
学校名 設置者

1 愛国学園短期大学 学校法人　愛国学園 133-8585 江戸川区西小岩５－７－１
2 愛知学泉大学 学校法人　安城学園 444-8520 岡崎市舳越町上川成２８
3 愛知学泉短期大学 学校法人　安城学園 444-8520 岡崎市舳越町上川成２８
4 愛知みずほ短期大学 学校法人　瀬木学園 467-0867 名古屋市瑞穂区春敲町２－１３
5 会津大学短期大学部 公立大学法人　会津大学 965-8570 会津若松市一箕町大字八幡字門田１－１
6 青森中央短期大学 学校法人　青森田中学園 030-0132 青森市横内字神田１２
7 飯田女子短期大学 学校法人　高松学園 395-8567 飯田市松尾代田６１０
8 石川県立大学 石川県 921-8836 野々市市末松１－３０８
9 石巻専修大学 学校法人　専修大学 986-8580 石巻市南境新水戸1番地
10 宇都宮短期大学 学校法人　須賀学園 321-0346 宇都宮市下荒針町長坂３８２９
11 宇都宮文星短期大学 学校法人　宇都宮学園 320-0058 宇都宮市上戸祭４－８－１５
12 宇部フロンティア大学短期大学部 学校法人　香川学園 755-0805 宇部市文京台２－１－１
13 大阪青山大学 学校法人　大阪青山学園 562-8580 箕面市新稲２－１１－１
14 大阪大谷大学 学校法人　大谷学園 584-8540 富田林市錦織北３－１１－１
15 大阪国際大学 学校法人　薫英学園 570-8555 守口市藤田町６－２１－５７
16 大阪樟蔭女子大学 学校法人　樟蔭学園 577-8550 東大阪市菱屋西４－２－２６
17 大阪城南女子短期大学 学校法人　城南学園 546-0013 大阪市東住吉区湯里６－４－２６
18 大阪成蹊短期大学 学校法人　大阪成蹊学園 533-0007 大阪市東淀川区相川３－１０－６２
19 大阪夕陽丘学園短期大学 学校法人　大阪女子学園 543-0073 大阪市天王寺区生玉寺町７－７２
20 大妻女子大学 学校法人　大妻学院 102-8357 千代田区三番町１２
21 大妻女子大学短期大学部 学校法人　大妻学院 102-8357 千代田区三番町１２
22 大手前大学 学校法人　大手前学園 540-0008 大阪市中央区大手前２－１－８８
23 岡山学院大学 学校法人　原田学園 710-8511 倉敷市有城７８７
24 帯広大谷短期大学 学校法人　帯広大谷学園 080-0335 河東郡音更町希望が丘３
25 香川短期大学 学校法人　尽誠学園 769-0201 綾歌郡宇多津町浜一番丁１０
26 鹿児島女子短期大学 学校法人　志學館学園 890-8565 鹿児島市高麗町６番９号
27 金沢学院大学 学校法人　金沢学院大学 920-1392 金沢市末町１０
28 金沢学院短期大学 学校法人　金沢学院大学 920-1392 金沢市末町１０
29 鎌倉女子大学 学校法人　鎌倉女子大学 247-8512 鎌倉市大船６－１－３
30 川村学園女子大学 学校法人　川村学園 270-1138 我孫子市下ケ戸１１３３
31 関西福祉科学大学 学校法人　玉手山学園 582-0026 柏原市旭ヶ丘３－１１－１
32 関東学院大学 学校法人　関東学院 236-8503 横浜市金沢区六浦東１－５０－１
33 畿央大学 学校法人　冬木学園 635-0832 北葛城郡広陵町馬見中４－２－２
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34 岐阜女子大学 学校法人　華陽学園 501-2592 岐阜市太郎丸８０
35 九州栄養福祉大学 学校法人　東筑紫学園 803-8511 北九州市小倉北区下到津５－１－１
36 九州女子大学 学校法人　福原学園 807-8586 北九州市八幡西区自由ヶ丘１－１
37 京都華頂大学 学校法人　佛教教育学園 605-0062 京都市東山区林下町３丁目４５６
38 京都光華女子大学 学校法人　光華女子学園 615-0882 京都市右京区西京極葛野町３８
39 京都ノートルダム女子大学 学校法人　ノートルダム女学院 606-0847 京都市左京区下鴨南野々神町１
40 共立女子大学 学校法人　共立女子学園 101-8437 千代田区一ツ橋２－２－１
41 共立女子短期大学 学校法人　共立女子学園 101-8437 千代田区一ツ橋２－２－１
42 桐生大学短期大学部 学校法人　桐丘学園 379-2392 みどり市笠懸町阿左美６０６－７
43 釧路短期大学 学校法人　緑ヶ岡学園 085-0814 釧路市緑ヶ岡１－１０－４２
44 甲子園大学 学校法人　甲子園学院 665-0006 宝塚市紅葉ガ丘１０－１
