
大学等における修学の支援に関する法律（令和元年法律第８号）

による修学支援の対象機関となる大学等（確認大学等）について

令 和 元 年 ９ 月 ２ ０ 日

文 部 科 学 省

（国立大学）

確認大学等の名称 確認大学等の所在地 設置者の名称 設置者の主たる事務所の所在地 備考

北海道大学 北海道札幌市北区北8条西5丁目 国立大学法人北海道大学 北海道札幌市北区北8条西5丁目

北海道教育大学 北海道札幌市北区あいの里5条3丁目1番3号 国立大学法人北海道教育大学 北海道札幌市北区あいの里5条3丁目1番3号

室蘭工業大学 北海道室蘭市水元町27番1号 国立大学法人室蘭工業大学 北海道室蘭市水元町27番1号

小樽商科大学 北海道小樽市緑3-5-21 国立大学法人小樽商科大学 北海道小樽市緑3-5-21

帯広畜産大学 北海道帯広市稲田町西2線11番地 国立大学法人帯広畜産大学 北海道帯広市稲田町西2線11番地

旭川医科大学 北海道旭川市緑が丘東2条1丁目1番1号 国立大学法人旭川医科大学 北海道旭川市緑が丘東2条1丁目1番1号

北見工業大学 北海道北見市公園町165番地 国立大学法人北見工業大学 北海道北見市公園町165番地

弘前大学 青森県弘前市文京町1 国立大学法人弘前大学 青森県弘前市文京町1

岩手大学 岩手県盛岡市上田三丁目18番8号 国立大学法人岩手大学 岩手県盛岡市上田三丁目18番8号

東北大学 宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号 国立大学法人東北大学 宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号

宮城教育大学 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉149 国立大学法人宮城教育大学 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉149

秋田大学 秋田県秋田市手形学園町1番1号 国立大学法人秋田大学 秋田県秋田市手形学園町1番1号

山形大学 山形県山形市小白川町1丁目4-12 国立大学法人山形大学 山形県山形市小白川町1丁目4-12

福島大学 福島県福島市金谷川1番地 国立大学法人福島大学 福島県福島市金谷川1番地

茨城大学 茨城県水戸市文京2-1-1 国立大学法人茨城大学 茨城県水戸市文京2-1-1

筑波大学 茨城県つくば市天王台1-1-1 国立大学法人筑波大学 茨城県つくば市天王台1-1-1

筑波技術大学 茨城県つくば市天久保4-3-15 国立大学法人筑波技術大学 茨城県つくば市天久保4-3-15

宇都宮大学 栃木県宇都宮市峰町350 国立大学法人宇都宮大学 栃木県宇都宮市峰町350

群馬大学 群馬県前橋市荒牧町四丁目2番地 国立大学法人群馬大学 群馬県前橋市荒牧町四丁目2番地

埼玉大学 埼玉県さいたま市桜区下大久保255 国立大学法人埼玉大学 埼玉県さいたま市桜区下大久保255

千葉大学 千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33 国立大学法人千葉大学 千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33

東京大学 東京都文京区本郷7丁目3番1号 国立大学法人東京大学 東京都文京区本郷7丁目3番1号

東京医科歯科大学 東京都文京区湯島1-5-45
国立大学法人東京医科歯科大
学

東京都文京区湯島1-5-45

東京外国語大学 東京都府中市朝日町3-11-1 国立大学法人東京外国語大学 東京都府中市朝日町3-11-1

東京学芸大学 東京都小金井市貫井北町4-1-1 国立大学法人東京学芸大学 東京都小金井市貫井北町4-1-1

東京農工大学 東京都府中市晴見町三丁目8番1号 国立大学法人東京農工大学 東京都府中市晴見町三丁目8番1号

東京芸術大学 東京都台東区上野公園12-8 国立大学法人東京芸術大学 東京都台東区上野公園12-8

東京工業大学 東京都目黒区大岡山2-12-1 国立大学法人東京工業大学 東京都目黒区大岡山2-12-1

東京海洋大学 東京都港区港南4-5-7 国立大学法人東京海洋大学 東京都港区港南4-5-7

お茶の水女子大学 東京都文京区大塚2丁目1番1号
国立大学法人お茶の水女子大
学

東京都文京区大塚2丁目1番1号

電気通信大学 東京都調布市調布ヶ丘1-5-1 国立大学法人電気通信大学 東京都調布市調布ヶ丘1-5-1

一橋大学 東京都国立市中二丁目1番地 国立大学法人一橋大学 東京都国立市中二丁目1番地

横浜国立大学 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台79-1 国立大学法人横浜国立大学 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台79-1

新潟大学 新潟県新潟市西区五十嵐2の町8050番地 国立大学法人新潟大学 新潟県新潟市西区五十嵐2の町8050番地

長岡技術科学大学 新潟県長岡市上富岡町1603-1
国立大学法人長岡技術科学大
学

新潟県長岡市上富岡町1603-1

上越教育大学 新潟県上越市山屋敷町1番地 国立大学法人上越教育大学 新潟県上越市山屋敷町1番地

富山大学 富山県富山市五福3190 国立大学法人富山大学 富山県富山市五福3190

金沢大学 石川県金沢市角間町 国立大学法人金沢大学 石川県金沢市角間町

福井大学 福井県福井市文京3-9-1 国立大学法人福井大学 福井県福井市文京3-9-1

山梨大学 山梨県甲府市武田4-4-37 国立大学法人山梨大学 山梨県甲府市武田4-4-37

信州大学 長野県松本市旭3-1-1 国立大学法人信州大学 長野県松本市旭3-1-1

岐阜大学 岐阜県岐阜市柳戸1-1 国立大学法人岐阜大学 岐阜県岐阜市柳戸1-1

静岡大学 静岡県静岡市駿河区大谷836番地 国立大学法人静岡大学 静岡県静岡市駿河区大谷836番地

浜松医科大学 静岡県浜松市東区半田山一丁目20番1号 国立大学法人浜松医科大学 静岡県浜松市東区半田山一丁目20番1号

名古屋大学 愛知県名古屋市千種区不老町 国立大学法人名古屋大学 愛知県名古屋市千種区不老町

愛知教育大学 愛知県刈谷市井ヶ谷町広沢1 国立大学法人愛知教育大学 愛知県刈谷市井ヶ谷町広沢1
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名古屋工業大学 愛知県名古屋市昭和区御器所町 国立大学法人名古屋工業大学 愛知県名古屋市昭和区御器所町

豊橋技術科学大学 愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘1-1
国立大学法人豊橋技術科学大
学

愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘1-1

三重大学 三重県津市栗真町屋町1577 国立大学法人三重大学 三重県津市栗真町屋町1577

滋賀大学 滋賀県彦根市馬場1丁目1番1号 国立大学法人滋賀大学 滋賀県彦根市馬場1丁目1番1号

滋賀医科大学 滋賀県大津市瀬田月輪町 国立大学法人滋賀医科大学 滋賀県大津市瀬田月輪町

京都大学 京都府京都市左京区吉田本町 国立大学法人京都大学 京都府京都市左京区吉田本町

京都教育大学 京都府京都市伏見区深草藤森町1番地 国立大学法人京都教育大学 京都府京都市伏見区深草藤森町1番地

京都工芸繊維大学 京都府京都市左京区松ヶ崎橋上町1番地
国立大学法人京都工芸繊維大
学

京都府京都市左京区松ヶ崎橋上町1番地

大阪大学 大阪府吹田市山田丘1-1 国立大学法人大阪大学 大阪府吹田市山田丘1-1

大阪教育大学 大阪府柏原市旭ヶ丘 4-698-1 国立大学法人大阪教育大学 大阪府柏原市旭ヶ丘 4-698-1

兵庫教育大学 兵庫県加東市下久米942-1 国立大学法人兵庫教育大学 兵庫県加東市下久米942-1

神戸大学 兵庫県神戸市灘区六甲台町1-1 国立大学法人神戸大学 兵庫県神戸市灘区六甲台町1-1

奈良教育大学 奈良県奈良市高畑町 国立大学法人奈良教育大学 奈良県奈良市高畑町

奈良女子大学 奈良県奈良市北魚屋東町 国立大学法人奈良女子大学 奈良県奈良市北魚屋東町

和歌山大学 和歌山県和歌山市栄谷930 国立大学法人和歌山大学 和歌山県和歌山市栄谷930

鳥取大学 鳥取県鳥取市湖山町南四丁目101 国立大学法人鳥取大学 鳥取県鳥取市湖山町南四丁目101

島根大学 島根県松江市西川津町1060 国立大学法人島根大学 島根県松江市西川津町1060

岡山大学 岡山県岡山市北区津島中一丁目1-1 国立大学法人岡山大学 岡山県岡山市北区津島中一丁目1-1

広島大学 広島県東広島市鏡山一丁目3番2号 国立大学法人広島大学 広島県東広島市鏡山一丁目3番2号

山口大学 山口県山口市吉田1677-1 国立大学法人山口大学 山口県山口市吉田1677-1

徳島大学 徳島県徳島市新蔵町2丁目24番地 国立大学法人徳島大学 徳島県徳島市新蔵町2丁目24番地

鳴門教育大学 徳島県鳴門市鳴門町高島字中島748 国立大学法人鳴門教育大学 徳島県鳴門市鳴門町高島字中島748

香川大学 香川県高松市幸町1番1号 国立大学法人香川大学 香川県高松市幸町1番1号

愛媛大学 愛媛県松山市文京町3番 国立大学法人愛媛大学 愛媛県松山市道後樋又10番13号

高知大学 高知県高知市曙町二丁目5番1号 国立大学法人高知大学 高知県高知市曙町二丁目5番1号

福岡教育大学 福岡県宗像市赤間文教町1番1号 国立大学法人福岡教育大学 福岡県宗像市赤間文教町1番1号

九州大学 福岡県福岡市西区元岡744 国立大学法人九州大学 福岡県福岡市西区元岡744

九州工業大学 福岡県北九州市戸畑区仙水町1-1 国立大学法人九州工業大学 福岡県北九州市戸畑区仙水町1-1

佐賀大学 佐賀県佐賀市本庄町1 国立大学法人佐賀大学 佐賀県佐賀市本庄町1

長崎大学 長崎県長崎市文教町1番14号 国立大学法人長崎大学 長崎県長崎市文教町1番14号

熊本大学 熊本県熊本市中央区黒髪2丁目39番1号 国立大学法人熊本大学 熊本県熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

大分大学 大分県大分市大字旦野原700番地 国立大学法人大分大学 大分県大分市大字旦野原700番地

宮崎大学 宮崎県宮崎市学園木花台西1-1 国立大学法人宮崎大学 宮崎県宮崎市学園木花台西1-1

鹿児島大学 鹿児島県鹿児島市郡元1丁目21番24号 国立大学法人鹿児島大学 鹿児島県鹿児島市郡元1丁目21番24号

鹿屋体育大学 鹿児島県鹿屋市白水町1番地 国立大学法人鹿屋体育大学 鹿児島県鹿屋市白水町1番地

琉球大学 沖縄県中頭郡西原町字千原1番地 国立大学法人琉球大学 沖縄県中頭郡西原町字千原1番地

（国立高等専門学校）

確認大学等の名称 確認大学等の所在地 設置者の名称 設置者の主たる事務所の所在地 備考

函館工業高等専門学校 北海道函館市戸倉町14番1号
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

苫小牧工業高等専門学校 北海道苫小牧市字錦岡443番地
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

釧路工業高等専門学校 北海道釧路市大楽毛西2丁目32番1号
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

旭川工業高等専門学校 北海道旭川市春光台2条2丁目1-6
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

八戸工業高等専門学校 青森県八戸市大字田面木字上野平16番地1
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

一関工業高等専門学校 岩手県一関市萩荘字高梨
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

仙台高等専門学校 宮城県仙台市青葉区愛子中央4-16-1
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

秋田工業高等専門学校 秋田県秋田市飯島文京町1番1号
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

鶴岡工業高等専門学校 山形県鶴岡市井岡字沢田104
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

福島工業高等専門学校 福島県いわき市平上荒川字長尾30
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

茨城工業高等専門学校 茨城県ひたちなか市中根866
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

小山工業高等専門学校 栃木県小山市大字中久喜771
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

群馬工業高等専門学校 群馬県前橋市鳥羽町580
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

木更津工業高等専門学校 千葉県木更津市清見台東2-11-1
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

東京工業高等専門学校 東京都八王子市椚田町1220-2
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

長岡工業高等専門学校 新潟県長岡市西片貝町888番地
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

富山高等専門学校 富山県富山市本郷町13番地
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2
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石川工業高等専門学校 石川県河北郡津幡町北中条
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

福井工業高等専門学校 福井県鯖江市下司町
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

長野工業高等専門学校 長野県長野市大字徳間716
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

岐阜工業高等専門学校 岐阜県本巣市上真桑2236-1
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

沼津工業高等専門学校 静岡県沼津市大岡3600
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

豊田工業高等専門学校 愛知県豊田市栄生町二丁目1番地
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

鳥羽商船高等専門学校 三重県鳥羽市池上町1番1号
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

鈴鹿工業高等専門学校 三重県鈴鹿市白子町
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

舞鶴工業高等専門学校 京都府舞鶴市字白屋234番地
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

明石工業高等専門学校 兵庫県明石市魚住町西岡679番の3
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

奈良工業高等専門学校 奈良県大和郡山市矢田町22番地
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

和歌山工業高等専門学校 和歌山県御坊市名田町野島77
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

米子工業高等専門学校 鳥取県米子市彦名町4448
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

松江工業高等専門学校 島根県松江市西生馬町14-4
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

津山工業高等専門学校 岡山県津山市沼624-1
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

広島商船高等専門学校 広島県豊田郡大崎上島町東野4272-1
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

呉工業高等専門学校 広島県呉市阿賀南2-2-11
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

徳山工業高等専門学校 山口県周南市学園台
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

宇部工業高等専門学校 山口県宇部市常盤台2丁目14番1号
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

大島商船高等専門学校
山口県大島郡周防大島町大字小松1091番
地1

独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

阿南工業高等専門学校 徳島県阿南市見能林町青木265
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

香川高等専門学校 香川県高松市勅使町355
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

新居浜工業高等専門学校 愛媛県新居浜市八雲町7-1
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

弓削商船高等専門学校 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削1000番地
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

高知工業高等専門学校 高知県南国市物部乙200番1
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

久留米工業高等専門学校 福岡県久留米市小森野一丁目1番1号
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

有明工業高等専門学校 福岡県大牟田市東萩尾町150
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

北九州工業高等専門学校 福岡県北九州市小倉南区志井5-20-1
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

佐世保工業高等専門学校 長崎県佐世保市沖新町1番1号
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

熊本高等専門学校 熊本県八代市平山新町2627
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

大分工業高等専門学校 大分県大分市大字牧1666番地
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

都城工業高等専門学校 宮崎県都城市吉尾町473番地の1
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

鹿児島工業高等専門学校 鹿児島県霧島市隼人町真孝1460-1
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

沖縄工業高等専門学校 沖縄県名護市字辺野古905
独立行政法人国立高等専門学
校機構

東京都八王子市東浅川町701-2

（国立専門学校）

確認大学等の名称 確認大学等の所在地 設置者の名称 設置者の主たる事務所の所在地 備考

大阪大学歯学部附属歯科
技工士学校

大阪府吹田市山田丘1-8 国立大学法人大阪大学 大阪府吹田市山田丘1-1

（私立大学）

確認大学等の名称 確認大学等の所在地 設置者の名称 設置者の主たる事務所の所在地 備考

旭川大学 北海道旭川市永山3条23丁目1番9号 学校法人旭川大学 北海道旭川市永山3条23丁目1-9

札幌大学 北海道札幌市豊平区西岡3条7丁目3番1号 学校法人札幌大学 北海道札幌市豊平区西岡3条7丁目3番1号

北海道科学大学 北海道札幌市手稲区前田7条15丁目4番1号 学校法人北海道科学大学 北海道札幌市手稲区前田7条15丁目4番1号

函館大学 北海道函館市高丘町51番1号 学校法人野又学園 北海道函館市高丘町51番1号

藤女子大学 北海道札幌市北区北16条西2丁目1-1 学校法人藤学園 北海道札幌市北区北16条西2丁目1-1

北星学園大学 北海道札幌市厚別区大谷地西2丁目3番1号 学校法人北星学園 北海道札幌市厚別区大谷地西2丁目3番1号

北海学園大学 北海道札幌市豊平区旭町4丁目1番40号 学校法人北海学園 北海道札幌市豊平区旭町4丁目1番40号

北海商科大学 北海道札幌市豊平区豊平6条6丁目10番 学校法人北海学園 北海道札幌市豊平区旭町4丁目1番40号

札幌学院大学 北海道江別市文京台11番地 学校法人札幌学院大学 北海道江別市文京台11番地

酪農学園大学 北海道江別市文京台緑町582番地 学校法人酪農学園 北海道江別市文京台緑町582番地

北海道医療大学 北海道石狩郡当別町金沢1757 学校法人東日本学園 北海道石狩郡当別町金沢1757

星槎道都大学 北海道北広島市中の沢149番地1 学校法人北海道星槎学園 北海道北広島市中の沢149番地1

北海道情報大学 北海道江別市西野幌59番2 学校法人電子開発学園 北海道江別市西野幌59番2

札幌国際大学 北海道札幌市清田区清田4条1丁目4-1 学校法人札幌国際大学 北海道札幌市清田区清田4条1丁目4-1

北翔大学 北海道江別市文京台23番地 学校法人北翔大学 北海道江別市文京台23番地
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北海道文教大学 北海道恵庭市黄金中央5丁目196番地の1 学校法人鶴岡学園 北海道恵庭市黄金中央5丁目196番地の1

