
所在地 学校 分野 学科・コース・専攻 募集状況 回答日 備考
東京 駿台電子情報＆ビジネス専門学校 CG・WEB メディアデザイン科 出願受付中（余裕あり） 12月6日
東京 東放学園映画専門学校 CG・WEB アニメーション・CG科 出願受付中（余裕あり） 12月12日
東京 日本電子専門学校 CG・WEB コンピュータグラフィックス研究科 出願締切 12月8日
東京 日本電子専門学校 CG・WEB Webデザイン科 出願受付中（若干名） 12月8日
東京 日本電子専門学校 CG・WEB ＣＧ映像制作科 出願受付中（若干名） 12月8日
東京 日本電子専門学校 CG・WEB グラフィックデザイン科 出願受付中（若干名） 12月8日
東京 日本電子専門学校 CG・WEB コンピュータグラフィックス科 出願受付中（余裕あり） 12月8日
東京 東京保育医療秘書専門学校 医療事務 医療秘書科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 東京保育医療秘書専門学校 医療事務 医療AI科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 大原学園　池袋校 医療事務 （医療事務系コース） 出願締切 12月9日
東京 専門学校日本鉄道&スポーツビジネスカレッジ21 医療事務 医療福祉ビジネス学科 医療事務・医療秘書コース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 専門学校日本鉄道&スポーツビジネスカレッジ21 医療事務 医療福祉ビジネス学科 介護・福祉ビジネスコース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 佐伯栄養専門学校 栄養 栄養士科 出願締切 12月5日
東京 二葉栄養専門学校 栄養 管理栄養士学科 出願受付中（若干名） 12月7日 12/15の第5期入試で締切可能性あり、WEBサイトに掲載予定

東京 二葉栄養専門学校 栄養 栄養士科 実践栄養 出願受付中（若干名） 12月7日
東京 東京栄養食糧専門学校 栄養 管理栄養士科 出願受付中（若干名） 12月9日
東京 東京栄養食糧専門学校 栄養 栄養士科 出願受付中（余裕あり） 12月9日
東京 武蔵野栄養専門学校 栄養 栄養科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 尚美ミュージックカレッジ専門学校 エンターテインメント ヴォーカル学科 出願受付中（若干名） 12月9日
東京 尚美ミュージックカレッジ専門学校 エンターテインメント プロミュージシャン学科 出願受付中（若干名） 12月9日
東京 尚美ミュージックカレッジ専門学校 エンターテインメント アレンジ・作曲学科 出願受付中（若干名） 12月9日
東京 尚美ミュージックカレッジ専門学校 エンターテインメント ミュージックビジネス学科 出願受付中（若干名） 12月9日
東京 尚美ミュージックカレッジ専門学校 エンターテインメント 声優学科 出願受付中（若干名） 12月9日
東京 尚美ミュージックカレッジ専門学校 エンターテインメント ダンス学科 出願受付中（若干名） 12月9日
東京 尚美ミュージックカレッジ専門学校 エンターテインメント ミュージカル学科 出願受付中（若干名） 12月9日
東京 尚美ミュージックカレッジ専門学校 エンターテインメント ジャズ・ポピュラー学科 出願受付中（若干名） 12月9日
東京 尚美ミュージックカレッジ専門学校 エンターテインメント 管弦打楽器学科 出願受付中（若干名） 12月9日
東京 尚美ミュージックカレッジ専門学校 エンターテインメント 音楽総合アカデミー学科 出願受付中（若干名） 12月9日
東京 専門学校ESPエンタテインメント東京 エンターテインメント 音楽アーティスト科 ヴォーカルコース 出願受付中（余裕あり） 12月11日

