
進路指導部 横田 裕美 
 

次の掲載校が指定校推薦枠の追加になります（8/15 現在）。７月号ゆんたくとあわせ 300 校以上

の指定校を掲載しておりますので、出願希望の方はあわせてご覧下さい。 

 

 

 

指定校推薦枠の追加のお知らせ 

文部科学省認可通信教育 

６ 

 

【大学】 

【短期大学】 

都道府県 学校名 学部 学科 特典

北海道 函館大学 商学部 商学科

・推薦入試特別奨学生（１・２年次の授業料のうち年額25万

円給費：2年間）

・特別奨学生受験

　①特別奨学生１種：入学金全額(10万円)及び授業料全額

(74万円)給費

　②特別奨学生２種：入学金全額(10万円)及び授業料半額

(37万円)給費

　③特別奨学生３種：入学金全額(10万円)給費

東京都

日本ウェルネス

スポーツ大学

東京キャンパ

ス

スポーツプロモーション学

部
スポーツプロモーション学科 面接試験免除

漢方薬学科

臨床薬学科

神奈川県
神奈川歯科大

学
歯学部 歯学科

富山県 高岡法科大学 法学部 法学科
特待生(授業料免除)：学業成績等が特に優秀な者は、特待

生として認定(基準あり)

芸術学部

芸術学科

（音楽領域, 美術領域, デザイン領域, 

芸術教養領域）

人間発達学部 子ども発達学科

大阪府
大阪女学院大

学
国際・英語学部 国際・英語学科 入学金免除

子ども発達

健康スポーツ

心理カウンセリング

経営学部 現代ビジネス

国際言語文化学類

現代法律学類

産業経営学類

文学部 人文学科

社会福祉学部 社会福祉学科

社会学部 カルチュラル・マネジメント科

福岡県

日本ウェルネス

スポーツ大学　

北九州サテライ

トキャンパス

スポーツプロモーション学

部
スポーツプロモーション学科 面接試験免除

横浜薬科大学 薬学部

人間学部
太成学院大学

指定校推薦入試合格者に対する奨学金制度あり

(入学金２５万円免除含)

神奈川県

愛知県
名古屋芸術大

学

大阪府

姫路独協大学

四国学院大学

人間社会学群兵庫県

香川県

都道府県 学校名 学科 特典

大阪府 大阪女学院短期大学 英語科 入学金免除



 
 

 

 

文部科学省認可通信教育 

７ 

 

【専門学校等】 

（東北・関東 1/2） 

都道府県 学校名 学科 特典

会計士２年・３年コース

税理士２年・３年コース

会計ビジネスコース(２年制)

情報システム３年・２年コース

情報セキュリティ３年・２年コース

情報処理コース(２年制)

ＩＴビジネスコース(２年制)

鉄道・交通コース(２年制)

トラベルビジネスコース(２年制)

公務員上級・中級コース(２年制)

公務員初級コース(２年制)

郵政・鉄道コース(２年制)

公務員初級コース(１年制)

裁判所事務官・税務職員コース(２年制)

警察官・消防官・自衛官コース(２年制)

法務教官・刑務官コース(２年制)

警察官・消防官・自衛官コース(１年制)

公務員上級・中級コース(２年制)

公務員初級コース(２年制)

郵政・鉄道コース(２年制)

公務員初級コース(１年制)

警察官・消防官・自衛官コース(２年制)

警察官・消防官・自衛官コース(１年制)

会計士２年・３年コース

税理士２年・３年コース

会計ビジネスコース(２年制)

情報システム３年・２年コース

情報セキュリティ３年・２年コース

情報処理コース(２年制)

ＩＴビジネスコース(２年制)

公務員上級・中級コース（２年制）

公務員初級コース（２年制）

郵政・鉄道コース(２年制)

公務員初級コース(１年制)

警察官・消防官・自衛官コース(２年制)

警察官・消防官・自衛官コース(１年制)

会計士２年・３年コース

税理士２年・３年コース

会計ビジネスコース(２年制)

