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2436 愛国学園大学 あいこくがくえんだいがく

2166 愛知医科大学 あいちいかだいがく

2167 愛知学院大学 あいちがくいんだいがく

2169 愛知学泉大学 あいちがくせんだいがく

0044 愛知教育大学 あいちきょういくだいがく

1012 愛知県立芸術大学 あいちけんりつげいじゅつだいがく

1095 愛知県立大学 あいちけんりつだいがく

2470 愛知工科大学 あいちこうかだいがく

2168 愛知工業大学 あいちこうぎょうだいがく

2384 愛知産業大学 あいちさんぎょうだいがく

2301 愛知淑徳大学 あいちしゅくとくだいがく

2540 愛知新城大谷大学 あいちしんしろおおたにだいがく

2165 愛知大学 あいちだいがく

2491 愛知東邦大学 あいちとうほうだいがく

2438 愛知文教大学 あいちぶんきょうだいがく

2390 愛知みずほ大学 あいちみずほだいがく

1045 会津大学 あいづだいがく

2546 藍野大学 あいのだいがく

1064 青森県立保健大学 あおもりけんりつほけんだいがく

1044 青森公立大学 あおもりこうりつだいがく

2012 青森大学 あおもりだいがく

2051 青山学院大学 あおやまがくいんだいがく

2435 青森中央学院大学 あおやまちゅうおうがくいんだいがく

2548 秋田看護福祉大学 あきたかんごふくしだいがく

1065 秋田県立大学 あきたけんりつだいがく

1102 秋田公立美術大学 あきたこうりつびじゅつだいがく

0012 秋田大学 あきただいがく

0006 旭川医科大学 あさひかわいかだいがく

2001 旭川大学 あさひかわだいがく

2162 朝日大学 あさひだいがく

2141 麻布大学 あざぶだいがく

2052 亜細亜大学 あじあだいがく

2030 足利工業大学 あしかがこうぎょうだいがく

2229 芦屋大学 あしやだいがく

2034 跡見学園女子大学 あとみがくえんじょしだいがく

1071 石川県立看護大学 いしかわけんりつかんごだいがく

1087 石川県立大学 いしかわけんりつだいがく

2360 石巻専修大学 いしのまきせんしゅうだいがく

2028 茨城キリスト教大学 いばらききりすときょうだいがく

1051 茨城県立医療大学 いばらきけんりついりょうだいがく

0015 茨城大学 いばらきだいがく

2336 いわき明星大学 いわきめいせいだいがく

2016 岩手医科大学 いわていかだいがく

1060 岩手県立大学 いわてけんりつだいがく

0009 岩手大学 いわてだいがく

2589 植草学園大学 うえくさがくえんだいがく

2053 上野学園大学 うえのがくえんだいがく

2449 宇都宮共和大学 うつのみやきょうわだいがく

0017 宇都宮大学 うつのみやだいがく

2512 宇部フロンティア大学 うべふろんてぃあだいがく

2517 浦和大学 うらわだいがく

2561 映画専門大学院大学 えいがせんもんだいがくいんだいがく

2230 英知大学 えいちだいがく

2598 SBI大学院大学 えすびーあいだいがくいんだいがく

2368 江戸川大学 えどがわだいがく

1081 愛媛県立医療技術大学 えひめけんりついりょうぎじゅつだいがく

0066 愛媛大学 えひめだいがく

2258 エリザベト音楽大学 えりざべとおんがくだいがく

2027 奥羽大学 おううだいがく

2439 桜花学園大学 おうかがくえんだいがく

2217 追手門学院大学 おうてもんがくいんだいがく

2055 桜美林大学 おうびりんだいがく

1063 大分県立看護科学大学 おおいたけんりつかんごかがくだいがく

0108 大分大学 おおいただいがく
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2553 大阪青山大学 おおさかあおやまだいがく