天使大学 北海道札幌市東区北13条東3丁目1-30 学校法人天使学園 北海道札幌市東区北13条東3丁目1-30

稚内北星学園大学 北海道稚内市若葉台1丁目2290番地28 学校法人稚内北星学園 北海道稚内市若葉台1丁目2290番地28

札幌保健医療大学 北海道札幌市東区中沼西4条2丁目1番15号 学校法人吉田学園 北海道札幌市中央区南3条西1丁目15番地

日本医療大学 北海道札幌市清田区真栄434番地1 学校法人日本医療大学 北海道札幌市清田区真栄434番地1

北海道千歳リハビリテー
ション大学

北海道千歳市里美2丁目10番 学校法人淳心学園 北海道札幌市中央区北5条西6丁目1番23

日本赤十字北海道看護大
学

北海道北見市曙町664-1 学校法人日本赤十字学園 東京都港区芝大門1丁目1-3

苫小牧駒澤大学 北海道苫小牧市錦西町3丁目2番1号 学校法人京都育英館 京都府京都市中京区壬生東高田町1-21

青森大学 青森県青森市幸畑2-3-1 学校法人青森山田学園 青森県青森市幸畑2-3-1

東北女子大学 青森県弘前市清原一丁目1-16 学校法人柴田学園 青森県弘前市上瓦ヶ町25

弘前学院大学 青森県弘前市大字稔町13-1 学校法人弘前学院 青森県弘前市大字稔町13-1

八戸工業大学 青森県八戸市大字妙字大開88番地1号 学校法人八戸工業大学 青森県八戸市大字妙字大開88番地1号

八戸学院大学 青森県八戸市美保野13-98 学校法人光星学院 青森県八戸市美保野13-98

青森中央学院大学 青森県青森市大字横内字神田12番地 学校法人青森田中学園 青森県青森市大字横内字神田12番1

弘前医療福祉大学 青森県弘前市大字小比内三丁目18番地1 学校法人弘前城東学園 青森県弘前市大字小比内三丁目18番地1

岩手医科大学 岩手県紫波郡矢巾町医大通一丁目1番1号 学校法人岩手医科大学 岩手県紫波郡矢巾町医大通一丁目1番1号

富士大学 岩手県花巻市下根子450番地3 学校法人富士大学 岩手県花巻市下根子450番地3

盛岡大学 岩手県滝沢市砂込808番地 学校法人盛岡大学 岩手県滝沢市砂込808番地

岩手保健医療大学 岩手県盛岡市盛岡駅西通一丁目6番30号 学校法人二戸学園 岩手県盛岡市盛岡駅西通一丁目6番30号

東北福祉大学 宮城県仙台市青葉区国見1-8-1 学校法人栴檀学園 宮城県仙台市青葉区国見1-8-1

東北学院大学 宮城県仙台市青葉区土樋一丁目3-1 学校法人東北学院 宮城県仙台市青葉区土樋一丁目3-1

東北工業大学 宮城県仙台市太白区八木山香澄町35番1号 学校法人東北工業大学 宮城県仙台市太白区八木山香澄町35番1号

東北医科薬科大学 宮城県仙台市青葉区小松島4丁目4番1号 学校法人東北医科薬科大学 宮城県仙台市青葉区小松島4丁目4番1号

仙台大学 宮城県柴田郡柴田町船岡南2-2-18 学校法人朴沢学園 宮城県仙台市青葉区川平2-26-1

東北生活文化大学 宮城県仙台市泉区虹の丘一丁目18番地の2 学校法人三島学園 宮城県仙台市泉区虹の丘一丁目18番地の2

宮城学院女子大学 宮城県仙台市青葉区桜ヶ丘9-1-1 学校法人宮城学院 宮城県仙台市青葉区桜ヶ丘9-1-1

東北文化学園大学 宮城県仙台市青葉区国見六丁目45番1号 学校法人東北文化学園大学 宮城県仙台市青葉区国見六丁目45番1号

尚絅学院大学 宮城県名取市ゆりが丘4丁目10番1号 学校法人尚絅学院 宮城県名取市ゆりが丘4丁目10番1号

仙台白百合女子大学 宮城県仙台市泉区本田町6-1 学校法人白百合学園 東京都千代田区九段北二丁目4-1

石巻専修大学 宮城県石巻市南境字新水戸1 学校法人専修大学 東京都千代田区神田神保町3-8-1

ノースアジア大学 秋田県秋田市下北手桜字守沢46-1 学校法人ノースアジア大学 秋田県秋田市下北手桜字守沢46-1

秋田看護福祉大学 秋田県大館市清水2-3-4 学校法人ノースアジア大学 秋田県秋田市下北手桜字守沢46-1

日本赤十字秋田看護大学 秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢17番地3 学校法人日本赤十字学園 東京都港区芝大門1丁目1-3

東北芸術工科大学 山形県山形市上桜田3丁目4番5号 学校法人東北芸術工科大学 山形県山形市上桜田3丁目4番5号

東北公益文科大学 山形県酒田市飯森山三丁目5番地の1 学校法人東北公益文科大学 山形県酒田市飯森山三丁目5番地の1

東北文教大学 山形県山形市片谷地515番地 学校法人富澤学園 山形県山形市肴町1-13

郡山女子大学 福島県郡山市開成三丁目25番2号 学校法人郡山開成学園 福島県郡山市開成三丁目25番2号

奥羽大学 福島県郡山市富田町字三角堂31番1 学校法人晴川学舎 福島県郡山市富田町字三角堂31番1

東日本国際大学 福島県いわき市平鎌田字寿金沢37 学校法人昌平黌 福島県いわき市平鎌田字寿金沢37

福島学院大学 福島県福島市宮代字乳児池1番地1 学校法人福島学院 福島県福島市宮代字乳児池1番地1

医療創生大学 福島県いわき市中央台飯野5-5-1 学校法人医療創生大学 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号

茨城キリスト教大学 茨城県日立市大みか町6-11-1 学校法人茨城キリスト教学園 茨城県日立市大みか町6-11-1

流通経済大学 茨城県龍ケ崎市120 学校法人日通学園 茨城県龍ケ崎市120

常磐大学 茨城県水戸市見和1丁目430番地の1 学校法人常磐大学 茨城県水戸市見和1丁目430番地の1

つくば国際大学 茨城県土浦市真鍋六丁目20番1号 学校法人霞ヶ浦学園 茨城県土浦市真鍋六丁目20番2号

筑波学院大学 茨城県つくば市吾妻3丁目1番地 学校法人筑波学院大学 茨城県つくば市吾妻3丁目1番地

日本ウェルネススポーツ大
学

茨城県北相馬郡利根町布川1377 学校法人タイケン学園 東京都板橋区成増1-12-19

足利大学 栃木県足利市大前町268-1 学校法人足利大学 栃木県足利市大前町268-1

白鷗大学 栃木県小山市駅東通り2-2-2 学校法人白鷗大学 栃木県小山市駅東通り二丁目3番地5

作新学院大学 栃木県宇都宮市竹下町908 学校法人船田教育会 栃木県宇都宮市竹下町908

国際医療福祉大学 栃木県大田原市北金丸2600-1 学校法人国際医療福祉大学 栃木県大田原市北金丸2600-1

文星芸術大学 栃木県宇都宮市上戸祭4丁目8番15号 学校法人宇都宮学園 栃木県宇都宮市上戸祭4丁目8番15号

宇都宮共和大学 栃木県宇都宮市大通り1丁目3番18号 学校法人須賀学園 栃木県宇都宮市睦町1-35

獨協医科大学 栃木県下都賀郡壬生町大字北小林880番地 学校法人獨協学園 埼玉県草加市学園町1-1

自治医科大学 栃木県下野市薬師寺3311-1 学校法人自治医科大学 東京都千代田区平河町2丁目6番3号

関東学園大学 群馬県太田市藤阿久町200番地 学校法人関東学園 群馬県館林市大谷町625番地
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共愛学園前橋国際大学 群馬県前橋市小屋原町1154-4 学校法人共愛学園 群馬県前橋市小屋原町1154-4

高崎健康福祉大学 群馬県高崎市中大類町37-1 学校法人高崎健康福祉大学 群馬県高崎市中大類町37-1

高崎商科大学 群馬県高崎市根小屋町741 学校法人高崎商科大学 群馬県高崎市根小屋町741

群馬医療福祉大学 群馬県前橋市川曲町191-1番地 学校法人昌賢学園 群馬県前橋市元総社町152番地

群馬パース大学 群馬県高崎市問屋町一丁目7番地1 学校法人群馬パース学園 群馬県高崎市問屋町一丁目7番地1

桐生大学 群馬県みどり市笠懸町阿左美606-7 学校法人桐丘学園 群馬県みどり市笠懸町阿左美606-7

育英大学 群馬県高崎市京目町1656番地1 学校法人群馬育英学園 群馬県高崎市京目町1656番地1

東京福祉大学 群馬県伊勢崎市山王町2020番地1
学校法人茶屋四郎次郎記念学
園

東京都豊島区東池袋四丁目23番1号

明海大学 埼玉県坂戸市けやき台1-1 学校法人明海大学 埼玉県坂戸市けやき台1-1

埼玉医科大学 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38番地 学校法人埼玉医科大学 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38番地

埼玉工業大学 埼玉県深谷市普済寺1690 学校法人智香寺学園 埼玉県深谷市普済寺1690

獨協大学 埼玉県草加市学園町1-1 学校法人獨協学園 埼玉県草加市学園町1-1

駿河台大学 埼玉県飯能市阿須698 学校法人駿河台大学 埼玉県飯能市阿須698

平成国際大学 埼玉県加須市水深大立野2000 学校法人佐藤栄学園 埼玉県さいたま市大宮区上小町476

西武文理大学 埼玉県狭山市柏原新田311-1 学校法人文理佐藤学園 埼玉県所沢市泉町1806

埼玉学園大学 埼玉県川口市大字木曽呂1510 学校法人峯徳学園 埼玉県川口市大字木曽呂1425番地

ものつくり大学 埼玉県行田市前谷333番地 学校法人ものつくり大学 埼玉県行田市前谷333番地

浦和大学 埼玉県さいたま市緑区大崎3551 学校法人九里学園 埼玉県さいたま市南区文蔵3-9-1

日本医療科学大学 埼玉県入間郡毛呂山町下川原1276番地 学校法人城西医療学園 埼玉県入間郡毛呂山町下川原1276番地

東都大学 埼玉県深谷市上柴町西4-2-11 学校法人青淵学園 埼玉県深谷市上柴町西4-2-11

日本保健医療大学 埼玉県幸手市幸手1961-2 学校法人共済学院 埼玉県幸手市幸手1961-2

女子栄養大学 埼玉県坂戸市千代田3-9-21 学校法人香川栄養学園 東京都豊島区駒込3-24-3

日本工業大学 埼玉県南埼玉郡宮代町学園台4-1 学校法人日本工業大学 東京都千代田区神田神保町2-5

東京国際大学 埼玉県川越市的場北1‐13‐1 学校法人東京国際大学 東京都新宿区高田馬場4-23-23

東邦音楽大学 埼玉県川越市今泉84 学校法人三室戸学園 東京都文京区大塚4-46-9

文教大学 埼玉県越谷市南荻島3337 学校法人文教大学学園 東京都品川区旗の台3-2-17

聖学院大学 埼玉県上尾市戸崎1番1号 学校法人聖学院 東京都北区中里三丁目12番2

城西大学 埼玉県坂戸市けやき台1-1 学校法人城西大学 東京都千代田区紀尾井町3-26

十文字学園女子大学 埼玉県新座市菅沢2丁目1番地28号 学校法人十文字学園 東京都豊島区北大塚1丁目10番地33号

尚美学園大学 埼玉県川越市豊田町1-1-1 学校法人尚美学園 東京都文京区本郷4-15-9

人間総合科学大学 埼玉県さいたま市岩槻区馬込1288番地 学校法人早稲田医療学園 東京都新宿区西早稲田3-18-4

共栄大学 埼玉県春日部市内牧4158 学校法人共栄学園 東京都葛飾区お花茶屋2-6-1

武蔵野学院大学 埼玉県狭山市広瀬台三丁目26番1号 学校法人武蔵野学院 東京都北区西ヶ原四丁目56番20号

日本薬科大学 埼玉県北足立郡伊奈町小室10281 学校法人都築学園 福岡県福岡市南区玉川町22番1号

秀明大学 千葉県八千代市大学町1丁目1番 学校法人秀明学園 埼玉県川越市笠幡4792番地

開智国際大学 千葉県柏市柏1225-6 学校法人開智学園 埼玉県さいたま市岩槻区徳力186

千葉商科大学 千葉県市川市国府台1丁目3番1号 学校法人千葉学園 千葉県市川市国府台1丁目3番1号

敬愛大学 千葉県千葉市稲毛区穴川1丁目5-21 学校法人千葉敬愛学園 千葉県千葉市稲毛区穴川1-5-21

千葉工業大学 千葉県習志野市津田沼2-17-1 学校法人千葉工業大学 千葉県習志野市津田沼2-17-1

麗澤大学 千葉県柏市光ヶ丘2-1-1 学校法人廣池学園 千葉県柏市光ヶ丘2-1-1

中央学院大学 千葉県我孫子市久寺家451番地 学校法人中央学院 千葉県我孫子市久寺家451番地

和洋女子大学 千葉県市川市国府台二丁目3番1号 学校法人和洋学園 千葉県市川市国府台二丁目3番1号

国際武道大学 千葉県勝浦市新官字物見塚841番地 学校法人国際武道大学 千葉県勝浦市新官字物見塚841番地

千葉経済大学 千葉県千葉市稲毛区轟町3-59-5 学校法人千葉経済学園 千葉県千葉市稲毛区轟町4-3-30

東京基督教大学 千葉県印西市内野3-301-5-1 学校法人東京キリスト教学園 千葉県印西市内野3-301-5-1

清和大学 千葉県木更津市東太田3-4-5 学校法人君津学園 千葉県木更津市東太田3-4-1

了德寺大学 千葉県浦安市明海5丁目8番1号 学校法人了德寺大学 千葉県浦安市明海5丁目8番1号

植草学園大学 千葉県千葉市若葉区小倉町1639番3 学校法人植草学園 千葉県千葉市中央区弁天2丁目8番9号

三育学院大学 千葉県夷隅郡大多喜町久我原1500 学校法人三育学院 千葉県夷隅郡大多喜町久我原1500

亀田医療大学 千葉県鴨川市横渚462番地 学校法人鉄蕉館 千葉県鴨川市横渚462番地

淑徳大学 千葉県千葉市中央区大巌寺町200番地 学校法人大乗淑徳学園 東京都板橋区前野町5丁目5番地2号

東京情報大学 千葉県千葉市若葉区御成台4-1 学校法人東京農業大学 東京都世田谷区桜丘1-1-1

神田外語大学 千葉県千葉市美浜区若葉1-4-1 学校法人佐野学園 東京都千代田区内神田2-13-13

川村学園女子大学 千葉県我孫子市下ヶ戸1133番地 学校法人川村学園 東京都豊島区目白2-22-3

江戸川大学 千葉県流山市駒木474 学校法人江戸川学園 東京都江戸川区東小岩5-22-1

城西国際大学 千葉県東金市求名1 学校法人城西大学 東京都千代田区紀尾井町3-26
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愛国学園大学 千葉県四街道市四街道1532 学校法人愛国学園 東京都江戸川区西小岩5丁目7番1号

