済，経営，法，国際/後期 3/12
3/7 大阪保健医療大 保健医療/後期 3/15
3/7 鈴鹿医療科学大 保健衛生，医用工，薬，看護/セ後期 －
3/7 大阪経済法科大 経済，経営，法，国際/セⅢ期 －
3/8 神戸海星女子学院大 現代人間/後期B 3/10
3/8 龍谷大 文，経済，経営，法，政策，国際，先端理工，社会，農/セ後期 －
3/8 桃山学院教育大 人間教育/セC方式後期 －
3/8 桃山学院大 経営，経済，社会，国際教養，法/セC方式後期 －
3/9 宝塚医療大 保健医療/後期1科目B日程 3/12
3/9 宝塚医療大 和歌山保健医療/後期B日程 3/12
3/9 大阪樟蔭女子大 学芸，児童教育/C 3/13
3/9 姫路獨協大 人間社会，医療保健，薬，看護/D日程 3/13
3/9 明治国際医療大 鍼灸，保健医療，看護/C日程 3/14
3/9 京都外国語大 外国語，国際貢献/C日程 3/16
3/9 京都外国語大 外国語，国際貢献/セC日程 －
3/9 京都女子大 文，発達教育，家政，現代社会，法/セ後期 －
3/9 京都ノートルダム女子大 国際言語文化，現代人間/セⅢ期 －
3/9 明治国際医療大 鍼灸，保健医療，看護/セC日程 －
3/9 大阪樟蔭女子大 学芸，児童教育，健康栄養/セC －
3/9 大阪総合保育大 児童保育/セ後期 －
3/9 甲南大 理工，経済，法，経営，知能情報，フロンティアサイエンス/セ後期 －
3/9 和歌山信愛大 教育/セⅢ期 －
3/10 種智院大 人文/3 3/12
3/10 奈良学園大 保健医療/セ後期 3/14
3/10 奈良学園大 人間教育，保健医療/後期 3/14
3/10 太成学院大 人間，経営/C日程後期 3/16
3/10 甲子園大 栄養，心理/後期 3/16
3/10 種智院大 人文/セB －
3/10 大阪青山大 健康科学/セB日程 －
3/10 大阪女学院大 国際・英語/セ後期 －
3/10 太成学院大 人間，経営/セB日程後期 －
3/10 関西学院大 社会，法，人間福祉，国際/セ3月3科目 セ3月4科目 －
3/10 関西学院大 経済，商/セ3月3科目英数 セ3月3科目 セ3月4科目 －
3/10 関西学院大 神，文，教育，総合政策/セ3月4科目 －
3/10 関西学院大 理工/セ3月4科目 セ3月6科目 －
3/10 奈良学園大 人間教育，保健医療/セ後期 －
3/11 兵庫大 健康科学，現代ビジネス，生涯福祉，看護/後期 3/14
3/11 神戸医療福祉大 人間社会/Ⅲ期 3/15
3/11 姫路大 看護，教育/C日程 3/15
3/11 千里金蘭大 生活科学/後期 3/17
3/11 神戸国際大 経済，リハビリテーション/D日程 3/17
3/11 相愛大 人文，人間発達/C入試 3/19
3/11 大手前大 総合文化，メディア・芸術，現代社会/ファイナルチャレンジ 3/19



出願締切 大学 学部／方式 試験日

3/11 宝塚大 東京メディア芸術/チャレンジ 3/19
3/11 千里金蘭大 生活科学/セ後期 －
3/11 相愛大 人文，人間発達/セC入試 －
3/11 大和大 政治経済，教育，保健医療，理工/セ後期 －
3/11 神戸国際大 経済，リハビリテーション/セD日程 －
3/11 神戸松蔭女子学院大 教育，文，人間科学/セD －
3/12 大阪物療大 保健医療/後期 3/14
3/12 びわこ成蹊スポーツ大 スポーツ/D日程 3/17
3/12 京都華頂大 現代家政/E日程 3/18
3/12 びわこ成蹊スポーツ大 スポーツ/セD日程 －
3/12 常磐会学園大 国際こども教育/セB日程 －
3/12 梅花女子大 文化表現，心理こども，食文化，看護保健/セⅡ期 －
3/13 高野山大 文/後期 3/17
3/13 姫路大 看護，教育/セB日程 －
3/13 兵庫大 健康科学，現代ビジネス，生涯福祉，看護/セ後期 －
3/13 奈良大 文，社会/セC日程 －
3/14 大阪国際大 経営経済，人間科学，国際教養/ラストチャレンジ 3/22
3/15 追手門学院大 経済，経営，地域創造，社会，心理，国際教養/最終英国総合型 3/22
3/15 追手門学院大 経済，経営，地域創造，社会，心理，国際教養/セ最終2科目型 －
3/16 平安女学院大 国際観光，子ども教育/D 3/21
3/16 東大阪大 こども/Ⅲ 3/21
3/16 神戸医療福祉大 人間社会/セⅢ期 －
3/17 帝塚山学院大 リベラルアーツ，人間科学/D日程 3/23
3/17 京都華頂大 現代家政/セC日程 －
3/17 平安女学院大 国際観光，子ども教育/セⅣ期 －
3/18 成安造形大 芸術/セ3期 －
3/18 神戸海星女子学院大 現代人間/セⅢ期 －
3/19 相愛大 音楽/C入試 3/25
3/19 四日市大 環境情報，総合政策/セⅤ期 －

