確認大学等による確認申請書の公表ホームページ
令和元年９月２０日

（国立大学）
確認大学等の名称

ホームページアドレス

北海道大学

https://www.hokudai.ac.jp/pr/johokokai/pub/other/

北海道教育大学

https://www.hokkyodai.ac.jp/public/schoolsupport_2020.html

室蘭工業大学

https://www.muroran-it.ac.jp/guidance/info_dis/info_support.html

小樽商科大学

https://www.otaru-uc.ac.jp/news/17568/

帯広畜産大学

https://www.obihiro.ac.jp/koutoukyouikuhutankeigen

旭川医科大学

http://www.asahikawa-med.ac.jp/index.php?f=public+k_kyoiku

北見工業大学

http://www.kitami-it.ac.jp/about/pubdoc-other/#shuugakusien

弘前大学

https://www.hirosaki-u.ac.jp/information/published/educationalinfo/kyoikukohyo172-2.html

岩手大学

https://www.iwate-u.ac.jp/info/important/2019/09/002725.html

東北大学

http://www.tohoku.ac.jp/japanese/studentinfo/studentlife/12/studentlife1202/

宮城教育大学

http://www.miyakyo-u.ac.jp/student_life/tuition/ct1_4.html

秋田大学

https://www.akita-u.ac.jp/honbu/current/eventa/item.cgi?pro&178

山形大学

https://www.yamagata-u.ac.jp/jp/life/fee/

福島大学

https://www.fukushima-u.ac.jp/university/public-matters/post-105.html

茨城大学

https://www.ibaraki.ac.jp/student/economicsupport/newstudysupport/

筑波大学

http://www.tsukuba.ac.jp/public/support/

筑波技術大学

https://www.tsukuba-tech.ac.jp/education/expenses/school_support.html

宇都宮大学

https://www.utsunomiya-u.ac.jp/convenient/campuslife/exemption.php

群馬大学

http://www.gunma-u.ac.jp/outline/out008/g1902

埼玉大学

http://www.saitama-u.ac.jp/entrance/fee/

千葉大学

http://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/exemption.html

東京大学

https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/students/welfare/h05_01.html

東京医科歯科大学

http://www.tmd.ac.jp/campuslife/exemption/9_5d9e6ac7e958b/index.html

東京外国語大学

http://www.tufs.ac.jp/student/tuition_scholarship/exemption.html

東京学芸大学

http://www.u-gakugei.ac.jp/jouhou/04/

東京農工大学

http://www.tuat.ac.jp/outline/jyouhoukoukai/syugakushien/

東京芸術大学

https://www.geidai.ac.jp/information/info_public/education_announce

東京工業大学

https://www.titech.ac.jp/about/disclosure/national.html

東京海洋大学

https://www.kaiyodai.ac.jp/disclosure/publicnotice/post_159.html

お茶の水女子大学

http://www.ocha.ac.jp/program/project/info/edu_revue_2019_d/fil/10-19.pdf

電気通信大学

https://www.uec.ac.jp/campus/fee/waiver.html

一橋大学

http://www.hit-u.ac.jp/guide/information/index.html

横浜国立大学

https://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/expense/folder/

新潟大学

https://www.niigata-u.ac.jp/university/about/announce/studysupport/

長岡技術科学大学

https://www.nagaokaut.ac.jp/annai/jyoho/jyohokoukai/jyouhou_n.html

上越教育大学

https://www.juen.ac.jp/090campus/050fee/syougaku_musyou.html

富山大学

http://www.u-toyama.ac.jp/campuslife/support/school-support.html

金沢大学

https://www.kanazawa-u.ac.jp/campuslife/economic/school_support

福井大学

https://www.u-fukui.ac.jp/cont_life/academic/syugaku-shien/

山梨大学

https://www.yamanashi.ac.jp/campuslife/23532

信州大学

https://www.shinshu-u.ac.jp/campus_life/studentsupport/scholarship/news.html

岐阜大学

https://www.gifu-u.ac.jp/campus_life/scholarship/school_support.html

静岡大学

https://www.shizuoka.ac.jp/campuslife/tuition/exemption/index.html

浜松医科大学

https://www.hama-med.ac.jp/campus-life/index.html

名古屋大学

http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/objectives/public-subject/index.html

愛知教育大学

https://www.aichi-edu.ac.jp/intro/release/new_support_system_for_education.html

名古屋工業大学

https://www.nitech.ac.jp/campus/support/koutoushien.html

豊橋技術科学大学

https://www.tut.ac.jp/student/exemption.html
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三重大学

http://www.mie-u.ac.jp/disclosure/files/de6892cd6ceee3ba1256f727391338c0.pdf

滋賀大学

https://www.shiga-u.ac.jp/campuslife/school_support/syuugakusienshinseido/

滋賀医科大学

https://www.shiga-med.ac.jp/education-and-support/student-life/tuition-exemption

京都大学

http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/education-campus/tuition/support