2202 大阪医科大学 おおさかいかだいがく

2216 大阪大谷大学 おおさかおおたにだいがく

2203 大阪音楽大学 おおさかおんがくだいがく

2204 大阪学院大学 おおさかがくいんだいがく

2568 大阪河﨑リハビリテーション大学 おおさかかわさきりはびりてーしょんだいがく

2475 大阪観光大学 おおさかかんこうだいがく

0053 大阪教育大学 おおさかきょういくだいがく

2205 大阪経済大学 おおさかけいざいだいがく

2206 大阪経済法科大学 おおさかけいざいほうかだいがく

2207 大阪芸術大学 おおさかげいじゅつだいがく

2208 大阪工業大学 おおさかこうぎょうだいがく

2355 大阪国際大学 おおさかこくさいだいがく

2209 大阪産業大学 おおさかさんぎょうだいがく

2210 大阪歯科大学 おおさかしかだいがく

2211 大阪樟蔭女子大学 おおさかしょういんじょしだいがく

2212 大阪商業大学 おおさかしょうぎょうだいがく

2542 大阪女学院大学 おおさかじょがくいんだいがく

1017 大阪女子大学 おおさかじょしだいがく

1018 大阪市立大学 おおさかしりつだいがく

2523 大阪成蹊大学 おおさかせいけいだいがく

2569 大阪総合保育大学 おおさかそうごうほいくだいがく

2213 大阪体育大学 おおさかたいいくだいがく

0051 大阪大学 おおさかだいがく

2214 大阪電気通信大学 おおさかでんきつうしんだいがく

2493 大阪人間科学大学 おおさかにんげんかがくだいがく

2613 大阪物療大学 おおさかぶつりょうだいがく

1083 大阪府立大学 おおさかふりつだいがく

2605 大阪保健医療大学 おおさかほけんいりょうだいがく

2215 大阪薬科大学 おおさかやくかだいがく

2623 大阪行岡医療大学 おおさかゆきおかいりょうだいがく

2186 大谷大学 おおたにだいがく

2054 大妻女子大学 おおつまじょしだいがく

2231 大手前大学 おおてまえだいがく

2573 大原大学院大学 おおはらだいがくいんだいがく

2533 大宮法科大学院大学 おおみやほうかだいがくいんだいがく

2627 岡崎女子大学 おかざきじょしだいがく

2510 岡山学院大学 おかやまがくいんだいがく

1047 岡山県立大学 おかやまけんりつだいがく

2252 岡山商科大学 おかやましょうかだいがく

0061 岡山大学 おかやまだいがく

2253 岡山理科大学 おかやまりかだいがく

2625 沖縄科学技術大学院大学 おきなわかがくぎじゅつだいがくいんだいがく

2543 沖縄キリスト教学院大学 おきなわきりすときょうがくいんだいがく

1068 沖縄県立看護大学 おきなわけんりつかんごだいがく

1036 沖縄県立芸術大学 おきなわけんりつげいじゅつだいがく

2298 沖縄国際大学 おきなわこくさいだいがく

2297 沖縄大学 おきなわだいがく

0004 小樽商科大学 おたるしょうかだいがく

0031 お茶の水女子大学 おちゃのみずじょしだいがく

1076 尾道市立大学 おのみちしりつだいがく

0005 帯広畜産大学 おびひろちくさんだいがく

2487 嘉悦大学 かえつだいがく

1080 香川県立保健医療大学 かがわけんりつほけんいりょうだいがく

0105 香川大学 かがわだいがく

2437 学習院女子大学 がくしゅういんじょしだいがく

2056 学習院大学 がくしゅういんだいがく

2295 鹿児島国際大学 かごしまこくさいだいがく

2406 鹿児島純心女子大学 かごしまじゅんしんじょしだいがく

0077 鹿児島大学 かごしまだいがく

2325 活水女子大学 かっすいじょしだいがく

1078 神奈川県立保健福祉大学 かながわけんりつほけんふくしだいがく

2299 神奈川工科大学 かながわこうかだいがく

2143 神奈川歯科大学 かながわしかだいがく
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2142 神奈川大学 かながわだいがく

2154 金沢医科大学 かなざわいかだいがく

2340 金沢学院大学 かなざわがくいんだいがく

2156 金沢工業大学 かなざわこうぎょうだいがく

2155 金沢星稜大学 かなざわせいりょうだいがく

0037 金沢大学 かなざわだいがく

1006 金沢美術工芸大学 かなざわびじゅつこうげいだいがく

0096 鹿屋体育大学 かのやたいいくだいがく

2145 鎌倉女子大学 かまくらじょしだいがく

2618 亀田医療大学 かめだいりょうだいがく

2254 川崎医科大学 かわさきいかだいがく

2379 川崎医療福祉大学 かわさきいりょうふくしだいがく

2347 川村学園女子大学 かわむらがくえんじょしだいがく

2219 関西医科大学 かんさいいかだいがく

2524 関西医療大学 かんさいいりょうだいがく

2220 関西外国語大学 かんさいがいこくごだいがく

2571 関西看護医療大学 かんさいかんごいりょうだいがく

2441 関西国際大学 かんさいこくさいだいがく

2218 関西大学 かんさいだいがく

2429 関西福祉科学大学 かんさいふくしかがくだいがく

2430 関西福祉大学 かんさいふくしだいがく

2232 関西学院大学 かんせいがくいんだいがく

2582 環太平洋大学 かんたいへいようだいがく

2338 神田外語大学 かんだがいごだいがく

2144 関東学院大学 かんとうがくいんだいがく

2305 関東学園大学 かんとうがくえんだいがく

2527 幾央大学 きおうだいがく

1028 北九州市立大学 きたきゅうしゅうしりつだいがく

2057 北里大学 きたざとだいがく

0007 北見工業大学 きたみこうぎょうだいがく

2372 吉備国際大学 きびこくさいだいがく

2567 岐阜医療科学大学 ぎふいりょうかがくだいがく

2161 岐阜経済大学 ぎふけいざいだいがく

1072 岐阜県立看護大学 ぎふけんりつかんごだいがく

2164 岐阜聖徳学園大学 ぎふしょうとくがくえんだいがく

2163 岐阜女子大学 ぎふじょしだいがく

0041 岐阜大学 ぎふだいがく

1008 岐阜薬科大学 ぎふやくかだいがく

2495 九州栄養福祉大学 きゅうしゅうえいようふくしだいがく

2445 九州看護福祉大学 きゅうしゅうかんごふくしだいがく

2273 九州共立大学 きゅうしゅうきょうりつだいがく

0071 九州工業大学 きゅうしゅうこうぎょうだいがく

2286 九州国際大学 きゅうしゅうこくさいだいがく

2274 九州産業大学 きゅうしゅうさんぎょうだいがく

1029 九州歯科大学 きゅうしゅうしかだいがく

2443 九州情報大学 きゅうしゅうじょうほうだいがく

2275 九州女子大学 きゅうしゅうじょしだいがく

0069 九州大学 きゅうしゅうだいがく

2458 九州保健福祉大学 きゅうしゅうほけんふくしだいがく

2432 九州ルーテル学院大学 きゅうしゅうるーてるがくいんだいがく

2451 共愛学園前橋国際大学 きょうあいがくえんまえばしこくさいだいがく

2484 共栄大学 きょうえいだいがく

2577 京都医療科学大学 きょうといりょうかがくだいがく

2187 京都外国語大学 きょうとがいこくごだいがく

2188 京都学園大学 きょうとがくえんだいがく

2612 京都華頂大学 きょうとかちょうだいがく

0049 京都教育大学 きょうときょういくだいがく

2192 京都光華女子大学 きょうとこうかじょしだいがく

0050 京都工芸繊維大学 きょうとこうげいせんいだいがく

2492 京都嵯峨芸術大学 きょうとさがげいじゅつだいがく

2189 京都産業大学 きょうとさんぎょうだいがく

2547 京都情報大学院大学 きょうとじょうほうだいがくいんだいがく

2190 京都女子大学 きょうとじょしだいがく

1014 京都市立芸術大学 きょうとしりつげいじゅつだいがく
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2317 京都精華大学 きょうとせいかだいがく

