
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）
東京 町田調理師専門学校 調理製菓 上級調理師科 余裕あり 2/9
東京 町田調理師専門学校 調理製菓 調理師科 余裕あり 2/9
東京 町田製菓専門学校 調理製菓 製菓衛生師科 余裕あり 2/9
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) 若干名 2/6 「ディスカバー支援制度」を新設。入学金の一部(10万円)を減免（2/26願書必着）

東京 武蔵野調理師専門学校 調理製菓 ダブルプログラム科 若干名 2/6 「ディスカバー支援制度」を新設。入学金の一部(10万円)を減免（2/26願書必着）

東京 武蔵野調理師専門学校 調理製菓 調理師科 若干名 2/6 「ディスカバー支援制度」を新設。入学金の一部(10万円)を減免（2/26願書必着）

東京 香川調理製菓専門学校 調理製菓 調理マイスター科 若干名 2/5
東京 東京誠心調理師専門学校 調理製菓 調理師科2年制 余裕あり 2/5 AOエントリー選考を3月6日まで延長

東京 東京誠心調理師専門学校 調理製菓 調理師科1年生 余裕あり 2/5 AOエントリー選考を3月6日まで延長

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 余裕あり 2/5 AOエントリー選考を3月6日まで延長

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 余裕あり 2/5 AOエントリー選考を3月6日まで延長

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 余裕あり 2/12
東京 東京調理製菓専門学校 調理製菓 高度調理技術科 余裕あり 2/12
東京 東京調理製菓専門学校 調理製菓 調理技術科 余裕あり 2/12
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 余裕あり 2/12
東京 二葉栄養専門学校 調理製菓 調理師 若干名 2/9
東京 二葉栄養専門学校 調理製菓 グランシェフコース 若干名 2/9
東京 二葉製菓専門学校 調理製菓 製菓製パン 若干名 2/9
東京 二葉製菓専門学校 調理製菓 パティスリーモデーヌ 若干名 2/9
東京 二葉製菓専門学校 調理製菓 パティスリーメティエ 若干名 2/9
東京 専門学校桑沢デザイン研究所 デザイン 総合デザイン科 若干名 2/9 一般入試B日程の出願期間2/12～2/25　総合デザイン科：出願受付中=10名

東京 専門学校桑沢デザイン研究所 デザイン 専攻デザイン科 若干名 2/9 一般入試B日程の出願期間2/12～2/25

東京 日本電子専門学校 デザイン グラフィックデザイン科 若干名 2/8
東京 阿佐ヶ谷美術専門学校 デザイン デザイン学科　視覚デザインコース 若干名 2/8
東京 阿佐ヶ谷美術専門学校 デザイン デザイン学科　リビングプロダクトデザインコース 若干名 2/8
東京 阿佐ヶ谷美術専門学校 デザイン コンテンツ学科　キャラクターデザインコース 若干名 2/8
東京 阿佐ヶ谷美術専門学校 デザイン コンテンツ学科　映像メディアコース 若干名 2/8
東京 阿佐ヶ谷美術専門学校 デザイン アート学科　イメージクリエイションコース 若干名 2/8
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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。
            　　　　　                     株式会社進路企画　SINRO!  編集部　  03-5292-6018　kikaku@shinrokikaku.co.jp
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東京 阿佐ヶ谷美術専門学校 デザイン アート学科　絵画表現コース 若干名 2/8
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 若干名 2/5
東京 東京デザイン専門学校 デザイン アニメーション科 余裕あり 2/5
東京 東京デザイン専門学校 デザイン マンガ科 余裕あり 2/5
東京 東京デザイン専門学校 デザイン インテリアデザイン科 余裕あり 2/5
東京 東京デザイン専門学校 デザイン 空間ディスプレイデザイン科 余裕あり 2/5
東京 東京デザイン専門学校 デザイン ファッションアクセサリー科 若干名 2/5
東京 日本工学院専門学校（蒲田） デザイン マンガ・アニメーション科四年制 募集継続中 2/15
東京 日本工学院専門学校（蒲田） デザイン マンガ・アニメーション科 募集継続中 2/15
東京 日本工学院専門学校（蒲田） デザイン デザイン科 募集継続中 2/15
東京 日本工学院八王子専門学校 デザイン マンガ・アニメーション科四年制 募集継続中 2/15
東京 日本工学院八王子専門学校 デザイン マンガ・アニメーション科 募集継続中 2/15
東京 日本工学院八王子専門学校 デザイン デザイン科 募集継続中 2/15
東京 読売理工医療福祉専門学校 電気電子 電気電子学科 余裕あり 2/10
東京 日本電子専門学校 電気電子 電気工学科 余裕あり 2/8
東京 日本電子専門学校 電気電子 電気工事技術科 余裕あり 2/8
東京 日本電子専門学校 電気電子 電子応用工学科 余裕あり 2/8
東京 日本電子専門学校 電気電子 夜間部電気工事士科(1年制) 余裕あり 2/8
東京 日本電子専門学校 電気電子 夜間部電気工学科 余裕あり 2/8
東京 日本工学院専門学校（蒲田） 電気電子 電子・電気科 募集継続中 2/15
東京 日本工学院八王子専門学校 電気電子 電子・電気科 募集継続中 2/15
東京 東京柔道整復専門学校 東洋療法 柔道整復コース　午前部 若干名 2/5 2月21日(日)が一斉で実施する最終入試