千葉科学大学 千葉県銚子市潮見町3番 学校法人加計学園 岡山県岡山市北区理大町1-1

放送大学 千葉県千葉市美浜区若葉2-11 放送大学学園 千葉県千葉市美浜区若葉2-11

亜細亜大学 東京都武蔵野市境5-8 学校法人亜細亜学園 東京都武蔵野市境5-8

青山学院大学 東京都渋谷区渋谷4-4-25 学校法人青山学院 東京都渋谷区渋谷4-4-25

跡見学園女子大学 東京都文京区大塚1-5-2 学校法人跡見学園 東京都文京区大塚1-5-9

上野学園大学 東京都台東区東上野4-24-12 学校法人上野学園 東京都台東区東上野4-24-12

桜美林大学 東京都町田市常盤町3758 学校法人桜美林学園 東京都町田市常盤町3758

大妻女子大学 東京都千代田区三番町12番地 学校法人大妻学院 東京都千代田区三番町12番地

学習院大学 東京都豊島区目白1丁目5号1番 学校法人学習院 東京都豊島区目白1丁目5号1番

学習院女子大学 東京都新宿区戸山3-20-1 学校法人学習院 東京都豊島区目白1丁目5号1番

共立女子大学 東京都千代田区一ツ橋二丁目2番1号 学校法人共立女子学園 東京都千代田区一ツ橋二丁目2番1号

杏林大学 東京都三鷹市新川6丁目20番2号 学校法人杏林学園 東京都三鷹市新川6丁目20番2号

国立音楽大学 東京都立川市柏町5-5-1 学校法人国立音楽大学 東京都立川市柏町5-5-1

東京造形大学 東京都八王子市宇津貫町1556 学校法人桑沢学園 東京都八王子市宇津貫町1556

慶應義塾大学 東京都港区三田二丁目15番45号 学校法人慶應義塾 東京都港区三田二丁目15番45号

東京都市大学 東京都世田谷区玉堤1-28-1 学校法人五島育英会
東京都渋谷区道玄坂1-10-7五島育英会ビル
8Ｆ

工学院大学 東京都新宿区西新宿1-24-2 学校法人工学院大学 東京都新宿区西新宿1-24-2

國學院大學 東京都渋谷区東四丁目10番28号 学校法人國學院大學 東京都渋谷区東四丁目10番28号

国際基督教大学 東京都三鷹市大沢三丁目10番2号 学校法人国際基督教大学 東京都三鷹市大沢3丁目10番2号

国士舘大学 東京都世田谷区世田谷4-28-1 学校法人国士舘 東京都世田谷区世田谷4-28-1

駒澤大学 東京都世田谷区駒沢1-23-1 学校法人駒澤大学 東京都世田谷区駒沢1-23-1

東京慈恵会医科大学 東京都港区西新橋3-25-8 学校法人慈恵大学 東京都港区西新橋3-25-8

実践女子大学 東京都日野市大坂上四丁目1番地の1 学校法人実践女子学園 東京都日野市大坂上四丁目1番地の1

芝浦工業大学 東京都港区芝浦三丁目9番14号 学校法人芝浦工業大学 東京都港区芝浦三丁目9番14号

順天堂大学 東京都文京区本郷2-1-1 学校法人順天堂 東京都文京区本郷2-1-1

昭和大学 東京都品川区旗の台1-5-8 学校法人昭和大学 東京都品川区旗の台1-5-8

昭和女子大学 東京都世田谷区太子堂一丁目7番57号 学校法人昭和女子大学 東京都世田谷区太子堂一丁目7番57号

昭和薬科大学 東京都町田市東玉川学園3丁目3165番地 学校法人昭和薬科大学 東京都町田市東玉川学園3丁目3165番地

上智大学 東京都千代田区紀尾井町7-1 学校法人上智学院 東京都千代田区紀尾井町7-1

女子美術大学 東京都杉並区和田1-49-8 学校法人女子美術大学 東京都杉並区和田1-49-8

白百合女子大学 東京都調布市緑ヶ丘1-25 学校法人白百合学園 東京都千代田区九段北二丁目4-1

杉野服飾大学 東京都品川区上大崎4-6-19 学校法人杉野学園 東京都品川区上大崎4-6-19

成蹊大学 東京都武蔵野市吉祥寺北町3-3-1 学校法人成蹊学園 東京都武蔵野市吉祥寺北町3-3-1

聖心女子大学 東京都渋谷区広尾4丁目3番1号 学校法人聖心女子学院 東京都渋谷区広尾4丁目3番1号

成城大学 東京都世田谷区成城6-1-20 学校法人成城学園 東京都世田谷区成城6-1-20

清泉女子大学 東京都品川区東五反田3-16-21 学校法人清泉女子大学 東京都品川区東五反田3-16-21

聖路加国際大学 東京都中央区明石町10-1 学校法人聖路加国際大学 東京都中央区明石町10-1

専修大学 東京都千代田区神田神保町3-8 学校法人専修大学 東京都千代田区神田神保町3-8-1

創価大学 東京都八王子市丹木町1-236 学校法人創価大学 東京都八王子市丹木町1-236

多摩美術大学 東京都世田谷区上野毛三丁目15番34号 学校法人多摩美術大学 東京都世田谷区上野毛三丁目15番34号

大正大学 東京都豊島区西巣鴨3-20-1 学校法人大正大学 東京都豊島区西巣鴨3-20-1

大東文化大学 東京都板橋区高島平1-9-1 学校法人大東文化学園 東京都板橋区高島平1-9-1

高千穂大学 東京都杉並区大宮2丁目19番1号 学校法人高千穂学園 東京都杉並区大宮2丁目19番1号

拓殖大学 東京都文京区小日向三丁目4番14号 学校法人拓殖大学 東京都文京区小日向三丁目4番14号

玉川大学 東京都町田市玉川学園6-1-1 学校法人玉川学園 東京都町田市玉川学園6-1-1

中央大学 東京都八王子市東中野742-1 学校法人中央大学 東京都八王子市東中野742-1

津田塾大学 東京都小平市津田町2-1-1 学校法人津田塾大学 東京都小平市津田町2-1-1

帝京大学 東京都板橋区加賀2-11-1 学校法人帝京大学 東京都板橋区加賀2-11-1

東京医科大学 東京都新宿区新宿六丁目一番一号 学校法人東京医科大学 東京都新宿区新宿六丁目一番一号

東京音楽大学 東京都目黒区上目黒1-9-1 学校法人東京音楽大学 東京都目黒区上目黒1-9-1

東京家政学院大学 東京都町田市相原町2600番地 学校法人東京家政学院 東京都千代田区三番町22番地

東京経済大学 東京都国分寺市南町1-7-34 学校法人東京経済大学 東京都国分寺市南町1-7-34

東京歯科大学 東京都千代田区神田三崎町2-9-18 学校法人東京歯科大学 東京都千代田区神田三崎町2-9-18

東京工芸大学 東京都中野区本町2-9-5 学校法人東京工芸大学 東京都中野区本町2-9-5

東京女子大学 東京都杉並区善福寺2-6-1 学校法人東京女子大学 東京都杉並区善福寺2-6-1
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東京電機大学 東京都足立区千住旭町5番 学校法人東京電機大学 東京都足立区千住旭町5番

東京農業大学 東京都世田谷区桜丘1-1-1 学校法人東京農業大学 東京都世田谷区桜丘1-1-1

東京理科大学 東京都新宿区神楽坂1丁目3番地 学校法人東京理科大学 東京都新宿区神楽坂1丁目3番地

東京薬科大学 東京都八王子市堀之内1432-1 学校法人東京薬科大学 東京都八王子市堀之内1432-1

桐朋学園大学 東京都調布市若葉町1-41-1 学校法人桐朋学園 東京都調布市若葉町1-41-1

東邦大学 東京都大田区大森西5-21-16 学校法人東邦大学 東京都大田区大森西5-21-16

東洋大学 東京都文京区白山5-28-20 学校法人東洋大学 東京都文京区白山5-28-20

文化学園大学 東京都渋谷区代々木3-22-1 学校法人文化学園 東京都渋谷区代々木3-22-1

日本女子体育大学 東京都世田谷区北烏山8-19-1 学校法人二階堂学園 東京都世田谷区北烏山8-19-1

二松学舎大学 東京都千代田区三番町6-16 学校法人二松学舎 東京都千代田区三番町6-16

日本大学 東京都千代田区九段南4-8-24 学校法人日本大学 東京都千代田区九段南4-8-24

日本獣医生命科学大学 東京都武蔵野市境南町1丁目7番1号 学校法人日本医科大学 東京都文京区千駄木1丁目1番5号

日本医科大学 東京都文京区千駄木1-1-5 学校法人日本医科大学 東京都文京区千駄木1丁目1番5号

日本社会事業大学 東京都清瀬市竹丘3-1-30 学校法人日本社会事業大学 東京都清瀬市竹丘3-1-30

日本女子大学 東京都文京区目白台2丁目8番1号 学校法人日本女子大学 東京都文京区目白台2丁目8番1号

日本体育大学 東京都世田谷区深沢7-1-1 学校法人日本体育大学 東京都世田谷区深沢7-1-1

ルーテル学院大学 東京都三鷹市大沢三丁目10番20号 学校法人ルーテル学院 東京都三鷹市大沢三丁目10番20号

武蔵大学 東京都練馬区豊玉上1丁目26番1号 学校法人根津育英会武蔵学園 東京都練馬区豊玉上1丁目26番1号

東京女子体育大学 東京都国立市富士見台四丁目30番地の1 学校法人藤村学園 東京都国立市富士見台四丁目30番地の1

法政大学 東京都千代田区富士見2-17-1 学校法人法政大学 東京都千代田区富士見2-17-1

星薬科大学 東京都品川区荏原2丁目4番41号 学校法人星薬科大学 東京都品川区荏原2丁目4番41号

武蔵野音楽大学 東京都練馬区羽沢1-13-1 学校法人武蔵野音楽学園 東京都練馬区羽沢1-13-1

武蔵野大学 東京都江東区有明三丁目3番3号 学校法人武蔵野大学 東京都江東区有明三丁目3番3号

武蔵野美術大学 東京都小平市小川町一丁目736番地 学校法人武蔵野美術大学 東京都小平市小川町一丁目736番地

明治学院大学 東京都港区白金台一丁目2番37号 学校法人明治学院 東京都港区白金台一丁目2番37号

明治大学 東京都千代田区神田駿河台1-1 学校法人明治大学 東京都千代田区神田駿河台1-1

明星大学 東京都日野市程久保2丁目1番地1 学校法人明星学苑 東京都日野市程久保2丁目1番地1

明治薬科大学 東京都清瀬市野塩2-522-1 学校法人明治薬科大学 東京都清瀬市野塩2-522-1

立教大学 東京都豊島区西池袋3-34-1 学校法人立教学院 東京都豊島区西池袋3-34-1

立正大学 東京都品川区大崎4-2-16 学校法人立正大学学園 東京都品川区大崎4-2-16

和光大学 東京都町田市金井町2160 学校法人和光学園 東京都町田市金井町2160

早稲田大学 東京都新宿区西早稲田1-6-1 学校法人早稲田大学 東京都新宿区戸塚町1-104

東京家政大学 東京都板橋区加賀1丁目18番1号 学校法人渡辺学園 東京都板橋区加賀1丁目18番1号

産業能率大学 東京都世田谷区等々力6-39-15 学校法人産業能率大学 東京都世田谷区等々力6-39-15

日本赤十字看護大学 東京都渋谷区広尾4-1-3 学校法人日本赤十字学園 東京都港区芝大門1丁目1-3

東京工科大学 東京都八王子市片倉町1404番-1 学校法人片柳学園 東京都大田区西蒲田5丁目23-22

恵泉女学園大学 東京都多摩市南野2-10-1 学校法人恵泉女学園 東京都世田谷区船橋5-8-1

多摩大学 東京都多摩市聖ヶ丘4-1-1 学校法人田村学園 東京都目黒区下目黒4-10-24

文京学院大学 東京都文京区向丘一丁目19番1号 学校法人文京学園 東京都文京区向丘一丁目19番1号

東洋学園大学 東京都文京区本郷1-26-3 学校法人東洋学園 東京都文京区本郷1-26-3

駒沢女子大学 東京都稲城市坂浜238 学校法人駒澤学園 東京都稲城市坂浜238

東京成徳大学 東京都北区十条台1丁目7番13号 学校法人東京成徳学園 東京都北区豊島8-26-9

目白大学 東京都新宿区中落合4-31-1 学校法人目白学園 東京都新宿区中落合4-31-1

東京純心大学 東京都八王子市滝山町2-600 学校法人東京純心女子学園 東京都八王子市滝山町2-600

嘉悦大学 東京都小平市花小金井南町2-8-4 学校法人嘉悦学園 東京都小平市花小金井南町2-8-4

東京富士大学 東京都新宿区下落合1-7-7 学校法人東京富士大学 東京都新宿区下落合1-7-7

白梅学園大学 東京都小平市小川町1-830 学校法人白梅学園 東京都小平市小川町1-830

東京医療保健大学 東京都品川区東五反田4-1-17 学校法人青葉学園 東京都品川区東五反田4-1-17

東京聖栄大学 東京都葛飾区西新小岩1-4-6 学校法人東京聖栄大学 東京都葛飾区西新小岩1-4-6

東京未来大学 東京都足立区千住曙町34-12 学校法人三幸学園 東京都文京区本郷3-23-16

帝京平成大学 東京都豊島区東池袋2-51-4 学校法人帝京平成大学 東京都豊島区東池袋2-51-4

こども教育宝仙大学 東京都中野区中央2-33-26 学校法人宝仙学園 東京都中野区中央2-28-3

東京有明医療大学 東京都江東区有明2-9-1 学校法人花田学園 東京都渋谷区桜丘町20-1

ヤマザキ動物看護大学 東京都八王子市南大沢4-7-2 学校法人ヤマザキ学園 東京都渋谷区松濤2-3-10

帝京科学大学 東京都足立区千住桜木二丁目2番1号 学校法人帝京科学大学 東京都足立区千住桜木二丁目2番1号

東京医療学院大学 東京都多摩市落合4-11 学校法人常陽学園 東京都中央区八丁堀1-11-11
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東京通信大学 東京都新宿区西新宿1-7-3 学校法人日本教育財団 大阪府大阪市北区梅田三丁目3番1号

国際ファッション専門職大
学

東京都新宿区西新宿1-7-3 学校法人日本教育財団 大阪府大阪市北区梅田三丁目3番1号

デジタルハリウッド大学 東京都千代田区神田駿河台4-6 デジタルハリウッド株式会社 東京都千代田区神田駿河台4-6

北里大学 神奈川県相模原市南区北里1-15-1 学校法人北里研究所 東京都港区白金5-9-1

東海大学 神奈川県平塚市北金目4-1-1 学校法人東海大学 東京都渋谷区富ヶ谷2-28-4

東洋英和女学院大学 神奈川県横浜市緑区三保町32 学校法人東洋英和女学院 東京都港区六本木5-14-40

田園調布学園大学 神奈川県川崎市麻生区東百合丘3-4-1 学校法人調布学園 東京都世田谷区東玉川2-21-8

横浜美術大学 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1204 学校法人トキワ松学園 東京都目黒区碑文谷4-17-16

麻布大学 神奈川県相模原市中央区淵野辺1-17-71 学校法人麻布獣医学園 神奈川県相模原市中央区淵野辺1-17-71

神奈川大学 神奈川県横浜市神奈川区六角橋3-27-1 学校法人神奈川大学 神奈川県横浜市神奈川区六角橋3-27-1

関東学院大学 神奈川県横浜市金沢区六浦東1-50-1 学校法人関東学院 神奈川県横浜市金沢区六浦東1-50-1

湘南工科大学 神奈川県藤沢市辻堂西海岸1-1-25 学校法人湘南工科大学 神奈川県藤沢市辻堂西海岸1-1-25

相模女子大学 神奈川県相模原市南区文京2丁目1-1 学校法人相模女子大学 神奈川県相模原市南区文京2丁目1-1

鶴見大学 神奈川県横浜市鶴見区鶴見2丁目1番3号 学校法人総持学園
神奈川県横浜市鶴見区鶴見2丁目1番3号鶴
見大学内

フェリス女学院大学 神奈川県横浜市泉区緑園4-5-3 学校法人フェリス女学院 神奈川県横浜市中区山手町178番地

横浜商科大学
神奈川県横浜市鶴見区東寺尾4丁目11番1
号

学校法人横浜商科大学
神奈川県横浜市鶴見区東寺尾4丁目11番1
号

洗足学園音楽大学 神奈川県川崎市高津区久本2丁目3番1号 学校法人洗足学園 神奈川県川崎市高津区久本2丁目3番1号

鎌倉女子大学 神奈川県鎌倉市大船六丁目1-3 学校法人鎌倉女子大学 神奈川県鎌倉市大船六丁目1-3

神奈川工科大学 神奈川県厚木市下荻野1030 学校法人幾徳学園 神奈川県厚木市下荻野1030

桐蔭横浜大学 神奈川県横浜市青葉区鉄町1614 学校法人桐蔭学園 神奈川県横浜市青葉区鉄町1614

昭和音楽大学
神奈川県川崎市麻生区上麻生1丁目11番1
号

学校法人東成学園
神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目16番6
号

星槎大学 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原817-255 学校法人国際学園 神奈川県横浜市青葉区さつきが丘8-80

横浜薬科大学 神奈川県横浜市戸塚区俣野町字東原601-1 学校法人都築第一学園 神奈川県横浜市戸塚区俣野町字東原601-1

日本映画大学 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-16-30 学校法人神奈川映像学園 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-16-30