2378 京都造形芸術大学 きょうとぞうけいげいじゅつだいがく

0048 京都大学 きょうとだいがく

2194 京都橘大学 きょうとたちばなだいがく

2197 京都ノートルダム女子大学 きょうとのーとるだむじょしだいがく

2622 京都美術工芸大学 きょうとびじゅつこうげいだいがく

1016 京都府立医科大学 きょうとふりついかだいがく

1015 京都府立大学 きょうとふりつだいがく

2424 京都文教大学 きょうとぶんきょうだいがく

2191 京都薬科大学 きょうとやっかだいがく

2058 共立女子大学 きょうりつじょしだいがく

2060 杏林大学 きょうりんだいがく

2588 桐生大学 きりゅうだいがく

2221 近畿大学 きんきだいがく

2170 金城学院大学 きんじょうがくいんだいがく

2467 金城大学 きんじょうだいがく

2581 近大姫路大学 きんだいひめじだいがく

1038 釧路公立大学 くしろこうりつだいがく

2061 国立音楽大学 くにたちおんがくだいがく

2291 熊本学園大学 くまもとがくえんだいがく

1032 熊本県立大学 くまもとけんりつだいがく

0074 熊本大学 くまもとだいがく

2528 熊本保険科学大学 くまもとほけんかがくだいがく

2414 倉敷芸術科学大学 くらしきげいじゅつかがくだいがく

2255 くらしき作陽大学 くらしきさくようだいがく

2308 久留米工業大学 くるめこうぎょうだいがく

2276 久留米大学 くるめだいがく

2562 グロービス経営大学院大学 ぐろーびすけいえいだいがくいんだいがく

2499 群馬医療福祉大学 ぐんまいりょうふくしだいがく

1086 群馬県立県民健康科学大学 ぐんまけんりつけんみんけんこうかがくだいがく

1034 群馬県立女子大学 ぐんまけんりつじょしだいがく

0018 群馬大学 ぐんまだいがく

2549 群馬パース大学 ぐんまぱーすだいがく

2044 敬愛大学 けいあいだいがく

2062 慶應義塾大学 けいおうぎじゅくだいがく

2349 恵泉女学園大学 けいせんじょがくえんだいがく

2375 敬和学園大学 けいわがくえんだいがく

2519 健康科学大学 けんこうかがくだいがく

1084 県立広島大学 けんりつひろしまだいがく

2063 工学院大学 こうがくいんだいがく

2185 皇學館大学 こうがくかんだいがく

2233 甲子園大学 こうしえんだいがく

1027 高知県立大学 こうちけんりつだいがく

1096 高知工科大学 こうちこうかだいがく

0106 高知大学 こうちだいがく

2235 甲南女子大学 こうなんじょしだいがく

2234 甲南大学 こうなんだいがく

2476 神戸医療福祉大学 こうべいりょうふくしだいがく

2236 神戸海星女子学院大学 こうべかいせいじょしがくいんだいがく

2237 神戸学院大学 こうべがくいんだいがく

2365 神戸芸術工科大学 こうべげいじゅつこうかだいがく

2247 神戸国際大学 こうべこくさいだいがく

1020 神戸市外国語大学 こうべしがいこくごだいがく

1055 神戸市看護大学 こうべしかんごだいがく

2579 神戸夙川学院大学 こうべしゅくがわがくいんだいがく

2241 神戸松蔭女子学院大学 こうべしょういんじょしがくいんだいがく

2558 神戸情報大学院大学 こうべじょうほうだいがくいんだいがく

2238 神戸女学院大学 こうべじょがくいんだいがく

2239 神戸女子大学 こうべじょしだいがく

2242 神戸親和女子大学 こうべしんわじょしだいがく

0054 神戸大学 こうべだいがく

2594 神戸常盤大学 こうべときわだいがく

2555 神戸ファッション造形大学 こうべふぁっしょんぞうけいだいがく

2240 神戸薬科大学 こうべやくかだいがく
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2456 神戸山手大学 こうべやまてだいがく