京都教育大学

https://www.kyokyo-u.ac.jp/jyohokokai/syuugakusien/

京都工芸繊維大学

https://www.kit.ac.jp/campus_index/life_fee/kyufu/

大阪大学

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/student/tuition/info

大阪教育大学

https://osaka-kyoiku.ac.jp/university/kyomu/musyo.html

兵庫教育大学

https://www.hyogo-u.ac.jp/visitor/student/syugakushien.php

神戸大学

http://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/finaid/tuition/2019_0920_info.html

奈良教育大学

https://www.nara-edu.ac.jp/campus_life/health/syugakushien.html

奈良女子大学

http://www.nara-wu.ac.jp/nwu/intro/index.html

和歌山大学

https://www.wakayama-u.ac.jp/about/public/studentnewsupport.html

鳥取大学

https://www.tottori-u.ac.jp/5716.htm

島根大学

https://www.shimane-u.ac.jp/procedure/tuition_waiver/01index.html

岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/student/syugakushien.html?draft=1

広島大学

https://www.hiroshima-u.ac.jp/about/public_info

山口大学

http://www.yamaguchi-u.ac.jp/prospective/_8018.html

徳島大学

https://www.tokushima-u.ac.jp/campus/scholarship/kikanyouken.html

鳴門教育大学

https://www.naruto-u.ac.jp/campuslife/01/002.html

香川大学

https://www.kagawa-u.ac.jp/campus-life/tuition-info/24216/

愛媛大学

https://www.ehime-u.ac.jp/entrance/scholarship/scholarship2/

高知大学

http://www.kochi-u.ac.jp/outline/jouhou_koukai/

福岡教育大学

https://www.fukuoka-edu.ac.jp/syugakusiensinseisyo

九州大学

http://www.kyushu-u.ac.jp/ja/education/syugakushien

九州工業大学

https://www.kyutech.ac.jp/campuslife/koutou-hutankeigen.html

佐賀大学

http://www.saga-u.ac.jp/koukai/shugakushien.html

長崎大学

http://www.nagasaki-u.ac.jp/ja/life/money/free/support/index.html

熊本大学

https://www.kumamoto-u.ac.jp/daigakuseikatsu/nyugaku_zyugyou/syugakushien

大分大学

https://www.oita-u.ac.jp/data/kikanyoken.html

宮崎大学

http://www.miyazaki-u.ac.jp/administration/public/legal/hutankeigen.html

鹿児島大学

https://www.kagoshima-u.ac.jp/education/post-100.html

鹿屋体育大学

https://www.nifs-k.ac.jp/campus-life/fees/support.html

琉球大学

http://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/information/

（国立高等専門学校）
確認大学等の名称
函館工業高等専門学校

ホームページアドレス
https://www.hakodate-ct.ac.jp/disclosure

苫小牧工業高等専門学校 https://www.tomakomai-ct.ac.jp/info/13555.html
釧路工業高等専門学校

https://www.kushiro-ct.ac.jp/modules/d3blog_04/details.php?bid=369

旭川工業高等専門学校

http://www.asahikawa-nct.ac.jp/information/index3.html

八戸工業高等専門学校

http://www.hachinohe-ct.ac.jp/disclosure/index.php

一関工業高等専門学校

https://www.ichinoseki.ac.jp/about/disclosure.html

仙台高等専門学校

https://www.sendai-nct.ac.jp/college/info-disclosure/

秋田工業高等専門学校

https://www.akita-nct.ac.jp/syugakushien/

鶴岡工業高等専門学校

https://www.tsuruoka-nct.ac.jp/annai/kyoiku/

福島工業高等専門学校

http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/info/syugakusienseido.html

茨城工業高等専門学校

http://www.ibaraki-ct.ac.jp/?page_id=5823

小山工業高等専門学校

https://www.oyamact.ac.jp/news/%e9%ab%98%e7%ad%89%e6%95%99%e8%82%b2%e3%81%ae%e4%bf%ae%e5%ad%a6%e6%94%af%e6%8f%b4%e6%96%b0%e5%88%b6%e5%ba%a6%e3%81%ae%e5%af%be%e8%b1
%a1%e6%a9%9f%e9%96%a2%e3%81%ab%e6%9c%ac%e6%a0%a1%e3%81%8c%e8%aa%8d/

群馬工業高等専門学校

http://www.gunma-ct.ac.jp/cms/gakuseika
http://www.kisarazu.ac.jp/%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e6%a6%82%e8%a6%81/%e5%85%ac%e9%96%8b%e8%b3%87%e6%96%99%e3%83%bb%e5%88%8a%e8%a1%8c%e7%89%a9/%e5%a4%a7

木更津工業高等専門学校 %e5%ad%a6%e7%ad%89%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e4%bf%ae%e5%ad%a6%e3%81%ae%e6%94%af%e6%8f%b4%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e6%b3%95
%e5%be%8b%e7%ac%ac%ef%bc%97%e6%9d%a1%e7%ac%ac/

