
 

●省庁                           ●独立行政法人等 

総務省 滋賀県 科学技術政策研究所 

財務省 京都府 （独）物質・材料研究機構 

厚生労働省 大阪府 （独）放射線医学総合研究所 

農林水産省 兵庫県 （独）防災科学技術研究所 

経済産業省 奈良県 （独）宇宙航空研究開発機構 

国土交通省 和歌山県 （独）科学技術振興機構 

環境省 鳥取県 （独）理化学研究所 

防衛省 島根県 （独）海洋研究開発機構 

警察庁 岡山県 （独）日本原子力研究開発機構 

 広島県  

●都道府県 山口県  

北海道 徳島県  

青森県 香川県  

岩手県 愛媛県  

宮城県 高知県  

秋田県 福岡県  

山形県 佐賀県  

福島県 長崎県  

茨城県 熊本県  

栃木県 大分県  

群馬県 宮崎県  

埼玉県 鹿児島県  

千葉県 沖縄県  

東京都   

神奈川県   

新潟県   

富山県   

石川県   

福井県   

山梨県   

長野県   

岐阜県   

静岡県   

愛知県   

三重県   



 

●国立大学（86校） 

北海道大学 岐阜大学 琉球大学 

北海道教育大学 静岡大学 北陸先端科学技術大学院大学 

室蘭工業大学 浜松医科大学 奈良先端科学技術大学院大学 

小樽商科大学 名古屋大学 総合研究大学院大学 

帯広畜産大学 愛知教育大学 筑波技術大学 

旭川医科大学 名古屋工業大学 政策研究大学院大学 

北見工業大学 豊橋技術科学大学  

弘前大学 三重大学  

岩手大学 滋賀大学  

東北大学 滋賀医科大学  

宮城教育大学 京都大学  

秋田大学 京都教育大学  

山形大学 京都工芸繊維大学  

福島大学 大阪大学  

茨城大学 大阪教育大学  

筑波大学 兵庫教育大学  

宇都宮大学 神戸大学  

群馬大学 奈良教育大学  

埼玉大学 奈良女子大学  

千葉大学 和歌山大学  

東京大学 鳥取大学  

東京医科歯科大学 島根大学  

東京外国語大学 岡山大学  

東京学芸大学 広島大学  

東京農工大学 山口大学  

東京芸術大学 徳島大学  

東京工業大学 鳴門教育大学  

東京海洋大学 香川大学  

お茶の水女子大学 愛媛大学  

電気通信大学 高知大学  

一橋大学 福岡教育大学  

横浜国立大学 九州大学  

新潟大学 九州工業大学  

長岡技術科学大学 佐賀大学  

上越教育大学 長崎大学  

富山大学 熊本大学  

金沢大学 大分大学  

福井大学 宮崎大学  

山梨大学 鹿児島大学  

信州大学 鹿屋体育大学  

 



● 公立大学（83校） 

釧路公立大学 愛知県立大学 沖縄県立芸術大学 

公立はこだて未来大学 愛知県立芸術大学 名桜大学 

札幌医科大学 名古屋市立大学 秋田公立美術大学 

札幌市立大学 三重県立看護大学  

名寄市立大学 滋賀県立大学  

青森県立保健大学 京都市立芸術大学  

青森公立大学 京都府立大学  

岩手県立大学 京都府立医科大学  

宮城大学 大阪市立大学  

秋田県立大学 大阪府立大学  

国際教養大学 神戸市外国語大学  

山形県立保健医療大学 神戸市看護大学  

会津大学 兵庫県立大学  

福島県立医科大学 奈良県立大学  

茨城県立医療大学 奈良県立医科大学  

群馬県立県民健康科学大学 和歌山県立医科大学  

群馬県立女子大学 鳥取環境大学  

高崎経済大学 島根県立大学  

前橋工科大学 岡山県立大学  

埼玉県立大学 新見公立大学  

千葉県立保健医療大学 尾道市立大学  

産業技術大学院大学 県立広島大学  

首都大学東京 広島市立大学  

神奈川県立保健福祉大学 福山市立大学  

横浜市立大学 下関市立大学  

新潟県立大学 山口県立大学  

新潟県立看護大学 香川県立保健医療大学  

富山県立大学 愛媛県立医療技術大学  

石川県立大学 高知県立大学  

石川県立看護大学 高知工科大学  

金沢美術工芸大学 北九州市立大学  

福井県立大学 九州歯科大学  

都留文科大学 福岡県立大学  

山梨県立大学 福岡女子大学  

長野県看護大学 長崎県立大学  

岐阜県立看護大学 熊本県立大学  

岐阜薬科大学 大分県立看護科学大学  

情報科学芸術大学院大学 宮崎県立看護大学  

静岡県立大学 宮崎公立大学  

静岡文化芸術大学 沖縄県立看護大学  

 

 



● 公立短大（18校） 

名寄市立大学短期大学部   

岩手県立大学宮古短期大学部   

岩手県立大学盛岡短期大学部   

山形県立米沢女子短期大学   

会津大学短期大学部   

川崎市立看護短期大学   

大月短期大学   

長野県短期大学   

岐阜市立女子短期大学   

静岡県立大学短期大学部   

三重短期大学   

島根県立大学短期大学部   

倉敷市立短期大学   

新見公立短期大学   

高知短期大学   

大分県立芸術文化短期大学   

鹿児島県立短期大学   

京都市立看護短期大学   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 



● 私立大学（614校） 

旭川大学 宮城学院女子大学 東京国際大学 

札幌大学 ノースアジア大学 東邦音楽大学 

札幌学院大学 東北芸術工科大学 獨協大学 

札幌国際大学 東北公益文科大学 日本工業大学 

千歳科学技術大学 いわき明星大学 人間総合科学大学 

天使大学 奥羽大学 文教大学 

道都大学 郡山女子大学 文京学院大学 

苫小牧駒澤大学 東日本国際大学 平成国際大学 

日本赤十字北海道看護大学 茨城キリスト教大学 明海大学 

函館大学 つくば国際大学 ものつくり大学 

藤女子大学 筑波学院大学 愛国学園大学 

北星学園大学 常磐大学 江戸川大学 

北海学園大学 流通経済大学 川村学園女子大学 

北海商科大学 足利工業大学 神田外語大学 

北翔大学 国際医療福祉大学 敬愛大学 

北海道医療大学 作新学院大学 国際武道大学 

北海道工業大学 自治医科大学 秀明大学 

北海道情報大学 獨協医科大学 淑徳大学 

北海道文教大学 宇都宮共和大学 城西国際大学 

北海道薬科大学 白鴎大学 聖徳大学 

酪農学園大学 文星芸術大学 清和大学 

稚内北星学園大学 関東学園大学 千葉経済大学 

青森大学 共愛学園前橋国際大学 千葉工業大学 

青森中央学院大学 群馬医療福祉大学 千葉商科大学 

東北女子大学 上武大学 中央学院大学 

八戸大学 高崎健康福祉大学 帝京平成大学 

八戸工業大学 高崎商科大学 東京基督教大学 

弘前学院大学 東京福祉大学 東京歯科大学 

岩手医科大学 跡見学園女子大学 東京情報大学 

富士大学 共栄大学 東京成徳大学 

盛岡大学 埼玉医科大学 東洋学園大学 

石巻専修大学 埼玉学園大学 日本橋学館大学 

仙台大学 埼玉工業大学 麗澤大学 

仙台白百合女子大学 十文字学園女子大学 和洋女子大学 

東北学院大学 城西大学 青山学院大学 

東北工業大学 尚美学園大学 亜細亜大学 

東北生活文化大学 女子栄養大学 上野学園大学 

東北福祉大学 駿河台大学 桜美林大学 

東北文化学園大学 聖学院大学 大妻女子大学 

東北薬科大学 西武文理大学 嘉悦大学 

 