＜2021春 入学版＞

首都圏専門学校・12月現在の募集状況

                     SINRO!  編集部 調べ

◆表について◆　必ずお読みください
・一都三県の主要専門学校にアンケート調査を行い、2020年12月2日～12月14日に回答を得た情報を掲載しています。
・募集状況は「回答日」時点のものです。掲載時点ですでに募集を締め切っている場合もあります。また入学辞退等により、
　この表にない学科やコースで今後追加募集が行われることもあります。実際の募集状況は各校に必ずお問い合わせください。
            　　　　　                     株式会社進路企画　SINRO!  編集部　  03-5292-6018　kikaku@shinrokikaku.co.jp

 2021年春入学版　1 / 25　 



所在地 学校 分野 学科・コース・専攻 募集状況 回答日 備考

＜2021春 入学版＞

首都圏専門学校・12月現在の募集状況

                     SINRO!  編集部 調べ

◆表について◆　必ずお読みください
・一都三県の主要専門学校にアンケート調査を行い、2020年12月2日～12月14日に回答を得た情報を掲載しています。
・募集状況は「回答日」時点のものです。掲載時点ですでに募集を締め切っている場合もあります。また入学辞退等により、
　この表にない学科やコースで今後追加募集が行われることもあります。実際の募集状況は各校に必ずお問い合わせください。
            　　　　　                     株式会社進路企画　SINRO!  編集部　  03-5292-6018　kikaku@shinrokikaku.co.jp

