
電気通信 情報理工 Ⅲ類機械システム 神奈川 外国語 国際文化交流 東京女子 現代教養 国際関係 東京芸術 音楽 器楽

横浜市立 国際総合科 国際教養 神奈川 法 自治行政 東京女子 現代教養 国際社会 桐朋学園 音楽 音楽

神奈川 経済 経済 東京女子 国際 英語 桐朋学園 音楽 音楽

神奈川 経済 現代経済 日本女子 文 史 桐朋学園 音楽 音楽

慶應義塾 文 神奈川 経営 国際経営 日本女子 文 日本文 桐朋学園 音楽 音楽

明治 政治経済 地域行政 神奈川 人間科 人間科 津田塾 学芸 国際関係 桐朋学園 音楽 音楽

明治 文 史 神奈川 外国語 国際文化交流 津田塾 学芸 国際関係 桐朋学園 音楽 音楽

明治 文 日本文 神奈川 外国語 国際文化交流 津田塾 学芸 英文 桐朋学園 音楽 音楽

明治 経営 経営 神奈川 外国語 国際文化交流 学習院女子 国際文化交流 日本文化 国立音楽 音楽 演奏・創作

明治 文 英米文 神奈川 外国語 英語英文 学習院女子 国際文化交流 国際コミュニケーション 国立音楽 音楽 演奏・創作

立教 法 法 神奈川 外国語 英語英文 聖心女子 文 国立音楽 音楽 演奏・創作

立教 文 キリスト教 玉川 観光 観光 聖心女子 文 国立音楽 音楽 音楽文化教育

立教 文 史 東海 文 北欧 聖心女子 文 国立音楽 音楽 演奏・創作

立教 文 史 東海 観光 観光 聖心女子 文 国立音楽 音楽 演奏・創作

立教 文 教育 産業能率 情報マネジメント 昭和女子 人間社会 福祉社会 東京音楽 音楽

立教 現代心理 映像身体 文教 国際 国際理解 昭和女子 人間文化 歴史文化 東京音楽 音楽

青山学院 文 史 関東学院 経済 経済 昭和女子 国際 国際 東京音楽 声楽専攻

青山学院 文 比較芸術 関東学院 国際文化 英語文化 昭和女子 人間社会 初等教育 東京音楽 声楽専攻

青山学院 文 英米文 多摩 グローバルスタディーズ グローバルスタディーズ 清泉女子 文 英語英文 東京音楽 器楽専攻 ピアノ

法政 人間環境 人間環境 多摩 グローバルスタディーズ グローバルスタディーズ 清泉女子 文 地球市民 東京音楽 器楽専攻 ピアノ演奏家

法政 文 史 横浜創英 こども教育 幼児教育 清泉女子 文 文化史 東京音楽 器楽専攻 ヴァイオリン

法政 法 法律 和光 現代人間 心理教育 清泉女子 文 スペイン語スペイン文 武蔵野音楽 音楽 演奏

法政 文 英文 レイクランド 共立女子 文芸 文芸 武蔵野音楽 音楽 演奏

法政 法 法 フェリス女学院 国際交流 国際交流 洗足学園音楽 音楽 ミュージカル

学習院 国際社会科 国際社会科 日本 生物資源科 応用生物科 フェリス女学院 国際交流 国際交流 洗足学園音楽 音楽 ピアノ

学習院 文 英語英米文 日本 生物資源科学 動物資源科学 フェリス女学院 文 英語英米文 上野学園 音楽 音楽

成城 法 法律 東京農業 地域環境科学 地域創成科学 フェリス女学院 文 英語英米文 フェリス女学院 音楽 音楽芸術

成城 文芸 英文 東京農業 生命科学部 分子生命科学 フェリス女学院 文 英語英米文 フェリス女学院 音楽 演奏

明治学院 法 消費情報環境法 神奈川 理 化学 フェリス女学院 文 日本文 フェリス女学院 音楽 演奏

明治学院 国際 国際 工学院 工 機械工学 東洋英和女学院 人間科学 人間科学 フェリス女学院 音楽 演奏

明治学院 社会 社会福祉 東京薬科 生命科学部 分子生命科学 東洋英和女学院 国際社会 国際社会 フェリス女学院 音楽 演奏

明治学院 文 芸術 酪農学園 農食環境 循環農 東洋英和女学院 人間科学 保育子ども フェリス女学院 音楽 演奏

明治学院 国際 国際 東洋英和女学院 人間科学 保育子ども 日本 芸術 絵画

明治学院 文 英文 神奈川県立保健福祉 保健福祉 栄養 鎌倉女子 児童 児童 玉川 芸術 メディアデザイン

國學院 文 史 神奈川県立保健福祉 保健福祉 社会福祉 鎌倉女子 児童 児童 玉川 芸術 メディアデザイン

國學院 文 外国語文化 東邦 看護 看護 鎌倉女子 児童 児童 女子美術 芸術 デザイン･工芸

國學院 文 外国語文化 東邦 看護 看護 相模女子 人間社会 人間心理 女子美術 芸術 デザイン工芸

國學院 文 外国語文化 北里 医療衛生 医療工学 相模女子 学芸 生活デザイン 東京工芸 芸術 写真

武蔵 人文 駒沢 医療健康 診療放射線技術 相模女子 学芸 メディア情報 東京工芸 芸術 マンガ

日本 文理 史 国際医療福祉 保健医療 放射線･情報科 相模女子 学芸 英語文化コミュニケーション 桜美林 芸術文化 演劇・ダンス

日本 文理 英文 東京医療保健 医療保健 医療栄養 東京家政 家政 児童教育

日本 文理 英文 東京工科 医療保健 理学療法 東京家政 人文 英語コミュニケーション

日本 法 法律 杏林 保健 診療放射線技術

日本 国際関係 国際教養 共立女子 看護 看護

東洋 文 史 湘南医療 保健医療 看護

東洋 経済 総合政策 鎌倉女子 家政 管理栄養

駒沢 社会 社会 横浜薬科 薬 臨床薬

看護・医療・栄養系

私立文系大

理系
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国公立大 私立文系大 女子大 芸術・体育系


