
大学名 学部 大学名 学部

青山学院大学 総合文化政策 駒澤大学 文

青山学院大学 経済 埼玉県立大学 保健医療福祉

亜細亜大学 法 埼玉大学 教育

亜細亜大学 経営 埼玉大学 工

跡見学園女子大学 国際マネジメント 芝浦工業大学 システム理工

上野学園大学 音楽 芝浦工業大学 工

大妻女子大学 文 十文字学園女子大学 人間生活

学習院大学 法 順天堂大学 スポーツ健康科

神奈川工科大学 創造工 城西国際大学 メディア

神田外語大学 外国語 城西大学 経営

関東学院大学 社会 城西大学 薬

共栄大学 国際経営 城西大学 理

共栄大学 教育 昭和女子大学 グローバルビジネス

共立女子大学 家政 昭和女子大学 人間社会

杏林大学 総合政策 駿河台大学 現代文化

工学院大学 情報 成蹊大学 文

工学院大学 先進工 成蹊大学 理工

工学院大学 建築 成城大学 文芸

國學院大學 神道文化 成城大学 経済

国士舘大学 政経 清泉女子大学 文

国士舘大学 文 西武文理大学 サービス経営

国士舘大学 法 専修大学 ネットワーク情報

駒澤大学 経営 専修大学 経営

駒澤大学 文 洗足学園音楽大学 音楽

駒澤大学 経済 大正大学 表現

駒澤大学 医療健康科学 大正大学 文
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大学名 学部 大学名 学部

大東文化大学 外国語 東洋大学 社会

大東文化大学 経営 東洋大学 総合情報

大東文化大学 経済 東洋大学 理工

大東文化大学 文 東洋大学 生命科

拓殖大学 政経 東洋大学 経営

千葉工業大学 先進工 獨協大学 経済

千葉商科大学 商経 獨協大学 法

中央大学 経済 獨協大学 経営

帝京科学大学 生命環境 獨協大学 外国語

帝京大学 文 二松學舍大学 国際政治経済

東海大学 文 日本ウェルネススポーツ大学 スポーツプロモーション

東京経済大学 経済 日本工業大学 工

東京工科大学 医療保健 日本女子体育大学 体育

東京工科大学 デザイン 日本体育大学 体育

東京工業大学 第５類 日本大学 経済

東京国際大学 経済 日本大学 藝術

東京成徳大学 応用心理 日本大学 法

東京成徳大学 子ども 日本大学 文理

東京造形大学 造形 日本大学 理工

東京電機大学 理工 日本大学 生産工

東京電機大学 工 日本薬科大学 薬

東洋大学 情報連携 函館大学 商

東洋大学 国際観光 文京学院大学 外国語

東洋大学 経済 文京学院大学 人間

東洋大学 食環境科学 文教大学 教育

東洋大学 ライフデザイン 文教大学 文
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大学名 学部

文教大学 人間科学

平成国際大学 スポーツ健康

法政大学 法

法政大学 経済

法政大学 人間環境

武蔵大学 経済

武蔵大学 人文

武蔵野音楽大学 音楽

武蔵野美術大学 造形

明治学院大学 社会

明治大学 情報コミュニケーション

明治大学 政治経済

明星大学 教育

目白大学 保健医療

立教大学 理

立正大学 地球環境科学

立正大学 経営

流通経済大学 社会

淑徳大学短期大学部

東京成徳短期大学

日本歯科大学東京短期大学

目白大学短期大学部

短大名

青山学院女子短期大学

大妻女子大学短期大学部
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専門学校日本ホテルスクール

竹早教員保育士養成所

中央工学校

東京医薬専門学校

東京ウェディング＆ブライダル専門学校

東京ウェディングカレッジ

東京自動車大学校

東京柔道整復専門学校

東京ダンス＆アクターズ専門学校

東京電子専門学校

東京ブライダル専門学校

東洋美術学校

獨協医科大学付属看護専門学校三郷校

戸田中央看護専門学校

専門学校

（株）田島軽金属

（株）ぺんてる

三郷市職員初級

川口市職員初級

川口市消防職員初級

就職

早稲田速記医療福祉専門学校

武蔵野調理師専門学校

日本美容専門学校

日本電子専門学校

日本工学院専門学校

日本外国語専門学校

国際理容美容専門学校

国際文化理容美容専門学校

神田外語学院

川口市立看護専門学校

川口高等技術専門学校

香川調理製菓専門学校

専門学校デジタルアーツ東京

尚美ミュージックカレッジ専門学校

城西放射線技術専門学校

首都医校

慈恵看護専門学校

埼玉県理容美容専門学校

大原法律公務員専門学校

専門学校
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