 



学習院大学 帝京大学 東京都市大学 

学習院女子大学 東海大学 武蔵野音楽大学 

北里大学 東京医科大学 武蔵野大学 

共立女子大学 東京音楽大学 武蔵野美術大学 

杏林大学 東京家政大学 明治大学 

国立音楽大学 東京家政学院大学 明治学院大学 

慶應義塾大学 東京経済大学 明治薬科大学 

恵泉女学園大学 東京工科大学 明星大学 

工学院大学 東京工芸大学 目白大学 

国学院大学 東京慈恵会医科大学 立教大学 

国際基督教大学 東京純心女子大学 立正大学 

国際仏教学大学院大学 東京女学館大学 ルーテル学院大学 

国士舘大学 東京女子大学 和光大学 

駒澤大学 東京女子医科大学 早稲田大学 

駒沢女子大学 東京女子体育大学 麻布大学 

実践女子大学 東京神学大学 神奈川大学 

芝浦工業大学 東京造形大学 神奈川工科大学 

順天堂大学 東京電機大学 神奈川歯科大学 

上智大学 東京農業大学 鎌倉女子大学 

昭和大学 東京富士大学 関東学院大学 

昭和女子大学 東京薬科大学 相模女子大学 

昭和薬科大学 東京理科大学 産業能率大学 

白百合女子大学 東邦大学 松蔭大学 

杉野服飾大学 桐朋学園大学 湘南工科大学 

成蹊大学 東洋大学 昭和音楽大学 

成城大学 二松学舎大学 女子美術大学 

聖心女子大学 日本大学 聖マリアンナ医科大学 

清泉女子大学 日本医科大学 洗足学園音楽大学 

聖路加看護大学 日本歯科大学 鶴見大学 

専修大学 日本社会事業大学 田園調布学園大学 

創価大学 日本獣医生命科学大学 桐蔭横浜大学 

大正大学 日本女子大学 東洋英和女学院大学 

大東文化大学 日本女子体育大学 フェリス女学院大学 

高千穂大学 日本赤十字看護大学 横浜商科大学 

拓殖大学 日本体育大学 敬和学園大学 

多摩大学 日本文化大学 国際大学 

玉川大学 文化学園大学 長岡大学 

多摩美術大学 法政大学 長岡造形大学 

中央大学 星薬科大学 新潟医療福祉大学 

津田塾大学 武蔵大学 新潟経営大学 

 

 

 



新潟工科大学 愛知学院大学 三重中京大学 

新潟国際情報大学 愛知学泉大学 四日市大学 

新潟産業大学 富士常葉大学 成安造形大学 

新潟青陵大学 愛知工業大学 大谷大学 

新潟薬科大学 愛知産業大学 平安女学院大学 

高岡法科大学 愛知淑徳大学 京都外国語大学 

桐朋学園大学院大学 愛知文教大学 京都学園大学 

富山国際大学 愛知みずほ大学 京都光華女子大学 

金沢医科大学 桜花学園大学 京都嵯峨芸術大学 

金沢学院大学 金城学院大学 京都産業大学 

金沢星稜大学 椙山女学園大学 京都女子大学 

金沢工業大学 星城大学 京都精華大学 

金城大学 大同大学 京都造形芸術大学 

北陸大学 中京大学 成美大学 

仁愛大学 至学館大学 京都橘大学 

福井工業大学 中部大学 京都ノートルダム女子大学 

帝京科学大学 東海学園大学 京都文教大学 

身延山大学 同朋大学 京都薬科大学 

山梨英和大学 愛知東邦大学 種智院大学 

山梨学院大学 豊田工業大学 同志社大学 

諏訪東京理科大学 豊橋創造大学 同志社女子大学 

長野大学 名古屋音楽大学 花園大学 

松本大学 名古屋外国語大学 佛教大学 

松本歯科大学 名古屋学院大学 明治国際医療大学 

朝日大学 名古屋学芸大学 立命館大学 

岐阜経済大学 名古屋経済大学 龍谷大学 

岐阜女子大学 名古屋芸術大学 大阪医科大学 

岐阜聖徳学園大学 名古屋産業大学 大阪音楽大学 

中京学院大学 名古屋商科大学 大阪学院大学 

中部学院大学 名古屋女子大学 大阪経済大学 

東海学院大学 名古屋造形大学 大阪経済法科大学 

静岡英和学院大学 名古屋文理大学 大阪芸術大学 

静岡産業大学 南山大学 大阪工業大学 

静岡理工科大学 日本福祉大学 大阪国際大学 

聖隷クリストファー大学 人間環境大学 大阪産業大学 

常葉学園大学 藤田保健衛生大学 大阪歯科大学 

浜松大学 名城大学 大阪樟蔭女子大学 

愛知工科大学 皇學館大学 大阪商業大学 

愛知大学 鈴鹿医療科学大学 大阪体育大学 

愛知医科大学 鈴鹿国際大学 大阪電気通信大学 

 

 

 