情報システム２年コース

情報処理コース（２年制）

情報ビジネスコース（２年制）

放送映像学科

TVディレクター学科

クロスメディア情報学科

建築学科

建築科（夜間）

電気電子学科

臨床工学科

介護福祉学科

ケアキャリア養成科

栄養士科（２年制）

栄養士科：実践栄養コース（３年制）

調理師科（１年制）

調理グランシェフコース（２年制）

調理実践科（２年制）

製菓・製パン科（１年制）

パティスリーモデーヌ科（２年制）

パティスリーメティエ科（２年制）

ファッション総合学科（２年制）

スーパークリエーターコース（３年制）

会計士２年・３年コース

税理士２年・３年コース

会計ビジネスコース（２年制）

情報システム３年・２年コース

情報セキュリティ３年・２年コース

情報処理コース（２年制）

ＩＴビジネスコース(２年制)

ＩＴエンジニアコース（２年制）

情報メディアコース（２年制）

東京ＩＴ会計法律専門学校千葉校

東京ＩＴ会計専門学校(錦糸町)

読売理工医療福祉専門学校 選考料２万円免除

二葉栄養専門学校

二葉製菓学校

【特待生制度】

指定校推薦入学合格者のうち希望者を対象に別途

学科試験を行い、成績優秀者には特典を与える

二葉ファッションアカデミー

東京ＩＴ会計法律専門学校大宮校 選考料免除

東京ＩＴ会計専門学校仙台校 選考料免除

東京法律専門学校仙台校 選考料免除

宮城県

宮城県

埼玉県

選考料免除

選考料免除

東京都

東京都

東京都

東京都

千葉県

東京都



 

 

 

８ 

 

文部科学省認可通信教育 

（東北・関東 2/2） 

都道府県 学校名 学科 特典

公務員上級・中級コース（２年制）

公務員初級コース（２年制）

公務員初級コース（１年制）

警察官・消防官・自衛官コース（２年制）

警察官・消防官・自衛官コース（１年制）

宅建ビジネスコース（２年制）

法律専門職コース（２年制）

司法試験コース（４年制）

司法試験２年制コース

ビジネスコース（２年制）

ファッション・雑貨販売コース（２年制）

国際教養コミュニケーションコース（２年制）

鉄道・交通コース(２年制・東京）

トラベルコース（２年制）

スポーツビジネスコース（２年制）

スポーツトレーナーコース（２年制）

健康スポーツ公務員コース（２年制）

医療事務・医療秘書コース（２年制）

介護・福祉ビジネスコース（２年制）

ペットグルーミングコース（２年制）

ドッグトレーナーコース（２年制）

動物看護コース（２年制）

ペットショップビジネスコース（２年制）

ペットケア＆セラピーコース（２年制）

会計士２年・３年コース

税理士２年・３年コース

会計ビジネスコース（２年制）

情報処理コース（２年制）

モバイルアプリケーションコース（２年制）

公務員上級・中級コース（２年制）

公務員初級コース（２年制）

公務員初級コース（１年制）

公務員・医療事務コース(２年制)

警察官・消防官・自衛官コース(２年制)

警察官・消防官・自衛官コース(１年制)

OAビジネスコース（２年制）

国際教養コミュニケーションコース（２年制）

鉄道・交通コース（２年制）

トラベルコース（２年制）

スポーツビジネスコース（２年制）

スポーツトレーナーコース（２年制）

健康スポーツ公務員コース（２年制）

ペットグルーミングコース（２年制）

ドッグトレーナーコース（２年制）

動物看護コース（２年制）

ペットショップビジネスコース（２年制）

ペットケア＆セラピーコース（２年制）

公務員上級・中級コース（２年制）

公務員初級コース（２年制）

郵政・鉄道コース(２年制)

公務員初級コース（１年制）

警察官・消防官・自衛官コース(２年制)

警察官・消防官・自衛官コース(１年制)

会計士２年・３年コース

税理士２年・３年コース

会計ビジネスコース（２年制）

情報システム３年・２年コース

情報セキュリティ３年・２年コース

ITビジネスコース（２年制）

東京ＩＴ会計専門学校杉並校

東京法律専門学校(錦糸町)

専門学校日本スクールオブビジネス

２１(錦糸町)

