
大学名 学　部 大学名 学　部 大学名 学　部 大学名 学　部
上智 文 上智 法 上智 理工 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科 医
上智 外国語 上智 国際教養 東京都市 情報工 東京理科 薬
上智 総合人間科 上智 総合グローバル 東京都市 理工 昭和 歯
上智 神 上智 経済 東京都市 建築都市デザイン 大阪歯科 歯

東京都市 人間科 東京都市 メディア情報 東京都市 メディア情報 大阪歯科 医療保健
法政 文 東京都市 都市生活 東京都市 環境 金城学院 薬

関西学院 教育 東京理科 経営 東京理科 理 東京純心 看護
南山 外国語 法政 法 法政 生命科 関東学院 看護
南山 人文 法政 経営 関西学院 生命環境 武庫川女子 薬

京都産業 文化 法政 キャリアデザイン 関西学院 理 中部 生命健康科
甲南 文 法政 現代福祉 南山 理工 大東文化 スポーツ健康科

名古屋外国語 現代国際 同志社 経済 日本女子 理 横浜薬科 薬
名古屋外国語 世界共生 関西学院 法 東京工科 応用生物 城西 薬
名古屋外国語 外国語 立命館 経済 東京工科 メディア 日本医療科学 保健医療
名古屋外国語 世界教養 立命館 政策科 東京工科 工 清泉女学院 看護
日本女子 文 関西 社会安全 東京工科 コンピュータサイエンス 常葉 保健医療
武庫川女子 文 南山 国際教養 玉川 農 常葉 健康プロデュース
神戸女学院 文 南山 法 玉川 工 日本薬科 薬
金城学院 人間科 南山 経済 工学院 工 城西国際 薬
金城学院 文 南山 経営 工学院 先進工 千葉科学 看護
清泉女子 文 南山 総合政策 工学院 情報 千葉科学 薬

ノートルダム清心女子 文 日本 国際関係 東京電機 理工 鶴見 歯
白百合女子 人間総合 駒澤 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾒﾃﾞｨｱ・ｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞ 岡山理科 獣医 松本歯科 歯
白百合女子 文 駒澤 経済 千葉工業 工 松蔭 看護
大妻女子 比較文化 龍谷 社会 千葉工業 先進工 三育学院 看護
実践女子 文 日本女子 人間社会 千葉工業 情報科
愛知学院 文 聖心女子 現代教養 千葉工業 創造工
東海 文化社会 神戸女学院 人間科 中部 工
中部 現代教育 金城学院 国際情報 中部 応用生物
中部 人文 大妻女子 人間関係 麻布 生命・環境科 大学名 学　部
杏林 外国語 玉川 リベラルアーツ 東京農業 生物産業 鎌倉女子 家政

関東学院 国際文化 玉川 経営 神奈川 工 ノートルダム清心女子 人間生活
関東学院 人間共生 亜細亜 国際関係 東海 海洋 実践女子 生活科
浜松学院 現代コミュニケーション 亜細亜 法 東海 工 玉川 芸術

など 文教 経営 国士舘 理工 関東学院 栄養
産業能率 情報マネジメント 関東学院 理工 文教 情報

東洋英和女学院 国際社会 関東学院 建築･環境 鎌倉女子 児童
東洋英和女学院 人間科 静岡理工科 情報 武蔵野音楽 音楽
関東学院 社会 静岡理工科 理工 昭和音楽 音楽
関東学院 法 城西国際 メディア
関東学院 経済 杉野服飾 服飾
関東学院 経営 常葉 保育
中部 国際関係 静岡福祉 子ども
中部 経営情報
常葉 法
常葉 経営
常葉 社会環境 ※上智大学は教育提携特別推薦（全学部全学科）

静岡産業 経営 ※東京都市大学は高大連携協定（全学部全学科）
静岡福祉 社会福祉 ※　　　　 は県内の大学

静岡英和学院 人間社会

生活科学・芸術等

静岡サレジオ高校　主な指定校推薦一覧

文・外国語・教育等 法・経済・社会・国際・総合科学等 理・工・農・水産等 医・歯・薬・保健衛生等


