
所在地 学校 分野 学科・コース・専攻 募集状況 回答日 備考
埼玉 ホンダテクニカルカレッジ関東 自動車整備 自動車整備科 出願受付中（若干名） 12月3日
埼玉 ホンダテクニカルカレッジ関東 自動車整備 一級自動車研究開発学科 出願受付中（若干名） 12月3日 学科内各コースで定員になり次第締め切り

埼玉 埼玉県理容美容専門学校 理容美容 （全科） 出願締切 12月3日
埼玉 秋草学園福祉教育専門学校 保育幼教 介護福祉科 出願受付中（若干名） 12月3日
埼玉 大宮歯科衛生士専門学校 歯科関連 歯科衛生士学科 1月入試あり 12月4日 2021/1/4～1/7に出願受付

埼玉 関東工業自動車大学校 自動車整備 一級自動車整備科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
埼玉 関東工業自動車大学校 自動車整備 二級自動車整備科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
埼玉 埼玉歯科衛生専門学校 歯科関連 歯科衛生士学科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
埼玉 テクノ・ホルティ園芸専門学校 農業園芸 花き生産コース 出願受付中（余裕あり） 12月4日
埼玉 テクノ・ホルティ園芸専門学校 農業園芸 野菜生産コース 出願受付中（余裕あり） 12月4日
埼玉 テクノ・ホルティ園芸専門学校 農業園芸 グリーンコーディネートコース 出願受付中（余裕あり） 12月4日
埼玉 テクノ・ホルティ園芸専門学校 農業園芸 フラワーコーディネートコース 出願受付中（余裕あり） 12月4日
埼玉 テクノ・ホルティ園芸専門学校 農業園芸 造園コース 出願受付中（余裕あり） 12月4日
埼玉 東武医学技術専門学校 その他医療 臨床検査科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
埼玉 ミス・パリ・ビューティー専門学校大宮校 理容美容 トータルビューティー科 出願受付中（若干名） 12月8日
埼玉 ミス・パリ・ビューティー専門学校大宮校 理容美容 美容学科 出願受付中（若干名） 12月8日
埼玉 大川学園医療福祉専門学校 東洋療法 柔道整復学科 出願受付中（若干名） 12月4日
埼玉 大川学園医療福祉専門学校 福祉 介護福祉学科 出願締切 12月4日
埼玉 西武調理師アート専門学校 調理製菓 調理師科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
埼玉 西武調理師アート専門学校 栄養 栄養士科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
埼玉 西武学園医学技術専門学校 その他医療 臨床検査技師科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
埼玉 西武学園医学技術専門学校 その他医療 言語聴覚学科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
埼玉 西武学園医学技術専門学校 その他医療 義肢装具学科 出願受付中（若干名） 12月4日
埼玉 呉竹医療専門学校 東洋療法 鍼灸マッサージ科 Ⅰ部 出願受付中（若干名） 12月4日
埼玉 呉竹医療専門学校 東洋療法 鍼灸科 Ⅱ部 出願受付中（余裕あり） 12月4日
埼玉 呉竹医療専門学校 東洋療法 柔道整復科 Ⅰ部 出願受付中（若干名） 12月4日
埼玉 呉竹医療専門学校 東洋療法 柔道整復科 Ⅱ部 出願受付中（余裕あり） 12月4日
埼玉 埼玉医療福祉専門学校 リハビリ 理学療法学科 4年制（昼） 出願締切 12月4日
埼玉 埼玉医療福祉専門学校 リハビリ 理学療法学科 3年制（夜） 出願受付中（若干名） 12月4日
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埼玉 越生自動車大学校 自動車整備 一級自動車整備科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
埼玉 越生自動車大学校 自動車整備 自動車整備科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
埼玉 さいたま柔整専門学校 東洋療法 柔道整復学科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
埼玉 大宮医療秘書専門学校 医療事務 医療秘書科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