2251 高野山大学 こうやさんだいがく

1069 公立はこだて未来大学 こうりつはこだてみらいだいがく

2026 郡山女子大学 こおりやまじょしだいがく

2064 国学院大学 こくがくいんだいがく

2409 国際医療福祉大学 こくさいいりょうふくしだいがく

1079 国際教養大学 こくさいきょうようだいがく

2065 国際基督教大学 こくさいきりすときょうだいがく

2326 国際大学 こくさいだいがく

2421 国際仏教学大学院大学 こくさいぶっきょうがくだいがくいんだいがく

2330 国際武道大学 こくさいぶどうだいがく

2066 国士館大学 こくしかんだいがく

2602 こども教育宝仙大学 こどもきょういくほうせんだいがく

2388 駒沢女子大学 こまざわじょしだいがく

2067 駒澤大学 こまざわだいがく

2036 埼玉医科大学 さいたまいかだいがく

2485 埼玉学園大学 さいたまがくえんだいがく

1066 埼玉県立大学 さいたまけんりつだいがく

2306 埼玉工業大学 さいたまこうぎょうだいがく

0019 埼玉大学 さいたまだいがく

2584 サイバー大学 さいばーだいがく

0107 佐賀大学 さがだいがく

2147 相模女子大学 さがみじょしだいがく

2361 作新学院大学 さくしんがくいんだいがく

2591 佐久大学 さくだいがく

1001 札幌医科大学 さっぽろいかだいがく

2559 札幌大谷大学 さっぽろおおたにだいがく

2003 札幌学院大学 さっぽろがくいんだいがく

2386 札幌国際大学 さっぽろこくさいだいがく

1090 札幌市立大学 さっぽろしりつだいがく

2002 札幌大学 さっぽろだいがく

2626 札幌保健医療大学 さっぽろほけんいりょうだいがく

2590 三育学院大学 さんいくがくいんだいがく

2314 産業医科大学 さんぎょういかだいがく

1091 産業技術大学院大学 さんぎょうぎじゅつだいがくいんだいがく

2315 産業能率大学 さんぎょうのうりつだいがく

2400 山陽学園大学 さんようがくえんだいがく

0080 滋賀医科大学 しがいかだいがく

2174 至学館大学 しがくかんだいがく

2318 志學館大学 しがくかんだいがく

1054 滋賀県立大学 しがけんりつだいがく

0047 滋賀大学 しがだいがく

2620 事業構想大学院大学 じぎょうこうそうだいがくいんだいがく

2566 事業創造大学院大学 じぎょうそうぞうだいがくいんだいがく

2616 滋慶医療科学大学院大学 じけいいりょうかがくだいがくいんだいがく

2271 四国学院大学 しこくがくいんだいがく

2269 四国大学 しこくだいがく

2554 四条畷学園大学 しじょうなわてがくえんだいがく

2506 静岡英和学院大学 しずおかえいわがくいんだいがく

1037 静岡県立大学 しずおかけんりつだいがく

2398 静岡産業大学 しずおかさんぎょうだいがく

0042 静岡大学 しずおかだいがく

2538 静岡福祉大学 しずおかふくしだいがく

1098 静岡文化芸術大学 しずおかぶんかげいじゅつだいがく

2376 静岡理工科大学 しずおかりこうかだいがく

2031 自治医科大学 じちいかだいがく

2068 実践女子大学 じっせんじょしだいがく

2222 四天王寺大学 してんのうじだいがく

2069 芝浦工業大学 しばうらこうぎょうだいがく

1073 島根県立大学 しまねけんりつだいがく

0104 島根大学 しまねだいがく

1026 下関市立大学 しものせきしりつだいがく

2319 就実大学 しゅうじつだいがく

2592 修文大学 しゅうぶんだいがく
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2346 秀明大学 しゅうめいだいがく

2419 十文字学園女子大学 じゅうもんじがくえんじょしだいがく

2043 淑徳大学 しゅくとくだいがく

2193 種智院大学 しゅちいんだいがく

1085 首都大学東京 しゅとだいがくとうきょう

2615 純真学園大学 じゅんしんがくえんだいがく

2070 順天堂大学 じゅんてんどうだいがく

2465 松蔭大学 しょういんだいがく

0089 上越教育大学 じょうえつきょういくだいがく

2515 尚絅学院大学 しょうけいがくいんだいがく

2304 尚絅大学 しょうけいだいがく

2381 城西国際大学 じょうさいこくさいだいがく

2037 城西大学 じょうさいだいがく

2071 上智大学 じょうちだいがく

2146 湘南工科大学 しょうなんこうかだいがく

2462 尚美学園大学 しょうびがくえんだいがく

2033 上武大学 じょうぶだいがく

1075 情報科学芸術大学院大学 じょうほうかがくげいじゅつだいがくいんだいがく

2537 情報セキュリティ大学院大学 じょうほうせきゅりてぃだいがくいんだいがく

2331 昭和音楽大学 しょうわおんがくだいがく

2073 昭和女子大学 しょうわじょしだいがく

2072 昭和大学 しょうわだいがく

2074 昭和薬科大学 しょうわやくかだいがく

2075 女子栄養大学 じょしえいようだいがく

2076 女子美術大学 じょしびじゅつだいがく

2550 白梅学園大学 しらうめがくえんだいがく

2077 白百合女子大学 しらゆりじょしだいがく

2490 仁愛大学 じんあいだいがく

0040 信州大学 しんしゅうだいがく

2078 杉野服飾大学 すぎのふくしょくだいがく

2171 椙山女学園大学 すぎやまじょがくえんだいがく

2377 鈴鹿医療科学大学 すずかいりょうかがくだいがく

2399 鈴鹿国際大学 すずかこくさいだいがく

2337 駿河台大学 するがだいだいがく

2504 諏訪東京理科大学 すわとうきょうりかだいがく

2391 成安造形大学 せいあんぞうけいだいがく

2344 聖学院大学 せいがくいんだいがく

2357 聖カタリナ大学 せいかたりなだいがく

2079 成蹊大学 せいけいだいがく

0100 政策研究大学院大学 せいさくけんきゅうだいがくいんだいがく

2529 星槎大学 せいさだいがく

2080 成城大学 せいじょうだいがく

2507 星城大学 せいじょうだいがく

2081 聖心女子大学 せいしんじょしだいがく

2518 清泉女学院大学 せいせんじょがくいんだいがく

2082 清泉女子大学 せいせんじょしだいがく

2520 聖泉大学 せいせんだいがく

2367 聖徳大学 せいとくだいがく

2277 西南学院大学 せいなんがくいんだいがく

2403 西南女学院大学 せいなんじょがくいんだいがく

2474 成美大学 せいびだいがく

2452 西武文理大学 せいぶぶんりだいがく

2535 聖母大学 せいぼだいがく

2572 聖マリア学院大学 せいまりあがくいんだいがく

2148 聖マリアンナ医科大学 せいまりあんないかだいがく

2383 聖隷クリストファー大学 せいれいくりすとふぁーだいがく

2083 聖路加国際大学 せいろかこくさいだいがく

2243 聖和大学 せいわだいがく

2394 清和大学 せいわだいがく

2302 摂南大学 せつなんだいがく

2084 専修大学 せんしゅうだいがく

2149 洗足学園音楽大学 せんぞくがくえんおんがくだいがく

2417 仙台白百合女子大学 せんだいしらゆりじょしだいがく

2018 仙台大学 せんだいだいがく
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2525 千里金蘭大学 せんりきんらんだいがく