東京工業高等専門学校

https://www.tokyo-ct.ac.jp/news/20191011_shugakushien/

長岡工業高等専門学校

http://www.nagaoka-ct.ac.jp/zaikou/47814.html

富山高等専門学校

https://www.nc-toyama.ac.jp/campuslife/syugakusienseido/

石川工業高等専門学校

https://www.ishikawa-nct.ac.jp/adm/schol.html
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福井工業高等専門学校

https://www.fukui-nct.ac.jp/life/%e9%ab%98%e7%ad%89%e6%95%99%e8%82%b2%e3%81%ae%e4%bf%ae%e5%ad%a6%e6%94%af%e6%8f%b4%e6%96%b0%e5%88%b6%e5%ba%a6/

長野工業高等専門学校

http://www.nagano-nct.ac.jp/guide/index.php

岐阜工業高等専門学校

http://www.gifu-nct.ac.jp/news/post885/

沼津工業高等専門学校

http://www.numazu-ct.ac.jp/college/disclosure/schoolsupport

豊田工業高等専門学校

https://www.toyota-ct.ac.jp/student/expenses2/hutankeigen2/

鳥羽商船高等専門学校

https://www.toba-cmt.ac.jp/jkoukai/

鈴鹿工業高等専門学校

https://www.suzuka-ct.ac.jp/guide/guide_index/disclosure/

舞鶴工業高等専門学校

http://www.maizuru-ct.ac.jp/01about-school/public-information.html

明石工業高等専門学校

https://www.akashi.ac.jp/guide/koutoukyouikunosyuugakusienseido

奈良工業高等専門学校

https://www.nara-k.ac.jp/life/support/oshirase1/

和歌山工業高等専門学校 http://www.wakayama-nct.ac.jp/info/index.html
米子工業高等専門学校

https://www.yonago-k.ac.jp/doc/school_guide/4121

松江工業高等専門学校

http://www.matsue-ct.jp/m/index.php/mainmenu-internal-students/mainmenu-enterancefeefree

津山工業高等専門学校

http://www.tsuyama-ct.ac.jp/keihiVer4/keihi.html

広島商船高等専門学校

http://www.hiroshima-cmt.ac.jp/admissions/scholar.html

呉工業高等専門学校

https://www.kure-nct.ac.jp/profile/j_koukai.html

徳山工業高等専門学校

http://www.tokuyama.ac.jp/other/disclosure.html

宇部工業高等専門学校

http://www.ube-k.ac.jp/for-parents/shinkyuhu/

大島商船高等専門学校

http://www.oshima-k.ac.jp/campus/shougakukin.html

阿南工業高等専門学校

https://www.anan-nct.ac.jp/notifications/10612/

香川高等専門学校

http://www.kagawa-nct.ac.jp/campuslife/application_form_style2.pdf

新居浜工業高等専門学校 http://www.niihama-nct.ac.jp/public/
弓削商船高等専門学校

http://www.yuge.ac.jp/disclosure

高知工業高等専門学校

https://www.kochi-ct.ac.jp/koukai_1

久留米工業高等専門学校 http://www.kurume-nct.ac.jp/kikaku/kikanyouken.docx
有明工業高等専門学校

https://www.ariake-nct.ac.jp/disclosure/application

北九州工業高等専門学校 https://www.kct.ac.jp/annai/kyouiku/
佐世保工業高等専門学校 http://www.sasebo.ac.jp/snct/education/sprt_higher-ed
熊本高等専門学校

https://kumamoto-nct.ac.jp/shien/support/shugaku-shien2.html

大分工業高等専門学校

http://wsv.oita-ct.ac.jp/wpct/gakkoannnai/#shugakushien

都城工業高等専門学校

https://www.miyakonojo-nct.ac.jp/student-support/scholarship/
http://www.kagoshima-ct.ac.jp/campus-

鹿児島工業高等専門学校 life/%e9%ab%98%e7%ad%89%e6%95%99%e8%82%b2%e3%81%ae%e4%bf%ae%e5%ad%a6%e6%94%af%e6%8f%b4%e6%96%b0%e5%88%b6%e5%ba%a6/
沖縄工業高等専門学校

http://www.okinawa-ct.ac.jp/detail.jsp?id=74721&menuid=14972&funcid=1

（国立専門学校）
確認大学等の名称
大阪大学歯学部附属歯科 https://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/student/tuition/info
技工士学校