45 甲南女子大学 学校法人　甲南女子学園 658-0001 神戸市東灘区森北町６－２－２３
46 神戸松蔭女子学院大学 学校法人　松蔭女子学院 657-0015 神戸市灘区篠原伯母野山町１－２－１
47 神戸女子大学 学校法人　行吉学園 654-8585 神戸市須磨区東須磨青山２－１
48 神戸女子短期大学 学校法人　行吉学園 650-0046 神戸市中央区港島中町４－７－２
49 香蘭女子短期大学 学校法人　山内学園 811-1311 福岡市南区横手１－２－１
50 郡山女子大学短期大学部 学校法人　郡山開成学園 963-8503 郡山市開成３－２５－２
51 國學院大學栃木短期大学 学校法人　國學院大學栃木学園 328-8588 栃木市平井町６０８番地
52 国際学院埼玉短期大学 学校法人　国際学院 330-8548 さいたま市大宮区吉敷町２－５
53 駒沢女子大学 学校法人　駒澤学園 206-8511 稲城市坂浜２３８
54 相模女子大学 学校法人　相模女子大学 252-0383 相模原市南区文京２－１－１
55 佐野日本大学短期大学 学校法人　佐野日本大学学園 327-0821 佐野市高萩町１２９７
56 山陽女子短期大学 学校法人　山陽女学園 738-8504 廿日市市佐方本町１－１
57 滋賀短期大学 学校法人　純美禮学園 520-0803 大津市竜が丘２４－４
58 静岡英和学院大学短期大学部 学校法人　静岡英和女学院 422-8545 静岡市駿河区池田１７６９番地
59 実践女子大学 学校法人　実践女子学園 191-8510 日野市大坂上４－１－１
60 下関短期大学 学校法人　河野学園 750-8508 下関市桜山町１－１
61 修紅短期大学 学校法人　健康科学大学 021-0902 一関市萩荘字竹際４９－１
62 十文字学園女子大学 学校法人　十文字学園 352-8510 新座市菅沢２－１－２８
63 淑徳大学 学校法人　大乗淑徳学園 260-8703 千葉市中央区仁戸名町６７３
64 純真短期大学 学校法人　純真学園 815-8510 福岡市南区筑紫丘１－１－１
65 尚絅学院大学 学校法人　尚絅学院 981-1295 名取市ゆりが丘４－１０－１
66 昭和女子大学 学校法人　昭和女子大学 154-8533 世田谷区太子堂１－７－５７
67 女子栄養大学 学校法人　香川栄養学園 350-0288 坂戸市千代田３－９－２１
68 女子栄養大学短期大学部 学校法人　香川栄養学園 170-8481 豊島区駒込３－２４－３
69 仁愛女子短期大学 学校法人　福井仁愛学園 910-0124 福井市天池町４３－１－１
70 精華女子短期大学 学校法人　精華学園 812-0886 福岡市博多区南八幡町２－１２－１
71 聖徳大学 学校法人　東京聖徳学園 271-8555 松戸市岩瀬５５０
72 聖徳大学短期大学部 学校法人　東京聖徳学園 271-8555 松戸市岩瀬５５０
73 西南女学院大学 学校法人　西南女学院 803-0835 北九州市小倉北区井堀１－３－５
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74 聖霊女子短期大学 学校法人　聖霊学園 011-0937 秋田市寺内高野１０－３３
75 仙台白百合女子大学 学校法人　白百合学園 981-3107 仙台市泉区本田町６－１
76 千里金蘭大学 学校法人　金蘭会学園 565-0873 吹田市藤白台５－２５－１
77 園田学園女子大学 学校法人　園田学園 661-8520 尼崎市南塚口町７－２９－１
78 園田学園女子大学短期大学部 学校法人　園田学園 661-8520 尼崎市南塚口町７－２９－１
79 高崎健康福祉大学 学校法人　高崎健康福祉大学 370-0033 高崎市中大類町３７－１
80 中京学院大学短期大学部 学校法人　安達学園 509-6192 瑞浪市土岐町２２１６
81 帝京短期大学 学校法人　冲永学園 151-0071 渋谷区本町６－３１－１
82 帝京平成大学 学校法人　帝京平成大学 170-8445 豊島区東池袋２－５１－４
83 帝塚山学院大学 学校法人　帝塚山学院 590-0113 堺市南区晴美台４－２－２
84 帝塚山大学 学校法人　帝塚山学園 631-8585 奈良市学園南３－１－３
85 戸板女子短期大学 学校法人　戸板学園 105-0014 港区芝２－２１－１７
86 東海学園大学 学校法人　東海学園 468-8514 名古屋市天白区中平２－９０１
87 東京医療保健大学 学校法人　青葉学園 154-8568 世田谷区世田谷３－１１－３
88 東京家政学院大学 学校法人　東京家政学院 102-8341 千代田区三番町２２