2223 相愛大学 そうあいだいがく

2085 創価大学 そうかだいがく

0097 総合研究大学院大学 そうごうけんきゅうだいがくいんだいがく

2290 崇城大学 そうじょうだいがく

2530 創造学園大学 そうぞうがくえんだいがく

2244 園田学園女子大学 そのだがくえんじょしだいがく

2296 第一工業大学 だいいちこうぎょうだいがく

2279 第一薬科大学 だいいちやくかだいがく

2086 大正大学 たいしょうだいがく

2440 太成学院大学 たいせいがくいんだいがく

2172 大同大学 だいどうだいがく

2087 大東文化大学 だいとうぶんかだいがく

2364 高岡法科大学 たかおかほうかだいがく

1003 高崎経済大学 たかさきけいざいだいがく

2482 高崎健康福祉大学 たかさきけんこうふくしだいがく

2483 高崎商科大学 たかさきしょうかだいがく

2088 高千穂大学 たかちほだいがく

2426 高松大学 たかまつだいがく

2614 宝塚医療大学 たからづかいりょうだいがく

2341 宝塚大学 たからづかだいがく

2089 拓殖大学 たくしょくだいがく

2090 玉川大学 たまがわだいがく

2362 多摩大学 たまだいがく

2091 多摩美術大学 たまびじゅつだいがく

2358 筑紫女学園大学 ちくしじょがくえんだいがく

2433 千歳科学技術大学 ちとせかがくぎじゅつだいがく

2534 千葉科学大学 ちばかがくだいがく

2345 千葉経済大学 ちばけいざいだいがく

1093 千葉県立保健医療大学 ちばけんりつほけんいりょうだいがく

2045 千葉工業大学 ちばこうぎょうだいがく

2046 千葉商科大学 ちばしょうかだいがく

0020 千葉大学 ちばだいがく

2047 中央学院大学 ちゅうおうがくいんだいがく

2092 中央大学 ちゅうおうだいがく

2389 中京学院大学 ちゅうきょうがくいんだいがく

2173 中京大学 ちゅうきょうだいがく

2511 中国学園大学 ちゅうごくがくえんだいがく

2175 中部大学 ちゅうぶだいがく

2428 中部学院大学 ちゅうぶんがくいんだいがく

2418 筑波学院大学 つくばがくいんだいがく

0111 筑波技術大学 つくばぎじゅつだいがく

2392 つくば国際大学 つくばこくさいだいがく

0016 筑波大学 つくばだいがく

2093 津田塾大学 つだじゅくだいがく

1007 都留文科大学 つるぶんかだいがく

2150 鶴見大学 つるみだいがく

2369 帝京科学大学 ていきょうかがくだいがく

2094 帝京大学 ていきょうだいがく

2339 帝京平成大学 ていきょうへいせいだいがく

2545 デジタルハリウッド大学 でじたるはりうっどだいがく

2225 帝塚山学院大学 てづかやまがくいんだいがく

2248 帝塚山大学 てづかやまだいがく

2502 田園調布学園大学 でんえんちょうふがくえんだいがく

0032 電気通信大学 でんきつうしんだいがく

2459 天使大学 てんしだいがく

2624 天理医療大学 てんりいりょうだいがく

2249 天理大学 てんりだいがく

2099 東京家政学院大学 というきょうかせいがくいんだいがく

2267 東亜大学 とうあだいがく

2350 桐蔭横浜大学 とういんよこはまだいがく

2323 東海学院大学 とうかいがくいんだいがく

2412 東海学園大学 とうかいがくえんだいがく

2095 東海大学 とうかいだいがく
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2603 東京有明医療大学 とうきょうありあけいりょうだいがく