ホームページアドレス

（私立大学）
確認大学等の名称

ホームページアドレス

旭川大学

https://www.asahikawa-u.ac.jp/public/pdf_data/style2-law172-univ.pdf

札幌大学

https://www.sapporo-u.ac.jp/disclosure/#shugaku-shien

北海道科学大学

https://www.hus.ac.jp/

函館大学

https://www.nomata.ac.jp/syugakusien/

藤女子大学

https://www.fujijoshi.ac.jp/newstopics/general/none/4413

北星学園大学

https://www.hokusei.ac.jp/publicinfo/

北海学園大学

https://www.hgu.jp/info/news/20190920-01.html

北海商科大学

https://www.hokkai.ac.jp/190920_3/

札幌学院大学

http://www.sgu.ac.jp/information/syuugakusien.html

酪農学園大学

https://www.rakuno.ac.jp/discrose.html

北海道医療大学

http://www.hoku-iryo-u.ac.jp/summary/support.html

星槎道都大学

https://www.seisadohto.ac.jp/information/2019/10/01/28565/

北海道情報大学

https://www.do-johodai.ac.jp/guidance/publicinformation.php

札幌国際大学

http://www.siu.ac.jp/01sougou/information/9297.html#13

北翔大学

http://www.hokusho-u.ac.jp/hokusho/files/北翔大学【省令】新法省令確認申請書様式２.pdf

北海道文教大学

http://www.do-bunkyodai.ac.jp/whatsnew/?p=604
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天使大学

https://www.tenshi.ac.jp/uploads/files/news/2019/%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%AD%89%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E4%BF%AE%E5%AD%A6%E3%81%A
E%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B%E7%AC%AC7%E6%9D%A1%E7%AC%AC1%E9%A0%85%E3%81%AE%E7%A2%BA
%E8%AA%8D%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%9B%B8(%E5%A4%A9%E4%BD%BF%E5%A4%A7%E5%AD%A6%EF%BC%89.pdf

稚内北星学園大学

http://www.wakhok.ac.jp/introduction/corporation

札幌保健医療大学

https://www.sapporo-hokeniryou-u.ac.jp/about/overview/information

日本医療大学
北海道千歳リハビリテー
ション大学
日本赤十字北海道看護大
学
苫小牧駒澤大学

https://www.nihoniryo-c.ac.jp/news/2019/10/11/14127/

青森大学

http://www.aomori-u.ac.jp/shugakushien/

東北女子大学

http://tojo.ac.jp/blog/post-6822/

弘前学院大学

http://www.hirogaku-u.ac.jp/

八戸工業大学

https://www.hi-tech.ac.jp/kakuninshinsei

八戸学院大学

https://www.hachinohe-u.ac.jp/univ/disclosure/

青森中央学院大学

https://www.aomoricgu.ac.jp/acgu_disclosures/

弘前医療福祉大学

https://www.hirosakiuhw.jp/info/hk19030/

岩手医科大学

http://www.iwate-med.ac.jp/education/information/h31/

富士大学

http://www.fuji-u.ac.jp/life/syuugaku

盛岡大学

http://www.morioka-u.ac.jp/

岩手保健医療大学

http://www.iwate-uhms.ac.jp/disclosure/data/shienkakunin.pdf

東北福祉大学

https://www.tfu.ac.jp/aboutus/shugakushien.html

東北学院大学

https://www.tohoku-gakuin.ac.jp/about/information/

東北工業大学

https://www.tohtech.ac.jp/outline/information/index.html

東北医科薬科大学

http://www.tohoku-mpu.ac.jp/about/information/

仙台大学

https://www.sendaidaigaku.jp/dnt2/_sendaidaigaku/access/nic_img/25/files/7-1_shinsei-2.pdf

東北生活文化大学

https://www.mishima.ac.jp/tsb/wp-content/uploads/2019/10/kikanyoken_u.pdf

宮城学院女子大学

http://www.mgu.ac.jp/main/about/information/index.html

東北文化学園大学

http://www.tbgu.ac.jp/about/information

尚絅学院大学

http://ap.shokei.jp/data/application.html

仙台白百合女子大学

http://sendai-shirayuri.ac.jp/admission/pdf/university_support.pdf

石巻専修大学

https://www.senshu-u.ac.jp/ishinomaki/campuslife/Scholarship/daigakunadoniokerushugakushien.html

ノースアジア大学

https://www.nau.ac.jp/assets/uploads/2019/09/shuugakushien-7_1.pdf

秋田看護福祉大学

https://www.well.ac.jp/assets/uploads/2019/09/kshuugakushien-7_1.pdf

http://www.chitose-reha.ac.jp/about/disclosure.html
http://ns2.rchokkaido-cn.ac.jp/upload/i0yxruqE/190927_C0103.pdf
https://tku.t-komazawa.ac.jp/publics/index/1/detail=1/b_id=1/r_id=148/sp_ssid=15

日本赤十字秋田看護大学 https://www.rcakita.ac.jp/about/fsupport
東北芸術工科大学

https://www.tuad.ac.jp/wp-content/uploads/page/2019/07/shugakushien.pdf

東北公益文科大学

https://www.koeki-u.ac.jp/news_topics/202004_syugakusien_sinseido.html

東北文教大学

http://www.t-bunkyo.jp/news/2019/09/post-660.html

郡山女子大学

http://www.koriyama-kgc.ac.jp/info/info-news/39850

奥羽大学

http://www.ohu-u.ac.jp/news/detail.php?news=630

東日本国際大学

http://www.shk-ac.jp/info_profile_ui.html#section01

福島学院大学

https://www.fukushima-college.ac.jp/wp-content/themes/fukushimacollege/img/about_index/r1_mushouka_shinseisyo.pdf