専門学校日本動物２１(錦糸町)

日本動物専門学校(杉並)

東京ＩＴ会計法律専門学校横浜校

選考料免除

東京法律専門学校杉並校

専門学校日本スクールオブビジネス

(杉並)

選考料免除

選考料免除

選考料免除

選考料免除

選考料免除

選考料免除

選考料免除

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

神奈川県



 

 

 

文部科学省認可通信教育 

（中部・関西 1/2） 

９ 

 

都道府県 学校名 学科 特典

会計士２年・３年コース

税理士２年・３年コース

会計ビジネスコース（２年制）

情報システム３年・２年コース

情報セキュリティ３年・２年コース

情報経理コース（２年制）

オフィスビジネスコース（２年制）

情報ビジネスコース（２年制）

鉄道・交通コース（２年制）

トラベルビジネスコース（２年制）

公務員上級・中級コース（２年制）

公務員初級コース（２年制）

郵政・鉄道コース(２年制)

公務員初級コース（１年制）

裁判所事務官・税務職員コース(２年制)

警察官・消防官・自衛官コース（２年制）

法務教官・刑務官コース(２年制)

警察官・消防官・自衛官コース（１年制）

ペットグルーミングコース（２年制）

ドッグトレーナーコース（２年制）

動物看護コース（２年制）

ペットショップビジネスコース（２年制）

ペットケア＆セラピーコース（２年制）

公務員上級・中級コース（２年制）

公務員初級コース（２年制）

郵政・鉄道コース(２年制)

公務員初級コース（１年制）

警察官・消防官・自衛官コース（２年制）

警察官・消防官・自衛官コース（１年制）

会計士２年・３年コース

税理士２年・３年コース

会計ビジネスコース（２年制）

情報システム３年・２年コース

情報セキュリティ３年・２年コース

情報会計ビジネスコース（２年制）

会計士２年・３年コース

税理士２年・３年コース

会計ビジネスコース（２年制）

情報システム３年・２年コース

情報セキュリティ３年・２年コース

ITビジネスコース（２年制）

情報経理コース（２年制）

鉄道・交通コース（２年制）

ホテル・トラベルコース（２年制）

公務員上級・中級コース（２年制）

公務員初級コース（２年制）

郵政・鉄道コース(２年制)

公務員初級コース（１年制）

警察官・消防官・自衛官コース（２年制）

法務教官・刑務官コース(２年制)

警察官・消防官・自衛官コース（１年制）

ペットグルーミングコース（２年制）

ドッグトレーナーコース（２年制）

動物看護コース（２年制）

ペットショップビジネスコース（２年制）

ペットケア＆セラピーコース（２年制）

会計士２年・３年コース

税理士２年・３年コース

会計ビジネスコース（２年制）

情報システム３年・２年コース

情報セキュリティ３年・２年コース

ITビジネスコース（２年制）

情報経理コース（２年制）

公務員上級・中級コース（２年制）

公務員初級コース（２年制）

郵政・鉄道コース(２年制)

公務員初級コース（１年制）

公務員・医療事務コース（２年制）

警察官・消防官・自衛官コース（２年制）

法務教官・刑務官コース(２年制)

警察官・消防官・自衛官コース(１年制)

ペットグルーミングコース（２年制）

ドッグトレーナーコース（２年制）

動物看護コース（２年制）

ペットショップビジネスコース（２年制）

ペットケア＆セラピーコース（２年制）

大阪動物専門学校天王寺校

京都ＩＴ会計法律専門学校

大阪動物専門学校

大阪ＩＴ会計専門学校天王寺校

大阪法律専門学校天王寺校

大阪法律専門学校

名古屋動物専門学校

大阪ＩＴ会計専門学校

東京ＩＴ会計専門学校名古屋校

東京法律専門学校名古屋校

大阪府

選考料免除

選考料免除

選考料免除

選考料免除

選考料免除

選考料免除

選考料免除

選考料免除

選考料免除

選考料免除

愛知県

愛知県

愛知県

京都府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府



 

 

 

 

 