■中国・四国エリアの大学
出願締切 大学 学部／方式 試験日

3/2 鳥取看護大 看護/後期 3/9
3/2 鳥取看護大 看護/セⅡ期 －
3/3 福山大 経済，人間文化，工，生命工，薬/後期 3/7
3/3 福山平成大 経営，福祉健康，看護/後期 3/7
3/3 徳山大 経済，福祉情報/Ⅱ期 3/7
3/3 福山大 経済，人間文化，工，生命工，薬/セ後期 －
3/3 福山平成大 経営，福祉健康，看護/セ後期 －
3/3 徳山大 経済，福祉情報/セⅡ期 －
3/4 四国学院大 文，社会福祉，社会/C日程 3/9
3/4 四国学院大 文，社会福祉，社会/セB日程 －
3/4 高松大 発達科学，経営/セ3期 －
3/5 聖カタリナ大 人間健康福祉/C日程 3/10
3/5 環太平洋大 次世代教育，体育，経営/Ⅲ期 3/16
3/5 岡山商科大 法，経済，経営/セ後期 －
3/5 環太平洋大 次世代教育，体育，経営/セⅢ期 －
3/5 聖カタリナ大 人間健康福祉/セ後期 －
3/6 吉備国際大 社会科学，保健医療福祉，心理，農，外国語，アニメーション文化/ 3/14
3/6 美作大 生活科学/セⅢ期 －
3/9 広島国際大 保健医療，総合リハビリテーション，看護，薬，健康スポーツ，健康科

学/後期
3/13

3/9 聖カタリナ大 人間健康福祉/セプラスB日程 3/13
3/9 広島工業大 工，情報，環境，生命/C日程 3/16
3/9 山陽学園大 看護，総合人間，地域マネジメント/Ⅲ期 3/17
3/9 就実大 人文科学，教育，薬，経営/セC －
3/9 広島工業大 工，情報，環境，生命/セC日程 －
3/9 広島国際大 保健医療，総合リハビリテーション，看護，薬，健康スポーツ，健康科

学/セ後期
－

3/9 宇部フロンティア大 人間健康，心理/セ後期 －
3/9 松山大 経済，経営，法，薬/セ後期 －
3/10 梅光学院大 文，子ども/C日程 3/14
3/10 至誠館大 ライフデザイン/後期 3/16
3/10 ノートルダム清心女子大 文，人間生活/セ後期 －
3/10 梅光学院大 文，子ども/セ中期 －
3/11 吉備国際大 社会科学，保健医療福祉，心理，農，外国語，アニメーション文化/ －
3/12 くらしき作陽大 音楽/Ⅱ期 3/17
3/12 広島文化学園大 看護，学芸，人間健康/C日程 3/18
3/12 広島文化学園大 学芸/セ後期 3/18
3/12 徳島文理大 音楽/Ⅲ期A日程 3/21
3/12 くらしき作陽大 食文化，子ども教育/セⅡ期 －
3/12 広島文化学園大 看護，学芸，人間健康/セ後期 －