大阪人間科学大学 神戸山手大学 安田女子大学 

大阪観光大学 聖和大学 宇部フロンティア大学 

大阪薬科大学 園田学園女子大学 東亜大学 

大阪大谷大学 宝塚大学 徳山大学 

追手門学院大学 姫路獨協大学 梅光学院大学 

関西大学 兵庫大学 山口福祉文化大学 

関西医科大学 兵庫医科大学 山口東京理科大学 

関西外国語大学 武庫川女子大学 四国大学 

関西福祉科学大学 流通科学大学 徳島文理大学 

近畿大学 帝塚山大学 四国学院大学 

四天王寺大学 天理大学 高松大学 

摂南大学 奈良大学 聖カタリナ大学 

相愛大学 奈良産業大学 松山大学 

帝塚山学院大学 高野山大学 松山東雲女子大学 

常盤会学園大学 岡山学院大学 九州栄養福祉大学 

梅花女子大学 岡山商科大学 九州共立大学 

羽衣国際大学 岡山理科大学 九州国際大学 

阪南大学 川崎医科大学 九州産業大学 

プール学院大学 川崎医療福祉大学 九州情報大学 

太成学院大学 吉備国際大学 九州女子大学 

桃山学院大学 倉敷芸術科学大学 久留米大学 

芦屋大学 くらしき作陽大学 久留米工業大学 

聖トマス大学 山陽学園大学 産業医科大学 

大手前大学 就実大学 西南学院大学 

関西国際大学 中国学園大学 西南女学院大学 

関西福祉大学 ノートルダム清心女子大学 日本経済大学 

関西学院大学 美作大学 福岡医療福祉大学 

近畿医療福祉大学 エリザベト音楽大学 第一薬科大学 

甲子園大学 広島文化学園大学 筑紫女学園大学 

甲南大学 日本赤十字広島看護大学 中村学園大学 

甲南女子大学 比治山大学 西日本工業大学 

神戸海星女子学院大学 広島経済大学 日本赤十字九州国際看護大学 

神戸学院大学 広島工業大学 福岡大学 

神戸芸術工科大学 広島国際大学 福岡工業大学 

神戸国際大学 広島国際学院大学 福岡国際大学 

神戸松蔭女子学院大学 広島修道大学 福岡歯科大学 

神戸女学院大学 広島女学院大学 福岡女学院大学 

神戸女子大学 広島文教女子大学 西九州大学 

神戸親和女子大学 福山大学 活水女子大学 

神戸薬科大学 福山平成大学 長崎ウエスレヤン大学 

 

 

 



長崎外国語大学 日本薬科大学 新潟リハビリテーション大学 

長崎国際大学 武蔵野学院大学 日本医療科学大学 

長崎純心大学 千葉科学大学 東京未来大学 

長崎総合科学大学 聖母大学 四日市看護医療大学 

九州看護福祉大学 八洲学園大学 京都医療科学大学 

九州ルーテル学院大学 静岡福祉大学 森ノ宮医療大学 

熊本学園大学 浜松学院大学 神戸夙川学院大学 

尚絅大学 愛知新城大谷大学 兵庫医療大学 

崇城大学 日本赤十字豊田看護大学 近大姫路大学 

平成音楽大学 藍野大学 環太平洋大学 

日本文理大学 大阪女学院大学 山口学芸大学 

別府大学 沖縄キリスト教学院大学 サイバー大学 

立命館アジア太平洋大学 大宮法科大学院大学 桐生大学 

九州保健福祉大学 情報セキュリティ大学院大学 植草学園大学 

南九州大学 京都情報大学院大学 三育学院大学 

宮崎国際大学 デジタルハリウッド大学 佐久大学 

宮崎産業経営大学 秋田看護福祉大学 修文大学 

鹿児島国際大学 群馬パース大学 北陸学院大学 

鹿児島純心女子大学 白梅学園大学 神戸常盤大学 

志學館大学 東京医療保健大学 福岡女学院看護大学 

第一工業大学 東京聖栄大学 保健医療経営大学 

沖縄大学 ビジネス・ブレークスルー大学 ハリウッド大学院大学 

沖縄国際大学 光産業創成大学院大学 SBI大学院大学 

尚絅学院大学 大阪青山大学 弘前医療福祉大学 

福島学院大学 四條畷学園大学 日本赤十字秋田看護大学 

浦和大学 神戸ファッション造形大学 東都医療大学 

清泉女学院大学 神戸情報大学院大学 こども教育宝仙大学 

健康科学大学 映画専門大学院大学 東京有明医療大学 

聖泉大学 大原大学院大学 びわこ学院大学 

長浜バイオ大学 グロービス経営大学院大学 大阪保健医療大学 

びわこ成蹊スポーツ大学 日本教育大学院大学 広島都市学園大学 

大阪成蹊大学 文化ファッション大学院大学 東北文教大学 

関西医療大学 事業創造大学院大学 日本保健医療大学 

千里金蘭大学 了徳寺大学 ヤマザキ学園大学 

東大阪大学 横浜薬科大学 横浜美術大学 

畿央大学 岐阜医療科学大学 日本映画大学 

熊本保健科学大学 大阪河﨑リハビリテーション大学 京都華頂大学 

LEC東京リーガルマインド大学 大阪総合保育大学 大阪物療大学 

星槎大学 関西看護医療大学 宝塚医療大学 

創造学園大学 聖マリア学院大学 純真学園大学 

 

 

 



滋慶医療科学大学院大学   

日本ウェルネススポーツ大学   

亀田医療大学   

東京医療学院大学   

横浜創英大学   

京都美術工芸大学   

大阪行岡医療大学   

天理医療大学   

事業構想大学院大学   

沖縄科学技術大学院大学   

札幌大谷大学   

放送大学   

札幌保健医療大学   

岡崎女子大学   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 



● 私立短大（341校） 

旭川大学女子短期大学部 つくば国際短期大学 東京経営短期大学 

帯広大谷短期大学 常磐短期大学 愛国学園短期大学 

釧路短期大学  青山学院女子短期大学 

光塩学園女子短期大学 足利短期大学 亜細亜大学短期大学部 

國學院大学北海道短期大学部 宇都宮短期大学 大妻女子大学短期大学部 

札幌大谷大学短期大学部 宇都宮文星短期大学 嘉悦大学短期大学部 

札幌国際大学短期大学部 國學院大學栃木短期大学 共立女子短期大学 

札幌大学女子短期大学 作新学院大学女子短期大学部 国際短期大学 

専修大学北海道短期大学 佐野短期大学 駒沢女子短期大学 

拓殖大学北海道短期大学 育英短期大学 自由が丘産能短期大学 

函館大谷短期大学 関東短期大学 実践女子短期大学 

函館短期大学 桐生大学短期大学部 淑徳短期大学 

北星学園大学短期大学部 群馬医療福祉大学短期大学部 昭和女子大学短期大学部 

北翔大学短期大学部 高崎健康福祉大学短期大学部 女子栄養大学短期大学部 

北海道自動車短期大学 高崎商科大学短期大学部 女子美術大学短期大学部 

北海道武蔵女子短期大学 新島学園短期大学 白梅学園短期大学 

 明和学園短期大学 杉野服飾大学短期大学部 

青森明の星短期大学 秋草学園短期大学 星美学園短期大学 

青森短期大学 上野学園大学短期大学部 創価女子短期大学 

青森中央短期大学 浦和大学短期大学部 鶴川女子短期大学 

八戸短期大学 川口短期大学 帝京大学短期大学 

東北女子短期大学  帝京短期大学 

弘前医療福祉大学短期大学部 国際学院埼玉短期大学 戸板女子短期大学 

岩手看護短期大学 埼玉医科大学短期大学 東海大学短期大学部 

修紅短期大学 埼玉純真短期大学 東京家政大学短期大学部 

盛岡大学短期大学部 埼玉女子短期大学 東京交通短期大学 

聖和学園短期大学 十文字学園女子大学短期大学部 東京女子体育短期大学 

東北生活文化大学短期大学部 城西短期大学 東京成徳短期大学 

宮城誠真短期大学 武蔵丘短期大学 東京農業大学短期大学部 

秋田栄養短期大学 武蔵野短期大学 東京富士大学短期大学部 

聖霊女子短期大学 山村学園短期大学 新渡戸文化短期大学 

日本赤十字秋田短期大学 植草学園短期大学 東京立正短期大学 

聖園学園短期大学 三育学院短期大学 東邦音楽短期大学 

羽陽学園短期大学 昭和学院短期大学 桐朋学園芸術短期大学 

東北文教大学短期大学部 聖徳大学短期大学部 日本体育大学女子短期大学部 

いわき短期大学 清和大学短期大学部 日本大学短期大学部 

郡山女子大学短期大学部 千葉敬愛短期大学 文化学園大学短期大学部 

桜の聖母短期大学 千葉経済大学短期大学部 文京学院短期大学 

福島学院大学短期大学部 千葉明徳短期大学 目白大学短期大学部 

茨城女子短期大学 帝京平成看護短期大学  

 