医療創生大学

http://www.isu.ac.jp/releases/detail.html?id=1686

茨城キリスト教大学

https://www.icc.ac.jp/about/disclosure/other/attendance_support/index.html

流通経済大学

https://www.rku.ac.jp/about/data/information/found/

常磐大学

https://www.tokiwa.ac.jp/about/disclosure/pdf/uni_institution_requirements.pdf

つくば国際大学

https://www.ktt.ac.jp/app-form/tiu-app-form.pdf

https://www.tsukuba-g.ac.jp/images/page/information/information_kakuninshinsesyo.pdf
筑波学院大学
日本ウェルネススポーツ大 https://www.nihonwellness.jp/information/disclosure.html
学
http://www.ashitech.ac.jp/pdf/musyokaYoshiki2.pdf
足利大学

白鷗大学

https://hakuoh.jp/about/about_29.html

作新学院大学

https://www.sakushin-u.ac.jp/common/sysfile/content_blocks/ID00002317binary1.pdf

国際医療福祉大学

https://www.iuhw.ac.jp/about/information.html

文星芸術大学

http://www.bunsei.ac.jp/sys/about/learning-support/

宇都宮共和大学

http://www.kyowa-u.ac.jp/disclosure/support.html

獨協医科大学

https://www.dokkyomed.ac.jp/dmu/academy/news/694

自治医科大学

http://www.jichi.ac.jp/gaiyo/higher.html

関東学園大学

https://www.kanto-gakuen.ac.jp/univer/entrance/support.htm

共愛学園前橋国際大学

https://www.kyoai.ac.jp/?p=21684
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高崎健康福祉大学

https://www.takasaki-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/99c7d4f5db6a73758a7898779ddbf138.pdf

高崎商科大学

https://www.tuc.ac.jp/uv/disclosure/

群馬医療福祉大学

http://www.shoken-gakuen.ac.jp

群馬パース大学

https://www.paz.ac.jp/overview/information_publication.html

桐生大学

https://www.kiryu-u.ac.jp/guidance/org/

育英大学

https://www.ikuei-g.ac.jp/university/news/2019/002482.html

東京福祉大学

https://www.tokyo-fukushi.ac.jp/introduction/publicinformation/images/application_ug.pdf

明海大学

http://www.meikai.ac.jp/news/post_147.html

埼玉医科大学

http://www.saitama-med.ac.jp/koukai.html

埼玉工業大学

https://www.sit.ac.jp/information/disclose/shugakushien/

獨協大学

http://www.dokkyo.ac.jp/daigaku/g_j.html

駿河台大学

https://www.surugadai.ac.jp/about/johokoukai/hutankeigen.html

平成国際大学

http://www.hiu.ac.jp/about/public_information/hourei/

西武文理大学

https://www.bunri-c.ac.jp/data/index.html

埼玉学園大学

http://www.saigaku.ac.jp/wp-content/uploads/2019/10/856b9914adc62edcb7eb78e24a0b885a.pdf

