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【あ】 

愛知医科大学・・・４６６

愛知学院大学・・・４７２

愛知教育大学・・・１６２

愛知県立大学・・・２４０

愛知工科大学・・・５５８

愛知工業大学・・・４０８

愛知大学・・・６３０ 

会津大学・・・２４４ 

藍野大学・・・６０４ 

青森県立保健大学・・・２７８ 

青森中央学院大学・・・５９８ 

青山学院大学・・・４０４

秋田県立大学・・・２１２

秋田公立美術大学・・・２８０ 

秋田大学・・・１２８ 

旭川医科大学・・・１３４

麻布大学・・・３９６ 

足利工業大学・・・５９０

石川県立大学・・・２１６

茨城県立医療大学・・・２７６ 

茨城大学・・・１２６ 

いわき明星大学・・・６７２ 

岩手医科大学・・・３８６ 

岩手県立大学・・・２５０ 

岩手大学・・・９６ 

宇都宮大学・・・１１８ 

愛媛大学・・・７６ 

奥羽大学・・・６３２ 

追手門学院大学・・・４２０ 

桜美林大学・・・６６８ 

大分県立看護科学大学・・・２８２ 

大分大学・・・１２２ 

大阪医科大学・・・４８６ 

大阪大谷大学・・・５６８ 

大阪教育大学・・・１６８ 

大阪経済大学・・・６４４

大阪工業大学・・・４０６

大阪産業大学・・・４７８

大阪歯科大学・・・６７０

大阪市立大学・・・１９０

大阪大学・・・２２ 

大阪電気通信大学・・・４８８ 

大阪府立大学・・・１８８

大阪薬科大学・・・５４４

大妻女子大学・・・４７０

岡山県立大学・・・２３６

岡山大学・・・５４ 

岡山理科大学・・・３７４

沖縄科学技術大学院大学・・・３６６ 

小樽商科大学・・・１６０

お茶の水女子大学・・・１５０ 

帯広畜産大学・・・１３２

【か】 

香川大学・・・１０４ 

学習院大学・・・４４６ 

鹿児島大学・・・８４ 

神奈川工科大学・・・３５８ 

神奈川歯科大学・・・５６４ 

神奈川大学・・・４２６ 

金沢医科大学・・・４１２

金沢工業大学・・・３１８

金沢大学・・・５８ 

金沢美術工芸大学・・・２８４ 

鹿屋体育大学・・・１５６

川崎医科大学・・・４５２

川崎医療福祉大学・・・５８６ 

関西医科大学・・・４６２

関西大学・・・３３８ 

関西学院大学・・・３４８

関東学院大学・・・６５４
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畿央大学・・・５２８ 

北九州市立大学・・・２０２ 

北里大学・・・３７２ 

北見工業大学・・・１３０ 

岐阜大学・・・７２ 

岐阜薬科大学・・・２０８ 

九州工業大学・・・５２ 

九州産業大学・・・５３０ 

九州歯科大学・・・２７０ 

九州大学・・・２８ 

京都学園大学・・・４５８ 

京都教育大学・・・１７４ 

京都工芸繊維大学・・・９２ 

京都産業大学・・・４５６ 

京都女子大学・・・５８８ 

京都市立芸術大学・・・２８６ 

京都大学・・・２０ 

京都橘大学・・・５７６ 

京都府立医科大学・・・１９６ 

京都府立大学・・・２２０ 

京都薬科大学・・・４４４ 

杏林大学・・・４１４ 

近畿大学・・・６５６ 

熊本県立大学・・・２４８ 

熊本大学・・・５０ 

熊本保健科学大学・・・５７２ 

倉敷芸術科学大学・・・５８２ 

久留米大学・・・３４４ 

群馬大学・・・１０２ 

慶應義塾大学・・・３０６ 

県立広島大学・・・２２４ 

工学院大学・・・３８４ 

甲子園大学・・・６７４ 

高知県立大学・・・２７２ 

高知工科大学・・・２１８ 

高知大学・・・８８ 

甲南大学・・・４３８ 

神戸学院大学・・・４５４ 

神戸芸術工科大学・・・５９６ 

神戸女子大学・・・５８０ 

神戸大学・・・３６ 

公立鳥取環境大学・・・２６８ 

公立はこだて未来大学・・・２３０ 

国際教養大学・・・２８８ 

国士舘大学・・・６０６ 

 