横浜創英大学 神奈川県横浜市緑区三保町1番地 学校法人堀井学園 神奈川県横浜市神奈川区西大口28番地

湘南医療大学 神奈川県横浜市戸塚区上品濃16番48号 学校法人湘南ふれあい学園 神奈川県横浜市戸塚区上品濃16番48号

新潟薬科大学 新潟県新潟市秋葉区東島字山居265-1 学校法人新潟科学技術学園 新潟県新潟市秋葉区東島字山居265-1

新潟産業大学 新潟県柏崎市大字軽井川4730番地 学校法人柏専学院 新潟県柏崎市大字軽井川4730番地

敬和学園大学 新潟県新発田市富塚1270 学校法人敬和学園 新潟県新発田市富塚1270

新潟経営大学 新潟県加茂市希望ヶ丘2909番地2 学校法人加茂暁星学園 新潟県加茂市希望ヶ丘2909番地2

新潟国際情報大学 新潟県新潟市西区みずき野3丁目1番1号 学校法人新潟平成学院 新潟県新潟市西区みずき野3丁目1番1号

新潟工科大学 新潟県柏崎市大字藤橋1719番地 学校法人新潟工科大学 新潟県柏崎市大字藤橋1719番地

新潟青陵大学 新潟県新潟市中央区水道町1丁目5939番地 学校法人新潟青陵学園
新潟県新潟市中央区水道町1丁目5939番地
27

長岡大学 新潟県長岡市御山町80-8 学校法人中越学園 新潟県長岡市御山町80-8

新潟医療福祉大学 新潟県新潟市北区島見町1398番地 学校法人新潟総合学園 新潟県新潟市北区島見町1398番地

新潟食料農業大学 新潟県新潟市北区島見町940番地 学校法人新潟総合学園 新潟県新潟市北区島見町1398番地

新潟リハビリテーション大学 新潟県村上市上の山2-16 学校法人北都健勝学園 新潟県村上市上の山2-16

高岡法科大学 富山県高岡市戸出石代307番地3 学校法人高岡第一学園 富山県高岡市戸出石代307番地3

富山国際大学 富山県富山市東黒牧65番地1 学校法人富山国際学園 富山県富山市願海寺水口444番地

金沢星稜大学 石川県金沢市御所町丑10番地1 学校法人稲置学園 石川県金沢市御所町丑10番地1

金沢工業大学 石川県野々市市扇が丘7-1 学校法人金沢工業大学 石川県野々市市扇が丘7-1

金沢医科大学 石川県河北郡内灘町大学1丁目1番地 学校法人金沢医科大学 石川県河北郡内灘町大学1丁目1番地

北陸大学 石川県金沢市太陽が丘1丁目1番地 学校法人北陸大学 石川県金沢市太陽が丘1丁目1番地

金沢学院大学 石川県金沢市末町10 学校法人金沢学院大学 石川県金沢市末町10

金城大学 石川県白山市笠間町1200 学校法人金城学園 石川県金沢市本多町2-2-3

北陸学院大学 石川県金沢市三小牛町イ11番地 学校法人北陸学院 石川県金沢市三小牛町イ11番地

福井工業大学 福井県福井市学園3丁目6番1号 学校法人金井学園 福井県福井市学園3丁目6番1号

仁愛大学 福井県越前市大手町3-1-1 学校法人福井仁愛学園 福井県福井市天池町43-1-1

福井医療大学 福井県福井市江上町55字鳥町13番1号 学校法人新田塚学園 福井県福井市江上町第58号16番地1

身延山大学 山梨県南巨摩郡身延町身延3567 学校法人身延山学園 山梨県南巨摩郡身延町身延3567

山梨英和大学 山梨県甲府市横根町888番地 学校法人山梨英和学院 山梨県甲府市横根町888番地

健康科学大学
山梨県南都留郡富士河口湖町小立7187番
地

学校法人健康科学大学 山梨県都留市四日市場830‐1

清泉女学院大学 長野県長野市上野2丁目120-8 学校法人清泉女学院 神奈川県鎌倉市城廻字打越200-1

松本歯科大学 長野県塩尻市広丘郷原1780 学校法人松本歯科大学 長野県塩尻市広丘郷原1780

松本大学 長野県松本市新村2095-1 学校法人松商学園 長野県松本市県3-6-1

佐久大学 長野県佐久市岩村田2384 学校法人佐久学園 長野県佐久市岩村田2384
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長野保健医療大学 長野県長野市川中島町今井原11-1 学校法人四徳学園 長野県長野市川中島町今井原11-1

岐阜協立大学 岐阜県大垣市北方町五丁目50番地 学校法人大垣総合学園 岐阜県大垣市北方町5丁目50番地

朝日大学 岐阜県瑞穂市穂積1851番地の1 学校法人朝日大学 岐阜県瑞穂市穂積1851番地の1

岐阜女子大学 岐阜県岐阜市太郎丸80番地 学校法人華陽学園 岐阜県岐阜市太郎丸80番地

岐阜聖徳学園大学 岐阜県岐阜市柳津町高桑西一丁目1番地 学校法人聖徳学園 岐阜県岐阜市柳津町高桑西一丁目1番地

東海学院大学 岐阜県各務原市那加桐野町5丁目68番地 学校法人神谷学園 岐阜県各務原市那加桐野町2丁目57番地

中京学院大学 岐阜県中津川市千旦林1-104 学校法人安達学園 岐阜県瑞浪市土岐町2216

中部学院大学 岐阜県関市桐ヶ丘二丁目1番地 学校法人岐阜済美学院 岐阜県関市桐ヶ丘二丁目1番地

岐阜保健大学 岐阜県岐阜市東鶉2-92 学校法人豊田学園 岐阜県岐阜市東鶉2-69

岐阜医療科学大学 岐阜県関市平賀字長峰795-1 学校法人神野学園 愛知県名古屋市東区泉一丁目23番地37号

常葉大学 静岡県静岡市駿河区弥生町6番1号 学校法人常葉大学 静岡県静岡市駿河区弥生町6番1号

静岡理工科大学 静岡県袋井市豊沢2200-2 学校法人静岡理工科大学 静岡県静岡市葵区相生町12-18

聖隷クリストファー大学 静岡県浜松市北区三方原町3453 学校法人聖隷学園 静岡県浜松市北区三方原町3453

静岡産業大学 静岡県藤枝市駿河台4丁目1番1号 学校法人新静岡学園 静岡県藤枝市駿河台4丁目1番1号

静岡英和学院大学 静岡県静岡市駿河区池田1769番地 学校法人静岡英和学院 静岡県静岡市駿河区池田1769番地

静岡福祉大学 静岡県焼津市本中根549番1 学校法人静岡精華学園 静岡県静岡市葵区鷹匠二丁目4番18号

浜松学院大学 静岡県浜松市中区布橋3丁目2番3号 学校法人興誠学園 静岡県浜松市中区高林一丁目17番2号

日本赤十字豊田看護大学 愛知県豊田市白山町七曲12番33 学校法人日本赤十字学園 東京都港区芝大門1丁目1-3

愛知学院大学 愛知県日進市岩崎町阿良池12 学校法人愛知学院 愛知県名古屋市千種区楠元町1-100

愛知大学 愛知県豊橋市町畑町1-1 学校法人愛知大学 愛知県豊橋市町畑町1-1

愛知学泉大学 愛知県岡崎市舳越町上川成28番地 学校法人安城学園 愛知県安城市小堤町4番25号

中京大学 愛知県名古屋市昭和区八事本町101-2 学校法人梅村学園 愛知県名古屋市昭和区八事本町101-2

金城学院大学
愛知県名古屋市守山区大森二丁目1723番
地

学校法人金城学院
愛知県名古屋市守山区大森二丁目1723番
地

名古屋商科大学 愛知県日進市米野木町三ヶ峯4番地の4 学校法人栗本学園 愛知県日進市米野木町三ヶ峯4番地の4

椙山女学園大学 愛知県名古屋市千種区星が丘元町17番3号 学校法人椙山女学園 愛知県名古屋市千種区星が丘元町17番3号

大同大学 愛知県名古屋市南区滝春町10番地3 学校法人大同学園 愛知県名古屋市南区滝春町10番地3

同朋大学 愛知県名古屋市中村区稲葉地町7-1 学校法人同朋学園 愛知県名古屋市中村区稲葉地町7-1

名古屋音楽大学 愛知県名古屋市中村区稲葉地町7-1 学校法人同朋学園 愛知県名古屋市中村区稲葉地町7-1

名古屋造形大学 愛知県小牧市大草年上坂6004 学校法人同朋学園 愛知県名古屋市中村区稲葉地町7-1

名古屋学院大学 愛知県名古屋市熱田区熱田西町1番25号 学校法人名古屋学院大学 愛知県名古屋市熱田区熱田西町1番25号

名古屋芸術大学 愛知県北名古屋市熊之庄古井281 学校法人名古屋自由学院 愛知県北名古屋市熊之庄古井281

愛知工業大学 愛知県豊田市八草町八千草1247 学校法人名古屋電気学園 愛知県名古屋市千種区若水三丁目2番12号

名古屋女子大学
愛知県名古屋市瑞穂区汐路町三丁目40番
地

学校法人越原学園
愛知県名古屋市瑞穂区汐路町三丁目40番
地

至学館大学 愛知県大府市横根町名高山55 学校法人至学館 愛知県名古屋市東区大幸南二丁目1番10号

南山大学 愛知県名古屋市昭和区山里町18 学校法人南山学園 愛知県名古屋市昭和区南山町1番地

藤田医科大学 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1番地98 学校法人藤田学園 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1番地98

日本福祉大学
愛知県知多郡美浜町大字奥田字会下前35
番6

学校法人日本福祉大学
愛知県知多郡美浜町大字奥田字会下前35
番6

中部大学 愛知県春日井市松本町1200番地 学校法人中部大学 愛知県春日井市松本町1200番地

名城大学
愛知県名古屋市天白区塩釜口一丁目501番
地

学校法人名城大学
愛知県名古屋市天白区塩釜口一丁目501番
地

愛知医科大学 愛知県長久手市岩作雁又1番地1 学校法人愛知医科大学 愛知県長久手市岩作雁又1番地1

愛知淑徳大学 愛知県長久手市片平二丁目9 学校法人愛知淑徳学園 愛知県名古屋市千種区桜が丘23

名古屋経済大学 愛知県犬山市内久保61番1 学校法人市邨学園
愛知県名古屋市瑞穂区高田町三丁目28番
地の1

豊田工業大学 愛知県名古屋市天白区久方2-12-1 学校法人トヨタ学園 愛知県名古屋市天白区久方2-12-1

名古屋外国語大学 愛知県日進市岩崎町竹ノ山57番地 学校法人中西学園 愛知県日進市岩崎町竹ノ山57番地

名古屋学芸大学 愛知県日進市岩崎町竹ノ山57番地 学校法人中西学園 愛知県日進市岩崎町竹ノ山57番地

愛知産業大学 愛知県岡崎市岡町原山12-5 学校法人愛知産業大学 愛知県名古屋市中区橘2-6-15

愛知みずほ大学 愛知県名古屋市瑞穂区春敲町2-13 学校法人瀬木学園 愛知県名古屋市瑞穂区春敲町2-13

東海学園大学 愛知県みよし市福谷町西ノ洞21番地233 学校法人東海学園 愛知県名古屋市東区筒井一丁目2番35号

豊橋創造大学 愛知県豊橋市牛川町字松下20-1 学校法人藤ノ花学園 愛知県豊橋市老松町109番地

愛知文教大学 愛知県小牧市大草5969-3 学校法人足立学園 愛知県稲沢市稲葉2丁目9番17号

桜花学園大学 愛知県豊明市栄町武侍48 学校法人桜花学園 愛知県名古屋市昭和区緑町1-7

名古屋文理大学 愛知県稲沢市稲沢町前田365番地 学校法人滝川学園 愛知県名古屋市西区笹塚町2丁目1番地

名古屋産業大学 愛知県尾張旭市新居町山の田3255-5 学校法人菊武学園 愛知県尾張旭市新居町山の田3255-5

愛知工科大学 愛知県蒲郡市西迫町馬乗50-2 学校法人電波学園 愛知県名古屋市熱田区神宮4-7-21

愛知東邦大学
愛知県名古屋市名東区平和が丘三丁目11番
地

学校法人東邦学園
愛知県名古屋市名東区平和が丘三丁目11番
地

星城大学 愛知県東海市富貴ノ台2-172 学校法人名古屋石田学園 愛知県名古屋市中区栄1-14-32
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修文大学 愛知県一宮市日光町6番地 学校法人修文学院 愛知県一宮市日光町6番地