 



山野美容芸術短期大学 長野女子短期大学長 びわこ学院大学短期大学部 

立教女学院短期大学 松本大学松商短期大学部 滋賀文教短期大学 

和泉短期大学 松本短期大学  

小田原女子短期大学 大垣女子短期大学 池坊短期大学 

鎌倉女子大学短期大学部 岐阜聖徳学園大学短期大学部 大谷大学短期大学部 

カリタス女子短期大学 正眼短期大学 華頂短期大学 

相模女子大学短期大学部 高山自動車短期大学 京都外国語短期大学 

上智大学短期大学部 中京学院大学中京短期大学部 京都経済短期大学 

湘南短期大学 中部学院大学短期大学部 京都光華女子大学短期大学部 

湘北短期大学 東海学院大学短期大学部 京都嵯峨芸術大学短期大学部 

昭和音楽大学短期大学部 中日本自動車短期大学 京都女子大学短期大学部 

洗足こども短期大学 静岡英和学院大学短期大学部 成美大学短期大学部 

鶴見大学短期大学部 常葉学園短期大学 京都文教短期大学 

東海大学医療技術短期大学 浜松学院大学短期大学部 京都西山短期大学 

 愛知学院大学短期大学部 京都聖母女学院短期大学 

聖セシリア女子短期大学 愛知学泉短期大学 龍谷大学短期大学部 

横浜女子短期大学 愛知きわみ看護短期大学 藍野学院短期大学 

横浜創英短期大学 愛知工科大学自動車短期大学 大阪青山短期大学 

 愛知江南短期大学 大阪音楽大学短期大学部 

新潟工業短期大学 愛知産業大学短期大学 大阪学院短期大学 

新潟青陵大学短期大学部 名古屋学芸大学短期大学部 大阪キリスト教短期大学 

新潟中央短期大学 愛知大学短期大学部 大阪薫英女子短期大学 

日本歯科大学新潟短期大学 愛知文教女子短期大学 大阪芸術大学短期大学部 

明倫短期大学 愛知みずほ大学短期大学部 大阪健康福祉短期大学 

富山短期大学 修文大学短期大学部 大阪国際大学短期大学部 

富山福祉短期大学 岡崎女子短期大学 大阪産業大学短期大学部 

金沢学院短期大学  大阪城南女子短期大学 

金城大学短期大学部 至学館大学短期大学部 大阪女学院短期大学 

小松短期大学 豊橋創造大学短期大学部 大阪夕陽丘学園短期大学 

金沢星稜大学女子短期大学部 名古屋経営短期大学 大阪女子短期大学 

北陸学院大学短期大学部 名古屋経済大学短期大学部 大阪信愛女学院短期大学 

仁愛女子短期大学 名古屋女子大学短期大学部 大阪成蹊短期大学 

敦賀短期大学 名古屋文化短期大学 大阪千代田短期大学 

帝京学園短期大学 名古屋短期大学 大阪大谷大学短期大学部 

山梨学院短期大学 名古屋文理大学短期大学部 関西外国語大学短期大学部 

飯田女子短期大学 名古屋柳城短期大学 関西女子短期大学 

上田女子短期大学 南山大学短期大学部 近畿大学短期大学部 

佐久大学信州短期大学部 鈴鹿短期大学  

信州豊南短期大学 高田短期大学 堺女子短期大学 

清泉女学院短期大学 滋賀短期大学 四條畷学園短期大学 

 

 

 



四天王寺大学短期大学部 鈴峯女子短期大学 福岡女子短期大学 

樟蔭東女子短期大学 比治山大学短期大学部 九州龍谷短期大学 

常磐会短期大学 広島国際学院大学自動車短期大学部 佐賀女子短期大学 

梅花女子大学短期大学部 広島文化学園短期大学 西九州大学短期大学部 

東大阪大学短期大学部 安田女子短期大学 長崎玉成短期大学 

プール学院大学短期大学部 岩国短期大学 長崎女子短期大学 

平安女学院大学短期大学部 宇部フロンティア大学短期大学部 長崎短期大学 

芦屋学園短期大学 下関短期大学 尚絅大学短期大学部 

大手前短期大学 山口芸術短期大学 中九州短期大学 

近畿大学豊岡短期大学 山口短期大学 大分短期大学 

甲子園短期大学 四国大学短期大学部 東九州短期大学 

神戸女子短期大学 徳島工業短期大学 別府溝部学園短期大学 

神戸常盤大学短期大学部 徳島文理大学短期大学部 別府大学短期大学部 

神戸山手短期大学 香川短期大学 南九州短期大学 

産業技術短期大学 高松短期大学 宮崎学園短期大学 

夙川学院短期大学 今治明徳短期大学 鹿児島国際大学短期大学部 

頌栄短期大学 環太平洋大学短期大学部 鹿児島純心女子短期大学 

聖和短期大学 聖カタリナ大学短期大学部 鹿児島女子短期大学 

園田学園女子大学短期大学部 松山東雲短期大学 第一幼児教育短期大学 

東洋食品工業短期大学 松山短期大学 沖縄キリスト教短期大学 

姫路日ノ本短期大学 高知学園短期大学 沖縄女子短期大学 

兵庫大学短期大学部 折尾愛真短期大学 日本歯科大学東京短期大学 

湊川短期大学 九州大谷短期大学 東京福祉大学短期大学部 

武庫川女子大学短期大学部 九州女子短期大学 福井医療短期大学 

大阪樟蔭女子大学短期大学部 九州造形短期大学 岐阜保健短期大学 

奈良芸術短期大学 近畿大学九州短期大学 愛知医療学院短期大学 

奈良佐保短期大学 久留米信愛女学院短期大学 仙台青葉学院短期大学 

奈良文化女子短期大学 香蘭女子短期大学 有明教育芸術短期大学 

白鳳女子短期大学 純真短期大学 貞静学園短期大学 

和歌山信愛女子短期大学 精華女子短期大学 平成医療短期大学 

鳥取短期大学 西南女学院大学短期大学部 埼玉東萌短期大学 

岡山短期大学 福岡こども短期大学  

川崎医療短期大学 筑紫女学園大学短期大学部  

作陽音楽短期大学 東海大学福岡短期大学  

山陽学園短期大学 中村学園大学短期大学部  

就実短期大学 西日本短期大学  

吉備国際大学短期大学部 東筑紫短期大学  

中国短期大学 福岡医療短期大学  

美作大学短期大学部 福岡工業大学短期大学部  

山陽女子短期大学 福岡女学院大学短期大学部  

 