ものつくり大学

http://www.iot.ac.jp/cgi-bin/information/detail.cgi?id=1410

浦和大学

http://www.urawa.ac.jp/about/syugakushien.html

日本医療科学大学

https://www.nims.ac.jp/about/info/studysupport.html

東都大学

http://www.tohto.ac.jp/admissions/news/

日本保健医療大学

https://www.jhsu.ac.jp/common/doc/guidance/information/application_2019_09.pdf

女子栄養大学

http://www.eiyo.ac.jp/daigaku/information/resources/apply_hutankeigen_univ.pdf

日本工業大学

https://www.nit.ac.jp/campus/syugakushien.html

東京国際大学

https://www.tiu.ac.jp/about/disclosure/

東邦音楽大学

https://www.toho-music.ac.jp/college/admission/support

文教大学

https://www.bunkyo.ac.jp/guide/torikumi/shidou.htm

聖学院大学

https://www.seigakuin.jp/about/data/shugakushienhou/

城西大学

https://www.josai.ac.jp/about/information/kotogenmen.html

十文字学園女子大学

http://www.jumonji-u.ac.jp/campuslife/scholarship/2020_studysupport/index.html

尚美学園大学

https://www.shobi-u.ac.jp/news/topics/2019/1002_5221/

人間総合科学大学

https://www.human.ac.jp/cm/scholarship.html

共栄大学

http://www.kyoei.ac.jp/news/topics/2019/09241347.html

武蔵野学院大学

https://www.musashino.ac.jp/content/files/mgu/information/2019/yoshiki2-mgu.pdf

日本薬科大学

https://www.nichiyaku.ac.jp/uploads/2019/09/yousiki2.pdf

秀明大学

https://www.shumei-u.ac.jp/university/kyufu2019.pdf

開智国際大学

https://www.kaichi.ac.jp/examinee/29447/

千葉商科大学

https://www.cuc.ac.jp/news/2019/mstsps000001jkih.html

敬愛大学

https://www.u-keiai.ac.jp/outline-disclosure/information/koukai/shienseido/

千葉工業大学

https://www.it-chiba.ac.jp/disclosure/law/

麗澤大学

https://www.reitaku-u.ac.jp/about/activity

中央学院大学

https://www.cgu.ac.jp/aboutcgu/disclosure.html

和洋女子大学

https://www.wayo.ac.jp/admission/tabid/1108/Default.aspx

国際武道大学

http://www.budo-u.ac.jp/campuslife/scholarship/

千葉経済大学

https://www.cku.ac.jp/news/20190920-06.html

東京基督教大学

http://www.tci.ac.jp/future_student/fs_news/shugakushikin_shinseido

清和大学

http://www.seiwa-univ.ac.jp/publication/pdf/confirmation.pdf

了德寺大学

http://www.ryotokuji-u.ac.jp

植草学園大学

https://www.uekusa.ac.jp

三育学院大学

https://saniku.ac.jp/education.html

亀田医療大学

http://www.kameda.ac.jp/files/educate_college/university/pdf/2019_check.pdf

淑徳大学

https://www.shukutoku.ac.jp/news/univ/post_177_37823.html

東京情報大学

http://www.tuis.ac.jp/media/2020shinseisho.pdf

神田外語大学

https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/main/about/hutankeigen/

川村学園女子大学

https://www.kgwu.ac.jp/guide/disclosure/

江戸川大学

https://www.edogawa-u.ac.jp/about/sienseido/index1.html

城西国際大学

https://www.jiu.ac.jp/

愛国学園大学

https://www.aikoku-u.ac.jp/jp/outline/disc
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千葉科学大学

http://www.cis.ac.jp/information/disclosure/pdf/pdf-79.pdf

放送大学

https://www.ouj.ac.jp/hp/gakubu/genmen.html

亜細亜大学

https://www.asia-u.ac.jp/uploads/files/20191010201909.pdf

青山学院大学

https://www.aoyama.ac.jp/outline/information/shugakushien

跡見学園女子大学

http://www.atomi.ac.jp/univ/news/detail/4315/

上野学園大学

https://www.uenogakuen.ac.jp/university/about/disclosure/affirmation.html

桜美林大学

https://www.obirin.ac.jp/info/year_2019/r11i8i0000031wlw.html

大妻女子大学

http://www.otsuma.ac.jp/about/basic/form_studysupport

学習院大学

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/about/disclosure/post_9.html

学習院女子大学

https://www.gwc.gakushuin.ac.jp/about/disclosure.html

共立女子大学

http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/pdf/about/disclosure/mushouka/mushouka_daigaku.pdf

杏林大学

http://www.kyorin-u.ac.jp/univ/outline/information/

国立音楽大学

https://www.kunitachi.ac.jp/NEWS/introduction/20191011_0.html

東京造形大学

https://www.zokei.ac.jp/pdf/university/kakuninsinsei.pdf

慶應義塾大学

http://www.gakuji.keio.ac.jp/life/shogaku/kotokyoikushien.html

東京都市大学

https://www.tcu.ac.jp/news/all/20190920-25655/

工学院大学

https://www.kogakuin.ac.jp/news/2019/092004.html

國學院大學

https://www.kokugakuin.ac.jp/news/137782

国際基督教大学

https://www.icu.ac.jp/admissions/finance/

国士舘大学

https://www.kokushikan.ac.jp/disclosure/support/study_support.html

駒澤大学

https://www.komazawa-u.ac.jp/about/disclosure/studysupport.html

東京慈恵会医科大学

http://www.jikei.ac.jp/jikei/finance/pdf/finan_other_6.pdf

実践女子大学

https://www.jissen.ac.jp/about/information_disclosure/cnqjf1000000s7bm-att/shinseisho-dai.pdf