東京 専門学校ESPエンタテインメント東京 エンターテインメント 音楽アーティスト科 ダンスヴォーカルコース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 専門学校ESPエンタテインメント東京 エンターテインメント 音楽アーティスト科 シンガーソングライターコース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 専門学校ESPエンタテインメント東京 エンターテインメント 音楽アーティスト科 サウンドクリエーターコース 出願受付中（若干名） 12月11日
東京 専門学校ESPエンタテインメント東京 エンターテインメント 音楽アーティスト科 ギターヴォーカルコース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 専門学校ESPエンタテインメント東京 エンターテインメント 音楽アーティスト科 ギターコース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 専門学校ESPエンタテインメント東京 エンターテインメント 音楽アーティスト科 ベースコース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 専門学校ESPエンタテインメント東京 エンターテインメント 音楽アーティスト科 ドラムコース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 専門学校ESPエンタテインメント東京 エンターテインメント 音楽アーティスト科 キーボードコース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 専門学校ESPエンタテインメント東京 エンターテインメント 芸能タレント科 タレント・アクター・モデルコース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 専門学校ESPエンタテインメント東京 エンターテインメント 芸能タレント科 声優アーティストコース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 専門学校ESPエンタテインメント東京 エンターテインメント 芸能タレント科 声優養成コース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 専門学校ESPエンタテインメント東京 エンターテインメント 音楽芸能スタッフ科 アーティストスタッフコース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 専門学校ESPエンタテインメント東京 エンターテインメント 音楽芸能スタッフ科 舞台製作コース 出願締切 12月11日
東京 専門学校ESPエンタテインメント東京 エンターテインメント 音楽芸能スタッフ科 企画製作コース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 専門学校ESPエンタテインメント東京 エンターテインメント 音楽芸能スタッフ科 音楽スタッフ総合コース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 専門学校東京アナウンス学園 エンターテインメント 放送声優科 出願受付中（余裕あり） 12月12日
東京 専門学校東京アナウンス学園 エンターテインメント 演技科 出願受付中（余裕あり） 12月12日
東京 専門学校東京アナウンス学園 エンターテインメント 芸能バラエティ科 出願受付中（余裕あり） 12月12日
東京 専門学校東京アナウンス学園 エンターテインメント アナウンス科 出願受付中（余裕あり） 12月12日
東京 専門学校東京アナウンス学園 エンターテインメント ダンスパフォーマンス科 出願受付中（余裕あり） 12月12日
東京 東京環境工科専門学校 環境・バイオ 自然環境保全学科 出願受付中（余裕あり） 12月8日
東京 東京環境工科専門学校 環境・バイオ 高度自然環境管理学科 出願受付中（余裕あり） 12月8日
東京 東京YMCA国際ホテル専門学校 観光 ホテル科 出願受付中（余裕あり） 12月5日
東京 JTBトラベル&ホテルカレッジ 観光 国際観光ビジネス科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 JTBトラベル&ホテルカレッジ 観光 国際ホテル&ブライダル科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 ホスピタリティツーリズム専門学校 観光 観光科 観光コース 出願受付中（若干名） 12月7日
東京 ホスピタリティツーリズム専門学校 観光 観光科 クルーズコース 出願受付中（若干名） 12月7日
東京 ホスピタリティツーリズム専門学校 観光 ホテル科 ホテルコース 出願受付中（若干名） 12月7日
東京 ホスピタリティツーリズム専門学校 観光 ホテル科 クルーズコース 出願受付中（若干名） 12月7日
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東京 ホスピタリティツーリズム専門学校 観光 テーマパーク科 出願受付中（若干名） 12月7日
東京 ホスピタリティツーリズム専門学校 観光 総合英語科 クルーズコース 出願受付中（若干名） 12月7日
東京 ホスピタリティツーリズム専門学校 観光 エアライン科 キャビンアテンダントコース 出願受付中（若干名） 12月7日
東京 ホスピタリティツーリズム専門学校 観光 エアライン科 グランドスタッフコース 出願受付中（若干名） 12月7日
東京 ホスピタリティツーリズム専門学校 観光 エアライン科 グランドハンドリングコース 出願受付中（若干名） 12月7日
東京 ホスピタリティツーリズム専門学校 観光 鉄道科 出願受付中（若干名） 12月7日
東京 専門学校日本鉄道&スポーツビジネスカレッジ 観光 鉄道・トラベル学科 鉄道・交通コース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 専門学校日本鉄道&スポーツビジネスカレッジ 観光 鉄道・トラベル学科 トラベルコース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 専門学校日本鉄道&スポーツビジネスカレッジ21 観光 鉄道・トラベル学科 鉄道・交通コース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 専門学校日本鉄道&スポーツビジネスカレッジ21 観光 鉄道・トラベル学科 トラベルコース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 東京CPA会計学院 経理簿記 会計プロフェッション科 出願締切 12月5日
東京 大原学園　池袋校 経理簿記 （経理・会計系コース） 出願締切 12月9日
東京 東京IT会計専門学校 経理簿記 会計士学科 会計士3年コース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 東京IT会計専門学校 経理簿記 会計士学科 会計士2年コース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 東京IT会計専門学校 経理簿記 税理士学科 税理士3年コース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 東京IT会計専門学校 経理簿記 税理士学科 税理士2年コース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 東京IT会計専門学校 経理簿記 税理士学科 会計ビジネスコース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 東京IT会計専門学校杉並校 経理簿記 会計学科 税理士2年コース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 東京IT会計専門学校杉並校 経理簿記 会計学科 会計ビジネスコース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 大原学園　東京校 ゲーム （ゲーム・CG・デザイン系コース） 出願受付中（若干名） 12月9日
東京 日本電子専門学校 ゲーム ゲーム制作科 出願締切 12月8日
東京 日本電子専門学校 ゲーム ゲーム企画科 出願受付中（若干名） 12月8日
東京 日本電子専門学校 ゲーム ゲーム制作研究科 出願受付中（余裕あり） 12月8日
東京 青山製図専門学校 建築インテリア 建築工学科 出願締切 12月4日
東京 青山製図専門学校 建築インテリア 建築設計デザイン科 出願締切 12月4日
東京 青山製図専門学校 建築インテリア 建築インテリア 住宅設計デザイン科 出願受付中（若干名） 12月4日
東京 青山製図専門学校 建築インテリア 建築インテリア工学科 出願締切 12月4日
東京 青山製図専門学校 建築インテリア 建築インテリアデザイン科 出願締切 12月4日
東京 青山製図専門学校 建築インテリア 商空間デザイン科 出願受付中（若干名） 12月4日
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東京 青山製図専門学校 建築インテリア 建築科(夜間) 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 青山製図専門学校 建築インテリア インテリア学科(夜間) 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 中央工学校 建築インテリア 建築学科 4年制 出願締切 12月7日 出願締切情報の詳細は公式WEBサイトでのみ公開