 

 



● 国立高専・公私立高専（51校＋6校） 

函館工業高等専門学校 弓削商船高等専門学校 東京都立産業技術高等専門学校 

苫小牧工業高等専門学校 高知工業高等専門学校 神戸市立工業高等専門学校 

釧路工業高等専門学校 久留米工業高等専門学校 大阪府立工業高等専門学校 

旭川工業高等専門学校 有明工業高等専門学校 サレジオ工業高等専門学校 

八戸工業高等専門学校 北九州工業高等専門学校 金沢工業高等専門学校 

一関工業高等専門学校 佐世保工業高等専門学校 近畿大学工業高等専門学校 

仙台高等専門学校 熊本高等専門学校  

秋田工業高等専門学校 大分工業高等専門学校  

鶴岡工業高等専門学校 都城工業高等専門学校  

福島工業高等専門学校 鹿児島工業高等専門学校  

茨城工業高等専門学校 沖縄工業高等専門学校  

小山工業高等専門学校   

群馬工業高等専門学校   

木更津工業高等専門学校   

東京工業高等専門学校   

長岡工業高等専門学校   

富山高等専門学校   

石川工業高等専門学校   

福井工業高等専門学校   

長野工業高等専門学校   

岐阜工業高等専門学校   

沼津工業高等専門学校   

豊田工業高等専門学校   

鳥羽商船高等専門学校   

鈴鹿工業高等専門学校   

舞鶴工業高等専門学校   

明石工業高等専門学校   

奈良工業高等専門学校   

和歌山工業高等専門学校   

米子工業高等専門学校   

松江工業高等専門学校   

津山工業高等専門学校   

広島商船高等専門学校   

呉工業高等専門学校   

徳山工業高等専門学校   

宇部工業高等専門学校   

大島商船高等専門学校   

阿南工業高等専門学校   

香川高等専門学校   

新居浜工業高等専門学校   

 

 



● 大学共同利用機関法人（4機関） 

人間文化研究機構長   

情報・システム研究機構長   

自然科学研究機構長   

高エネルギー加速器研究機構長   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



● 学協会（996団体） 

アート・ドキュメンテーション学会 光化学協会 生態工学会 

愛知学院大学歯学会 口腔病学会 静電気学会 

秋田医学会 硬組織再生生物学会 聖路加看護学会 

安全工学会 国際歯科研究学会日本部会 石油学会 

岩手医科大学歯学会 国際数理科学協会 石油技術協会 

岩手医学会 国際服飾学会 セルロース学会 

エネルギー・資源学会 個体群生態学会 全国科学館連携協議会 

エレクトロニクス実装学会 錯体化学会 Society of Advanced Science 

園芸学会 サゴヤシ学会 ターボ機械協会 

応用生態工学会 歯科基礎医学会 耐火物技術協会 

応用統計学会 色材協会 大気環境学会 

大阪歯科学会 資源・素材学会 ダム工学会 

岡山医学会 資源地質学会 炭素材料学会 

科学基礎論学会 システム制御情報学会 地域安全学会 

化学史学会 システム農学会 地域漁業学会 

画像電子学会 地盤工学会 地域農林経済学会 

形の科学会 耳鼻咽喉科臨床学会 地学団体研究会 

形の文化会 獣医疫学会 地球電磁気・地球惑星圏学会 

家畜栄養生理研究会 獣医生化学会 千葉医学会 

紙パルプ技術協会 獣医麻酔外科学会 千葉看護学会 

環境技術学会 十全医学会 中国・四国整形外科学会 

環境資源工学会 種生物学会 中部農業経済学会 

環境システム計測制御学会 樹木医学会 地理科学学会 

環境情報科学センター 情報科学技術協会 地理教育研究会 

環太平洋応用言語学会 情報計算化学生物学会 地理情報システム学会 

関東整形災害外科学会 情報処理学会 低温生物工学会 

岐阜歯科学会 情報知識学会 DV-Xα研究協会 

九州歯科学会 情報文化学会 電力土木技術協会 

九州病害虫研究会 植生学会 東亜医学協会 

教育システム情報学会 食農資源経済学会 東京医科大学医学会 

杏林医学会 触媒学会 東京矯正歯科学会 

漁業経済学会 植物化学調節学会 東京歯科大学学会 

近畿東海矯正歯科学会  道南医学会 

クロマトグラフィー科学会 植物地理・分類学会 動物臨床医学会 

慶應医学会 森林計画学会 東北医学会 

計測自動制御学会 森林立地学会 東北矯正歯科学会 

鶏病研究会 森林利用学会 東北森林科学会 

研究・技術計画学会 水産海洋学会 東北整形災害外科学会 

言語処理学会 水文・水資源学会 東北地理学会 

原子衝突学会 成医会 東北農業経済学会 

 

 