芝浦工業大学

https://www.shibaura-it.ac.jp/student/scholarship/support.html

順天堂大学

https://www.juntendo.ac.jp/corp/about/information.html

昭和大学

http://www.showa-u.ac.jp/about_us/disclosure/check-and-estimation.html

昭和女子大学

https://public-info.swu.ac.jp/

昭和薬科大学

https://www.shoyaku.ac.jp/about/public/pdf/syuugakusien.pdf

上智大学

https://www.sophia.ac.jp/jpn/studentlife/scholarship/itd24t000005ibsp.html

女子美術大学

https://www.joshibi.ac.jp/publication/shugakushien

白百合女子大学

https://www.shirayuri.ac.jp/news/2019/usftro0000006s91-att/a1569480460538.pdf

杉野服飾大学

https://www.sugino-fc.ac.jp/examination/data/application_form.pdf

成蹊大学

https://www.seikei.ac.jp/university/news_topics/assets/youshiki2.pdf

聖心女子大学

https://www.u-sacred-heart.ac.jp/about/scholarshipimages/scholarship_00.pdf

成城大学

http://www.seijo.ac.jp/news/jtmo42000000refx.html

清泉女子大学

https://www.seisen-u.ac.jp/overview/information/syugakusien.php

聖路加国際大学

http://university.luke.ac.jp/campuslife/tuition/study_support.html

専修大学

https://www.senshu-u.ac.jp/campuslife/scholarship/feefree-support.html#申請書

創価大学

https://www.soka.ac.jp/files/ja/20190925_142818.pdf

多摩美術大学

https://www.tamabi.ac.jp/soumu/hutankeigen/

大正大学

https://www.tais.ac.jp/common/doc/guide/info/monka-kyufu.pdf

大東文化大学

https://www.daito.ac.jp/information/open/hutankeigen/

高千穂大学

https://www.takachiho.jp/outline/disclosure.html

拓殖大学

https://www.takushoku-u.ac.jp/summary/disclosure/

玉川大学

https://www.tamagawa.jp/university/news/detail_16649.html

中央大学

https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/public_info/

津田塾大学

https://www.tsuda.ac.jp/

帝京大学

https://www.teikyo-u.ac.jp/university/basic_info/gratuitous_education.html

東京医科大学

https://www.tokyo-med.ac.jp/univ/syugakushienshinseido.html

東京音楽大学

https://www.tokyo-ondai.ac.jp/juliet/

東京家政学院大学

https://www.kasei-gakuin.ac.jp/houjin/information/faculty/

東京経済大学

https://www.tku.ac.jp/

東京歯科大学

http://www.tdc.ac.jp/college/information/tabid/203/Default.aspx

東京工芸大学

https://www.t-kougei.ac.jp/static/file/shourei_2019.pdf

東京女子大学

http://www.twcu.ac.jp/univ/campuslife/scholarship/study-support/

東京電機大学

https://www.dendai.ac.jp/about/tdu/information/hutankeigen.html
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東京農業大学

https://www.nodai.ac.jp/open/index.html

東京理科大学

https://www.tus.ac.jp/disclosure/hutankeigen/

東京薬科大学

https://www.toyaku.ac.jp/about/disclosure/edu-info

桐朋学園大学

https://www.tohomusic.ac.jp/college/visitor/files/syugakushienn_form2020.pdf

東邦大学

https://www.toho-u.ac.jp/univ/hojin_info/welfare.html

東洋大学

https://www.toyo.ac.jp/about/data/hutankeigen/

文化学園大学

http://www.bunka.ac.jp/contents/learningsupport-daigaku.pdf

日本女子体育大学

https://www.jwcpe.ac.jp/campus_life/fee/

二松学舎大学

https://www.nishogakusha-u.ac.jp/about/disclosure/johokokai.html

日本大学

https://www.nihon-u.ac.jp/campuslife/higher_education/support/

日本獣医生命科学大学

https://www.nvlu.ac.jp/news/20191011-03.html/

日本医科大学

https://www.nms.ac.jp/college/medicine/syugakushien.html

日本社会事業大学

https://www.jcsw.ac.jp/about/johokokai/futankeigen.html

日本女子大学

https://unv.jwu.ac.jp/unv/about/information/info.html

日本体育大学

https://www.nittai.ac.jp/about/information/2019_syugakushien.pdf

ルーテル学院大学

http://www.luther.ac.jp/news/20190927-02.html

武蔵大学

https://www.musashi.ac.jp/seikatsu/index.html

東京女子体育大学

https://www.twcpe.ac.jp/public/index.html

法政大学

http://www.hosei.ac.jp/gaiyo/johokokai/index.html

星薬科大学

https://www.hoshi.ac.jp/site/gaiyou/johokaiji.php#7

武蔵野音楽大学

http://secure.musashino-music.ac.jp/files/1515/6928/9694/kakunin_shinseisho214.pdf