0022 東京医科歯科大学 とうきょういかしかだいがく

2096 東京医科大学 とうきょういかだいがく

2619 東京医療学院大学 とうきょういりょうがくいんだいがく

2551 東京医療保健大学 とうきょういりょうほけんだいがく

2097 東京音楽大学 とうきょうおんがくだいがく

0023 東京外国語大学 とうきょうがいこくごだいがく

0102 東京海洋大学 とうきょうかいようだいがく

0024 東京学芸大学 とうきょうがくげいだいがく

2098 東京家政大学 とうきょうかせいだいがく

2366 東京基督教大学 とうきょうきりすときょうだいがく

2100 東京経済大学 とうきょうけいざいだいがく

0026 東京芸術大学 とうきょうげいじゅつだいがく

2334 東京工科大学 とうきょうこうかだいがく

0028 東京工業大学 とうきょうこうぎょうだいがく

2151 東京工芸大学 とうきょうこうげいだいがく

2035 東京国際大学 とうきょうこくさいだいがく

2101 東京歯科大学 とうきょうしかだいがく

2102 東京慈恵会医科大学 とうきょうじけいかいいかだいがく

2422 東京純心女子大学 とうきょうじゅんしんじょしだいがく

2348 東京情報大学 とうきょうじょうほうだいがく

2500 東京女学館大学 とうきょうじょがっかんだいがく

2104 東京女子医科大学 とうきょうじょしいかだいがく

2105 東京女子体育大学 とうきょうじょしたいいくだいがく

2103 東京女子大学 とうきょうじょしだいがく

2106 東京神学大学 とうきょうしんがくだいがく

2552 東京聖栄大学 とうきょうせいえいだいがく

2387 東京成徳大学 とうきょうせいとくだいがく

2107 東京造形大学 とうきょうぞうけいだいがく

0021 東京大学 とうきょうだいがく

2108 東京電機大学 とうきょうでんきだいがく

2129 東京都市大学 とうきょうとしだいがく

2109 東京農業大学 とうきょうのうぎょうだいがく

0025 東京農工大学 とうきょうのうこうだいがく

2461 東京福祉大学 とうきょうふくしだいがく

2501 東京富士大学 とうきょうふじだいがく

2575 東京未来大学 とうきょうみらいだいがく

2110 東京薬科大学 とうきょうやくかだいがく

2111 東京理科大学 とうきょうりかだいがく

2196 同志社女子大学 どうししゃじょしだいがく

2195 同志社大学 どうししゃだいがく

2601 東都医療大学 とうといりょうだいがく

2312 道都大学 どうとだいがく

2039 東邦音楽大学 とうほうおんがくだいがく

2113 桐朋学園大学 とうほうがくえんだいがく

2453 桐朋学園大学院大学 とうほうがくえんだいがくいんだいがく

2112 東邦大学 とうほうだいがく

2176 同朋大学 どうほうだいがく

2019 東北学院大学 とうほくがくいんだいがく

2380 東北芸術工科大学 とうほくげいじゅつこうかだいがく

2481 東北公益文化大学 とうほくこうえきぶんかだいがく

2020 東北工業大学 とうほくこうぎょうだいがく

2013 東北女子大学 とうほくじょしだいがく

2023 東北生活文化大学 とうほくせいかつぶんかだいがく

0010 東北大学 とうほくだいがく

2021 東北福祉大学 とうほくふくしだいがく

2448 東北文化学園大学 とうほくぶんかがくえんだいがく

2607 東北文教大学 とうほくぶんきょうだいがく

2022 東北薬科大学 とうほくやくかだいがく

2363 東洋英和女学院大学 とうようえいわじょがくいんだいがく

2382 東洋学園大学 とうようがくえんだいがく

2114 東洋大学 とうようだいがく

2455 常磐会学園大学 ときわかいがくえんだいがく

2328 常磐大学 ときわだいがく
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0064 徳島大学 とくしまだいがく

2270 徳島文理大学 とくしまぶんりだいがく

2266 徳山大学 とくやまだいがく

2320 常葉大学 とこはだいがく

2032 獨協医科大学 どっきょういかだいがく

2040 獨協大学 どっきょうだいがく

1101 鳥取環境大学 とっとりかんきょうだいがく

0059 鳥取大学 とっとりだいがく

2434 苫小牧駒澤大学 とまこまいこまざわだいがく

1040 富山県立大学 とやまけんりつだいがく

2370 富山国際大学 とやまこくさいだいがく

0110 富山大学 とやまだいがく

2324 豊田工業大学 とよたこうぎょうだいがく

0085 豊橋技術科学大学 とよはしぎじゅつかがくだいがく

2423 豊橋創造大学 とよはしそうぞうだいがく

0084 長岡技術科学大学 ながおかぎじゅつかがくだいがく

2395 長岡造形大学 ながおかぞうけいだいがく

2488 長岡大学 ながおかだいがく

2514 長崎ウエスレヤン大学 ながさきうえすれやんだいがく

2497 長崎外国語大学 ながさきがいこくごだいがく

1031 長崎県立大学 ながさきけんりつだいがく

1092 長崎県立大学 ながさきけんりつだいがく

2479 長崎国際大学 ながさきこくさいだいがく

2404 長崎純心大学 ながさきじゅんしんだいがく

2288 長崎総合科学大学 ながさきそうごうかがくだいがく

0073 長崎大学 ながさきだいがく

1052 長野県看護大学 ながのけんかんごだいがく

2159 長野大学 ながのだいがく

2521 長浜バイオ大学 ながはまばいおだいがく

2281 中村学園大学 なかむらがくえんだいがく

2307 名古屋音楽大学 なごやおんがくだいがく

2353 名古屋外国語大学 なごやがいこくごだいがく

2177 名古屋学院大学 なごやがくいんだいがく

2508 名古屋学芸大学 なごやがくげいだいがく

2316 名古屋経済大学 なごやけいざいだいがく

2178 名古屋芸術大学 なごやげいじゅつだいがく

0045 名古屋工業大学 なごやこうぎょうだいがく

2471 名古屋産業大学 なごやさんぎょうだいがく

2179 名古屋商科大学 なごやしょうかだいがく

2180 名古屋女子大学 なごやじょしだいがく

1013 名古屋市立大学 なごやしりつだいがく

2371 名古屋造形大学 なごやぞうけいだいがく

0043 名古屋大学 なごやだいがく

2454 名古屋文理大学 なごやぶんりだいがく

1089 名寄市立大学 なよろしりつだいがく

0056 奈良教育大学 ならきょういくだいがく

1023 奈良県立医科大学 ならけんりついかだいがく

1041 奈良県立大学 ならけんりつだいがく

2332 奈良産業大学 ならさんぎょうだいがく

0057 奈良女子大学 ならじょしだいがく

0099 奈良先端科学技術大学院大学 ならせんたんかがくぎじゅつだいがくいんだいがく

2250 奈良大学 ならだいがく

0095 鳴門教育大学 なるときょういくだいがく

2182 南山大学 なんざんだいがく

2489 新潟医療福祉大学 にいがたいりょうふくしだいがく

2396 新潟経営大学 にいがたけいえいだいがく

1077 新潟県立看護大学 にいがたけんりつかんごだいがく

1094 新潟県立大学 にいがたけんりつだいがく

2410 新潟工科大学 にいがたこうかだいがく

2397 新潟国際情報大学 にいがたこくさいじょうほうだいがく

2351 新潟産業大学 にいがたさんぎょうだいがく

2466 新潟青陵大学 にいがたせいりょうだいがく

0035 新潟大学 にいがただいがく

2310 新潟薬科大学 にいがたやっかだいがく
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2586 新潟リハビリテーション大学 にいがたりはびりてーしょんだいがく