89 東京家政大学 学校法人　渡辺学園 173-8602 板橋区加賀１－１８－１
90 東京家政大学短期大学部 学校法人　渡辺学園 173-8602 板橋区加賀１－１８－１
91 東京聖栄大学 学校法人　東京聖栄大学 124-8530 葛飾区西新小岩１－４－６
92 東京農業大学 学校法人　東京農業大学 156-8502 世田谷区桜丘１－１－１
93 同志社女子大学 学校法人　同志社 602-0893 京都市上京区今出川通寺町西入
94 東洋大学 学校法人　東洋大学 374-0193 邑楽郡板倉町泉野１－１－１
95 徳島文理大学 学校法人　村崎学園 770-8514 徳島市山城町西浜傍示１８０
96 徳島文理大学短期大学部 学校法人　村崎学園 770-8514 徳島市山城町西浜傍示１８０
97 常葉大学 学校法人　常葉学園 431-2102 浜松市北区都田町1230番地
98 鳥取短期大学 学校法人　藤田学院 682-8555 倉吉市福庭８５４
99 長野女子短期大学 学校法人　長野家政学園 380-0803 長野市三輪９－１１－２９
100 中村学園大学 学校法人　中村学園 814-0198 福岡市城南区別府５－７－１
101 中村学園大学短期大学部 学校法人　中村学園 814-0198 福岡市城南区別府５－７－１
102 名古屋経済大学 学校法人　市邨学園 484-8504 犬山市字内久保６１－１
103 名古屋女子大学 学校法人　越原学園 467-8610 名古屋市瑞穂区汐路町３－４０
104 名古屋文理大学 学校法人　滝川学園 492-8520 稲沢市稲沢町前田３６５
105 名古屋文理大学短期大学部 学校法人　滝川学園 451-0077 名古屋市西区笹塚町２－１
106 奈良佐保短期大学 学校法人　佐保会学園 630-8566 奈良市鹿野園町８０６
107 新潟医療福祉大学 学校法人　新潟総合学園 950-3198 新潟市北区島見町１３９８
108 新潟青陵大学短期大学部 学校法人　新潟青陵学園 951-8121 新潟市中央区水道町１－５９３９
109 新渡戸文化短期大学 学校法人　新渡戸文化学園 164-8638 中野区本町６－３８－１
110 日本女子大学 学校法人　日本女子大学 112-8681 文京区目白台２－８－１
111 日本大学 学校法人　日本大学 252-0880 藤沢市亀井野１８６６
112 日本大学短期大学部 学校法人　日本大学 411-8555 三島市文教町２－３１－１４５
113 人間総合科学大学 学校法人　早稲田医療学園 339-8539 さいたま市岩槻区馬込１２８８
114 函館短期大学 学校法人　野又学園 042-0955 函館市高丘町５２－１
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115 羽衣国際大学 学校法人　羽衣学園 592-8344 堺市西区浜寺南町１－８９－１
116 東筑紫短期大学 学校法人　東筑紫学園 803-8511 北九州市小倉北区下到津５－１－１
117 兵庫大学 学校法人　睦学園 675-0195 加古川市平岡町新在家２３０１
118 広島文化学園短期大学 学校法人　広島文化学園 731-0136 広島市安佐南区長束西３－５－１
119 福岡女子短期大学 学校法人　九州学園 818-0193 太宰府市五条４－１６－１
120 福島大学 国立大学法人　福島大学 960-1296 福島市金谷川１番地
121 藤女子大学 学校法人　藤学園 061-3204 石狩市花川南４条５丁目
122 文教大学 学校法人　文教大学学園 253-8550 茅ケ崎市行谷１１００
123 別府大学 学校法人　別府大学 874-8501 別府市北石垣８２
124 別府大学短期大学部 学校法人　別府大学 874-8501 別府市北石垣８２
125 北陸学院大学短期大学部 学校法人　北陸学院 920-1396 金沢市三小牛町イ１１
126 松本大学 学校法人　松商学園 390-1295 松本市新村２０９５－１
127 南九州大学 学校法人　南九州学園 880-0032 宮崎市霧島５－１－２
128 美作大学短期大学部 学校法人　美作学園 708-8511 津山市北園町５０
129 武蔵丘短期大学 学校法人　後藤学園 355-0154 比企郡吉見町南吉見１１１－１
130 安田女子大学 学校法人　安田学園 731-0153 広島市安佐南区安東６－１３－１
131 酪農学園大学 学校法人　酪農学園 069-8501 江別市文京台緑町５８２
132 和洋女子大学 学校法人　和洋学園 272-8533 市川市国府台２－３－１
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