
所在地 学校 分野 学科・コース・専攻 募集状況 回答日 各専門学校からのお知らせ（学校見学などの情報は各HPを参照）
埼玉 アルスコンピュータ専門学校 IT･メディア 情報システム科　システム開発コース 若干名 2/9
埼玉 アルスコンピュータ専門学校 医療事務 情報ビジネス科　保健医療ビジネスコース 余裕あり 2/9
埼玉 西武学園医学技術専門学校 栄養 栄養士科 余裕あり 2/9
埼玉 浦和学院専門学校 看護 看護 募集継続中 2/5 【Ⅳ期一般入試(追加募集)】出願締切3/10→試験3/13(HP参照)

埼玉 蕨戸田市医師会看護専門学校 看護 看護 募集継続中 2/6 【一般入試D日程】出願締切2/22→試験2/27

埼玉 深谷大里看護専門学校 看護 看護 募集継続中 2/8 【一般第2回】出願締切3/3→試験3/12

埼玉 戸田中央看護専門学校 看護 看護 募集継続中 2/8 【一般入試C日程】出願締切2/26→試験3/6

埼玉 上尾市医師会上尾看護専門学校 看護 看護 募集継続中 2/8 【一般二次】出願締切3/4→試験3/13

埼玉 獨協医科大学附属看護専門学校三郷校 看護 看護 募集継続中 2/6 【一般入試(B日程)】出願締切2/8→試験2/12

埼玉 北里大学看護専門学校 看護 看護 募集継続中 2/8 【一般入試(Ⅲ期)】出願締切2/24→試験2/27

埼玉 さいたま看護専門学校 看護 看護 募集継続中 2/8 【一般入試C日程】出願締切2/12→試験2/20

埼玉 秩父看護専門学校 看護 看護 募集継続中 2/8 【一般選考入試(二次募集)】出願締切2/17→試験2/21

埼玉 国際航空専門学校 観光 エアロサポート科 余裕あり 2/11
埼玉 国際航空専門学校 航空整備 航空整備科 余裕あり 2/11
埼玉 国際航空専門学校 航空整備 運航整備科 余裕あり 2/11
埼玉 埼玉歯科衛生専門学校 歯科関連 歯科衛生士学科 余裕あり 2/8
埼玉 埼玉自動車大学校 自動車整備 一級自動車整備科 余裕あり 2/8
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 余裕あり 2/6
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 余裕あり 2/6
埼玉 関東工業自動車大学校 自動車整備 車体整備科 余裕あり 2/6
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　開発・設計工学コース 若干名 2/5
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　海外インターンシップコース 若干名 2/5
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 若干名 2/5
埼玉 西武調理師アート専門学校 調理製菓 調理師科 余裕あり 2/9
埼玉 アルスコンピュータ専門学校 デザイン 情報システム科　プロダクトデザイナーコース 余裕あり 2/9
埼玉 アルスコンピュータ専門学校 デザイン 情報システム科　ビジュアルデザイナーコース 若干名 2/9
埼玉 大宮国際動物専門学校 動物 美容・スモールペット学科 若干名 2/8
埼玉 呉竹医療専門学校 東洋療法 鍼灸科Ⅱ部 余裕あり 2/9
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 今から出願できる専門学校
                     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、2021年2月4日～2月16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終了し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。
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埼玉 呉竹医療専門学校 東洋療法 柔道整復科Ⅰ部 若干名 2/9
埼玉 呉竹医療専門学校 東洋療法 柔道整復科Ⅱ部 余裕あり 2/9
埼玉 さいたま柔整専門学校 東洋療法 柔道整復 若干名 2/5
埼玉 大川学園医療福祉専門学校 東洋療法 柔道整復学科 若干名 2/7
埼玉 秋草学園福祉教育専門学校 福祉 介護福祉科 若干名 2/15
埼玉 アルスコンピュータ専門学校 保育幼教 福祉保育科　幼児保育コース 余裕あり 2/9
埼玉 ミス・パリ・ビューティ専門学校大宮校 理容美容 トータルビューティ学科 若干名 2/12
埼玉 ミス・パリ・ビューティ専門学校大宮校 理容美容 美容学科 若干名 2/12
埼玉 埼玉自動車大学校 二級自動車整備科 余裕あり 2/8
埼玉 テクノ・ホルティ園芸専門学校 その他 花き生産コース 余裕あり 2/8
埼玉 テクノ・ホルティ園芸専門学校 その他 野菜生産コース 余裕あり 2/8
埼玉 テクノ・ホルティ園芸専門学校 その他 グリーンコーディネートコース 若干名 2/8
埼玉 テクノ・ホルティ園芸専門学校 その他 フラワーコーディネートコース 若干名 2/8
埼玉 テクノ・ホルティ園芸専門学校 その他 造園コース 若干名 2/8
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 余裕あり 2/9
埼玉 西武学園医学技術専門学校 その他医療 言語聴覚士科 余裕あり 2/9
埼玉 西武学園医学技術専門学校 その他医療 義肢装具士科 若干名 2/9

 2021年春入学版　埼玉　2 / 2　 


	埼玉