1097 新見公立大学 にいみこうりつだいがく

2287 西九州大学 にしきゅうしゅうだいがく

2282 西日本工業大学 にしにほんこうぎょうだいがく

2115 二松学舎大学 にしょうがくしゃだいがく

2600 日本赤十字秋田看護大学 にっぽんせきじゅうじあきたかんごだいがく

2117 日本医科大学 にほんいかだいがく

2574 日本医療科学大学 にほんいりょうかがくだいがく

2617 日本ウェルネススポーツ大学 にほんうぇるねすすぽーつだいがく

2611 日本映画大学 にほんえいがだいがく

2563 日本教育大学院大学 にほんきょういくだいがくいんだいがく

2278 日本経済大学 にほんけいざいだいがく

2041 日本工業大学 にほんこうぎょうだいがく

2118 日本歯科大学 にほんしかだいがく

2119 日本社会事業大学 にほんしゃかいじぎょうだいがく

2120 日本獣医生命科学大学 にほんじゅういせいめいかがくだいがく

2122 日本女子体育大学 にほんじょしたいいくだいがく

2121 日本女子大学 にほんじょしだいがく

2335 日本赤十字看護大学 にほんせきじゅうじかんごだいがく

2496 日本赤十字九州国際看護大学 にほんせきじゅうじきゅうしゅうこくさいかんごだいがく

2541 日本赤十字豊田看護大学 にほんせきじゅうじとよたかんごだいがく

2477 日本赤十字広島看護大学 にほんせきじゅうじひろしまかんごだいがく

2446 日本赤十字北海道看護大学 にほんせきじゅうじほっかいどうかんごだいがく

2123 日本体育大学 にほんたいいくだいがく

2116 日本大学 にほんだいがく

2464 日本橋学館大学 にほんばしがっかんだいがく

2183 日本福祉大学 にほんふくしだいがく

2313 日本文化大学 にほんぶんかだいがく

2292 日本文理大学 にほんぶんりだいがく

2608 日本保健医療大学 にほんほけんいりょうだいがく

2531 日本薬科大学 にほんやっかだいがく

2472 人間環境大学 にんげんかんきょうだいがく

2463 人間総合科学大学 にんげんそうごうかがくだいがく

2025 ノースアジア大学 のーすあじあだいがく

2256 ノートルダム清心女子大学 のーとるだむせいしんじょしだいがく

2226 梅花女子大学 ばいかじょしだいがく

2268 梅光学院大学 ばいこうがくいんだいがく

2333 白鴎大学 はくおうだいがく

2004 函館大学 はこだてだいがく

2509 羽衣国際大学 はごろもこくさいだいがく

2321 八戸学院大学 はちのへがくいんだいがく

2014 八戸工業大学 はちのへこうぎょうだいがく

2198 花園大学 はなぞのだいがく

0079 浜松医科大学 はままついかだいがく

2539 浜松学院大学 はままつがくいんだいがく

2352 浜松大学 はままつだいがく

2597 ハリウッド大学院大学 はりうっどだいがくいんだいがく

2227 阪南大学 はんなんだいがく

2526 東大阪大学 ひがしおおさかだいがく

2408 東日本国際大学 ひがしにほんこくさいだいがく

2557 光産業創成大学院大学 ひかりさんぎょうそうせいだいがくいんだいがく

2556 ビジネス・ブレークスルー大学 びじねす・ぶれーくするーだいがく

2401 比治山大学 ひじやまだいがく

0033 一橋大学 ひとつばしだいがく

2342 姫路獨協大学 ひめじどっきょうだいがく

2245 兵庫医科大学 ひょうごいかだいがく

2580 兵庫医療大学 ひょうごいりょうだいがく

0092 兵庫教育大学 ひょうごきょういくだいがく

1082 兵庫県立大学 ひょうごけんりつだいがく

2413 兵庫大学 ひょうごだいがく

2599 弘前医療福祉大学 ひろさきいりょうふくしだいがく

2015 弘前学院大学 ひろさきがくえんだいがく

0008 弘前大学 ひろさきだいがく

2259 広島経済大学 ひろしまけいざいだいがく
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1039 広島県立大学 ひろしまけんりつだいがく

