
養成機関として認定された学部・学科・専攻・コース
養成機関の
５桁コード

ア 愛国学園短期大学 家政科食物栄養専攻 09001

愛知学泉大学 家政学部ライフスタイル学科 03801

愛知学泉短期大学 生活デザイン総合学科 09501

愛知江南短期大学 こども健康学科栄養専攻 41001

愛知みずほ短期大学 生活学科食物栄養専攻 40601

会津大学短期大学部 食物栄養学科 06801

青森中央短期大学 食物栄養学科 20101

旭川大学短期大学部 生活学科食物栄養専攻 10101

イ 飯田女子短期大学 家政学科食物栄養専攻 40201

石川県立大学 生物資源環境学部食品科学科 06201

石巻専修大学 理工学部食環境学科 09201

ウ 宇都宮短期大学 食物栄養学科 08401

宇部フロンティア大学短期大学部 食物栄養学科 60501

オ 大阪青山大学 健康科学部健康栄養学科 06501

大阪大谷大学 人間社会学部スポーツ健康学科 08701

大阪国際大学 人間科学部人間健康科学科 09301

大阪樟蔭女子大学 健康栄養学部健康栄養学科食物栄養専攻 01301

大阪城南女子短期大学 現代生活学科 50601

大阪成蹊短期大学 調理・製菓学科調理コース 50801

調理・製菓学科製菓コース 50802

大阪夕陽丘学園短期大学 食物栄養学科 52301

大妻女子大学 家政学部食物学科食物学専攻 41601

大妻女子大学短期大学部 家政科家政専攻 32101

大手前大学 健康栄養学部管理栄養学科 61601

岡山学院大学 人間生活学部食物栄養学科 03201

帯広大谷短期大学 生活科学科栄養士課程 10201

カ 香川短期大学 生活文化学科食物栄養専攻 61301

鹿児島女子短期大学 生活科学科食物栄養学専攻 70801

金沢学院大学 栄養学部栄養学科 33301

金沢学院短期大学 食物栄養学科 10001

鎌倉女子大学 家政学部家政保健学科 03901

川村学園女子大学 生活創造学部生活文化学科 05001

関西福祉科学大学 健康福祉学部福祉栄養学科 05101

関東学院大学 栄養学部管理栄養学科 02701

キ 畿央大学 健康科学部健康栄養学科 04501

岐阜女子大学 家政学部健康栄養学科 21601

九州栄養福祉大学 食物栄養学部食物栄養学科 05501

九州女子大学 家政学部人間生活学科 01801

家政学部栄養学科 01802
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キ 京都華頂大学 現代家政学部現代家政学科 08601

京都光華女子大学 健康科学部健康栄養学科 02901

京都ノートルダム女子大学 現代人間学部生活環境学科 05702

共立女子大学 家政学部食物栄養学科食物学専攻 00601

共立女子短期大学 生活科学科食・健康コース 31401

桐生大学短期大学部 生活科学科 33201

ク 釧路短期大学 生活科学科食物栄養専攻 10501

コ 甲子園大学 栄養学部栄養学科 00901

栄養学部フードデザイン学科 00902

甲南女子大学 人間科学部心理学科 01601

人間科学部生活環境学科 01602

人間科学部文化社会学科 01603

人間科学部総合子ども学科 01604

神戸松蔭女子学院大学 人間科学部都市生活学科 07601

神戸女子大学 家政学部管理栄養士養成課程 01101

健康福祉学部健康スポーツ栄養学科 01102

神戸女子短期大学 総合生活学科 51601

食物栄養学科 51602

香蘭女子短期大学 食物栄養学科 70901

郡山女子大学短期大学部 健康栄養学科 20501

國學院大學栃木短期大学 人間教育学科生活健康フィールド 32401

国際学院埼玉短期大学 健康栄養学科食物栄養専攻 32701

健康栄養学科調理製菓専攻 32702

駒沢女子大学 人間健康学部健康栄養学科 07701

サ 相模女子大学 栄養科学部健康栄養学科 01401

佐野日本大学短期大学 総合キャリア教育学科栄養士養成課程 33101

山陽女子短期大学 食物栄養学科栄養管理コース 61501

シ 滋賀短期大学 生活学科 50101

静岡英和学院大学短期大学部 食物栄養学科 08001

実践女子大学 生活科学部食生活科学科食物科学専攻 00701

下関短期大学 栄養健康学科 60901

修紅短期大学 食物栄養学科 08501

十文字学園女子大学 人間生活学部食物栄養学科 04001

淑徳大学 看護栄養学部栄養学科 08801

純真短期大学 食物栄養学科 70101

尚絅学院大学 健康栄養学群健康栄養学類 04101

昭和女子大学 食健康科学部健康デザイン学科 04201

女子栄養大学 栄養学部食文化栄養学科 00501

栄養学部保健栄養学科栄養科学専攻 00502

女子栄養大学短期大学部 食物栄養学科 31501

仁愛女子短期大学 生活科学学科食物栄養専攻 41301
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セ 精華女子短期大学 生活科学科食物栄養専攻 70201