東京 中央工学校 建築インテリア 建築工学科 3年制 出願締切 12月7日 出願締切情報の詳細は公式WEBサイトでのみ公開

東京 東京デザイン専門学校 建築インテリア インテリアデザイン科 出願受付中（余裕あり） 12月7日
東京 上野法律専門学校 公務員 法律行政学科 出願受付中（余裕あり） 12月6日
東京 上野法律専門学校 公務員 行政学科 出願受付中（余裕あり） 12月7日
東京 大原学園　池袋校 公務員 1年制公務員コース 出願受付中 12月9日
東京 大原学園　池袋校 公務員 （公務員　1年制以外のコース） 出願締切 12月9日
東京 東京法律専門学校 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
東京 東京法律専門学校 公務員 法律ビジネス学科 公務員初級コース（2年制） 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 東京法律専門学校 公務員 法律社会学科 警察官・消防官・自衛官コース（2年制） 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 東京法律専門学校 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
東京 東京法律専門学校 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
東京 東京法律専門学校杉並校 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
東京 東京法律専門学校杉並校 公務員 法律学科 公務員初級コース（2年制） 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 東京法律専門学校杉並校 公務員 法律学科 警察官・消防官・自衛官コース（2年制） 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 東京法律専門学校杉並校 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
東京 東京法律専門学校杉並校 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
東京 ホスピタリティツーリズム専門学校 語学 総合英語科 英語コース 出願受付中（若干名） 12月7日
東京 神田外語学院 語学 アジア・ヨーロッパ言語科 韓国語コース 出願受付中（余裕あり） 12月9日 第6期より推薦入試締切