岡崎女子大学 愛知県岡崎市中町一丁目8番地4 学校法人清光学園 愛知県岡崎市中町一丁目8番地4

一宮研伸大学 愛知県一宮市常願通五丁目4番1 学校法人研伸学園 愛知県一宮市常願通5丁目4番1

人間環境大学 愛知県岡崎市本宿町上三本松6-2 学校法人河原学園 愛媛県松山市一番町一丁目1-1

皇學館大学 三重県伊勢市神田久志本町1704番地 学校法人皇學館 三重県伊勢市神田久志本町1704番地

四日市大学 三重県四日市市萱生町1200 学校法人暁学園 三重県四日市市萱生町238

四日市看護医療大学 三重県四日市市萱生町1200 学校法人暁学園 三重県四日市市萱生町238

鈴鹿医療科学大学 三重県鈴鹿市岸岡町1001番地1 学校法人鈴鹿医療科学大学 三重県鈴鹿市岸岡町1001番地1

鈴鹿大学 三重県鈴鹿市郡山町663番地222 学校法人享栄学園 三重県鈴鹿市郡山町663番地222

聖泉大学 滋賀県彦根市肥田町720番地 学校法人聖泉学園 滋賀県彦根市肥田町720番地

長浜バイオ大学 滋賀県長浜市田村町1266番地 学校法人関西文理総合学園 滋賀県長浜市田村町1266番地

成安造形大学 滋賀県大津市仰木の里東四丁目3番1号 学校法人京都成安学園 滋賀県大津市仰木の里東四丁目3番1号

びわこ学院大学 滋賀県東近江市布施町29 学校法人滋賀学園 滋賀県東近江市建部北町520-1

びわこ成蹊スポーツ大学 滋賀県大津市北比良1204番地 学校法人大阪成蹊学園 大阪府大阪市東淀川区相川3丁目10番62号

京都外国語大学 京都府京都市右京区西院笠目町6番地 学校法人京都外国語大学 京都府京都市右京区西院笠目町6番地

京都先端科学大学 京都府京都市右京区山ノ内五反田町18番地 学校法人永守学園 京都府京都市右京区山ノ内五反田町18番地

京都産業大学 京都府京都市北区上賀茂本山 学校法人京都産業大学 京都府京都市北区上賀茂本山

京都女子大学 京都府京都市東山区今熊野北日吉町35 学校法人京都女子学園 京都府京都市東山区今熊野北日吉町35

京都橘大学 京都府京都市山科区大宅山田町34 学校法人京都橘学園 京都府京都市山科区大宅山田町34

京都薬科大学 京都府京都市山科区御陵中内町5 学校法人京都薬科大学 京都府京都市山科区御陵中内町5

京都光華女子大学 京都府京都市右京区西京極葛野町38 学校法人光華女子学園 京都府京都市右京区西京極野田町39

大谷大学 京都府京都市北区小山上総町 学校法人真宗大谷学園
京都府京都市下京区烏丸通七条上る常葉町
真宗大谷派宗務所内

同志社大学
京都府京都市上京区今出川通烏丸東入玄
武町601番地

学校法人同志社
京都府京都市上京区今出川通烏丸東入玄
武町601番地

同志社女子大学 京都府京田辺市興戸南鉾立97番1 学校法人同志社
京都府京都市上京区今出川通烏丸東入玄
武町601番地

京都ノートルダム女子大学 京都府京都市左京区下鴨南野々神町1 学校法人ノートルダム女学院 京都府京都市左京区下鴨南野々神町1

花園大学 京都府京都市中京区西ノ京壺ノ内町8-1 学校法人花園学園 京都府京都市中京区西ノ京壺ノ内町8-1

立命館大学 京都府京都市北区等持院北町56-1 学校法人立命館 京都府京都市中京区西ノ京栂尾町8番地

龍谷大学 京都府京都市伏見区深草塚本町67番地 学校法人龍谷大学 京都府京都市伏見区深草塚本町67番地

京都精華大学 京都府京都市左京区岩倉木野町137 学校法人京都精華大学 京都府京都市左京区岩倉木野町137

明治国際医療大学 京都府南丹市日吉町保野田ヒノ谷6番地1 学校法人明治東洋医学院 京都府南丹市日吉町保野田ヒノ谷6番地1

京都造形芸術大学 京都府京都市左京区北白川瓜生山2-116 学校法人瓜生山学園 京都府京都市左京区北白川瓜生山2-116

佛教大学 京都府京都市北区紫野北花ノ坊町96番地 学校法人佛教教育学園 京都府京都市北区紫野北花ノ坊町96

京都華頂大学 京都府京都市東山区林下町3-456 学校法人佛教教育学園 京都府京都市北区紫野北花ノ坊町96

京都文教大学 京都府宇治市槇島町千足80番地 学校法人京都文教学園 京都府京都市左京区岡崎円勝寺町5番地

平安女学院大学
京都府京都市上京区下立売通烏丸西入五
町目町172-2

学校法人平安女学院
京都府京都市上京区下立売通烏丸西入五
町目町172-2

嵯峨美術大学 京都府京都市右京区嵯峨五島町1番地 学校法人大覚寺学園 京都府京都市右京区嵯峨五島町1番地

京都医療科学大学 京都府南丹市園部町小山東町今北1-3 学校法人島津学園 京都府南丹市園部町小山東町今北1-3

京都美術工芸大学
京都府京都市東山区鞘町通正面下る上堀詰
町272番1

学校法人二本松学院 京都府南丹市園部町二本松1-17

京都看護大学 京都府京都市中京区壬生東高田町1-21 学校法人京都育英館 京都府京都市中京区壬生東高田町1-21

大阪医科大学 大阪府高槻市大学町2番7号 学校法人大阪医科薬科大学 大阪府高槻市大学町2番7号

大阪薬科大学 大阪府高槻市奈佐原4丁目20番1号 学校法人大阪医科薬科大学 大阪府高槻市大学町2番7号

大阪学院大学 大阪府吹田市岸部南二丁目36番1号 学校法人大阪学院大学 大阪府大阪市北区天神橋二丁目北1番2号

大阪経済大学 大阪府大阪市東淀川区大隅二丁目2番8号 学校法人大阪経済大学 大阪府大阪市東淀川区大隅二丁目2番8号

大阪経済法科大学 大阪府八尾市楽音寺6丁目10番地 学校法人大阪経済法律学園 大阪府八尾市楽音寺6丁目10番地

大阪工業大学 大阪府大阪市旭区大宮5丁目16-1 学校法人常翔学園 大阪府大阪市旭区大宮5丁目16-1

摂南大学 大阪府寝屋川市池田中町17番8号 学校法人常翔学園 大阪府大阪市旭区大宮5丁目16-1

大阪産業大学 大阪府大東市中垣内3-1-1 学校法人大阪産業大学 大阪府大東市中垣内3-1-1

大阪歯科大学 大阪府枚方市楠葉花園町8番1号 学校法人大阪歯科大學 大阪府枚方市楠葉花園町8番1号

大阪電気通信大学 大阪府寝屋川市初町18-8 学校法人大阪電気通信大学 大阪府寝屋川市初町18-8

大阪大谷大学 大阪府富田林市錦織北3-11-1 学校法人大谷学園 大阪府大阪市阿倍野区共立通2-8-4

追手門学院大学 大阪府茨木市西安威2-1-15 学校法人追手門学院 大阪府大阪市中央区大手前1-3-20

関西大学 大阪府吹田市山手町3-3-35 学校法人関西大学 大阪府吹田市山手町3-3-35

関西医科大学 大阪府枚方市新町二丁目5-1 学校法人関西医科大学 大阪府枚方市新町二丁目5-1

関西外国語大学 大阪府枚方市中宮東之町16-1 学校法人関西外国語大学 大阪府枚方市中宮東之町16-1

近畿大学 大阪府東大阪市小若江3-4-1 学校法人近畿大学 大阪府東大阪市小若江3-4-1

四天王寺大学 大阪府羽曳野市学園前3-2-1 学校法人四天王寺学園 大阪府大阪市天王寺区四天王寺1-11-18
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大阪樟蔭女子大学 大阪府東大阪市菱屋西4-2-26 学校法人樟蔭学園 大阪府東大阪市菱屋西4-2-26

相愛大学 大阪府大阪市住之江区南港中4丁目4番1 学校法人相愛学園 大阪府大阪市中央区本町4丁目1番23号

阪南大学 大阪府松原市天美東5丁目4番33号 学校法人阪南大学 大阪府松原市天美東5丁目4番33号

大阪商業大学 大阪府東大阪市御厨栄町4-1-10 学校法人谷岡学園 大阪府東大阪市御厨栄町4-1-10

大阪芸術大学 大阪府南河内郡河南町東山469 学校法人塚本学院 大阪府大阪市東住吉区矢田2-14-19

帝塚山学院大学 大阪府大阪峡山市今熊2-1823 学校法人帝塚山学院 大阪府大阪市住吉区帝塚山中3-10-51

大阪国際大学 大阪府守口市藤田町6丁目21-57 学校法人大阪国際学園 大阪府守口市藤田町6丁目21-57

大阪体育大学 大阪府泉南郡熊取町朝代台1-1 学校法人浪商学園 大阪府泉南郡熊取町朝代台1-1

梅花女子大学 大阪府茨木市宿久庄2丁目19-5 学校法人梅花学園 大阪府茨木市宿久庄2丁目19-5

桃山学院大学 大阪府和泉市まなび野1番1号 学校法人桃山学院
大阪府大阪市阿倍野区昭和町3丁目1番64
号

桃山学院教育大学 大阪府堺市南区槇塚台4丁5番1 学校法人桃山学院
大阪府大阪市阿倍野区昭和町3丁目1番64
号

関西福祉科学大学 大阪府柏原市旭ケ丘3丁目11番1号 学校法人玉手山学園 大阪府柏原市旭ケ丘3丁目11番1号

常磐会学園大学 大阪府大阪市平野区喜連東1-4-12 学校法人常磐会学園 大阪府大阪市平野区平野南4-6-7

大阪観光大学 大阪府泉南郡熊取町大久保南5-3-1 学校法人明浄学院 大阪府泉南郡熊取町大久保南5‐3‐1

大阪人間科学大学 大阪府摂津市正雀1丁目4番1号 学校法人薫英学園 大阪府摂津市正雀1丁目4番1号

羽衣国際大学 大阪府堺市西区浜寺南町1丁目89-1 学校法人羽衣学園 大阪府高石市東羽衣1丁目11-57

大阪成蹊大学 大阪府大阪市東淀川区相川3丁目10番62号 学校法人大阪成蹊学園 大阪府大阪市東淀川区相川3丁目10番62号

千里金蘭大学 大阪府吹田市藤白台5-25-1 学校法人金蘭会学園 大阪府吹田市藤白台5-25-1

東大阪大学 大阪府東大阪市西堤学園町3-1-1 学校法人村上学園 大阪府東大阪市西堤学園町3-1-1

関西医療大学 大阪府泉南郡熊取町若葉2丁目11番1号 学校法人関西医療学園 大阪府泉南郡熊取町若葉2丁目11番1号

藍野大学 大阪府茨木市東太田4丁目5番4号 学校法人藍野大学 大阪府茨木市高田町1番22号

大阪女学院大学 大阪府大阪市中央区玉造2-26-54 学校法人大阪女学院 大阪府大阪市中央区玉造2丁目26番54号

大阪青山大学 大阪府箕面市新稲2-11-1 学校法人大阪青山学園 大阪府箕面市新稲2-11-1

四條畷学園大学 大阪府大東市北条5丁目11番10号 学校法人四條畷学園 大阪府大東市学園町6-45

大阪河﨑リハビリテーション
大学

大阪府貝塚市水間158番 学校法人河﨑学園 大阪府貝塚市水間158番

大阪総合保育大学 大阪府大阪市東住吉区湯里6丁目4-26 学校法人城南学園 大阪府大阪市東住吉区湯里6丁目4-26

森ノ宮医療大学 大阪府大阪市住之江区南港北1-26-16 学校法人森ノ宮医療学園 大阪府大阪市東成区中本4-1-8

大阪保健医療大学 大阪府大阪市北区天満1丁目9番27号 学校法人福田学園 大阪府大阪市北区天満1-9-27

大阪物療大学 大阪府堺市西区鳳北町3-33 学校法人物療学園 大阪府堺市西区鳳東町4-410-5

大阪行岡医療大学 大阪府茨木市総持寺1-1-41 学校法人行岡保健衛生学園 大阪府大阪市北区浮田2-2-11

大和大学 大阪府吹田市片山町2-5-1 学校法人西大和学園 奈良県北葛城郡河合町大字薬井295

宝塚大学 大阪府大阪市北区芝田1丁目13番16号 学校法人関西女子学園 兵庫県宝塚市花屋敷つつじガ丘7番27号

姫路獨協大学 兵庫県姫路市上大野7丁目2番1号 学校法人獨協学園 埼玉県草加市学園町1-1

大手前大学 兵庫県西宮市御茶家所町6-42 学校法人大手前学園 大阪府大阪市中央区大手前2-1-88

神戸芸術工科大学 兵庫県神戸市西区学園西町8-1-1 学校法人谷岡学園 大阪府東大阪市御厨栄町4-1-10

関西福祉大学 兵庫県赤穂市新田380-3 学校法人関西金光学園 大阪府高槻市東上牧1丁目3番1号

宝塚医療大学 兵庫県宝塚市花屋敷緑ガ丘1 学校法人平成医療学園 大阪府大阪市北区豊崎7‐7‐17

芦屋大学 兵庫県芦屋市六麓荘町13番22号 学校法人芦屋学園 兵庫県芦屋市六麓荘町13番22号

神戸海星女子学院大学 兵庫県神戸市灘区青谷町2-7-1 学校法人海星女子学院 兵庫県神戸市灘区青谷町2-7-1

関西学院大学 兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155 学校法人関西学院 兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155

甲子園大学 兵庫県宝塚市紅葉ガ丘10番1号 学校法人甲子園学院 兵庫県西宮市瓦林町4番25号

甲南大学 兵庫県神戸市東灘区岡本八丁目9番1号 学校法人甲南学園 兵庫県神戸市東灘区八丁目9番1号

甲南女子大学 兵庫県神戸市東灘区森北町6-2-23 学校法人甲南女子学園 兵庫県神戸市東灘区森北町6-2-23

神戸女学院大学 兵庫県西宮市岡田山4-1 学校法人神戸女学院 兵庫県西宮市岡田山4-1

神戸学院大学 兵庫県神戸市中央区港島一丁目1番地3 学校法人神戸学院 兵庫県神戸市中央区港島一丁目1番地3

神戸薬科大学 兵庫県神戸市東灘区本山北町4-19-1 学校法人神戸薬科大学 兵庫県神戸市東灘区本山北町4-19-1

神戸松蔭女子学院大学
兵庫県神戸市灘区篠原伯母野山町1丁目2-
1

学校法人松蔭女子学院
兵庫県神戸市灘区篠原伯母野山町1丁目2-
1

神戸親和女子大学 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町7-13-1 学校法人親和学園 兵庫県神戸市灘区土山町6-1

園田学園女子大学 兵庫県尼崎市南塚口町7丁目29番地1号 学校法人園田学園 兵庫県尼崎市南塚口町1丁目24番地16号

武庫川女子大学 兵庫県西宮市池開町6番46号 学校法人武庫川学院 兵庫県西宮市池開町137番地

神戸国際大学 兵庫県神戸市東灘区向洋町中9丁目1-6 学校法人八代学院 兵庫県神戸市東灘区向洋町中9丁目1-6

神戸女子大学 兵庫県神戸市須磨区東須磨青山2-1 学校法人行吉学園 兵庫県神戸市中央区港島中町4丁目-7-2

兵庫医療大学 兵庫県神戸市中央区港島1丁目3番6号 学校法人兵庫医科大学 兵庫県西宮市武庫川町1番1号

流通科学大学 兵庫県神戸市西区学園西町3丁目1番 学校法人中内学園 兵庫県神戸市西区学園西町3丁目1番

兵庫大学 兵庫県加古川市平岡町新在家2301 学校法人睦学園 兵庫県神戸市須磨区行幸町2丁目7-3

関西国際大学 兵庫県三木市志染町青山1丁目18番 学校法人濱名学院 兵庫県尼崎市潮江1丁目3番23号
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神戸山手大学 兵庫県神戸市中央区中山手通6丁目5番2号 学校法人神戸山手学園 兵庫県神戸市中央区諏訪山町3番1号

関西看護医療大学 兵庫県淡路市志筑1456-4 学校法人関西看護医療大学 兵庫県淡路市志筑1456-4

姫路大学 兵庫県姫路市大塩町2042番地2 学校法人弘徳学園 兵庫県姫路市大塩町2042番地2

神戸常盤大学 兵庫県神戸市長田区大谷町2-6-2 学校法人玉田学園 兵庫県神戸市長田区池田上町92番地

神戸医療福祉大学 兵庫県神崎郡福崎町高岡1966-5 学校法人都築学園 福岡県福岡市南区玉川町22番1号

奈良大学 奈良県奈良市山陵町1500 学校法人奈良大学 奈良県奈良市山陵町1500

帝塚山大学 奈良県奈良市帝塚山七丁目1番1号 学校法人帝塚山学園 奈良県奈良市学園南三丁目1番3号

天理大学 奈良県天理市杣之内町1050 学校法人天理大学 奈良県天理市守目堂町213-4

奈良学園大学 奈良県生駒郡三郷町立野北3-12-1 学校法人奈良学園 奈良県生駒郡三郷町立野北3-12-1

畿央大学 奈良県北葛城郡広陵町馬見中4-2-2 学校法人冬木学園 奈良県桜井市大字桜井502

天理医療大学 奈良県天理市別所町80番地の1
学校法人天理よろづ相談所学
園

奈良県天理市別所町80番地の1

高野山大学 和歌山県伊都郡高野町高野山385 学校法人高野山学園 和歌山県伊都郡高野町高野山385

和歌山信愛大学 和歌山県和歌山市住吉町1番地 学校法人和歌山信愛女学院 和歌山県和歌山市屋形町二丁目23番地

鳥取看護大学 鳥取県倉吉市福庭854 学校法人藤田学院 鳥取県倉吉市福庭854

環太平洋大学 岡山県岡山市東区瀬戸町観音寺721 学校法人創志学園 兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目1番5号

岡山理科大学 岡山県岡山市北区理大町1-1 学校法人加計学園 岡山県岡山市北区理大町1-1

倉敷芸術科学大学 岡山県倉敷市連島町西之浦2640番地 学校法人加計学園 岡山県岡山市北区理大町1-1

川崎医療福祉大学 岡山県倉敷市松島288 学校法人川崎学園 岡山県倉敷市松島577

岡山商科大学 岡山県岡山市北区津島京町2-10-1 学校法人吉備学園 岡山県岡山市北区津島京町2-10-1

くらしき作陽大学 岡山県倉敷市玉島長尾3515 学校法人作陽学園 岡山県倉敷市玉島長尾3515

ノートルダム清心女子大学 岡山県岡山市北区伊福町2-16-9 学校法人ノートルダム清心学園 岡山県岡山市北区伊福町2-16-9

美作大学 岡山県津山市北園町50 学校法人美作学園 岡山県津山市北園町50

就実大学 岡山県岡山市中区西川原1-6-1 学校法人就実学園 岡山県岡山市中区西川原1-6-1

吉備国際大学 岡山県高梁市伊賀町8番地 学校法人順正学園 岡山県岡山市北区岩田町2-5

山陽学園大学 岡山県岡山市中区平井一丁目14番1号 学校法人山陽学園 岡山県岡山市中区門田屋敷2-2-16

岡山学院大学 岡山県倉敷市有城787番地 学校法人原田学園 岡山県倉敷市有城787番地

中国学園大学 岡山県岡山市北区庭瀬83番地 学校法人中国学園 岡山県岡山市北区庭瀬83番地

日本赤十字広島看護大学 広島県廿日市市阿品台東1番2号 学校法人日本赤十字学園 東京都港区芝大門1丁目1-3

広島国際大学 広島県東広島市黒瀬学園台555-36 学校法人常翔学園 大阪府大阪市旭区大宮5丁目16-1

広島経済大学 広島県広島市安佐南区祇園5-37-1 学校法人石田学園 広島県広島市安佐南区祇園5-37-1

エリザベト音楽大学 広島県広島市中区幟町4-15 学校法人エリザベト音楽大学 広島県広島市中区幟町4-15

広島修道大学
広島県広島市安佐南区大塚東一丁目1番1
号

学校法人修道学園
広島県広島市安佐南区大塚東一丁目1番1
号

広島文教大学 広島県広島市安佐北区可部東1-2-1 学校法人武田学園 広島県広島市安佐北区可部東1-2-1

広島工業大学 広島県広島市佐伯区三宅二丁目1番1号 学校法人鶴学園 広島県広島市佐伯区三宅二丁目1番1号

広島女学院大学 広島県広島市東区牛田東4-13-1 学校法人広島女学院 広島県広島市東区牛田東4-13-1

広島国際学院大学 広島県広島市安芸区中野六丁目20-1 学校法人広島国際学院 広島県広島市安芸区中野六丁目20-1

安田女子大学 広島県広島市安佐南区安東6丁目13番1号 学校法人安田学園 広島県広島市安佐南区安東6丁目13番1号

福山大学 広島県福山市東村町字三蔵985番地の1 学校法人福山大学 広島県福山市東村町字三蔵985番地の1

福山平成大学 広島県福山市御幸町上岩成正戸117-1 学校法人福山大学 広島県福山市東村町字三蔵985番地の1

比治山大学 広島県広島市東区牛田新町4丁目1番1号 学校法人比治山学園 広島県広島市東区牛田新町四丁目1番1号

広島文化学園大学 広島県安芸郡坂町平成ヶ浜三丁目3番20号 学校法人広島文化学園
広島県広島市安佐南区長束西三丁目5番1
号

広島都市学園大学 広島県広島市南区宇品西五丁目13-18 学校法人古沢学園 広島県広島市中区中島町9番11号

至誠館大学 山口県萩市椿東浦田5000 学校法人菅原学園 宮城県仙台市青葉区本町2丁目11-10

梅光学院大学 山口県下関市向洋町1丁目1-1 学校法人梅光学院 山口県下関市向洋町1丁目1-1

東亜大学 山口県下関市一の宮学園町2番1号 学校法人東亜大学学園 山口県下関市一の宮学園町2番1号

徳山大学 山口県周南市学園台843-4-2 学校法人徳山教育財団 山口県周南市学園台843-4-2

宇部フロンティア大学 山口県宇部市文京台二丁目1番1号 学校法人香川学園 山口県宇部市文京台二丁目1番1号

山口学芸大学 山口県山口市小郡みらい町一丁目7番1号 学校法人宇部学園 山口県宇部市西琴芝二丁目12番18号

四国大学
徳島県徳島市応神町古川字戎子野123番地
1

学校法人四国大学
徳島県徳島市応神町古川字戎子野123番地
1

徳島文理大学 徳島県徳島市寺島本町東1-8 学校法人村崎学園 徳島県徳島市寺島本町東1-8

四国学院大学 香川県善通寺市文京町三丁目2番1号 学校法人四国学院 香川県善通寺市文京町三丁目2番1号

高松大学 香川県高松市春日町960番地 学校法人四国高松学園 香川県高松市春日町960番地

松山大学 愛媛県松山市文京町4番地2 学校法人松山大学 愛媛県松山市文京町4番地2

聖カタリナ大学 愛媛県松山市北条660番地 学校法人聖カタリナ学園 愛媛県松山市北条660番地

松山東雲女子大学 愛媛県松山市桑原3丁目2-1 学校法人松山東雲学園 愛媛県松山市桑原3丁目2-1

高知リハビリテーション専門
職大学

高知県土佐市高岡町乙1139-3 学校法人高知学園 高知県高知市北端町100番地
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日本赤十字九州国際看護
大学