東京 東京柔道整復専門学校 東洋療法 柔道整復コース　夜間部 余裕あり 2/5 2月21日(日)が一斉で実施する最終入試

東京 日本健康医療専門学校 東洋療法 鍼灸学科　午前部 若干名 2/12
東京 日本健康医療専門学校 東洋療法 鍼灸学科　午後部 余裕あり 2/12
東京 日本健康医療専門学校 東洋療法 柔道整復学科　昼間部午前 若干名 2/12
東京 日本医学柔整鍼灸専門学校 東洋療法 柔道整復学科　昼間部 余裕あり 2/13
東京 日本医学柔整鍼灸専門学校 東洋療法 柔道整復学科　夜間部 若干名 2/13
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東京 日本医学柔整鍼灸専門学校 東洋療法 鍼灸学科　昼間部 余裕あり 2/13
東京 日本医学柔整鍼灸専門学校 東洋療法 鍼灸学科　夜間部 若干名 2/13
東京 東京衛生学園専門学校 東洋療法 東洋医療総合学科1部 若干名 2/9
東京 東京衛生学園専門学校 東洋療法 東洋医療総合学科2部 余裕あり 2/9
東京 日本鍼灸理療専門学校 東洋療法 本科(鍼灸あんまマッサージ指圧科)第2部(夜間部) 余裕あり 2/6
東京 日本鍼灸理療専門学校 東洋療法 専科(鍼灸科)第1部(昼間部) 余裕あり 2/6
東京 日本鍼灸理療専門学校 東洋療法 専科(鍼灸科)第2部(夜間部) 余裕あり 2/6
東京 日本柔道整復専門学校 東洋療法 柔道整復科第1部(昼間部) 余裕あり 2/6
東京 日本柔道整復専門学校 東洋療法 柔道整復科第2部(夜間部) 余裕あり 2/6
東京 長生学園 東洋療法 あんまマッサージ指圧師科(昼間部) 余裕あり 2/6 最終3/13だが、場合により特別試験の個別実施もあり（応相談）