東京 東京歯科衛生専門学校 歯科関連 歯科衛生 出願受付中（若干名） 12月5日
東京 太陽歯科衛生士専門学校 歯科関連 歯科衛生士科 昼間部 出願締切 12月4日
東京 太陽歯科衛生士専門学校 歯科関連 歯科衛生士科 夜間部 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 早稲田医学院歯科衛生士専門学校 歯科関連 歯科衛生士Ⅰ科 昼間部 出願締切 12月4日
東京 早稲田医学院歯科衛生士専門学校 歯科関連 歯科衛生士Ⅱ科 夜間部 出願受付中（若干名） 12月4日
東京 東邦歯科医療専門学校 歯科関連 歯科技工士学科 出願受付中（余裕あり） 12月7日
東京 東邦歯科医療専門学校 歯科関連 歯科衛生士学科 出願受付中（余裕あり） 12月7日
東京 日本ウェルネス歯科衛生専門学校 歯科関連 歯科衛生士科 Ⅰ部 出願締切 12月7日
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東京 日本ウェルネス歯科衛生専門学校 歯科関連 歯科衛生士科 Ⅱ部 出願受付中（余裕あり） 12月7日
東京 東京医学技術専門学校 歯科関連 歯科衛生士科 Ⅰ部 出願受付中（余裕あり） 12月8日
東京 東京医学技術専門学校 歯科関連 歯科衛生士科 Ⅱ部 出願受付中（余裕あり） 12月8日
東京 東京西の森歯科衛生士専門学校 歯科関連 歯科衛生士 出願締切 12月10日
東京 日本体育大学医療専門学校 歯科関連 口腔健康学科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 専門学校トヨタ東京自動車大学校 自動車整備 1級自動車科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 専門学校トヨタ東京自動車大学校 自動車整備 自動車整備科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 専門学校トヨタ東京自動車大学校 自動車整備 国際整備科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 駿台電子情報＆ビジネス専門学校 情報処理 コンピュータ高度技術科 出願受付中（余裕あり） 12月6日
東京 駿台電子情報＆ビジネス専門学校 情報処理 SEプログラマ科 SEコース 出願受付中（余裕あり） 12月6日
東京 駿台電子情報＆ビジネス専門学校 情報処理 SEプログラマ科 AIコース 出願受付中（余裕あり） 12月6日
東京 駿台電子情報＆ビジネス専門学校 情報処理 情報ビジネス科 出願受付中（余裕あり） 12月6日
東京 駿台電子情報＆ビジネス専門学校 情報処理 コンピュータ技術科 出願受付中（余裕あり） 12月6日
東京 大原学園　池袋校 情報処理 （IT系コース） 出願締切 12月9日
東京 東京IT会計専門学校 情報処理 情報処理学科 情報システムコース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 東京IT会計専門学校 情報処理 ITビジネス学科 ITプログラミングコース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 東京IT会計専門学校 情報処理 情報メディア学科 情報メディアコース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 東京IT会計専門学校杉並校 情報処理 ITビジネス学科 情報処理コース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 日本電子専門学校 情報処理 情報処理科 出願締切 12月8日
東京 日本電子専門学校 情報処理 情報システム開発科 出願締切 12月8日
東京 日本電子専門学校 情報処理 高度情報処理科 出願締切 12月8日
東京 日本電子専門学校 情報処理 AIシステム科 出願締切 12月8日
東京 日本電子専門学校 情報処理 ケータイ・アプリケーション科 出願受付中（若干名） 12月8日
東京 日本電子専門学校 情報処理 情報ビジネスライセンス科 出願受付中（余裕あり） 12月8日
東京 日本電子専門学校 情報処理 ネットワーク・セキュリティ科 出願受付中（余裕あり） 12月8日
東京 日本電子専門学校 情報処理 夜間部　情報処理科　 出願受付中（余裕あり） 12月8日
東京 日本電子専門学校 情報処理 夜間部　ネットワーク・セキュリティ科 出願受付中（余裕あり） 12月8日
東京 日本健康医療専門学校 スポーツ ライフケア学科 パーソナルトレーナーコース 出願受付中（余裕あり） 12月7日
東京 東京YMCA社会体育・保育専門学校 スポーツ スポーツトレーナー科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
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東京 東京YMCA社会体育・保育専門学校 スポーツ スポーツインストラクター科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 東京YMCA社会体育・保育専門学校 スポーツ スポーツインストラクター科 幼教取得コース 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 専門学校日本鉄道&スポーツビジネスカレッジ スポーツ スポーツ学科 スポーツビジネスコース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 専門学校日本鉄道&スポーツビジネスカレッジ スポーツ スポーツ学科 スポーツトレーナーコース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 専門学校日本鉄道&スポーツビジネスカレッジ スポーツ スポーツ学科 健康スポーツ公務員コース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 専門学校日本鉄道&スポーツビジネスカレッジ21 スポーツ スポーツ学科 スポーツビジネスコース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 専門学校日本鉄道&スポーツビジネスカレッジ21 スポーツ スポーツ学科 スポーツトレーナーコース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 専門学校日本鉄道&スポーツビジネスカレッジ21 スポーツ スポーツ学科 健康スポーツ公務員コース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 東放学園映画専門学校 その他 小説創作科 出願受付中（余裕あり） 12月12日