土壌物理学会 日本応用数理学会 日本眼科手術学会 

砥粒加工学会 日本応用地質学会 日本癌学会 

新潟歯学会 日本応用糖質科学会 日本がん看護学会 

肉用牛研究会 日本応用動物昆虫学会 日本環境化学会 

西日本整形・災害外科学会 日本音楽療法学会 日本環境学会 

日仏海洋学会 日本音声言語医学会 日本環境感染学会 

日本味と匂学会 日本温泉科学会 日本環境教育学会 

日本足の外科学会 日本温泉気候物理医学会 日本環境共生学会 

日本アニメーション学会 日本外傷学会 日本環境動物昆虫学会 

日本アルコール・薬物医学会 日本海水学会 日本環境変異原学会 

日本アンドロロジー学会 日本開発工学会 日本眼光学学会 

日本医科器械学会 日本海洋学会 日本看護科学学会 

日本医学物理学会 日本貝類学会 日本看護管理学会 

日本育種学会 日本科学教育学会 日本看護学教育学会 

日本医工学治療学会 日本科学史学会 日本看護研究学会 

日本医史学会 日本化学療法学会 日本看護診断学会 

日本移植学会 日本家禽学会 日本看護福祉学会 

日本医真菌学会 日本核医学会 日本鑑識科学技術学会 

日本遺伝学会 日本核医学技術学会 日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会 

日本衣服学会 日本顎関節学会 日本肝胆膵外科学会 

日本医用画像工学会 日本顎顔面補綴学会 日本癌治療学会 

日本医療情報学会 日本顎咬合学会 日本冠動脈外科学会 

日本医療薬学会 日本顎頭蓋機能学会 日本官能評価学会 

日本ウイルス学会 日本顎変形症学会 日本機械学会  

日本雨水資源化システム学会 日本角膜学会 日本気管食道科学会 

日本宇宙航空環境医学会 日本火災学会 日本義肢装具学会 

日本宇宙生物科学会 日本過酸化脂質・フリーラジカル学会 日本寄生虫学会 

日本ウマ科学会 日本火山学会 日本基礎老化学会 

日本運動器科学会 日本風工学会 日本キチン・キトサン学会 

日本エアロゾル学会 日本画像医学会 日本希土類学会 

日本エイズ学会 日本家族看護学会 日本きのこ学会 

日本衛生学会 日本家族研究・家族療法学会 日本救急医学会 

日本衛生動物学会 日本肩関節学会 日本教育工学会 

日本栄養改善学会 日本家畜衛生学会 日本教育実践学会 

日本 AEM学会 日本家畜管理学会 日本矯正医学会 

日本疫学会 日本家畜臨床学会 日本矯正歯科学会 

日本液晶学会 日本学校保健学会 日本胸部外科学会 

日本NPO学会 日本家庭科教育学会 日本魚病学会 

日本炎症・再生医学会 日本カトリック教育学会 日本魚類学会 

日本 Endourology・ESWL学会 日本花粉学会 日本菌学会 

 

 

 



日本靴医学会 日本古生物学会 日本時間生物学会 

日本蜘蛛学会 日本骨折治療学会 日本磁気共鳴医学会 

日本計算機統計学会 日本骨代謝学会 日本色彩学会 

日本計算工学会 日本コンクリート工学協会 日本自己血輸血学会 

日本芸術療法学会 日本コンタクトレンズ学会 日本脂質生化学会 

日本計量生物学会 日本昆虫学会 日本歯周病学会 

日本外科系連合学会 日本昆虫分類学会 日本思春期学会 

日本外科代謝栄養学会 日本コンピュ-タ化学会 日本地震学会 

日本結核病学会 日本コンピュータ外科学会 日本自然災害学会 

日本結合組織学会 日本サーモロジー学会 日本潰瘍学会 

日本結晶学会 日本細菌学会 日本実験動物技術者協会 

日本結晶成長学会 日本再生医療学会 日本実験動物環境研究会 

日本血栓止血学会 日本細胞生物学会 日本質量分析学会 

日本健康科学学会 日本財務管理学会 日本児童青年精神医学会 

日本高圧力学会 日本材料強度学会 日本歯内療法学会 

日本口蓋裂学会 日本砂丘学会 日本視能訓練士協会 

日本工学教育協会 日本作業療法士協会 日本芝草学会 

日本口腔・咽頭科学会 日本作物学会 日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会 

日本口腔インプラント学会 日本雑草学会 日本シミュレーション学会 

日本口腔衛生学会 日本沙漠学会 日本社会精神医学会 

日本口腔科学会  日本弱視斜視学会 

日本口腔腫瘍学会 日本産業衛生学会 日本獣医画像診断学会 

日本高血圧学会 日本産業技術教育学会 日本獣医学会 

日本高次脳機能障害学会 日本産業ストレス学会 日本獣医公衆衛生学会 

日本公衆衛生学会 日本産業動物獣医学会 日本獣医循環器学会 

日本香粧品学会 日本歯科医学会 日本獣医皮膚科学会 

日本抗生物質学術協議会 日本歯科医学教育学会 日本獣医臨床病理学会 

日本甲虫学会 日本歯科医史学会 日本周産期・新生児医学会 

日本交通医学会 日本歯科医療管理学会 日本重症心身障害学会 

日本行動医学会 日本耳科学会 日本集中治療医学会 

日本喉頭科学会 日本歯科技工学会 日本柔道整復接骨医学会 

日本行動計量学会 日本歯科心身医学会 日本手術医学会 

日本鉱物科学会 日本歯科審美学会 日本受精着床学会 

日本股関節学会 日本歯科大学歯学会 日本循環器管理研究協議会 

日本呼吸器外科学会 日本歯科東洋医学会 日本循環制御医学会 

日本呼吸器内視鏡学会 日本歯科放射線学会 日本障害者歯科学会 

日本呼吸療法医学会 日本歯科保存学会 日本消化器外科学会 

日本国際観光学会 日本歯科麻酔学会 日本消化吸収学会 

日本国際地域開発学会 日本歯科薬物療法学会 日本醸造学会 

日本国際地図学会 日本歯科理工学会 日本小動物獣医学会 

 

 

 



日本小児アレルギー学会 日本シルク学会 日本整形外科スポーツ医学会 

日本小児栄養消化器肝臓学会 日本心エコー図学会 日本生殖免疫学会 

日本小児ガン学会 日本進化学会 日本精神衛生学会 

日本小児看護学会 日本真空協会 日本成人矯正歯科学会 

日本小児感染症学会 日本神経外傷学会 日本精神病理・精神療法学会 

日本小児外科学会 日本神経回路学会 日本精神分析学会 

日本小児血液学会 日本神経化学会 日本精神保健看護学会 

日本小児口腔外科学会 日本神経科学学会 日本精神保健社会学会 

日本小児呼吸器疾患学会 日本神経学会 日本生態学会 

日本小児歯科学会 日本神経眼科学会 日本生体防御学会 

日本小児耳鼻咽喉科学会 日本神経心理学会 日本生物学的精神医学会 

日本小児循環器学会 日本神経病理学会 日本生物環境工学会 

日本小児神経学会 日本心血管インターベンション学会 日本生物教育学会 

日本小児神経外科学会 日本人工臓器学会 日本生物地理学会 

日本小児心身医学会 日本心臓血管外科学会 日本生物物理学会 

日本小児腎臓病学会 日本心臓病学会 日本生理学会 

日本小児整形外科学会 日本心電学会 日本生理人類学会 

日本小児精神神経学会 日本心不全学会 日本脊髄外科学会 

日本小児内分泌学会 日本信頼性学会 日本脊椎脊髄病学会 

日本小児泌尿器科学会 日本診療情報管理学会 日本接着学会 

日本小児放射線学会 日本心療内科学会 日本接着歯学会 

日本小児保健協会 日本森林学会 日本設備管理学会 

日本情報地質学会 日本人類遺伝学会 日本セラミックス協会 

日本生薬学会 日本人類学会 日本全身咬合学会 

日本職業・災害医学会 日本水産工学会 日本蘚苔類学会 

日本食生活学会 日本水産増殖学会  

日本植生史学会 日本膵臓学会 日本先天代謝異常学会 

日本食品化学学会 日本睡眠学会 日本船舶海洋工学会 

日本食品科学工学会 日本水文科学会 日本騒音制御工学会 

日本食品微生物学会 日本数式処理学会 日本創外固定・骨延長学会 

日本食品保蔵科学会 日本図学会  

日本植物細胞分子生物学会 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会 日本総合病院精神医学会 

日本植物生理学会 日本ストレス学会 日本草地学会 

日本植物病理学会 日本スポーツ運動学会 日本藻類学会 

日本植物分類学会 日本スポーツ産業学会 日本測地学会 

日本助産学会 日本スポーツ歯科医学会 日本側彎症学会 

日本女性科学者の会 日本スポーツ人類学会 日本組織細胞化学会 

日本 Shock学会 日本性感染症学会 日本組織培養学会 

日本自律訓練学会 日本生気象学会 日本咀嚼学会 

日本自律神経学会 日本性機能学会 日本蘇生学会 

 