東京 長生学園 東洋療法 あんまマッサージ指圧師科(夜間部) 余裕あり 2/6 最終3/13だが、場合により特別試験の個別実施もあり（応相談）

東京 東京医療専門学校 東洋療法 鍼灸科　Ⅰ部 余裕あり 2/5 受験形式は「試験会場入試」「オンライン入試」の選択が可能。

東京 東京医療専門学校 東洋療法 鍼灸科　夜間特修コース 余裕あり 2/5 受験形式は「試験会場入試」「オンライン入試」の選択が可能。

東京 東京医療専門学校 東洋療法 柔道整復科　Ⅰ部 余裕あり 2/5 受験形式は「試験会場入試」「オンライン入試」の選択が可能。

東京 東京医療専門学校 東洋療法 柔道整復科　夜間特修コース 余裕あり 2/5 受験形式は「試験会場入試」「オンライン入試」の選択が可能。

東京 東京医療福祉専門学校 東洋療法 はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧科 余裕あり 2/5
東京 東京医療福祉専門学校 東洋療法 はり・きゅう科 余裕あり 2/5
東京 東京医療福祉専門学校 東洋療法 柔道整復科 余裕あり 2/5
東京 アルファ医療福祉専門学校 東洋療法 柔道整復学科 若干名 2/8
東京 アルファ医療福祉専門学校 東洋療法 はり・きゅう学科 若干名 2/8
東京 東洋鍼灸専門学校 東洋療法 鍼灸科　夜間部 余裕あり 2/5
東京 日本体育大学医療専門学校 東洋療法 柔道整復学科 若干名 2/8 【一般入試第3回】出願締切2/17→試験2/27

東京 日本工学院八王子専門学校 東洋療法 鍼灸科 募集継続中 2/15
東京 日本電子専門学校 ビジネス 情報ビジネスライセンス科 余裕あり 2/8
東京 専門学校日本鉄道&スポーツビジネスカレッジ21 ビジネス ビジネス・販売コース 若干名 2/12
東京 専門学校日本鉄道&スポーツビジネスカレッジ ビジネス ビジネス・総合コース 若干名 2/12
東京 専門学校青山ファッションカレッジ ファッション ファッションクリエーター科 余裕あり 2/15
東京 専門学校青山ファッションカレッジ ファッション ファッションビジネス科 余裕あり 2/15
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東京 専門学校青山ファッションカレッジ ファッション スタイリスト・コーディネーター科 余裕あり 2/15
東京 専門学校青山ファッションカレッジ ファッション ファッションモデル科 余裕あり 2/15
東京 専門学校武蔵野ファッションカレッジ ファッション アパレルプロフェッショナル科 余裕あり 2/6 「ディスカバー支援制度」を新設。入学金の一部(10万円)を減免（2/26願書必着）

東京 専門学校武蔵野ファッションカレッジ ファッション ファッションスタイリング科 余裕あり 2/6 「ディスカバー支援制度」を新設。入学金の一部(10万円)を減免（2/26願書必着）

東京 文化服装学院 ファッション 服装科 若干名 2/10 【一般入学第4期】出願受付3/1～3/8→試験3/15

東京 文化服装学院 ファッション 服飾研究科 余裕あり 2/10 【一般入学第4期】出願受付3/1～3/8→試験3/15

東京 文化服装学院 ファッション ファッション高度専門士科 余裕あり 2/10 【一般入学第4期】出願受付3/1～3/8→試験3/15

東京 文化服装学院 ファッション ファッション工科基礎科 余裕あり 2/10 【一般入学第4期】出願受付3/1～3/8→試験3/15

東京 文化服装学院 ファッション ファッション流通高度専門士科 余裕あり 2/10 【一般入学第4期】出願受付3/1～3/8→試験3/15

東京 文化服装学院 ファッション ファッション流通科 若干名 2/10 【一般入学第4期】出願受付3/1～3/8→試験3/15

東京 文化服装学院 ファッション ファッションテキスタイル科 余裕あり 2/10 【一般入学第4期】出願受付3/1～3/8→試験3/15

東京 文化服装学院 ファッション ジュエリーデザイン科 余裕あり 2/10 【一般入学第4期】出願受付3/1～3/8→試験3/15

東京 文化服装学院 ファッション バッグデザイン科 余裕あり 2/10 【一般入学第4期】出願受付3/1～3/8→試験3/15

東京 文化服装学院 ファッション シューズデザイン科 余裕あり 2/10 【一般入学第4期】出願受付3/1～3/8→試験3/15

東京 文化服装学院 ファッション Ⅱ部服装科 余裕あり 2/10 【一般入学第4期】出願受付3/1～3/8→試験3/15

東京 文化服装学院 ファッション Ⅱ部流通科 余裕あり 2/10 【一般入学第4期】出願受付3/1～3/8→試験3/15

東京 二葉ファッションアカデミー ファッション ファッション総合 余裕あり 2/9
東京 読売理工医療福祉専門学校 福祉 介護福祉学科 若干名 2/10
東京 品川介護福祉専門学校 福祉 介護福祉学科 余裕あり 2/15 品川区の学費サポートにより実質25万円で学べる(詳細要問合せ)