東京 中央医療技術専門学校 その他医療 診療放射線学科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 城西放射線技術専門学校 その他医療 診療放射線学科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 専門学校東洋公衆衛生学院 その他医療 臨床検査技術学科 出願受付中 12月4日
東京 専門学校東洋公衆衛生学院 その他医療 診療放射線技術学科 出願受付中 12月4日
東京 東京医学技術専門学校 その他医療 臨床検査技師科 Ⅰ部 出願受付中（余裕あり） 12月8日
東京 東京医学技術専門学校 その他医療 臨床検査技師科 Ⅱ部 出願受付中（余裕あり） 12月8日
東京 東京法律専門学校 その他資格 法律学科 司法試験コース（法科大学院・予備試験対応） 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 東京法律専門学校 その他資格 不動産ビジネス学科 宅建ビジネスコース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 文化服装学院 その他デザイン 帽子デザイン科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 文化服装学院 その他デザイン ジュエリーデザイン科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 文化服装学院 その他デザイン バッグデザイン科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 文化服装学院 その他デザイン シューズデザイン科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 ヒコ・みづのジュエリーカレッジ その他デザイン ジュエリーコース2年制3年制 出願受付中（若干名） 12月4日
東京 ヒコ・みづのジュエリーカレッジ その他デザイン シューズコース 出願受付中（若干名） 12月4日
東京 ヒコ・みづのジュエリーカレッジ その他デザイン バッグコース 出願受付中（若干名） 12月4日
東京 ヒコ・みづのジュエリーカレッジ その他デザイン ウォッチコース 出願受付中（若干名） 12月4日
東京 東京デザイン専門学校 その他デザイン ファッションアクセサリー科 出願受付中（余裕あり） 12月7日
東京 専門学校ESPエンタテインメント東京 その他デザイン ギタークラフト科（2年制） ギターデザインコース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 専門学校ESPエンタテインメント東京 その他デザイン ギタークラフト科（2年制） ギター製作コース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 専門学校ESPエンタテインメント東京 その他デザイン ギタークラフト科（3年制） ギター製作総合コース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
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東京 香川調理製菓専門学校 調理製菓 調理マイスター科 出願受付中（若干名） 12月2日
東京 香川調理製菓専門学校 調理製菓 調理師科 出願締切 12月2日
東京 香川調理製菓専門学校 調理製菓 製菓科 出願受付中（若干名） 12月2日
東京 香川調理製菓専門学校 調理製菓 テクニックコース 出願締切 12月2日
東京 日本菓子専門学校 調理製菓 製菓技術学科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 日本菓子専門学校 調理製菓 製パン技術学科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 東京誠心調理師専門学校 調理製菓 調理師科 2年制 出願受付中（若干名） 12月4日
東京 東京誠心調理師専門学校 調理製菓 シェフパティシエ科 2年制 出願受付中（若干名） 12月4日
東京 東京誠心調理師専門学校 調理製菓 調理師科 1年制 出願受付中（若干名） 12月4日
東京 東京誠心調理師専門学校 調理製菓 調理師科 夜間部2年制 出願受付中（若干名） 12月4日
東京 町田調理師専門学校 調理製菓 上級調理師科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 町田調理師専門学校 調理製菓 調理師科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 町田製菓専門学校 調理製菓 製菓衛生師科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 二葉栄養専門学校 調理製菓 調理実践科 出願締切 12月7日
東京 二葉栄養専門学校 調理製菓 調理グランシェフコース 出願受付中（余裕あり） 12月7日
東京 二葉栄養専門学校 調理製菓 調理師科 出願受付中（余裕あり） 12月7日
東京 二葉製菓学校 調理製菓 製菓製パン科 出願受付中（余裕あり） 12月7日
東京 二葉製菓学校 調理製菓 パティスリーモデーヌ科 出願受付中（余裕あり） 12月7日
東京 二葉製菓学校 調理製菓 パティスリーメテイエ科 出願受付中（余裕あり） 12月7日
東京 東京スイーツ&カフェ専門学校 調理製菓 スイーツパティシエ科 出願受付中（余裕あり） 12月7日
東京 東京栄養食糧専門学校 調理製菓 健康スイーツ研究科 出願受付中（余裕あり） 12月9日
東京 東京調理製菓専門学校 調理製菓 高度調理技術科 出願受付中（余裕あり） 12月9日
東京 東京調理製菓専門学校 調理製菓 調理技術科 出願受付中（余裕あり） 12月9日
東京 東京調理製菓専門学校 調理製菓 パティシエ・ブーランジェ科 出願受付中（余裕あり） 12月9日
東京 織田調理師専門学校 調理製菓 調理技術経営学科 出願受付中（若干名） 12月4日
東京 織田調理師専門学校 調理製菓 調理製菓製パン科 出願受付中（若干名） 12月4日
東京 織田調理師専門学校 調理製菓 調理師科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 織田製菓専門学校 調理製菓 コンフェクション2年制コース 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 織田製菓専門学校 調理製菓 コンフェクション1年制コース 出願受付中（余裕あり） 12月4日
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首都圏専門学校・12月現在の募集状況