福岡県宗像市アスティ1丁目1番地 学校法人日本赤十字学園 東京都港区芝大門1丁目1-3

西日本工業大学 福岡県京都郡苅田町新津1丁目11番1号 学校法人西日本工業学園
福岡県北九州市小倉北区室町1丁目2番11
号

久留米大学 福岡県久留米市旭町67 学校法人久留米大学 福岡県久留米市旭町67

西南学院大学 福岡県福岡市早良区西新6丁目2番92 学校法人西南学院 福岡県福岡市早良区西新6丁目2番92

第一薬科大学 福岡県福岡市南区玉川町22番1号 学校法人都築学園 福岡県福岡市南区玉川町22番1号

日本経済大学 福岡県太宰府市五条3丁目11-25 学校法人都築育英学園 福岡県太宰府市五条3-11-25

中村学園大学 福岡県福岡市城南区別府5-7-1 学校法人中村学園 福岡県福岡市城南区別府5-7-1

九州産業大学 福岡県福岡市東区松香台二丁目3番1号 学校法人中村産業学園 福岡県福岡市東区松香台二丁目3番1号

福岡大学 福岡県福岡市城南区七隈8-19-1 学校法人福岡大学 福岡県福岡市城南区七隈8-19-1

福岡工業大学 福岡県福岡市東区和白東3丁目30番1号 学校法人福岡工業大学 福岡県福岡市東区和白東3丁目30番1号

純真学園大学 福岡県福岡市南区筑紫丘1-1-1 学校法人純真学園 福岡県福岡市南区筑紫丘1-1-1

九州女子大学 福岡県北九州市八幡西区自由ケ丘1-1 学校法人福原学園 福岡県北九州市八幡西区自由ケ丘1-1

九州共立大学 福岡県北九州市八幡西区自由ケ丘1-8 学校法人福原学園 福岡県北九州市八幡西区自由ケ丘1-1

九州国際大学
福岡県北九州市八幡東区平野一丁目6番1
号

学校法人九州国際大学
福岡県北九州市八幡東区平野二丁目5番1
号

福岡歯科大学 福岡県福岡市早良区田村2-15-1 学校法人福岡学園 福岡県福岡市早良区田村2-15-1

福岡看護大学 福岡県福岡市早良区田村2-15-1 学校法人福岡学園 福岡県福岡市早良区田村2-15-1

久留米工業大学 福岡県久留米市上津町2228-66 学校法人久留米工業大学 福岡県久留米市上津町2228-66

筑紫女学園大学 福岡県太宰府市石坂2丁目12番1号 学校法人筑紫女学園 福岡県太宰府市石坂2丁目12番1号

福岡女学院大学 福岡県福岡市南区曰佐3-42-1 学校法人福岡女学院 福岡県福岡市南区曰佐3-42-1

福岡女学院看護大学 福岡県古賀市千鳥1-1-7 学校法人福岡女学院 福岡県福岡市南区曰佐3-42-1

西南女学院大学 福岡県北九州市小倉北区井堀1丁目3番5号 学校法人西南女学院 福岡県北九州市小倉北区井堀1丁目3番1号

九州情報大学 福岡県太宰府市宰府6-3-1 学校法人麻生教育学園 福岡県福岡市博多区博多駅前3-23-20

九州栄養福祉大学 福岡県北九州市小倉北区下到津5-1-1 学校法人東筑紫学園 福岡県北九州市小倉北区下到津5-1-1

聖マリア学院大学 福岡県久留米市津福本町422 学校法人聖マリア学院 福岡県久留米市津福本町422

福岡国際医療福祉大学 福岡県福岡市早良区百道浜3丁目6番40号 学校法人高木学園 福岡県福岡市早良区百道浜3丁目6番40号

サイバー大学
福岡県福岡市東区香椎照葉3-2-1シーマー
クビル3階

株式会社サイバー大学 東京都港区芝公園1-6-8泉芝公園ビル4階

西九州大学 佐賀県神埼市神埼町尾崎4490番地9 学校法人永原学園 佐賀県佐賀市神園3丁目18番15号

長崎総合科学大学 長崎県長崎市網場町536番地 学校法人長崎総合科学大学 長崎県長崎市網場町536番地

活水女子大学 長崎県長崎市東山手町1番50号 学校法人活水学院 長崎県長崎市東山手町1番50号

長崎純心大学 長崎県長崎市三ツ山町235番地 学校法人純心女子学園 長崎県長崎市三ツ山町235番地

長崎国際大学 長崎県佐世保市ハウステンボス町2825番7 学校法人九州文化学園 長崎県佐世保市ハウステンボス町4番地3

長崎外国語大学 長崎県長崎市横尾3-15-1 学校法人長崎学院 長崎県長崎市横尾3-15-1

長崎ウエスレヤン大学 長崎県諫早市西栄田町1212番地1 学校法人鎮西学院 長崎県諫早市西栄田町1212番地1

崇城大学 熊本県熊本市西区池田4丁目22番1号 学校法人君が淵学園 熊本県熊本市西区池田4丁目22番1号

熊本学園大学 熊本県熊本市中央区大江2丁目5番1号 学校法人熊本学園 熊本県熊本市中央区大江2丁目5番1号

尚絅大学 熊本県熊本市中央区九品寺2丁目6-78 学校法人尚絅学園 熊本県熊本市中央区九品寺2丁目6-78

九州ルーテル学院大学 熊本県熊本市中央区黒髪3丁目12番16号 学校法人九州ルーテル学院 熊本県熊本市中央区黒髪3丁目12番16号

九州看護福祉大学 熊本県玉名市富尾888 学校法人熊本城北学園 熊本県玉名市富尾888

熊本保健科学大学 熊本県熊本市北区和泉町325 学校法人銀杏学園 熊本県熊本市北区和泉町325

立命館アジア太平洋大学 大分県別府市十文字原1-1 学校法人立命館 京都府京都市中京区西ノ京栂尾町8番地

日本文理大学 大分県大分市大字一木1727番地162 学校法人文理学園 大分県大分市大字一木1727番地162

別府大学 大分県別府市北石垣82 学校法人別府大学 大分県別府市北石垣82

九州保健福祉大学 宮崎県延岡市吉野町1714-1 学校法人順正学園 岡山県岡山市北区岩田町2-5

南九州大学 宮崎県宮崎市霧島5丁目1番地2 学校法人南九州学園 宮崎県宮崎市霧島5丁目1番地2

宮崎産業経営大学 宮崎県宮崎市古城町丸尾100番地 学校法人大淀学園 宮崎県宮崎市古城町丸尾100番地

宮崎国際大学 宮崎県宮崎市清武町加納丙1405番地 学校法人宮崎学園 宮崎県宮崎市昭和町3番地

鹿児島国際大学 鹿児島県鹿児島市坂之上8丁目34番1号 学校法人津曲学園 鹿児島県鹿児島市坂之上8丁目34番1号

志學館大学 鹿児島県鹿児島市紫原1丁目59-1 学校法人志學館学園 鹿児島県鹿児島市高麗町5-27

鹿児島純心女子大学 鹿児島県薩摩川内市天辰町2365番地 学校法人鹿児島純心女子学園 鹿児島県鹿児島市唐湊4丁目22番1号

沖縄国際大学 沖縄県宜野湾市宜野湾2-6-1 学校法人沖縄国際大学 沖縄県宜野湾市宜野湾2-6-1

沖縄大学 沖縄県那覇市字国場555番地 学校法人沖縄大学 沖縄県那覇市字国場555番地

沖縄キリスト教学院大学 沖縄県中頭郡西原町字翁長777 学校法人沖縄キリスト教学院 沖縄県中頭郡西原町字翁長777

（私立短期大学）

確認大学等の名称 確認大学等の所在地 設置者の名称 設置者の主たる事務所の所在地 備考

旭川大学短期大学部 北海道旭川市永山3条23丁目1番9号 学校法人旭川大学 北海道旭川市永山3条23丁目1-9
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札幌大学女子短期大学部 北海道札幌市豊平区西岡3条7丁目3番1号 学校法人札幌大学 北海道札幌市豊平区西岡3条7丁目3番1号

北海道科学大学短期大学
部

北海道札幌市手稲区前田7条15丁目4番1号 学校法人北海道科学大学 北海道札幌市手稲区前田7条15丁目4番1号

函館短期大学 北海道函館市高丘町52番1号 学校法人野又学園 北海道函館市高丘町51番1号

北星学園大学短期大学部 北海道札幌市厚別区大谷地西2丁目3番1号 学校法人北星学園 北海道札幌市厚別区大谷地西2丁目3番1号

札幌国際大学短期大学部 北海道札幌市清田区清田4条1丁目4-1 学校法人札幌国際大学 北海道札幌市清田区清田4条1丁目4-1

北翔大学短期大学部 北海道江別市文京台23番地 学校法人北翔大学 北海道江別市文京台23番地

札幌大谷大学短期大学部 北海道札幌市東区北16条東9丁目1番1号 学校法人札幌大谷学園 北海道札幌市東区北16条東9丁目1番1号

帯広大谷短期大学 北海道河東郡音更町希望が丘3番地3 学校法人帯広大谷学園 北海道河東郡音更町希望が丘3番地3

光塩学園女子短期大学 北海道札幌市南区真駒内上町3丁目1番1号 学校法人光塩学園 北海道札幌市中央区大通西14丁目1番地

函館大谷短期大学 北海道函館市鍛治1丁目2番3号 学校法人函館大谷学園 北海道函館市鍛治1丁目2番3号

北海道武蔵女子短期大学 北海道札幌市北区北22条西13丁目1-3 学校法人北海道武蔵女子学園 北海道札幌市北区北22条西13丁目1-3

釧路短期大学 北海道釧路市緑ヶ岡1丁目10番42号 学校法人緑ケ岡学園 北海道釧路市緑ヶ岡1丁目10番42号

國學院大學北海道短期大
学部

北海道滝川市文京町3丁目1番1号 学校法人國學院大學 東京都渋谷区東四丁目10番28号

拓殖大学北海道短期大学 北海道深川市メム4558 学校法人拓殖大学 東京都文京区小日向三丁目4番14号

東北女子短期大学 青森県弘前市上瓦ヶ町25 学校法人柴田学園 青森県弘前市上瓦ヶ町25

八戸学院大学短期大学部 青森県八戸市美保野13-384 学校法人光星学院 青森県八戸市美保野13-98

青森中央短期大学 青森県青森市大字横内字神田12番地 学校法人青森田中学園 青森県青森市大字横内字神田12番1

弘前医療福祉大学短期大
学部

青森県弘前市大字小比内三丁目18番地1 学校法人弘前城東学園 青森県弘前市大字小比内三丁目18番地1

青森明の星短期大学 青森県青森市浪打2丁目6-32 学校法人明の星学園 埼玉県さいたま市緑区東浦和6丁目4番地19

盛岡大学短期大学部 岩手県滝沢市砂込808番地 学校法人盛岡大学 岩手県滝沢市砂込808番地

修紅短期大学 岩手県一関市萩荘字竹際49番地の1 学校法人健康科学大学 山梨県都留市四日市場830‐1

東北生活文化大学短期大
学部

宮城県仙台市泉区虹の丘一丁目18番地の2 学校法人三島学園 宮城県仙台市泉区虹の丘一丁目18番地の2

宮城誠真短期大学 宮城県大崎市古川福沼1-27-2 学校法人誠真学園 宮城県大崎市古川福沼1-27-2

聖和学園短期大学 宮城県仙台市泉区南中山五丁目5番2号 学校法人聖和学園 宮城県仙台市若林区木ノ下三丁目4番1号

仙台青葉学院短期大学 宮城県仙台市若林区五橋三丁目5番75号 学校法人北杜学園 宮城県仙台市青葉区中央四丁目7番20号

仙台赤門短期大学 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6-41 学校法人赤門宏志学院 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉33-1

秋田栄養短期大学 秋田県秋田市下北手桜字守沢46-1 学校法人ノースアジア大学 秋田県秋田市下北手桜字守沢46-1

聖霊女子短期大学 秋田県秋田市寺内高野10-33 学校法人聖霊学園 秋田県秋田市南通みその町4-82

聖園学園短期大学 秋田県秋田市保戸野すわ町1-58 学校法人聖園学園 秋田県秋田市保戸野すわ町1-58

日本赤十字秋田短期大学 秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢17番地3 学校法人日本赤十字学園 東京都港区芝大門1丁目1-3

東北文教大学短期大学部 山形県山形市片谷地515番地 学校法人富澤学園 山形県山形市肴町1-13

羽陽学園短期大学 山形県天童市大字清池1559番地 学校法人羽陽学園 山形県山形市鈴川町二丁目10番30号

郡山女子大学短期大学部 福島県郡山市開成三丁目25番2号 学校法人郡山開成学園 福島県郡山市開成三丁目25番2号

いわき短期大学 福島県いわき市平鎌田字寿金沢37 学校法人昌平黌 福島県いわき市平鎌田字寿金沢37

福島学院大学短期大学部 福島県福島市宮代字乳児池1番地1 学校法人福島学院 福島県福島市宮代字乳児池1番地1

桜の聖母短期大学 福島県福島市花園町3-6
学校法人コングレガシオン・ド・
ノートルダム

福島県福島市花園町3-6

常磐短期大学 茨城県水戸市見和1丁目430番地の1 学校法人常磐大学 茨城県水戸市見和1丁目430番地の1

つくば国際短期大学 茨城県土浦市真鍋六丁目7番10号 学校法人霞ヶ浦学園 茨城県土浦市真鍋六丁目20番2号

茨城女子短期大学 茨城県那珂市東木倉960-2 学校法人大成学園 茨城県水戸市五軒町3丁目2番61号

足利短期大学 栃木県足利市本城三丁目2120 学校法人足利大学 栃木県足利市大前町268-1

作新学院大学女子短期大
学部

栃木県宇都宮市竹下町908 学校法人船田教育会 栃木県宇都宮市竹下町908

宇都宮文星短期大学 栃木県宇都宮市上戸祭4丁目8番15号 学校法人宇都宮学園 栃木県宇都宮市上戸祭4丁目8番15号

宇都宮短期大学 栃木県宇都宮市下荒針町長坂3829 学校法人須賀学園 栃木県宇都宮市睦町1-35

國學院大學栃木短期大学 栃木県栃木市平井町608番地 学校法人國學院大學栃木学園 栃木県栃木市平井町608番地

佐野日本大学短期大学 栃木県佐野市高萩町1297番地 学校法人佐野日本大学学園 栃木県佐野市石塚町2555

高崎商科大学短期大学部 群馬県高崎市根小屋町741 学校法人高崎商科大学 群馬県高崎市根小屋町741

群馬医療福祉大学短期大
学部

群馬県前橋市川曲町191-1番地 学校法人昌賢学園 群馬県前橋市元総社町152番地

桐生大学短期大学部 群馬県みどり市笠懸町阿左美606-7 学校法人桐丘学園 群馬県みどり市笠懸町阿左美606-7

育英短期大学 群馬県高崎市京目町1656番地1 学校法人群馬育英学園 群馬県高崎市京目町1656番地1

明和学園短期大学 群馬県前橋市昭和町3丁目7-27 学校法人平方学園 群馬県前橋市昭和町3丁目7-27

新島学園短期大学 群馬県高崎市昭和町53 学校法人新島学園 群馬県安中市安中3702

東京福祉大学短期大学部 群馬県伊勢崎市山王町2020番地1
学校法人茶屋四郎次郎記念学
園

東京都豊島区東池袋四丁目23番1号

埼玉医科大学短期大学 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38番地 学校法人埼玉医科大学 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38番地