埼玉 大宮医療秘書専門学校 医療事務 医療事務科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
埼玉 大宮医療秘書専門学校 医療事務 診療情報管理士科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
埼玉 大宮こども専門学校 保育幼教 保育科 出願受付中（若干名） 12月4日
埼玉 大宮こども専門学校 保育幼教 こども総合学科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
埼玉 埼玉自動車大学校 自動車整備 一級自動車整備科 出願受付中（余裕あり） 12月7日
埼玉 埼玉自動車大学校 自動車整備 二級自動車整備科 出願受付中（余裕あり） 12月7日
埼玉 国際航空専門学校 航空整備 航空整備科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
埼玉 国際航空専門学校 航空整備 運航整備科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
埼玉 国際航空専門学校 観光 エアロサポート科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
埼玉 埼玉歯科技工士専門学校 歯科関連 歯科技工士学科 出願受付中（余裕あり） 12月7日
埼玉 大宮動物専門学校 動物 愛玩動物看護学科 出願締切 12月7日
埼玉 大宮動物専門学校 動物 美容・デザイン学科 出願締切 12月7日
埼玉 大宮動物専門学校 動物 国際海洋・飼育学科 出願締切 12月7日
埼玉 大宮動物専門学校 動物 ドッグスペシャリスト学科 出願締切 12月7日
埼玉 大宮動物専門学校 動物 美容・スモールペット学科 出願受付中（若干名） 12月7日
埼玉 上尾中医療医療専門学校 リハビリ 理学療法科 出願締切 12月8日
埼玉 上尾中医療医療専門学校 リハビリ 作業療法科 出願締切 12月8日
埼玉 大原学園　大宮校 情報処理 （情報・IT系コース） 出願締切 12月9日
埼玉 大原学園　大宮校 経理簿記 （経理・会計系コース） 出願受付中 12月9日
埼玉 大原学園　大宮校 公務員 （公務員系コース） 出願受付中 12月9日
埼玉 大原学園　大宮校 ビジネス （事務系コース） 出願受付中 12月9日
埼玉 大原学園　大宮校 保育幼教 （保育・幼児教育系コース） 出願受付中 12月9日
埼玉 大原学園　大宮校 医療事務 （医療事務系コース） 出願受付中 12月9日
埼玉 大原学園　大宮校 福祉 （福祉系コース） 出願受付中 12月9日
埼玉 東京IT会計法律専門学校大宮校 公務員 法律学科 公務員上級・中級コース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
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埼玉 東京IT会計法律専門学校大宮校 公務員 法律学科 公務員初級コース（2年制） 出願締切 12月11日
埼玉 東京IT会計法律専門学校大宮校 公務員 法律学科 警察官・消防官・自衛官コース（2年制） 出願締切 12月11日
埼玉 東京IT会計法律専門学校大宮校 公務員 行政学科 公務員初級コース（1年制） 出願受付中（余裕あり） 12月11日
埼玉 東京IT会計法律専門学校大宮校 公務員 行政学科 警察官・消防官・自衛官コース（1年制） 出願受付中（余裕あり） 12月11日
埼玉 東京IT会計法律専門学校大宮校 情報処理 ITビジネス学科 情報システムコース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
埼玉 東京IT会計法律専門学校大宮校 情報処理 ITビジネス学科 ITプログラミングコース 出願締切 12月11日
埼玉 東京IT会計法律専門学校大宮校 経理簿記 会計学科 会計士3年コース 出願締切 12月11日
埼玉 東京IT会計法律専門学校大宮校 経理簿記 会計学科 会計士2年コース 出願締切 12月11日
埼玉 東京IT会計法律専門学校大宮校 経理簿記 会計学科 税理士3年コース 出願締切 12月11日
埼玉 東京IT会計法律専門学校大宮校 経理簿記 会計学科 税理士2年コース 出願締切 12月11日
埼玉 東京IT会計法律専門学校大宮校 経理簿記 会計学科 会計ビジネスコース 出願締切 12月11日
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