聖徳大学 人間栄養学部人間栄養学科 01901

聖徳大学短期大学部 総合文化学科 30301

西南女学院大学 保健福祉学部栄養学科 06401

聖霊女子短期大学 生活文化科健康栄養専攻 20301

仙台白百合女子大学 人間学部健康栄養学科管理栄養専攻 02301

千里金蘭大学 生活科学部食物栄養学科 05601

ソ 園田学園女子大学 人間健康学部食物栄養学科 03101

園田学園女子大学短期大学部 生活文化学科 51801

高崎健康福祉大学 健康福祉学部健康栄養学科 03401

チ 中京学院大学短期大学部 健康栄養学科 40401

テ 帝京短期大学 生活科学科食物栄養専攻 30401

帝京平成大学 健康メディカル学部健康栄養学科 06601

帝塚山学院大学 人間科学部食物栄養学科管理栄養士課程 00401

人間科学部食物栄養学科健康実践栄養士課程 00402

帝塚山大学 現代生活学部食物栄養学科 05201

ト 戸板女子短期大学 食物栄養科 31001

東京医療保健大学 医療保健学部医療栄養学科 05901

東京家政学院大学 現代生活学部現代家政学科 04901

現代生活学部食物学科 04904

人間栄養学部人間栄養学科 04905

東京家政大学 家政学部栄養学科栄養学専攻 02601

東京家政大学短期大学部 栄養科 32801

東京聖栄大学 健康栄養学部食品学科 06301

東京農業大学 国際食料情報学部国際食農科学科 02401

同志社女子大学 生活科学部食物栄養科学科食物科学専攻 04601

東洋大学 食環境科学部食環境科学科フードサイエンス専攻 07801

食環境科学部スポーツ・食品機能専攻 07802

食環境科学部健康栄養学科 07803

徳島文理大学 人間生活学部人間生活学科 04401

徳島文理大学短期大学部 生活科学科食物専攻 60601

常葉大学 健康プロデュース学部健康栄養学科 09401

鳥取短期大学 生活学科食物栄養専攻 60101

ナ 長野女子短期大学 生活科学科食物栄養専攻 40301

中村学園大学 栄養科学部フード・マネジメント学科 01201

中村学園大学短期大学部 食物栄養学科 70701

名古屋経済大学 人間生活科学部管理栄養学科 06101

名古屋女子大学 家政学部生活環境学科 05801

家政学部家政経済学科 05802

名古屋文理大学 健康生活学部フードビジネス学科 07501

名古屋文理大学短期大学部 食物栄養学科栄養士専攻 09101
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ナ 奈良佐保短期大学 生活未来科食物栄養コース 53501

新潟医療福祉大学 健康科学部健康栄養学科 02101

新潟青陵大学短期大学部 人間総合学科 40801

日本女子大学 家政学部食物学科食物学専攻 02501

家政学部通信教育課程食物学科 02502

ニ 日本大学 生物資源科学部食品ビジネス学科 08101

日本大学短期大学部 食物栄養学科 40501

人間総合科学大学 人間科学部ヘルスフードサイエンス学科 27101

ハ 函館短期大学 食物栄養学科 10301

羽衣国際大学 人間生活学部食物栄養学科 06001

人間生活学部人間生活学科食クリエイトコース 06002

ヒ 東筑紫短期大学 食物栄養学科 70401

兵庫大学 健康科学部栄養マネジメント学科 04701

広島大学 教育学部第四類人間生活系コース 01501

広島文化学園短期大学 食物栄養学科 60401

フ 福岡女子短期大学 健康栄養学科 70601

福山大学 生命工学部生命栄養科学科 07201

藤女子大学 人間生活学部食物栄養学科 07901

文教大学 健康栄養学部管理栄養学科 08201

別府大学 食物栄養科学部食物栄養学科 03501

別府大学短期大学部 食物栄養科 71001

北陸学院大学短期大学部 食物栄養学科 41501

マ 松本大学 人間健康学部健康栄養学科 06701

ミ 南九州大学 健康栄養学部食品開発科学科 04301

美作大学短期大学部 栄養学科 61001

武庫川女子大学 生活環境学部食物栄養学科 00201

武蔵丘短期大学 健康生活学科健康栄養専攻 32601

ヤ 安田女子大学 家政学部生活デザイン学科 05301

ラ 酪農学園大学 農食環境学群食と健康学類 01701

ワ 和洋女子大学 家政学部家政福祉学科 03601
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