川口短期大学 埼玉県川口市大字木曽呂1511 学校法人峯徳学園 埼玉県川口市大字木曽呂1425番地

浦和大学短期大学部 埼玉県さいたま市緑区大崎3551 学校法人九里学園 埼玉県さいたま市南区文蔵3-9-1

秋草学園短期大学 埼玉県所沢市泉町1789番地 学校法人秋草学園 埼玉県所沢市泉町1789番地
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国際学院埼玉短期大学 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町2-5 学校法人国際学院 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町2-5

山村学園短期大学 埼玉県比企郡鳩山町石坂604 学校法人山村学園 埼玉県川越市田町16-2

埼玉東萌短期大学 埼玉県越谷市新越谷2丁目21番地1 学校法人小池学園 埼玉県越谷市新越谷2丁目18番地6

城西短期大学 埼玉県坂戸市けやき台1-1 学校法人城西大学 東京都千代田区紀尾井町3-26

武蔵野短期大学 埼玉県狭山市広瀬台三丁目26番1号 学校法人武蔵野学院 東京都北区西ヶ原四丁目56番20号

埼玉女子短期大学 埼玉県日高市女影1616 学校法人川口学園 東京都豊島区高田3-11-17

武蔵丘短期大学
埼玉県比企郡吉見町大字南吉見字村上
111-1

学校法人後藤学園 東京都豊島区南池袋3-12-5

埼玉純真短期大学 埼玉県羽生市下岩瀬430 学校法人純真学園 福岡県福岡市南区筑紫丘1-1-1

千葉敬愛短期大学 千葉県佐倉市山王1-9 学校法人千葉敬愛学園 千葉県千葉市稲毛区穴川1-5-21

千葉経済大学短期大学部 千葉県千葉市稲毛区轟町3-59-5 学校法人千葉経済学園 千葉県千葉市稲毛区轟町4-3-30

清和大学短期大学部 千葉県木更津市東太田3-4-2 学校法人君津学園 千葉県木更津市東太田3-4-1

植草学園短期大学 千葉県千葉市若葉区小倉町1639番3 学校法人植草学園 千葉県千葉市中央区弁天2丁目8番9号

昭和学院短期大学 千葉県市川市東菅野2-17-1 学校法人昭和学院 千葉県市川市東菅野2-17-1

千葉明徳短期大学 千葉県千葉市中央区南生実町1412 学校法人千葉明徳学園 千葉県千葉市中央区南生実町1412

東京経営短期大学 千葉県市川市二俣625-1 学校法人創志学園 兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目1番5号

上野学園大学短期大学部 東京都台東区東上野4-24-12 学校法人上野学園 東京都台東区東上野4-24-12

大妻女子大学短期大学部 東京都千代田区三番町12番地 学校法人大妻学院 東京都千代田区三番町12番地

女子栄養大学短期大学部 東京都豊島区駒込3-24-3 学校法人香川栄養学園 東京都豊島区駒込3-24-3

共立女子短期大学 東京都千代田区一ツ橋二丁目2番1号 学校法人共立女子学園 東京都千代田区一ツ橋二丁目2番1号

実践女子大学短期大学部 東京都渋谷区東1-1-49 学校法人実践女子学園 東京都日野市大坂上四丁目1番地の1

女子美術大学短期大学部 東京都杉並区和田1-49-8 学校法人女子美術大学 東京都杉並区和田1-49-8

杉野服飾大学短期大学部 東京都品川区上大崎4-6-19 学校法人杉野学園 東京都品川区上大崎4-6-19

創価女子短期大学 東京都八王子市丹木町1-236 学校法人創価大学 東京都八王子市丹木町1-236

淑徳大学短期大学部 東京都板橋区前野町6丁目36番4号 学校法人大乗淑徳学園 東京都板橋区前野町5丁目5番地2号

帝京大学短期大学 東京都八王子市大塚359 学校法人帝京大学 東京都板橋区加賀2-11-1

東京歯科大学短期大学 東京都千代田区神田三崎町2-9-18 学校法人東京歯科大学 東京都千代田区神田三崎町2-9-18

桐朋学園芸術短期大学 東京都調布市若葉町1-41-1 学校法人桐朋学園 東京都調布市若葉町1-41-1

文化学園大学短期大学部 東京都渋谷区代々木3-22-1 学校法人文化学園 東京都渋谷区代々木3-22-1

日本大学短期大学部 東京都千代田区九段南4-8-24 学校法人日本大学 東京都千代田区九段南4-8-24

東京女子体育短期大学 東京都国立市富士見台4-30-1 学校法人藤村学園 東京都国立市富士見台四丁目30番地の1

東邦音楽短期大学 東京都文京区大塚4-46-9 学校法人三室戸学園 東京都文京区大塚4-46-9

東京家政大学短期大学部 東京都板橋区加賀1丁目18番1号 学校法人渡辺学園 東京都板橋区加賀1丁目18番1号

自由が丘産能短期大学 東京都世田谷区等々力6-39-15 学校法人産業能率大学 東京都世田谷区等々力6-39-15

駒沢女子短期大学 東京都稲城市坂浜238 学校法人駒澤学園 東京都稲城市坂浜238

東京成徳短期大学 東京都北区十条台1丁目7番13号 学校法人東京成徳学園 東京都北区豊島8-26-9

目白大学短期大学部 東京都新宿区中落合4-31-1 学校法人目白学園 東京都新宿区中落合4-31-1

愛国学園短期大学 東京都江戸川区西小岩5-7-1 学校法人愛国学園 東京都江戸川区西小岩5丁目7番1号

白梅学園短期大学 東京都小平市小川町1-830 学校法人白梅学園 東京都小平市小川町1-830

ヤマザキ動物看護専門職
短期大学

東京都渋谷区松濤2-3-10 学校法人ヤマザキ学園 東京都渋谷区松濤2-3-10

帝京短期大学 東京都渋谷区本町6丁目31番1号 学校法人冲永学園 東京都渋谷区本町6丁目31番1号

国際短期大学 東京都中野区江古田4丁目8番地8号 学校法人国際学園 東京都中野区江古田4丁目8番地8号

星美学園短期大学 東京都北区赤羽台四丁目2番14号 学校法人星美学園 東京都北区赤羽台4丁目2番14号

戸板女子短期大学 東京都港区芝2-21-17 学校法人戸板学園 東京都港区芝2-21-17

新渡戸文化短期大学 東京都中野区本町6丁目38番1号 学校法人新渡戸文化学園 東京都中野区本町6丁目38番1号

東京交通短期大学 東京都豊島区池袋本町2-5-15 学校法人豊昭学園 東京都豊島区池袋本町2-10-1

東京立正短期大学 東京都杉並区堀ノ内2-41-15 学校法人堀之内学園 東京都杉並区堀ノ内2-41-15

鶴川女子短期大学 東京都町田市三輪町1135 学校法人明泉学園 東京都町田市三輪町1135

山野美容芸術短期大学 東京都八王子市鑓水530番地 学校法人山野学苑 東京都渋谷区代々木1-53-1

貞静学園短期大学 東京都文京区小日向1-26-13 学校法人貞静学園 東京都文京区大塚1-2-10

上智大学短期大学部 神奈川県秦野市上大槻山王台999 学校法人上智学院 東京都千代田区紀尾井町7-1

小田原短期大学 神奈川県小田原市城山4-5-1 学校法人三幸学園 東京都文京区本郷3-23-16

神奈川歯科大学短期大学
部

神奈川県横須賀市稲岡町82番地 学校法人神奈川歯科大学 神奈川県横須賀市稲岡町82番地

相模女子大学短期大学部 神奈川県相模原市南区文京2丁目1-1 学校法人相模女子大学 神奈川県相模原市南区文京2丁目1-1

鶴見大学短期大学部 神奈川県横浜市鶴見区鶴見2丁目1番3号 学校法人総持学園
神奈川県横浜市鶴見区鶴見2丁目1番3号鶴
見大学内

洗足こども短期大学 神奈川県川崎市高津区久本2丁目3番1号 学校法人洗足学園 神奈川県川崎市高津区久本2丁目3番1号

鎌倉女子大学短期大学部 神奈川県鎌倉市大船六丁目1-3 学校法人鎌倉女子大学 神奈川県鎌倉市大船六丁目1-3
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昭和音楽大学短期大学部
神奈川県川崎市麻生区上麻生1丁目11番1
号

学校法人東成学園
神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目16番6
号

横浜女子短期大学 神奈川県横浜市港南区港南台4-4-5 学校法人白峰学園 神奈川県横浜市港南区港南台4-4-5

湘北短期大学 神奈川県厚木市温水428番地 学校法人ソニー学園 神奈川県厚木市温水428番地

和泉短期大学 神奈川県相模原市中央区青葉2-2-1 学校法人和泉短期大学 神奈川県相模原市中央区青葉2-2-1

新潟工業短期大学 新潟県新潟市西区上新栄町5-13-7 学校法人新潟科学技術学園 新潟県新潟市秋葉区東島字山居265-1

新潟中央短期大学 新潟県加茂市希望ヶ丘2909番地2 学校法人加茂暁星学園 新潟県加茂市希望ヶ丘2909番地2

新潟青陵大学短期大学部 新潟県新潟市中央区水道町1丁目5939番地 学校法人新潟青陵学園
新潟県新潟市中央区水道町1丁目5939番地
27

富山短期大学 富山県富山市願海寺水口444 学校法人富山国際学園 富山県富山市願海寺水口444番地

富山福祉短期大学 富山県射水市三ケ579番地 学校法人浦山学園 富山県射水市三ケ613番地

金沢星稜大学女子短期大
学部

石川県金沢市御所町丑10番地1 学校法人稲置学園 石川県金沢市御所町丑10番地1

金沢学院短期大学 石川県金沢市末町10 学校法人金沢学院大学 石川県金沢市末町10

金城大学短期大学部 石川県白山市笠間町1200 学校法人金城学園 石川県金沢市本多町2-2-3

北陸学院大学短期大学部 石川県金沢市三小牛町イ11番地 学校法人北陸学院 石川県金沢市三小牛町イ11番地

仁愛女子短期大学 福井県福井市天池町43-1-1 学校法人福井仁愛学園 福井県福井市天池町43-1-1

帝京学園短期大学 山梨県山梨市上神内川1150-1 学校法人帝京学園 東京都板橋区稲荷台27-1

信州豊南短期大学 長野県上伊那郡辰野町中山72番地 学校法人豊南学園 東京都豊島区高松3-6-7

清泉女学院短期大学 長野県長野市上野2丁目120-8 学校法人清泉女学院 神奈川県鎌倉市城廻字打越200-1

松本大学松商短期大学部 長野県松本市新村2095-1 学校法人松商学園 長野県松本市県3-6-1

佐久大学信州短期大学部 長野県佐久市岩村田2384 学校法人佐久学園 長野県佐久市岩村田2384

飯田女子短期大学 長野県飯田市松尾代田610 学校法人高松学園 長野県飯田市松尾代田610

長野女子短期大学 長野県長野市三輪9丁目11番29号 学校法人長野家政学園 長野県長野市三輪9丁目11番29号

松本短期大学 長野県松本市笹賀3118番地 学校法人松本学園 長野県松本市笹賀3118番地

上田女子短期大学 長野県上田市下之郷乙620 学校法人北野学園 長野県上田市下之郷乙620

大垣女子短期大学 岐阜県大垣市西之川町1丁目109番地 学校法人大垣総合学園 岐阜県大垣市北方町5丁目50番地

岐阜聖徳学園大学短期大
学部

岐阜県岐阜市中鶉一丁目38番地 学校法人聖徳学園 岐阜県岐阜市柳津町高桑西一丁目1番地

東海学院大学短期大学部 岐阜県各務原市那加桐野町2丁目43番地 学校法人神谷学園 岐阜県各務原市那加桐野町2丁目57番地

中京学院大学短期大学部 岐阜県瑞浪市土岐町2216 学校法人安達学園 岐阜県瑞浪市土岐町2216

中部学院大学短期大学部 岐阜県関市桐ヶ丘二丁目1番地 学校法人岐阜済美学院 岐阜県関市桐ヶ丘二丁目1番地

岐阜保健大学短期大学部 岐阜県岐阜市東鶉2-92 学校法人豊田学園 岐阜県岐阜市東鶉2-69

正眼短期大学 岐阜県美濃加茂市伊深町876-10 学校法人正眼短期大学 岐阜県美濃加茂市伊深町872-2

高山自動車短期大学 岐阜県高山市下林町1155 学校法人高山短期大学 岐阜県高山市下林町1155

平成医療短期大学 岐阜県岐阜市黒野180番地 学校法人誠広学園 岐阜県岐阜市黒野182番地

中日本自動車短期大学 岐阜県加茂郡坂祝町深萱1301 学校法人神野学園 愛知県名古屋市東区泉一丁目23番地37号

常葉大学短期大学部 静岡県静岡市駿河区弥生町6番1号 学校法人常葉大学 静岡県静岡市駿河区弥生町6番1号

静岡英和学院大学短期大
学部

静岡県静岡市駿河区池田1769番地 学校法人静岡英和学院 静岡県静岡市駿河区池田1769番地

浜松学院大学短期大学部 静岡県浜松市中区住吉2-3-1 学校法人興誠学園 静岡県浜松市中区高林一丁目17番2号

愛知学院大学短期大学部 愛知県名古屋市千種区楠元町1-100 学校法人愛知学院 愛知県名古屋市千種区楠元町1-100

愛知大学短期大学部 愛知県豊橋市町畑町1-1 学校法人愛知大学 愛知県豊橋市町畑町1-1

愛知学泉短期大学 愛知県岡崎市舳越町上川成28番地 学校法人安城学園 愛知県安城市小堤町4番25号

名古屋女子大学短期大学
部

愛知県名古屋市瑞穂区汐路町三丁目40番
地

学校法人越原学園
愛知県名古屋市瑞穂区汐路町三丁目40番
地

至学館大学短期大学部 愛知県大府市横根町名高山55 学校法人至学館 愛知県名古屋市東区大幸南二丁目1番10号

愛知産業大学短期大学 愛知県岡崎市岡町原山12-5 学校法人愛知産業大学 愛知県名古屋市中区橘2-6-15

愛知みずほ短期大学 愛知県名古屋市瑞穂区春敲町2-13 学校法人瀬木学園 愛知県名古屋市瑞穂区春敲町2-13

豊橋創造大学短期大学部 愛知県豊橋市牛川町字松下20-1 学校法人藤ノ花学園 愛知県豊橋市老松町109番地

愛知文教女子短期大学 愛知県稲沢市稲葉2丁目9番17号 学校法人足立学園 愛知県稲沢市稲葉2丁目9番17号

名古屋短期大学 愛知県豊明市栄町武侍48 学校法人桜花学園 愛知県名古屋市昭和区緑町1-7

名古屋文理大学短期大学
部

愛知県名古屋市西区笹塚町2丁目1番地 学校法人滝川学園 愛知県名古屋市西区笹塚町2丁目1番地

名古屋経営短期大学 愛知県尾張旭市新居町山の田3255-5 学校法人菊武学園 愛知県尾張旭市新居町山の田3255-5

愛知工科大学自動車短期
大学

愛知県蒲郡市西迫町馬乗50-2 学校法人電波学園 愛知県名古屋市熱田区神宮4-7-21

修文大学短期大学部 愛知県一宮市日光町6番地 学校法人修文学院 愛知県一宮市日光町6番地

岡崎女子短期大学 愛知県岡崎市中町一丁目8番地4 学校法人清光学園 愛知県岡崎市中町一丁目8番地4

愛知江南短期大学 愛知県江南市高屋町大松原172 学校法人愛知江南学園 愛知県江南市高屋町大松原172

名古屋柳城短期大学
愛知県名古屋市昭和区明月町二丁目54番
地

学校法人柳城学院
愛知県名古屋市昭和区明月町二丁目54番
地

愛知医療学院短期大学 愛知県清須市一場519番地 学校法人佑愛学園 愛知県清須市一場519番地

ユマニテク短期大学 三重県四日市市南浜田町4-21 学校法人大橋学園 愛知県名古屋市中村区亀島二丁目6番10号

鈴鹿大学短期大学部 三重県鈴鹿市郡山町663番地222 学校法人享栄学園 三重県鈴鹿市郡山町663番地222
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高田短期大学 三重県津市一身田豊野195番地 学校法人高田学苑 三重県津市大里窪田町字下沢2865番地1