東京 専門学校日本鉄道&スポーツビジネスカレッジ21 福祉 介護・福祉ビジネスコース 若干名 2/12
東京 東京福祉専門学校 福祉 介護福祉科 余裕あり 2/13
東京 町田福祉保育専門学校 福祉 介護福祉学科 余裕あり 2/9
東京 早稲田速記医療福祉専門学校 福祉 介護福祉科 募集継続中 2/12 【推薦】出願締切3/17→試験日随時【一般第6回】出願締切3/2→試験3/6【一般第7回】出願締切3/17→試験3/21

東京 駿台トラベル&ホテル専門学校 ブライダル ブライダル学科　ブライダルコース 余裕あり 2/15
東京 東京保育専門学校 保育幼教 保育科1部 余裕あり 2/10
東京 東京保育専門学校 保育幼教 保育科2部 余裕あり 2/10 2部は日中の保育助手（アルバイト）の紹介可

東京 草苑保育専門学校 保育幼教 幼稚園教員・保育士養成科 若干名 2/5
東京 玉成保育専門学校 保育幼教 保育学科 若干名 2/16
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東京 東京福祉専門学校 保育幼教 こども保育科 余裕あり 2/13
東京 東京福祉専門学校 保育幼教 こども保育科　夜間主コース 余裕あり 2/13
東京 町田福祉保育専門学校 保育幼教 こども保育学科 余裕あり 2/9
東京 竹早教員保育士養成所 保育幼教 幼稚園教員保育士科 余裕あり 2/8
東京 東京YMCA社会体育・保育専門学校 保育幼教 保育科 余裕あり 2/8
東京 蒲田保育専門学校 保育幼教 幼稚園教諭・保育士養成科 若干名 2/8
東京 彰栄保育福祉専門学校 保育幼教 保育科 余裕あり 2/5 最終入試は3/6（願書3/2締切）