2260 広島工業大学 ひろしまこうぎょうだいがく

2263 広島国際学院大学 ひろしまこくさいがくいんだいがく

2442 広島国際大学 ひろしまこくさいだいがく

2261 広島修道大学 ひろしましゅうどうだいがく

2262 広島女学院大学 ひろしまじょがくいんだいがく

1050 広島市立大学 ひろしましりつだいがく

0062 広島大学 ひろしまだいがく

2606 広島都市学園大学 ひろしまとしがくえんだいがく

2415 広島文化学園大学 ひろしまぶんかがくえんだいがく

2264 広島文教女子大学 ひろしまぶんきょうじょしだいがく

2604 びわこ学院大学 びわこがくいんだいがく

2522 びわこ成蹊スポーツ大学 びわこせいけいすぽーつだいがく

2425 プール学院大学 ぷーるがくいんだいがく

2152 フェリス女学院大学 ふぇりすじょがくいんだいがく

1042 福井県立大学 ふくいけんりつだいがく

2157 福井工業大学 ふくいこうぎょうだいがく

0103 福井大学 ふくいだいがく

2513 福岡医療福祉大学 ふくおかいりょうふくしだいがく

0068 福岡教育大学 ふくおかきょういくだいがく

1043 福岡県立大学 ふくおかけんりつだいがく

2284 福岡工業大学 ふくおかこうぎょうだいがく

2444 福岡国際大学 ふくおかこくさいだいがく

2285 福岡歯科大学 ふくおかしかだいがく

2595 福岡女学院看護大学 ふくおかじょがくいんかんごだいがく

2373 福岡女学院大学 ふくおかじょがくいんだいがく

1030 福岡女子大学 ふくおかじょしだいがく

2283 福岡大学 ふくおかだいがく

2516 福島学院大学 ふくしまがくいんだいがく

1002 福島県立医科大学 ふくしまけんりついかだいがく

0014 福島大学 ふくしまだいがく

1100 福山市立大学 ふくやましりつだいがく

2303 福山大学 ふくやまだいがく

2402 福山平成大学 ふくやまへいせいだいがく

2006 藤女子大学 ふじじょしだいがく

2017 富士大学 ふじだいがく

2181 藤田保健衛生大学 ふじたほけんえいせいだいがく

2469 富士常葉大学 ふじとこはだいがく

2199 佛教大学 ぶっきょうだいがく

2125 文化学園大学 ぶんかがくえんだいがく

2564 文化ファッション大学院大学 ぶんかふぁっしょんだいがくいんだいがく

2374 文京学院大学 ぶんきょうがくいんだいがく

2042 文教大学 ぶんきょうだいがく

2450 文星芸術大学 ぶんせいげいじゅつだいがく

2473 平安女学院大学 へいあんじょがくいんだいがく

2498 平成音楽大学 へいせいおんがくだいがく

2420 平成国際大学 へいせいこくさいだいがく

2293 別府大学 べっぷだいがく

2126 法政大学 ほうせいだいがく

0991 放送大学 ほうそうだいがく

2427 北翔大学 ほくしょうだいがく

2007 北星学園大学 ほくせいがくえんだいがく

2593 北陸学院大学 ほくりくがくいんだいがく

0098 北陸先端科学技術大学院大学 ほくりくせんたんかがくぎじゅつだいがくいんだいがく

2300 北陸大学 ほくりくだいがく

2596 保健医療経営大学 ほけんいりょうけいえいだいがく

2127 星薬科大学 ほしやくかだいがく

2008 北海学園大学 ほっかいがくえんだいがく

2309 北海商科大学 ほっかいしょうかだいがく

2005 北海道医療大学 ほっかいどういりょうだいがく

0002 北海道教育大学 ほっかいどうきょういくだいがく

2009 北海道工業大学 ほっかいどうこうぎょうだいがく

2359 北海道情報大学 ほっかいどうじょうほうだいがく

0001 北海道大学 ほっかいどうだいがく
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2447 北海道文教大学 ほっかいどうぶんきょうだいがく

2010 北海道薬科大学 ほっかいどうやくかだいがく

1057 前橋工科大学 まえばしこうかだいがく

2160 松本歯科大学 まつもとしかだいがく

2505 松本大学 まつもとだいがく

2385 松山東雲女子大学 まつやましののめじょしだいがく

2272 松山大学 まつやまだいがく

1058 三重県立看護大学 みえけんりつかんごだいがく

0046 三重大学 みえだいがく

2327 三重中京大学 みえちゅうきょうだいがく

2294 南九州大学 みなみきゅうしゅうだいがく

2411 身延山大学 みのぶさんだいがく

2257 美作大学 みまさかだいがく

2024 宮城学院女子大学 みやぎがくいんじょしだいがく

0011 宮城教育大学 みやぎきょういくだいがく

1056 宮城大学 みやぎだいがく

1059 宮崎県立看護大学 みやざきけんりつかんごだいがく

1048 宮崎公立大学 みやざきこうりつだいがく

2405 宮崎国際大学 みやざきこくさいだいがく

2343 宮崎産業経営大学 みやざきさんぎょうけいえいだいがく

0109 宮崎大学 みやざきだいがく

2246 武庫川女子大学 むこがわじょしだいがく

2128 武蔵大学 むさしだいがく

2130 武蔵野音楽大学 むさしのおんがくだいがく

2532 武蔵野学院大学 むさしのがくいんだいがく

2131 武蔵野大学 むさしのだいがく

2132 武蔵野美術大学 むさしのびじゅつだいがく

0003 室蘭工業大学 むろらんこうぎょうだいがく

1099 名桜大学 めいおうだいがく

2407 名桜大学 めいおうだいがく

2038 明海大学 めいかいだいがく

2134 明治学院大学 めいじがくいんだいがく

2329 明治国際医療大学 めいじこくさいいりょうだいがく

2133 明治大学 めいじだいがく

2135 明治薬科大学 めいじやくかだいがく

2184 名城大学 めいじょうだいがく

2136 明星大学 めいせいだいがく

2393 目白大学 めじろだいがく

2486 ものつくり大学 ものつくりだいがく

2228 桃山学院大学 ももやまがくいんだいがく

2322 盛岡大学 もりおかだいがく

2578 森ノ宮医療大学 もりのみやいりょうだいがく

2536 八洲学園大学 やしまがくえんだいがく

2265 安田女子大学 やすだじょしだいがく

1070 山形県立保健医療大学 やまがたけんりつほけんいりょうだいがく

0013 山形大学 やまがただいがく

2583 山口学芸大学 やまぐちがくげいだいがく

1033 山口県立大学 やまぐちけんりつだいがく

0063 山口大学 やまぐちだいがく

2416 山口東京理科大学 やまぐちとうきょうりかだいがく

2457 山口福祉文化大学 やまぐちふくしぶんかだいがく

2609 ヤマザキ学園大学 やまざきがくえんだいがく

2503 山梨英和大学 やまなしえいわだいがく

2158 山梨学院大学 やまなしがくいんだいがく

1088 山梨県立大学 やまなしけんりつだいがく

0101 山梨大学 やまなしだいがく

0034 横浜国立大学 よこはまこくりつだいがく

2153 横浜商科大学 よこはましょうかだいがく

1005 横浜市立大学 よこはましりつだいがく

2621 横浜創英大学 よこはまそうえいだいがく

2610 横浜美術大学 よこはまびじゅつだいがく

2565 横浜薬科大学 よこはまやっかだいがく

2576 四日市看護医療大学 よっかいちかんごいりょうだいがく

2354 四日市大学 よっかいちだいがく
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2011 酪農学園大学 らくのうがくえんだいがく

2137 立教大学 りっきょうだいがく

2138 立正大学 りっしょうだいがく

2480 立命館アジア太平洋大学 りつめいかんあじあたいへいようだいがく

2200 立命館大学 りつめいかんだいがく

0078 琉球大学 りゅうきゅうだいがく

2201 龍谷大学 りゅうこくだいがく

2356 流通科学大学 りゅうつうかがくだいがく

2029 流通経済大学 りゅうつうけいざいだいがく

2560 了徳寺大学 りょうとくじだいがく

2124 ルーテル学院大学 るーてるがくいんだいがく

2049 麗澤大学 れいたくだいがく

2544 LEC東京リーガルマインド大学 れっくとうきょうりーがるまいんどだいがく

1024 和歌山県立医科大学 わかやまけんりついかだいがく

0058 和歌山大学 わかやまだいがく

2139 和光大学 わこうだいがく

2140 早稲田大学 わせだだいがく

2460 稚内北星学園大学 わっかないほくせいがくえんだいがく

2050 和洋女子大学 わようじょしだいがく

その他
9001 外国の大学 がいこくのだいがく

9005 学位授与機構 がくいじゅよきこう

9003 職業訓練大学校 しょくぎょうくんれんだいがっこう

9004 防衛医科大学校 ぼうえいいかだいがっこう

9002 防衛大学校 ぼうえいだいがっこう

9006 資格審査 しかくしんさ
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