 

 



日本ソフトウェア科学会 日本頭頸部癌学会 日本農村生活学会 

日本体育測定評価学会 日本糖尿病眼学会 日本農薬学会 

日本大学医学会 日本糖尿病教育・看護学会 日本バーチャルリアリティ学会 

日本大学歯学会 日本動物遺伝育種学会 日本胚移植研究会 

日本堆積学会 日本動物原虫病学会 日本バイオイメージング学会 

日本体操競技・器械運動学会 日本動物細胞工学会 日本バイオインフォマティクス学会 

日本大腸肛門病学会 日本動物実験代替法学会 日本バイオマテリアル学会 

日本太陽エネルギー学会 日本動物分類学会 日本肺癌学会 

日本第四紀学会 日本動脈硬化学会 日本排尿機能学会 

日本体力医学会 日本毒性学会 日本ハイパーサーミア学会 

日本ダニ学会 日本毒性病理学会 日本白内障屈折矯正手術学会 

日本胆道学会 日本土壌動物学会 日本白内障学会 

日本蛋白質科学会 日本土壌微生物学会 日本発生生物学会 

日本地域看護学会 日本塗装技術協会 日本犯罪学会 

日本地域経済学会 日本豚病研究会 日本繁殖生物学会 

日本地学教育学会 日本乳酸菌学会 日本 PDA 製薬学会 

日本地下水学会 日本人間工学会 日本鼻科学会 

日本地球化学会 日本認知科学会 日本比較政治学会 

日本地形学連合 日本認知療法学会 日本比較生理生化学会 

日本地質学会 日本熱傷学会 日本比較内分泌学会 

日本地熱学会 日本熱測定学会 日本比較臨床医学会 

日本痴呆学会 日本熱帯医学会 日本微生物資源学会 

日本茶業技術協会 日本熱帯生態学会 日本微生物生態学会 

日本中国語学会 日本熱帯農業学会 日本ビタミン学会 

日本超音波検査学会 日本熱物性学会 日本肥満学会 

日本聴覚医学会 日本燃焼学会 日本病院・地域精神医学会 

日本鳥学会 日本粘土学会 日本病院管理学会 

日本調理科学会 日本農業気象学会 日本美容外科学会 

日本地理教育学会 日本農業経営学会 日本病態栄養学会 

日本痛風・核酸代謝学会 日本農業経済学会 日本フードシステム学会 

日本定位・機能神経外科学会 日本農業市場学会 日本複合材料学会 

日本 DNA多型学会 日本農業普及学会 日本福祉の街づくり学会 

日本 DDS学会 日本農作業学会 日本福祉文化学会 

日本デザイン学会 日本脳腫瘍病理学会 日本腹部救急医学会 

日本鉄道技術協会 日本脳神経外科コングレス 日本婦人科腫瘍学会 

日本手の外科学会 日本脳神経 CI学会 日本不整脈学会 

日本てんかん学会 日本脳神経超音波学会 日本付着生物学会 

日本電気泳動学会 日本脳卒中学会 日本仏教学会 

日本統計学会 日本脳卒中の外科学会 日本物理教育学会 

日本頭頸部外科学会 日本農村医学会 日本ブドウ・ワイン学会 

  

 

 



日本プライマリ・ケア学会 日本野蚕学会 日本老年看護学会 

日本プランクトン学会 日本野生動物医学会 日本老年歯科医学会 

日本フル-ドパワ-システム学会 日本遊戯療法学会 日本老年精神医学会 

日本ペインクリニック学会 日本有病者歯科医療学会 日本老年泌尿器科学会 

日本ペット栄養学会 日本油化学会 日本ロールシャッハ学会 

日本ペドロジー学会 日本雪工学会 日本ロケット協会 

日本ペプチド学会 日本養豚学会 日本惑星科学会 

日本ヘモレオロジー学会 日本リウマチ・関節外科学会 人間・環境学会 

日本ベントス学会 日本リウマチ学会 根研究会 

日本保育園保健協議会 日本理科教育学会 農業機械学会 

日本法医学会 日本理学療法士協会 農業施設学会 

日本防菌防黴学会 日本陸水学会 農業情報学会 

日本放射化学会 日本良導絡自律神経学会 農業生産技術管理学会 

日本放射光学会 日本緑内障学会 農業問題研究学会 

日本放射線影響学会 日本鱗翅学会 農村計画学会 

日本放射線化学会 日本臨床ウイルス学会 パーソナルコンピュータ利用技術学会 

日本放射線腫瘍学会 日本臨床衛生検査技師会 比較眼科学会 

日本防錆技術協会 日本臨床栄養学会 東アジア近代史学会 

日本放線菌学会 日本臨床化学会 東日本整形災害外科学会 

日本包装学会 日本臨床外科学会 ヒューマンインタフェース学会 

日本保険医学会 日本臨床検査医学会 弘前医学会 

日本保健科学学会 日本臨床細胞学会 広島芸術学会 

日本保健物理学会 日本臨床催眠学会 品質工学会 

日本母性衛生学会 日本臨床歯周病学会 ファッションビジネス学会 

日本哺乳動物卵子学会 日本臨床神経生理学会 福島医学会 

日本膜学会 日本臨床スポーツ医学会 プレストレストコンクリート技術協会 

日本未熟児新生児学会 日本臨床精神神経薬理学会 プロジェクトマネジメント学会 

日本水環境学会 日本臨床生理学会 文化財保存修復学会 

日本水処理生物学会 日本臨床バイオメカニクス学会 粉体工学会 

日本脈管学会 日本臨床微生物学会 分離技術会 

日本ミュージアム・マネージメント学会 日本臨床分子医学会 北海道医学会 

日本民族衛生学会 日本臨床分子形態学会 北海道整形災害外科学会 

日本民俗音楽学会 日本臨床麻酔学会 北海道農業経済学会 

日本めまい平衡医学会 日本臨床免疫学会 マトリックス研究会 

日本免疫学会 日本臨床モニター学会 マリンバイオテクノロジー学会 

日本網膜硝子体学会 日本臨床薬理学会 密教図像学会 

日本木材加工技術協会 日本リンパ網内系学会 民俗芸能学会 

日本木材学会 日本冷凍空調学会 無機マテリアル学会 

日本木材保存協会 日本レーザー医学会 明治美術学会 

日本薬物動態学会 日本レーザー歯学会 野生生物保護学会 

 

 

 