【さ】 

埼玉医科大学・・・３４６ 

埼玉県立大学・・・２６０ 

埼玉工業大学・・・４７６ 

埼玉大学・・・９８ 

佐賀大学・・・９４ 

作新学院大学・・・６６０ 

札幌医科大学・・・２０６ 

札幌市立大学・・・２６６ 

産業医科大学・・・３９８ 

産業技術大学院大学・・・２５６ 

山陽小野田市立山口東京理科大学・・・２２２ 

滋賀医科大学・・・１３８ 

滋賀県立大学・・・２２６ 

滋賀大学・・・１５８ 

四国大学・・・５４８ 

静岡県立大学・・・１９８ 

静岡大学・・・８０ 

静岡文化芸術大学・・・２５８ 

静岡理工科大学・・・４００ 

自治医科大学・・・３２４ 

実践女子大学・・・６７８ 

芝浦工業大学・・・３２２ 

島根県立大学・・・２４２ 

島根大学・・・１２４ 

就実大学・・・５７８ 
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首都大学東京・・・１９４ 

順天堂大学・・・３１２ 

上越教育大学・・・１７８ 

上智大学・・・３７６ 

湘南工科大学・・・５１６ 

上武大学・・・６０８ 

昭和女子大学・・・６６２ 

昭和大学・・・５７０ 

昭和薬科大学・・・６３４ 

女子美術大学・・・５３４ 

信州大学・・・４６ 

鈴鹿医療科学大学・・・４６４ 

成蹊大学・・・６６６ 

政策研究大学院大学・・・１５４ 

聖徳大学・・・６８０ 

聖マリアンナ医科大学・・・３２６ 

聖路加国際大学・・・３６０ 

摂南大学・・・４２４ 

創価大学・・・５５２ 

総合研究大学院大学・・・１７６ 

崇城大学・・・４４８ 

 

【た】 

第一工業大学・・・６１０ 

大同大学・・・４２２ 

高崎経済大学・・・２９０ 

高松大学・・・５９２ 

玉川大学・・・３９４ 

千歳科学技術大学・・・５５６ 

千葉科学大学・・・５３８ 

千葉工業大学・・・３６２ 

千葉大学・・・４２ 

中央大学・・・３２０ 

中京大学・・・４０２ 

中国学園大学・・・６２６ 

中部大学・・・３３２ 

筑波技術大学・・・１７０ 

筑波大学・・・３４ 

鶴見大学・・・５２４ 

帝京大学・・・３７０ 

帝京平成大学・・・４８０ 

電気通信大学・・・８６ 

桐蔭横浜大学・・・５７４ 

東海大学・・・３１４ 

東京医科歯科大学・・・６０ 

東京医科大学・・・３８２ 

東京海洋大学・・・１１０ 

東京学芸大学・・・１４６ 

東京藝術大学・・・１５２ 

東京工科大学・・・４５０ 

東京工業大学・・・３０ 

東京工芸大学・・・５２６ 

東京歯科大学・・・５６６ 

東京慈恵会医科大学・・・３８８ 

東京女子医科大学・・・３５６ 

東京大学・・・１８ 

東京電機大学・・・３６８ 

東京都市大学・・・３３６ 

東京農業大学・・・３６４ 

東京農工大学・・・４８ 

東京富士大学・・・６３６ 

東京薬科大学・・・４１８ 

東京理科大学・・・３１０ 

同志社女子大学・・・５２０ 

同志社大学・・・３４０ 

東邦大学・・・４３４ 

東北学院大学・・・５０６ 

東北芸術工科大学・・・６１２ 

東北工業大学・・・４２８ 

東北大学・・・２４ 

東北福祉大学・・・５１８ 

東洋大学・・・４１６ 
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徳島大学・・・６８ 

獨協医科大学・・・４４２ 

鳥取大学・・・９０ 

富山県立大学・・・２１０ 

富山大学・・・１１２ 

豊田工業大学・・・３５０ 

豊橋技術科学大学・・・５６ 

 