滋賀文教短期大学 滋賀県長浜市田村町335 学校法人松翠学園 岐阜県羽島群岐南町三宅1-130

びわこ学院大学短期大学
部

滋賀県東近江市布施町29 学校法人滋賀学園 滋賀県東近江市建部北町520-1

滋賀短期大学 滋賀県大津市竜が丘24-4 学校法人純美禮学園 滋賀県大津市竜が丘24-4

京都外国語短期大学 京都府京都市右京区西院笠目町6番地 学校法人京都外国語大学 京都府京都市右京区西院笠目町6番地

京都光華女子大学短期大
学部

京都府京都市右京区西京極葛野町38 学校法人光華女子学園 京都府京都市右京区西京極野田町39

龍谷大学短期大学部 京都府京都市伏見区深草塚本町67番地 学校法人龍谷大学 京都府京都市伏見区深草塚本町67番地

華頂短期大学 京都府京都市東山区林下町3-456 学校法人佛教教育学園 京都府京都市北区紫野北花ノ坊町96

京都文教短期大学 京都府宇治市槇島町千足80番地 学校法人京都文教学園 京都府京都市左京区岡崎円勝寺町5番地

嵯峨美術短期大学 京都府京都市右京区嵯峨五島町1番地 学校法人大覚寺学園 京都府京都市右京区嵯峨五島町1番地

池坊短期大学
京都府京都市下京区室町通四条下る鶏鉾町
491

学校法人池坊学園
京都府京都市下京区室町通四条下る鶏鉾町
491番地

京都西山短期大学 京都府長岡京市粟生西条26 学校法人京都西山学園 京都府向日市寺戸町西野辺25

京都経済短期大学 京都府京都市西京区大枝東長町3-1 学校法人明徳学園 京都府京都市西京区大枝東長町3-1

平安女学院大学短期大学
部

大阪府高槻市南平台5丁目81-1 学校法人平安女学院
京都府京都市上京区下立売通烏丸西入五
町目町172-2

大阪学院大学短期大学部 大阪府吹田市岸部南二丁目37番1号 学校法人大阪学院大学 大阪府大阪市北区天神橋二丁目北1番2号

関西外国語大学短期大学
部

大阪府枚方市中宮東之町16-1 学校法人関西外国語大学 大阪府枚方市中宮東之町16-1

近畿大学短期大学部 大阪府東大阪市小若江3-4-1 学校法人近畿大学 大阪府東大阪市小若江3-4-1

四天王寺大学短期大学部 大阪府羽曳野市学園前3-2-1 学校法人四天王寺学園 大阪府大阪市天王寺区四天王寺1-11-18

大阪芸術大学短期大学部 大阪府大阪市東住吉区矢田2-14-19 学校法人塚本学院 大阪府大阪市東住吉区矢田2-14-19

大阪国際大学短期大学部 大阪府守口市藤田町6丁目21-57 学校法人大阪国際学園 大阪府守口市藤田町6丁目21-57

関西女子短期大学 大阪府柏原市旭ケ丘3丁目11番1号 学校法人玉手山学園 大阪府柏原市旭ケ丘3丁目11番1号

常磐会短期大学 大阪府大阪市平野区平野南4-6-7 学校法人常磐会学園 大阪府大阪市平野区平野南4-6-7

大阪成蹊短期大学 大阪府大阪市東淀川区相川3丁目10番62号 学校法人大阪成蹊学園 大阪府大阪市東淀川区相川3丁目10番62号

東大阪大学短期大学部 大阪府東大阪市西堤学園町3-1-1 学校法人村上学園 大阪府東大阪市西堤学園町3-1-1

藍野大学短期大学部 大阪府茨木市太田3-9-25 学校法人藍野大学 大阪府茨木市高田町1番22号

大阪女学院短期大学 大阪府大阪市中央区玉造2-26-54 学校法人大阪女学院 大阪府大阪市中央区玉造2丁目26番54号

大阪青山大学短期大学部 大阪府箕面市新稲2-11-1 学校法人大阪青山学園 大阪府箕面市新稲2-11-1

四條畷学園短期大学 大阪府大東市学園町6-45 学校法人四條畷学園 大阪府大東市学園町6-45

大阪城南女子短期大学 大阪府大阪市東住吉区湯里6丁目4-26 学校法人城南学園 大阪府大阪市東住吉区湯里6丁目4-26

堺女子短期大学 大阪府堺市堺区浅香山町1-2-20 学校法人愛泉学園 大阪府堺市堺区浅香山町1-2-20

大阪キリスト教短期大学
大阪府大阪市阿倍野区丸山通1丁目3番61
号

学校法人大阪キリスト教学院
大阪府大阪市阿倍野区丸山通1丁目3番61
号

大阪夕陽丘学園短期大学 大阪府大阪市天王寺区生玉寺町7-72 学校法人大阪夕陽丘学園 大阪府大阪市天王寺区生玉寺町7-72

大阪信愛学院短期大学 大阪府大阪市城東区古市2丁目7番30号 学校法人大阪信愛女学院 大阪府大阪市城東区古市2丁目7番30号

大阪千代田短期大学 大阪府河内長野市小山田町1685 学校法人千代田学園 大阪府河内長野市楠町西1090

大阪健康福祉短期大学
大阪府堺市堺区南花田口町2丁3-20三共堺
東ビル

学校法人みどり学園 大阪府堺市西区鳳南町5丁598番地

プール学院短期大学 大阪府堺市南区槇塚台4-5-1 学校法人プール学院 大阪府大阪市生野区勝山北1-19-31

大手前短期大学 兵庫県伊丹市稲野町2-2-2 学校法人大手前学園 大阪府大阪市中央区大手前2-1-88

聖和短期大学 兵庫県西宮市岡田山7番54号 学校法人関西学院 兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155

甲子園短期大学 兵庫県西宮市瓦林町4-25 学校法人甲子園学院 兵庫県西宮市瓦林町4番25号

園田学園女子大学短期大
学部

兵庫県尼崎市南塚口町7丁目29番地1号 学校法人園田学園 兵庫県尼崎市南塚口町1丁目24番地16号

武庫川女子大学短期大学
部

兵庫県西宮市池開町6番46号 学校法人武庫川学院 兵庫県西宮市池開町137番地

神戸女子短期大学 兵庫県神戸市中央区港島中町4丁目7-2 学校法人行吉学園 兵庫県神戸市中央区港島中町4丁目-7-2

兵庫大学短期大学部 兵庫県加古川市平岡町新在家2301 学校法人睦学園 兵庫県神戸市須磨区行幸町2丁目7-3

豊岡短期大学 兵庫県豊岡市戸牧160番地 学校法人弘徳学園 兵庫県姫路市大塩町2042番地2

神戸常盤大学短期大学部 兵庫県神戸市長田区大谷町2-6-2 学校法人玉田学園 兵庫県神戸市長田区池田上町92番地

頌栄短期大学 兵庫県神戸市東灘区御影山手1-18-1 学校法人頌栄保育学院 兵庫県神戸市東灘区御影山手1-18-1

産業技術短期大学 兵庫県尼崎市西昆陽1-27-1 学校法人鉄鋼学園 兵庫県尼崎市西昆陽1-27-1

東洋食品工業短期大学 兵庫県川西市南花屋敷4丁目23番2号
学校法人東洋食品工業短期大
学

兵庫県川西市南花屋敷4丁目23番2号

湊川短期大学 兵庫県三田市四ツ辻1430 学校法人湊川相野学園 兵庫県三田市四ツ辻1430

姫路日ノ本短期大学 兵庫県姫路市香寺町香呂890 学校法人日ノ本学園 兵庫県姫路市香寺町香呂字糀屋890の1

神戸教育短期大学 兵庫県神戸市長田区西山町2丁目3番3号 学校法人夙川学院 兵庫県神戸市長田区西山町2丁目3番3号

白鳳短期大学
奈良県北葛城郡王寺町葛下1丁目7番地17
号

学校法人西大和学園 奈良県北葛城郡河合町大字薬井295

奈良佐保短期大学 奈良県奈良市鹿野園町806 学校法人佐保会学園 奈良県奈良市鹿野園町806

奈良芸術短期大学 奈良県橿原市久米町222番地 学校法人聖心学園 奈良県橿原市久米町222番地

和歌山信愛女子短期大学 和歌山県和歌山市相坂702番地2 学校法人和歌山信愛女学院 和歌山県和歌山市屋形町二丁目23番地

鳥取短期大学 鳥取県倉吉市福庭854 学校法人藤田学院 鳥取県倉吉市福庭854
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川崎医療短期大学 岡山県倉敷市松島316番地 学校法人川崎学園 岡山県倉敷市松島577

作陽音楽短期大学 岡山県倉敷市玉島長尾3524 学校法人作陽学園 岡山県倉敷市玉島長尾3515

美作大学短期大学部 岡山県津山市北園町50 学校法人美作学園 岡山県津山市北園町50

就実短期大学 岡山県岡山市中区西川原1-6-1 学校法人就実学園 岡山県岡山市中区西川原1-6-1

山陽学園短期大学 岡山県岡山市中区平井一丁目14番1号 学校法人山陽学園 岡山県岡山市中区門田屋敷2-2-16

岡山短期大学 岡山県倉敷市有城787番地 学校法人原田学園 岡山県倉敷市有城787番地

中国短期大学 岡山県岡山市北区庭瀬83番地 学校法人中国学園 岡山県岡山市北区庭瀬83番地

安田女子短期大学 広島県広島市安佐南区安東6丁目13番1号 学校法人安田学園 広島県広島市安佐南区安東6丁目13番1号

比治山大学短期大学部 広島県広島市東区牛田新町4丁目1番1号 学校法人比治山学園 広島県広島市東区牛田新町四丁目1番1号

広島文化学園短期大学
広島県広島市安佐南区長束西三丁目5番1
号

学校法人広島文化学園
広島県広島市安佐南区長束西三丁目5番1
号

山陽女子短期大学 広島県廿日市市佐方本町1-1 学校法人山陽女学園 広島県廿日市市佐方本町1-1

宇部フロンティア大学短期
大学部

山口県宇部市文京台二丁目1番1号 学校法人香川学園 山口県宇部市文京台二丁目1番1号

山口芸術短期大学 山口県山口市小郡みらい町一丁目7番1号 学校法人宇部学園 山口県宇部市西琴芝二丁目12番18号

下関短期大学 山口県下関市桜山町1番1号 学校法人河野学園 山口県下関市桜山町1番1号

岩国短期大学 山口県岩国市尾津町2丁目24番18号 学校法人高水学園 山口県岩国市尾津町2丁目24番18号

山口短期大学 山口県防府市大字台道字大繁枝1346-2 学校法人第二麻生学園 山口県防府市大字台道字大繁枝1346-2

四国大学短期大学部
徳島県徳島市応神町古川字戎子野123番地
1

学校法人四国大学
徳島県徳島市応神町古川字戎子野123番地
1

徳島文理大学短期大学部 徳島県徳島市山城町西浜傍示180番地 学校法人村崎学園 徳島県徳島市寺島本町東1-8

徳島工業短期大学 徳島県板野郡板野町犬伏字蓮花谷100番地 学校法人徳島城南学園 徳島県板野郡板野町犬伏字蓮花谷100番地

高松短期大学 香川県高松市春日町960番地 学校法人四国高松学園 香川県高松市春日町960番地

香川短期大学 香川県綾歌郡宇多津町浜一番丁10番地 学校法人尽誠学園 香川県善通寺市生野町855番地1

松山短期大学 愛媛県松山市文京町4番地2 学校法人松山大学 愛媛県松山市文京町4番地2

聖カタリナ大学短期大学部 愛媛県松山市北条660番地 学校法人聖カタリナ学園 愛媛県松山市北条660番地

松山東雲短期大学 愛媛県松山市桑原3丁目2-1 学校法人松山東雲学園 愛媛県松山市桑原3丁目2-1

今治明徳短期大学 愛媛県今治市矢田甲688番地 学校法人今治明徳学園 愛媛県今治市北日吉町1丁目4-47

高知学園短期大学 高知県高知市旭天神町292-26 学校法人高知学園 高知県高知市北端町100番地

九州大谷短期大学 福岡県筑後市蔵数495-1 学校法人真宗大谷学園
京都府京都市下京区烏丸通七条上る常葉町
真宗大谷派宗務所内

近畿大学九州短期大学 福岡県飯塚市菰田東1-5-30 学校法人近畿大学 大阪府東大阪市小若江3-4-1

福岡こども短期大学 福岡県太宰府市五条3丁目11番25号 学校法人都築育英学園 福岡県太宰府市五条3-11-25

中村学園大学短期大学部 福岡県福岡市城南区別府5-7-1 学校法人中村学園 福岡県福岡市城南区別府5-7-1

九州産業大学造形短期大
学部

福岡県福岡市東区松香台二丁目3番1号 学校法人中村産業学園 福岡県福岡市東区松香台二丁目3番1号

福岡工業大学短期大学部 福岡県福岡市東区和白東3丁目30番1号 学校法人福岡工業大学 福岡県福岡市東区和白東3丁目30番1号

純真短期大学 福岡県福岡市南区筑紫丘1-1-1 学校法人純真学園 福岡県福岡市南区筑紫丘1-1-1

九州女子短期大学 福岡県北九州市八幡西区自由ケ丘1-1 学校法人福原学園 福岡県北九州市八幡西区自由ケ丘1-1

福岡医療短期大学 福岡県福岡市早良区田村2-15-1 学校法人福岡学園 福岡県福岡市早良区田村2-15-1

福岡女学院大学短期大学
部

福岡県福岡市南区曰佐3-42-1 学校法人福岡女学院 福岡県福岡市南区曰佐3-42-1

西南女学院大学短期大学
部

福岡県北九州市小倉北区井堀1丁目3番5号 学校法人西南女学院 福岡県北九州市小倉北区井堀1丁目3番1号

東筑紫短期大学 福岡県北九州市小倉北区下到津5-1-1 学校法人東筑紫学園 福岡県北九州市小倉北区下到津5-1-1

折尾愛真短期大学 福岡県北九州市八幡西区堀川町11番1号 学校法人折尾愛真学園 福岡県北九州市八幡西区堀川町12番10号

久留米信愛短期大学 福岡県久留米市御井町2278-1 学校法人久留米信愛学院 福岡県久留米市御井町2278-1

精華女子短期大学
福岡県福岡市博多区南八幡町2丁目12番1
号

学校法人精華学園
福岡県福岡市博多区南八幡町2丁目12番1
号

香蘭女子短期大学 福岡県福岡市南区横手1丁目2番1号 学校法人山内学園 福岡県福岡市南区横手1丁目2番1号

福岡女子短期大学 福岡県太宰府市五条四丁目16番1号 学校法人九州学園 福岡県太宰府市五条四丁目16番1号

西九州大学短期大学部 佐賀県佐賀市神園3丁目18番15号 学校法人永原学園 佐賀県佐賀市神園3丁目18番15号

佐賀女子短期大学 佐賀県佐賀市本庄町大字本庄1313番地 学校法人旭学園 佐賀県佐賀市本庄町大字本庄1313番地

九州龍谷短期大学 佐賀県鳥栖市村田町岩井手1350 学校法人佐賀龍谷学園 佐賀県佐賀市水ヶ江3丁目1番25号

長崎短期大学 長崎県佐世保市椎木町600番 学校法人九州文化学園 長崎県佐世保市ハウステンボス町4番地3

長崎女子短期大学 長崎県長崎市弥生町19番1号 学校法人鶴鳴学園 長崎県長崎市弥生町19番1号

尚絅大学短期大学部 熊本県熊本市中央区九品寺2丁目6-78 学校法人尚絅学園 熊本県熊本市中央区九品寺2丁目6-78

中九州短期大学 熊本県八代市平山新町4438 学校法人八商学園 熊本県八代市興国町1-5

別府大学短期大学部 大分県別府市北石垣82 学校法人別府大学 大分県別府市北石垣82

東九州短期大学 大分県中津市大字一ツ松211番地 学校法人扇城学園 大分県中津市大字一ツ松211番地

大分短期大学 大分県大分市千代町3丁目3番8号 学校法人平松学園 大分県大分市千代町2丁目4番4号

別府溝部学園短期大学 大分県別府市大字野田宇通山78番地 学校法人溝部学園 大分県別府市大字野田宇通山78番地

南九州短期大学 宮崎県宮崎市霧島5丁目1番地2 学校法人南九州学園 宮崎県宮崎市霧島5丁目1番地2

宮崎学園短期大学 宮崎県宮崎市清武町加納丙1415番地 学校法人宮崎学園 宮崎県宮崎市昭和町3番地
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第一幼児教育短期大学 鹿児島県霧島市国分中央一丁目10-2 学校法人都築教育学園 鹿児島県霧島市国分中央一丁目10-2

鹿児島女子短期大学 鹿児島県鹿児島市高麗町6-9 学校法人志學館学園 鹿児島県鹿児島市高麗町5-27

鹿児島純心女子短期大学 鹿児島県鹿児島市唐湊4-22-1 学校法人鹿児島純心女子学園 鹿児島県鹿児島市唐湊4丁目22番1号

沖縄キリスト教短期大学 沖縄県中頭郡西原町字翁長777 学校法人沖縄キリスト教学院 沖縄県中頭郡西原町字翁長777

沖縄女子短期大学 沖縄県島尻郡与那原町字東浜1番地 学校法人嘉数女子学園 沖縄県島尻郡与那原町字東浜1番地

（私立高等専門学校）

確認大学等の名称 確認大学等の所在地 設置者の名称 設置者の主たる事務所の所在地 備考

サレジオ工業高等専門学
校

東京都町田市小山ヶ丘4丁目6番8号 学校法人育英学院 東京都町田市小山ヶ丘4丁目6番8号

国際高等専門学校 石川県金沢市久安2-270 学校法人金沢工業大学 石川県野々市市扇が丘7-1

近畿大学工業高等専門学
校

三重県名張市春日丘7-1 学校法人近畿大学 大阪府東大阪市小若江3-4-1

（注）確認大学等の所在地は、当該大学等の主たるキャンパスの所在地を記載しています。

　　主たるキャンパス以外の所在地については、当該大学等による公表情報をご参照願います。
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