
1 北海道 私立 光塩学園女子短期大学 食物栄養科 150
函館短期大学 食物栄養学科 60

2 青森県 私立 青森中央短期大学 食物栄養学科 60
3 岩手県 私立 修紅短期大学 食物栄養学科 35
4 宮城県 私立 仙台大学 体育学部 運動栄養学科 80
5 秋田県 私立 聖霊女子短期大学 生活文化科 健康栄養専攻 60
7 福島県 私立 桜の聖母短期大学 生活科学科 食物栄養専攻 50
9 栃木県 私立 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 60
10 群馬県 私立 桐生大学短期大学部 生活科学科 40

明和学園短期大学 生活学科 栄養専攻 50
11 埼玉県 私立 国際学院埼玉短期大学 健康栄養学科 食物栄養専攻 80

十文字学園女子大学 人間生活学部 健康栄養学科 80
武蔵丘短期大学 健康生活学科 健康栄養専攻 80

12 千葉県 私立 昭和学院短期大学 ヘルスケア栄養学科 80
川村学園女子大学 生活創造学部 生活文化学科 60

13 東京都 私立 実践女子大学 生活科学部 食生活科学科 健康栄養専攻 40
女子栄養大学短期大学部 食物栄養学科 160
大妻女子大学 家政学部 食物学科 食物学専攻 80
帝京短期大学 生活科学科 食物栄養専攻 100
東京家政学院大学 現代生活学部 食物学科 70
東京家政大学短期大学部 栄養科 80

14 神奈川県 私立 小田原短期大学 食物栄養学科 80
16 富山県 私立 富山短期大学 食物栄養学科 80
17 石川県 私立 金沢学院短期大学 食物栄養学科 60

北陸学院大学短期大学部 食物栄養学科 80
20 長野県 私立 飯田女子短期大学 家政学科 食物栄養専攻 50
21 岐阜県 私立 中京学院大学短期大学部 健康栄養学科 70
22 静岡県 私立 東海大学短期大学部 食物栄養学科 100
23 愛知県 私立 愛知みずほ短期大学 生活学科 食物栄養専攻 40

愛知文教女子短期大学 生活文化学科 食物栄養専攻 40
名古屋文理大学短期大学部 食物栄養学科 栄養士専攻 150

24 三重県 私立 鈴鹿大学短期大学部 生活コミュニケーション学科 食物栄養学専攻 40
25 滋賀県 私立 滋賀短期大学 生活学科 80
26 京都府 私立 京都光華女子大学 健康科学部 健康栄養学科 健康スポーツ栄養専攻 40
27 大阪府 私立 大阪国際大学短期大学部 ライフデザイン総合学科 140

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 40
大阪成蹊短期大学 栄養学科 120
大阪夕陽丘学園短期大学 食物栄養学科 120
東大阪大学短期大学部 実践食物学科 栄養士コース 40

28 兵庫県 私立 甲子園大学 栄養学部 フードデザイン学科 80
神戸女子大学 健康福祉学部 健康スポーツ栄養学科 80
神戸女子短期大学 食物栄養学科 120
武庫川女子大学短期大学部 食生活学科 160

31 鳥取県 私立 鳥取短期大学 生活学科 食物栄養専攻 50
34 広島県 私立 広島文化学園短期大学 食物栄養学科 50
36 徳島県 私立 四国大学短期大学部 人間健康科 食物栄養専攻 40

徳島文理大学短期大学部 生活科学科 食物専攻 40
39 高知県 私立 高知学園短期大学 生活科学学科 80
40 福岡県 私立 精華女子短期大学 生活科学科 食物栄養専攻 100

東筑紫短期大学 食物栄養学科 100
福岡女子短期大学 健康栄養学科 70

41 佐賀県 私立 佐賀女子短期大学 地域みらい学科 食とヘルスマネジメントコース 30
44 大分県 私立 別府溝部学園短期大学 食物栄養学科 40

別府大学短期大学部 食物栄養科 50
46 鹿児島県 公立 鹿児島県立短期大学 生活科学科 食物栄養専攻 30

私立 鹿児島純心女子短期大学 生活学科 食物栄養専攻 40
鹿児島女子短期大学 生活科学科 食物栄養学専攻 100

47 沖縄県 国立 琉球大学 農学部 亜熱帯生物資源科学科 45
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