                     SINRO!  編集部 調べ

◆表について◆　必ずお読みください
・一都三県の主要専門学校にアンケート調査を行い、2020年12月2日～12月14日に回答を得た情報を掲載しています。
・募集状況は「回答日」時点のものです。掲載時点ですでに募集を締め切っている場合もあります。また入学辞退等により、
　この表にない学科やコースで今後追加募集が行われることもあります。実際の募集状況は各校に必ずお問い合わせください。
            　　　　　                     株式会社進路企画　SINRO!  編集部　  03-5292-6018　kikaku@shinrokikaku.co.jp

東京 織田製菓専門学校 調理製菓 ベーカリー&スイーツコース 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 武蔵野調理師専門学校 調理製菓 高度調理経営科 西洋料理専攻 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 武蔵野調理師専門学校 調理製菓 高度調理経営科 日本料理専攻 出願受付中（若干名） 12月4日
東京 武蔵野調理師専門学校 調理製菓 高度調理製菓科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 武蔵野調理師専門学校 調理製菓 調理師科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 専門学校ビジョナリーアーツ 調理製菓 フードクリエイト学科 出願受付中（若干名） 12月6日
東京 山脇美術専門学校 デザイン ビジュアルデザイン科 出願締切 12月4日
東京 山脇美術専門学校 デザイン スペースデザイン科 出願締切 12月4日
東京 桑沢デザイン研究所 デザイン 総合デザイン科 出願受付中（余裕あり） 12月9日
東京 桑沢デザイン研究所 デザイン 専攻デザイン科 出願受付中（余裕あり） 12月9日
東京 専門学校日本デザイナー学院 デザイン 総合デザイン科 グラフィックデザイン専攻 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 専門学校日本デザイナー学院 デザイン 総合デザイン科 ビジュアルデザイン専攻 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 専門学校日本デザイナー学院 デザイン 総合イラストレーション科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 専門学校日本デザイナー学院 デザイン グラフィックデザイン科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 専門学校日本デザイナー学院 デザイン イラストレーション科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 専門学校日本デザイナー学院 デザイン インテリアデザイン科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 専門学校日本デザイナー学院 デザイン コミックイラスト科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 専門学校日本デザイナー学院 デザイン マンガ科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 専門学校日本デザイナー学院 デザイン 夜間部グラフィックデザイン科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 専門学校日本デザイナー学院 デザイン 夜間部イラストレーション科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 日本写真芸術専門学校 デザイン I部 昼間部 3年制 総合写真研究ゼミ 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 日本写真芸術専門学校 デザイン I部 昼間部 4年制 フォトフィールドワークゼミ 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 日本写真芸術専門学校 デザイン I部 昼間部 5年制 フォトアートゼミ 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 日本写真芸術専門学校 デザイン I部 昼間部 2年制 写真科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 日本写真芸術専門学校 デザイン II部 夜間部 2年制 写真科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 東京デザイン専門学校 デザイン ビジュアルデザイン科 出願締切 12月7日
東京 東京デザイン専門学校 デザイン クリエイティブアート科 出願受付中（若干名） 12月7日
東京 東京デザイン専門学校 デザイン グラフィックデザイン科 出願締切 12月7日
東京 東京デザイン専門学校 デザイン イラストレーション科 出願締切 12月7日
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