山口大学医学会 新井科学技術振興財団 松籟科学技術振興財団 

有機合成化学協会 日本応用酵素協会 新技術開発財団 

理学療法科学学会 科学技術と経済の会 スガウェザリング技術振興財団 

琉球医学会 未来工学研究所 全国発明婦人協会 

林業経済学会 新技術協会 総合工学振興会 

林木育種協会 大阪科学技術センター つくば科学万博記念財団 

和漢医薬学会 大阪技術振興協会 電気科学技術奨励会 

和算研究所 科学技術広報財団 内藤泰春科学技術振興財団 

 科学技術融合振興財団 日本文具財団 

 新世代研究所 日本発明振興協会 

 全日本地域研究交流協会 発明学会 

 中部科学技術センター 発明協会 

 日本科学技術振興財団 発明推進協会 

 日本科学技術連盟 藤原科学財団 

 日本技術士会 婦人発明家協会 

 日本コンサルティング・エンジニヤ協会 平成基礎科学財団 

 ニューテクノロジー振興財団 マツダ財団 

 能力開発工学センター 御器谷科学技術財団 

 核物質管理センター 矢崎科学技術振興記念財団 

 原子力安全技術センター 新技術振興渡辺記念会 

 日本分析センター 関科学技術振興記念財団 

 放射線計測協会 東京応化科学技術振興財団 

 アジア研究協会 日本知財学会 

 科学技術国際交流センター 化学情報協会 

 国際耳鼻咽喉科学振興会 高度情報科学技術研究機構 

 社会科学国際交流江草基金 国際医学情報センター 

 情報科学国際交流財団 情報科学技術協会 

 鈴木万平糖尿病学国際交流財団 立石科学技術振興財団 

 東亜科学技術協力協会 電気・電子情報学術振興財団 

 永井記念薬学国際交流財団 日本ネットワークインフォメーションセンター 

 日中科学技術文化センター 船井情報科学振興財団 

 日本国際医学協会 科学教育研究会 

 松前国際友好財団 国際科学振興財団 

 吉田科学技術財団 自然科学書協会 

 稲盛財団 大日本蚕糸会 

 岩谷直治記念財団 日本非破壊検査協会 

 大河内記念会 映像情報メディア学会 

 近畿地方発明センター 応用物理学会 

 倉田記念日立科学技術財団 化学工学会 

 国際科学技術財団 可視化情報学会 

 

 

 



火薬学会 日本建築学会 日本天文学会 

環境科学会 日本顕微鏡学会 日本透析医学会 

空気調和・衛生工学会 日本航海学会 日本糖尿病学会 

軽金属学会 日本航空宇宙学会 日本動物学会 

高温学会 日本口腔外科学会 日本東洋医学会 

高分子研究所 日本呼吸器学会 日本都市計画学会 

自動車技術会 日本材料学会 日本土壌肥料学会 

照明学会 日本産科婦人科学会 日本トライボロジー学会 

人工知能学会 日本蚕糸学会 日本内科学会 

精密工学会 日本磁気学会 日本内分泌学会 

繊維学会 日本実験動物学会 日本脳神経外科学会 

染色体学会 日本耳鼻咽喉科学会 日本皮膚科学会 

電気化学会 日本写真学会 日本表面科学会 

電気学会 日本写真測量学会 日本病理学会 

電子情報通信学会 日本循環器学会 日本品質管理学会 

東京地学協会 日本消化器がん検診学会 日本物理学会 

土木学会 日本消化器内視鏡学会 日本分光学会 

日本金属学会 日本消化器病学会 日本分析化学会 

日本農芸化学会 日本小児科学会 日本放射線技術学会 

日本アレルギー学会 日本食品衛生学会 日本補綴歯科学会 

日本医学放射線学会 日本心身医学会 日本麻酔科学会 

日本印刷学会 日本腎臓学会 日本薬学会 

日本栄養・食糧学会 日本水産学会 日本薬剤学会 

日本オペレーションズ・リサーチ学会 日本数学会 日本薬理学会 

日本音響学会 日本数学教育学会 日本リハビリテーション医学会 

日本解剖学会 日本生化学会 日本流体力学会 

日本化学会 日本整形外科学会 日本レオロジー学会 

日本科学協会 日本生殖医学会 日本老年医学会 

日本化学療法学会 日本精神神経学会 日本ロボット学会 

日本火災学会 日本生体医工学会 農業農村工学会 

日本ガスタービン学会 日本生物工学会 表面技術協会 

日本家政学会 日本雪氷学会 物理探査学会 

日本眼科学会 日本設計工学会 プラスチック成形加工学会 

日本感染症学会 日本繊維製品消費科学会 プラズマ・核融合学会 

日本肝臓学会 日本造園学会 粉体粉末冶金協会 

日本気象学会 日本塑性加工学会 溶接学会 

日本経営工学会 日本畜産学会 レーザー学会 

日本形成外科学会 日本鋳造工学会 池谷科学技術振興財団 

日本血液学会 日本超音波医学会 石川カーボン科学技術振興財団 

日本原子力学会 日本地理学会 泉科学技術振興財団 

 

 

 



医用原子力技術研究振興財団 地震予知総合研究振興会  

大倉和親記念財団 セコム科学技術振興財団  

大澤科学技術振興財団 総合安全工学研究所  

小笠原科学技術振興財団 日本地すべり学会  

近畿化学協会 海洋産業研究会  

熊谷科学技術振興財団 国際海洋科学技術協会  

高輝度光科学研究センター 日本海洋科学振興財団  

材料科学技術振興財団 日本極地研究振興会  

島津科学技術振興財団 熱帯海洋生態研究振興財団  

高柳記念電子科学技術振興財団 宇宙科学振興会  

低温工学協会 中部航空宇宙技術センター  

徳山科学技術振興財団 天文学振興財団  

中山隼雄科学技術文化財団 日本宇宙フォーラム  

日本アイソトープ協会 衛星測位利用推進センター  

能村膜構造技術振興財団 航空宇宙技術振興財団  

光科学技術研究振興財団 資源探査用観測システム・宇宙環境利用研究開発機構  

腐食防食協会 日本宇宙少年団  

放射線影響協会 リモート・センシング技術センター  

放射線利用振興協会 環境科学技術研究所  

三豊科学技術振興協会 原子燃料政策研究会  

未踏科学技術協会 原子力研究バックエンド推進センター  

向科学技術振興財団 原子力安全研究協会  

レーザー技術総合研究所 原子力弘済会  

大阪バイオサイエンス研究所 日本原子力産業協会  

かずさ DNA研究所 若狭湾エネルギー研究センター  

加藤記念バイオサイエンス研究振興財団 スマートプロセス学会  

生存科学研究所 日本植物学会  

生命科学振興会 日本外科学会  

テルモ科学技術振興財団 日本ゴム協会  

東洋紡百周年記念バイオテクノロジー研究財団 日本鉄鋼協会  

長瀬科学技術振興財団 日本伝熱学会  

日本交通科学協議会 日本泌尿器学会  

バイオ産業情報化コンソーシアム   

万有生命科学振興国際交流財団   

ホクト生物科学振興財団   

水谷糖質科学振興財団   

ヤクルト・バイオサイエンス研究財団   

ライフサイエンス振興財団   

日本原子力文化振興財団   

砂防学会   

 