【な】 

長岡技術科学大学・・・１００ 

長岡造形大学・・・２９２ 

長崎県立大学・・・２３８ 

長崎国際大学・・・５１４ 

長崎総合科学大学・・・４８４ 

長崎大学・・・７４ 

長野大学・・・２９４ 

長浜バイオ大学・・・６１４ 

中村学園大学・・・６５０ 

名古屋学芸大学・・・６４８ 

名古屋工業大学・・・４４ 

名古屋市立大学・・・２００ 

名古屋大学・・・２６ 

奈良県立医科大学・・・２１４ 

奈良女子大学・・・１４２ 

奈良先端科学技術大学院大学・・・７０ 

鳴門教育大学・・・１７２ 

新潟医療福祉大学・・・５０２ 

新潟県立大学・・・２７４ 

新潟工科大学・・・５４０ 

新潟大学・・・８２ 

新潟薬科大学・・・４４０ 

西九州大学・・・６５２ 

西日本工業大学・・・５８４ 

日本医科大学・・・４３０ 

日本工業大学・・・６１８ 

日本歯科大学・・・６６４ 

日本獣医生命科学大学・・・６２８ 

日本女子大学・・・５１２ 

日本体育大学・・・５５０ 

日本大学・・・３２８ 

日本福祉大学・・・６２０ 

日本文理大学・・・４９８ 

日本薬科大学・・・５４２ 

人間総合科学大学・・・６４２ 

 

【は】 

八戸工業大学・・・４７４ 

浜松医科大学・・・１４０ 

光産業創成大学院大学・・・３８０ 

一橋大学・・・１６４ 

姫路獨協大学・・・６３８ 

兵庫医科大学・・・３４２ 

兵庫医療大学・・・５５４ 

兵庫県立大学・・・１８６ 

弘前大学・・・１１６ 

広島工業大学・・・３７８ 

広島国際大学・・・４９６ 

広島市立大学・・・２３４ 

広島大学・・・３８ 

びわこ学院大学・・・６２２ 

福井県立大学・・・２４６ 

福井工業大学・・・４８２ 

福井大学・・・７８ 

福岡県立大学・・・２９６ 

福岡工業大学・・・４１０ 

福岡女子大学・・・２５２ 

福岡大学・・・３５４ 

福島県立医科大学・・・２０４ 

福島大学・・・１４８ 

福山大学・・・５００ 

藤田保健衛生大学・・・３３４ 

文化学園大学・・・５３６ 
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文教大学・・・６２４ 

文星芸術大学・・・６５８ 

法政大学・・・３９０ 

北陸先端科学技術大学院大学・・・１０６ 

北陸大学・・・６４６ 

星薬科大学・・・４９０ 

北海学園大学・・・６００ 

北海道医療大学・・・５１０ 

北海道科学大学・・・５０８ 

北海道教育大学・・・１６６ 

北海道情報大学・・・５３２ 

北海道大学・・・３２ 

北海道薬科大学・・・３９２ 

 

【ま】 

前橋工科大学・・・２３２ 

松本歯科大学・・・５０４ 

松山大学・・・６１６ 

三重県立看護大学・・・２６４ 

三重大学・・・６２ 

宮城教育大学・・・１８０ 

宮城大学・・・２５４ 

宮崎大学・・・１１４ 

武庫川女子大学・・・５６０ 

武蔵野大学・・・４９２ 

武蔵野美術大学・・・５９４ 

室蘭工業大学・・・１３６ 

明治大学・・・３３０ 

明治薬科大学・・・５２２ 

名城大学・・・３５２ 

明星大学・・・４９４ 

目白大学・・・６０２ 

ものつくり大学・・・４３２ 

 

 

 

【や】 

安田女子大学・・・６７６ 

山形大学・・・４０ 

山口県立大学・・・２６２ 

山口大学・・・６６ 

山梨県立大学・・・２９８ 

山梨大学・・・１０８ 

横浜国立大学・・・６４ 

横浜商科大学・・・６４０ 

横浜市立大学・・・１９２ 

横浜薬科大学・・・４６０ 

 

【ら】 

酪農学園大学・・・４３６ 

立教大学・・・５４６ 

立命館大学・・・３１６ 

琉球大学・・・１２０ 

龍谷大学・・・４６８ 

 

【わ】 

和歌山県立医科大学・・・２２８ 

和歌山大学・・・１４４ 

早稲田大学・・・３０８ 

和洋女子大学・・・５６２ 
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