東京 東京教育専門学校 保育幼教 幼稚園教諭・保育士養成科 余裕あり 2/9 【一般入学試験3月】出願受付2/24～3/10→試験3/13

東京 道灌山学園保育福祉専門学校 保育幼教 幼稚園教員・保育士養成科第Ⅰ部 若干名 2/5
東京 道灌山学園保育福祉専門学校 保育幼教 幼稚園教員・保育士養成科第Ⅱ部 余裕あり 2/5
東京 読売理工医療福祉専門学校 放送音響 放送映像学科 若干名 2/10
東京 読売理工医療福祉専門学校 放送音響 TVディレクター学科 若干名 2/10
東京 音響芸術専門学校 放送音響 録音・PA技術科 余裕あり 2/5
東京 音響芸術専門学校 放送音響 ライブ音響・コンサートスタッフ科 余裕あり 2/5
東京 音響芸術専門学校 放送音響 ミュージカル&ステージスタッフ科 若干名 2/5
東京 音響芸術専門学校 放送音響 音響監督・ビジュアルアート制作科 余裕あり 2/5
東京 音響芸術専門学校 放送音響 夜間総合学科 余裕あり 2/5
東京 東放学園専門学校 放送音響 放送芸術科 余裕あり 2/8
東京 東放学園専門学校 放送音響 放送技術科 余裕あり 2/8
東京 東放学園専門学校 放送音響 照明クリエイティブ科 余裕あり 2/8
東京 東放学園専門学校 放送音響 放送音響科 余裕あり 2/8
東京 東放学園専門学校 放送音響 テレビ美術科 余裕あり 2/8
東京 東放学園映画専門学校 放送音響 映画製作科 余裕あり 2/8
東京 東放学園音響専門学校 放送音響 音響芸術科 余裕あり 2/8
東京 尚美ミュージックカレッジ専門学校 放送音響 音響・映像・照明学科 若干名 2/7
東京 専門学校ESPエンタテインメント東京 放送音響 音楽芸能スタッフ科　レコーディングコース 余裕あり 2/5
東京 専門学校ESPエンタテインメント東京 放送音響 音楽芸能スタッフ科　PA&レコーディングコース 余裕あり 2/5
東京 専門学校ESPエンタテインメント東京 放送音響 音楽芸能スタッフ科　PAコース 余裕あり 2/5
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東京 専門学校ESPエンタテインメント東京 放送音響 音楽芸能スタッフ科　照明コース 余裕あり 2/5
東京 専門学校ESPエンタテインメント東京 放送音響 音楽芸能スタッフ科　ライブハウスコース 余裕あり 2/5
東京 日本工学院専門学校（蒲田） 放送音響 放送芸術科 募集継続中 2/15
東京 日本工学院専門学校（蒲田） 放送音響 音響芸術科 募集継続中 2/15
東京 日本工学院八王子専門学校 放送音響 放送芸術科 募集継続中 2/15
東京 日本工学院八王子専門学校 放送音響 音響芸術科 募集継続中 2/15
東京 東京IT会計専門学校 簿記会計 会計士コース(2・3年) 若干名 2/12
東京 東京IT会計専門学校 簿記会計 税理士コース 若干名 2/12
東京 東京IT会計専門学校 簿記会計 会計ビジネスコース 若干名 2/12
東京 東京IT会計専門学校杉並校 簿記会計 税理士コース(2・3年) 若干名 2/12
東京 東京IT会計専門学校杉並校 簿記会計 会計ビジネスコース 若干名 2/12
東京 東京IT会計法律専門学校千葉校 簿記会計 会計士コース(2・3年) 若干名 2/12
東京 東京IT会計法律専門学校千葉校 簿記会計 税理士コース(2・3年) 若干名 2/12
東京 東京IT会計法律専門学校千葉校 簿記会計 会計ビジネスコース 若干名 2/12
東京 東京IT会計法律専門学校横浜校 簿記会計 会計士コース(2・3年) 若干名 2/12
東京 東京IT会計法律専門学校横浜校 簿記会計 税理士コース(2・3年) 若干名 2/12
東京 東京IT会計法律専門学校横浜校 簿記会計 会計ビジネスコース 若干名 2/12
東京 専門学校東京CPA会計学院 簿記会計 会計プロフェッショナル科 若干名 2/8
東京 日本リハビリテーション専門学校 リハビリ 理学療法学科・昼間部 若干名 2/10
東京 日本リハビリテーション専門学校 リハビリ 理学療法学科・夜間部 若干名 2/10
東京 日本リハビリテーション専門学校 リハビリ 作業療法学科・昼間部 若干名 2/10
東京 日本リハビリテーション専門学校 リハビリ 作業療法学科・夜間部 若干名 2/10
東京 東京福祉専門学校 リハビリ 作業療法士科 若干名 2/13
東京 東京福祉専門学校 リハビリ 作業療法士科　夜間部 若干名 2/13
東京 東京衛生学園専門学校 リハビリ リハビリテーション学科 若干名 2/9
東京 専門学校東京医療学院 リハビリ 理学療法学科 若干名 2/8
東京 新宿調理師専門学校 リハビリ 調理師本科 若干名 2/8
東京 新宿調理師専門学校 リハビリ 調理師専修科 余裕あり 2/8
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東京 新宿調理師専門学校 リハビリ 調理師本科夜間部 余裕あり 2/8
東京 専門学校社会医学技術学院 リハビリ 作業療法学科　夜間部 余裕あり 2/5
東京 東京総合美容専門学校 理容美容 美容科 余裕あり 2/5
東京 東京総合美容専門学校 理容美容 トータルビューティー科 余裕あり 2/5
東京 高山美容専門学校 理容美容 美容科 余裕あり 2/5
東京 住田美容専門学校 理容美容 美容師免許専門コース 若干名 2/5
東京 住田美容専門学校 理容美容 美容師免許メイク&ネイルコース 若干名 2/5
東京 山野美容専門学校 理容美容 専門課程（昼間） 若干名 2/15
東京 山野美容専門学校 理容美容 通信課程 若干名 2/15
東京 ミス・パリ・ビューティ専門学校 理容美容 トータルビューティ学科 若干名 2/9
東京 ミス・パリ・ビューティ専門学校 理容美容 美容学科 若干名 2/9
東京 東京美容専門学校 理容美容 総合美容科　ヘアスタイリストコース 余裕あり 2/9
東京 国際理容美容専門学校 理容美容 理容科 余裕あり 2/9
東京 国際理容美容専門学校 理容美容 美容科 余裕あり 2/9
東京 国際理容美容専門学校 理容美容 美容科　産学連携実践型コース 余裕あり 2/9
東京 国際理容美容専門学校 理容美容 ビューティアーティスト科 若干名 2/9
東京 国際理容美容専門学校 理容美容 ビジネス美容科 余裕あり 2/9
東京 国際文化理容美容専門学校　渋谷校 理容美容 昼間課程　理容科 余裕あり 2/8
東京 国際文化理容美容専門学校　渋谷校 理容美容 通信課程　美容科 余裕あり 2/8
東京 国際文化理容美容専門学校　渋谷校 理容美容 通信課程　理容科 余裕あり 2/8
東京 国際文化理容美容専門学校　国分寺校 理容美容 昼間課程　理容科 余裕あり 2/8
東京 国際文化理容美容専門学校　国分寺校 理容美容 通信課程　美容科 余裕あり 2/8
東京 国際文化理容美容専門学校　国分寺校 理容美容 通信課程　理容科 余裕あり 2/8
東京 日本美容専門学校 理容美容 専門科　夜間部 若干名 2/8
東京 真野美容専門学校 理容美容 トータルビューティー科 余裕あり 2/8
東京 窪田理容美容専門学校 理容美容 美容学科 若干名 2/16
東京 窪田理容美容専門学校 理容美容 理容学科　本科コース 若干名 2/16
東京 窪田理容美容専門学校 理容美容 理容学科　認定エステティシャンコース 若干名 2/16
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東京 窪田理容美容専門学校 理容美容 美容学科　トライチェンジコース 余裕あり 2/16
東京 中央工学校 その他 機械設計科 余裕あり 2/5
東京 中央工学校 その他 3D-CAD科 余裕あり 2/5
東京 東京法律専門学校 その他 宅建ビジネスコース 若干名 2/12
東京 東京法律専門学校 その他 司法試験コース(4年) 若干名 2/12
東京 東京福祉専門学校 その他 キャリアデザイン科 余裕あり 2/13
東京 駿台法律経済&ビジネス専門学校 その他 法律経済学科　大学編入・短大併修コース(経済・経営・商学部系) 余裕あり 2/9 例年3月中旬には募集定員に達する