出願締切 大学 学部／方式 試験日

3/12 広島文教大 教育，人間科学/セ国公立併願日程 －
3/12 四国大 文，経営情報，生活科学，看護/セ後期 －
3/13 山口学芸大 教育/3期 セ併用後期 3/18
3/13 岡山理科大 理，工，総合情報，生物地球，教育，経営，獣医/後期 3/22
3/13 倉敷芸術科学大 芸術，生命科学，危機管理/後期 3/22
3/13 岡山理科大 理，工，総合情報，生物地球，教育，経営，獣医/セCⅢ2科目型 －
3/13 岡山理科大 獣医/セCⅢ3科目型 －
3/13 山陽学園大 看護，総合人間，地域マネジメント/セⅢ期 －
3/13 広島都市学園大 健康科学，子ども教育/セ後期 －
3/13 至誠館大 ライフデザイン/セ後期 －
3/13 徳島文理大 薬，人間生活，保健福祉，総合政策，音楽，香川薬，理工，文/セⅢ －
3/13 高松大 発達科学，経営/セ4期 －
3/17 倉敷芸術科学大 芸術，生命科学，危機管理/セⅡ期 －
3/17 比治山大 現代文化，健康栄養/セC日程 －
3/17 徳山大 経済，福祉情報/セⅢ期 －
3/18 中国学園大 現代生活，子ども，国際教養/セⅢ期 －
3/18 広島女学院大 人文，人間生活/セC日程 －
3/18 松山東雲女子大 人文科学/セC日程 －
3/19 岡山学院大 人間生活/Ⅳ期 3/23
3/23 梅光学院大 文，子ども/D日程 3/26
3/23 梅光学院大 文，子ども/セ後期 －

■九州・沖縄エリアの大学
出願締切 大学 学部／方式 試験日

3/1 立命館アジア太平洋大 アジア太平洋，国際経営/セ後期 －
3/2 九州共立大 経済，スポーツ/Ⅱ期 3/4
3/2 九州女子大 家政，人間科学/B日程 学力特待生B日程 3/5
3/2 熊本学園大 商，経済，外国語，社会福祉，社会福祉(二部)/後期 3/7
3/2 日本赤十字九州国際看護大 看護/セ後期 3/11
3/2 九州共立大 経済，スポーツ/セⅡ期 セ学力特待生Ⅱ期 －
3/2 九州女子大 家政，人間科学/セⅡ期 学力特待生セⅡ期 －
3/2 久留米工業大 工/セ中期 －
3/2 熊本学園大 商，経済，外国語，社会福祉，社会福祉(二部)/セB日程 －
3/3 九州国際大 法，現代ビジネス/後期 3/7
3/3 九州看護福祉大 看護福祉/後期 3/8
3/3 聖マリア学院大 看護/セ後期 3/10
3/3 沖縄大 経法商，人文/後期 3/10
3/3 九州国際大 法，現代ビジネス/セハイスコア2科目方式後期 －
3/3 福岡女学院看護大 看護/セ後期 －
3/3 沖縄大 経法商，人文/セ後期 －
3/4 福岡歯科大 口腔歯/B日程 セⅡ期 3/7
3/4 筑紫女学園大 文，人間科学，現代社会/後期 3/8
3/4 純真学園大 保健医療/二期 3/10
3/4 崇城大 工，芸術，情報，生物生命，薬/後期 3/12
3/4 福岡女学院大 人文，人間関係，国際キャリア/セⅢ期 －
3/4 長崎国際大 人間社会，健康管理，薬/セ後期 －
3/5 西九州大 健康栄養，健康福祉，リハビリテーション，子ども，看護/Ⅲ期 3/11
3/5 南九州大 環境園芸，人間発達，健康栄養/Ⅱ期 3/11
3/5 久留米大 文，人間健康，法，経済，商，医/セB日程 －
3/5 西九州大 健康栄養，健康福祉，リハビリテーション，子ども，看護/セ後期 －
3/6 西日本工業大 工，デザイン/Ⅱ期 3/10
3/6 九州保健福祉大 社会福祉，臨床心理，薬，生命医科学/後期 3/14
3/6 九州産業大 国際文化，人間科学，経済，商，地域共創，理工，生命科学，建築