文部科学省認可通信教育 

（中部・関西 2/2） 

都道府県 学校名 学科 特典

キャビンアテンダント・エアライン科

国際観光・ホテル・ブライダル科

総合英語科

英語通訳・翻訳科

アジア言語ビジネス科

国際留学科：１年制

デザイン・コンピュータ学科：デザイン・イラスト専攻

デザイン・コンピュータ学科：ゲーム専攻

デザイン・コンピュータ学科：情報処理・ネットワーク専攻

総合学科：総合音楽専攻

総合学科：総合スタッフ専攻

ミュージシャン学科：ボーカル専攻

ミュージシャン学科：ギター専攻

ミュージシャン学科：ベース専攻

ミュージシャン学科：ドラム専攻

ミュージシャン学科：キーボード専攻

ミュージシャン学科：ミュージッククリエイター専攻

音楽技術学科：音響エンジニア専攻

音楽技術学科：照明スタッフ専攻

音楽技術学科：音楽ビジネス専攻

楽器ビジネス学科：ギタークラフト専攻

ダンス学科：ストリートダンス専攻

ダンス学科：ダンスパフォーマンス専攻

総合学科（３年制）：アニメプロデュースコース

総合学科（３年制）：総合コミックコース

声優学科（２年制）：アニメ声優コース

声優学科（２年制）：アニソン声優コース

声優学科（２年制）：声優アクターズコース

アニメーション学科（２年制）：アニメーターコース

アニメーション学科（２年制）：ＣＧアニメーションコース

マンガ・イラスト学科（２年制）：ストリートコミックコース

マンガ・イラスト学科（２年制）：キャラクターデザインコー

ス

児童福祉科：保育士コース

児童福祉科：保育士・幼稚園教諭コース

介護社会福祉科：介護福祉士コース

介護社会福祉科：介護・社会福祉士コース

大阪府 関西社会福祉専門学校 介護福祉科(昼間・２年) 入学金１５万円+入学検定料３万円免除

入学金の半額免除(１１万５千円)南海福祉看護専門学校

入学検定料２万円免除、入学金３０万円のうち５万

円免除

入学選考料免除

授業料５万円免除

入学選考料免除

大阪外語専門学校

清風情報工科学院

大阪アニメーションカレッジ専門学校

キャットミュージックカレッジ専門学校

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

（九州・沖縄） 

都道府県 学校名 学科 特典

製菓・製パン科(２年制)：パティシエ＆ショコラティエ

製菓・製パン科(２年制)：製パン

製菓・製パン科(２年制)：製菓＆製パン

製菓・製パン科(２年制)：製菓＆調理

製菓・製パン科(２年制)：スーパーヴァンドゥーズ

調理師科(２年制)：調理師

カフェ総合科(２年制)：カフェ総合

カフェ総合科(２年制)：カフェオーナー

カフェ総合科(２年制)：バリスタ

食＆マネジメント科(３年制)：スーパーパティシエ＆ショコラ

ティエ

食＆マネジメント科(３年制)：フードクリエイト＆マネジメント

モバイルシステムクリエイト科 学費30万円免除

インターネットシステム学科 学費30万円免除

３DCADクリエイト学科 学費30万円免除

情報処理学科 学費20万円免除

公務員ビジネス学科 入学金10万円免除

医療情報学科 学費30万円免除

医療ビジネス学科 学費20万円免除

公務員・教養本科：法律・行政コース（２年課程・４年課

程）

公務員・教養本科：警察・消防・海上保安コース（２・４年

課程）

国際ビジネス本科：カレッジコース（２年課程）

国際ビジネス本科：国際英米コース（２・３年課程）

国際ビジネス本科：ワーキングスタディコース（２年課程）

こども未来本科：チャイルドイングリッシュコース(２年課

程）

こども未来本科：保育カウンセリングコース（２年課程）

こども未来本科：小学校教員養成コース（４年課程）

専門学校尚学院国際ビジネスアカデ

ミー
合格者は学費より５万円免除

福岡キャリナリー製菓調理専門学校

IVY大分医療総合専門学校

IVY大分高度コンピュータ専門学校

福岡県

大分県

大分県

沖縄県
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