東京 駿台法律経済&ビジネス専門学校 その他 法律実務学科　大学編入・法律資格コース（法・政治学部系） 余裕あり 2/9 例年3月中旬には募集定員に達する

東京 駿台法律経済&ビジネス専門学校 その他 法律実務学科　行政書士・宅建士資格取得コース 余裕あり 2/9 例年3月中旬には募集定員に達する

東京 駿台法律経済&ビジネス専門学校 その他 法律実務学科　不動産ビジネス就職コース（三冠合格） 余裕あり 2/9 例年3月中旬には募集定員に達する

東京 駿台法律経済&ビジネス専門学校 その他 法律実務学科　法務事務・法務秘書コース 余裕あり 2/9 例年3月中旬には募集定員に達する

東京 東放学園映画専門学校 その他 小説創作科 余裕あり 2/8
東京 専門学校ESPエンタテインメント東京 その他 ピアノ調律科　ピアノ調律コース 余裕あり 2/5
東京 専門学校ESPエンタテインメント東京 その他 ギタークラフト科2年制　ギター製作コース 余裕あり 2/5
東京 専門学校ESPエンタテインメント東京 その他 ギタークラフト科2年制　ギターデザインコース 余裕あり 2/5
東京 専門学校ESPエンタテインメント東京 その他 ギタークラフト科3年生　ギター製作総合コース 余裕あり 2/5
東京 日本工学院八王子専門学校 その他 応用生物学科 募集継続中 2/15
東京 日本工学院八王子専門学校 その他 機械設計科 募集継続中 2/15
東京 読売理工医療福祉専門学校 その他医療 臨床工学科 若干名 2/10
東京 日本医歯薬専門学校 その他医療 視能訓練士学科Ⅱ部 若干名 2/8 夜間部も高校3年生からの入学者が増加中

東京 昭和医療技術専門学校 その他医療 臨床検査技師科 余裕あり 2/5
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 若干名 2/5
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