都市工，芸術，地域共創・夜間特別/セ後期
－

3/6 純真学園大 保健医療/セⅡ期 －
3/6 西日本工業大 工，デザイン/セⅡ期 －
3/9 長崎純心大 人文/B日程 3/13
3/9 長崎総合科学大 工，総合情報/Ⅱ期 3/13
3/9 九州共立大 経済，スポーツ/セⅢ期 セ学力特待生Ⅲ期 －
3/9 筑紫女学園大 文，人間科学，現代社会/セ3期 －
3/9 長崎純心大 人文/セB日程 －
3/9 南九州大 環境園芸，人間発達，健康栄養/セⅡ期 －
3/10 九州栄養福祉大 食物栄養，リハビリテーション/後期 3/13
3/10 中村学園大 栄養科学，教育，流通科学/セ後期 －
3/10 宮崎国際大 国際教養，教育/セ中期 －
3/10 志學館大 人間関係，法/セB方式 －
3/11 長崎ウエスレヤン大 現代社会/B日程 3/13
3/11 日本経済大 経済，経営/4期 3/17
3/11 活水女子大 音楽/セC日程 3/18
3/11 西南女学院大 保健福祉，人文/セC日程 －
3/11 活水女子大 国際文化，音楽，健康生活/セC日程 －
3/11 長崎ウエスレヤン大 現代社会/セB日程 －



出願締切 大学 学部／方式 試験日

3/11 長崎総合科学大 工，総合情報/セⅡ期 －
3/11 九州看護福祉大 看護福祉/セ後期 －
3/11 崇城大 工，芸術，情報，生物生命/セ後期 －
3/11 日本文理大 工，経営経済/セ3科目型3期 セ5科目型3期 －
3/11 九州保健福祉大 社会福祉，臨床心理，薬，生命医科学/セ後期 －
3/12 鹿児島国際大 国際文化/セ後期 3/16
3/12 鹿児島国際大 経済，福祉社会，国際文化/後期 3/16
3/12 九州栄養福祉大 食物栄養，リハビリテーション/セ後期 －
3/12 日本経済大 経済，経営/セ3期 －
3/12 尚絅大 現代文化，生活科学/セ3回 －
3/12 鹿児島国際大 経済，福祉社会，国際文化/セ後期 －
3/13 九州共立大 経済/セ併用方式Ⅱ期 3/17
3/13 久留米工業大 工/後期 3/17
3/13 日本文理大 工，経営経済/学力2科目型後期 セ併用型2期 3/17
3/13 第一工業大 工，航空工/後期 3/17
3/13 南九州大 環境園芸，人間発達，健康栄養/Ⅲ期 3/18
3/13 宮崎産業経営大 法，経営/後期 3/18
3/13 鹿児島純心女子大 人間教育/2期 3/18
3/13 鹿児島純心女子大 看護栄養/セC日程 3/18
3/13 九州国際大 法，現代ビジネス/セハイスコア2科目方式ファイナル日程 －
3/13 宮崎産業経営大 法，経営/セ後期 －
3/13 鹿児島純心女子大 人間教育/セC日程 －
3/13 第一工業大 工，航空工/セ後期 －
3/16 九州女子大 家政，人間科学/C日程 3/19
3/16 第一薬科大 薬/三期 3/20
3/16 福岡歯科大 口腔歯/セⅢ期 3/20
3/16 宮崎国際大 国際教養，教育/後期 3/21
3/16 平成音楽大 音楽/C日程 3/24
3/16 九州共立大 経済，スポーツ/セⅣ期 セ学力特待生Ⅳ期 －
3/16 九州女子大 家政，人間科学/セⅢ期 －
3/16 久留米工業大 工/セ後期 －
3/16 第一薬科大 薬/セ後期 －
3/16 宮崎国際大 国際教養，教育/セ後期 －
3/17 別府大 文，国際経営，食物栄養科学/D日程 3/23
3/17 別府大 文，国際経営，食物栄養科学/セ3期 －
3/17 南九州大 環境園芸，人間発達，健康栄養/セⅢ期 －
3/18 志學館大 人間関係，法/後期 3/23
3/18 西日本工業大 工，デザイン/セⅢ期 －
3/18 熊本学園大 商，経済，外国語，社会福祉，社会福祉(二部)/セC日程 －
3/19 九州情報大 経営情報/三期 3/23
3/19 九州情報大 経営情報/セ後期 －
3/19 長崎外国語大 外国語/セC日程 －
3/23 長崎総合科学大 工，総合情報/Ⅲ期 3/25
3/23 日本文理大 工，経営経済/セ3科目型4期 セ5科目型4期 －
3/23 志學館大 人間関係，法/セC方式 －
3/25 長崎ウエスレヤン大 現代社会/C日程 3/27
3/25 日本経済大 経済，経営/セ4期 －
3/25 長崎ウエスレヤン大 現代社会/セC日程 －
3/25 長崎総合科学大 工，総合情報/セⅢ期 －