武蔵野大学

https://www.musashino-u.ac.jp/guide/information/

武蔵野美術大学

https://www.musabi.ac.jp/

明治学院大学

https://www.meijigakuin.ac.jp/disclosure/school_support_youken.pdf

明治大学

https://www.meiji.ac.jp/campus/shougaku/6t5h7p00001v7crn.html

明星大学

https://www.meisei-u.ac.jp/shugaku-shien/

明治薬科大学

https://www.my-pharm.ac.jp/news/2019/10/post-120.html

立教大学

https://www.rikkyo.ac.jp/campuslife/support/scholarship/government.html

立正大学

http://www.ris.ac.jp/rissho_school/release_information/basic_info/1_12.html

和光大学

https://www.wako.ac.jp/outline/disclosure/koutou.html

早稲田大学

https://www.waseda.jp/inst/scholarship/hutankeigen/kikan/

東京家政大学

https://www.tokyo-kasei.ac.jp/about/disclosure/index.html

産業能率大学

https://www.sanno.ac.jp/news/univ.pdf

日本赤十字看護大学

https://www.redcross.ac.jp/news/news_information/2252

東京工科大学

https://www.teu.ac.jp/gaiyou/syugakushien.html

恵泉女学園大学

https://www.keisen.ac.jp/campuslife/support/

多摩大学

https://www.tama.ac.jp/topics/news/2019/09/post-4666.html

文京学院大学

https://www.u-bunkyo.ac.jp/students/education/scholarship.html

東洋学園大学

https://www.tyg.jp/pdf/campuslife/burse/shugakushien.pdf?20190920

駒沢女子大学

https://www.komajo.ac.jp/uni/guidance/support.html

東京成徳大学

https://www.tsu.ac.jp/guide/disclose/education/tabid/356/Default.aspx

目白大学

https://www.mejiro.ac.jp/gakuen/disclosure/hutankeigen/

東京純心大学

http://www.t-junshin.ac.jp/univ/col/summary.html

嘉悦大学

http://www.kaetsu.ac.jp/about/futankeigen.html

東京富士大学

https://www.fuji.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/【省令】新法省令確認申請書様式２.pdf

白梅学園大学

http://daigaku.shiraume.ac.jp/admisguide/payment/

東京医療保健大学

http://www.thcu.ac.jp/about/info.html

東京聖栄大学

https://www.tsc-05.ac.jp/pdf_jk/shinsei/shinseisyo.pdf

東京未来大学

https://www.tokyomirai.ac.jp/info/disclosure/index.html

帝京平成大学

https://www.thu.ac.jp/aboutus/disclosure

こども教育宝仙大学

http://hosen.ac.jp/news/20190920-01.html

東京有明医療大学

https://www.tau.ac.jp/information/report/index.html

ヤマザキ動物看護大学

http://univ.yamazaki.ac.jp/univ/public.html

帝京科学大学

https://www.ntu.ac.jp/tust/index.html

東京医療学院大学

https://www.u-ths.ac.jp/campus/information.html

東京通信大学

https://www.internet.ac.jp/about/public/publication.html
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国際ファッション専門職大 https://www.piif.ac.jp/mind/public/publication
学
https://www.dhw.ac.jp/profile/hutankeigen/
デジタルハリウッド大学
北里大学

https://www.kitasato-u.ac.jp/jp/about/support/index.html

東海大学

https://www.u-tokai.ac.jp/public_information/scholastic_support/

東洋英和女学院大学

https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/about/jyoho.html

田園調布学園大学

https://www.dcu.ac.jp/overview/information/document/2019_12.pdf

横浜美術大学

https://www.yokohama-art.ac.jp/about/index.html#b09

麻布大学

https://www.azabu-u.ac.jp/about/open/

神奈川大学

https://www.kanagawa-u.ac.jp/disclosure/surrounding/scholarship/index.html

関東学院大学

http://univ.kanto-gakuin.ac.jp/index.php/ja/home/about-university/overview/information-of-university.html#dp_08

湘南工科大学

https://www.shonan-it.ac.jp/outline/disclosure/schoolsuppor/

相模女子大学

http://www.sagami-wu.ac.jp/public/index.html

鶴見大学

https://www.tsurumi-u.ac.jp/site/about/syugakusien.html

フェリス女学院大学

https://www.ferris.ac.jp/information/information-disclosure/

横浜商科大学

https://www.shodai.ac.jp/news-topics/74/

洗足学園音楽大学

https://www.senzoku.ac.jp/music/about/

鎌倉女子大学

http://www.kamakura-u.ac.jp/profile/disclosure/reduction/index.html

神奈川工科大学

http://joho.kait.jp/

桐蔭横浜大学

http://toin.ac.jp/ouen/doc/news190928_univ.pdf

昭和音楽大学

https://www.tosei-showa-music.ac.jp/news/20190927-05.html

星槎大学

http://seisa.ac.jp/about/report.html

横浜薬科大学

https://www.hamayaku.ac.jp/

日本映画大学

https://www.eiga.ac.jp/about/activity.html#ancor03

横浜創英大学

http://www.soei.ac.jp/guide/info/attendance_support.html

湘南医療大学

https://www.sums.ac.jp/html/disclosure/

新潟薬科大学

http://www.nupals.ac.jp/campuslife/shienseido/

新潟産業大学

https://www.nsu.ac.jp/about/disclosure/

敬和学園大学

https://www.keiwa-c.ac.jp/guide/openinfo/shugakushien

新潟経営大学

https://www.niigataum.ac.jp/wp-content/uploads/2019/10/shugaku.pdf

新潟国際情報大学

https://www.nuis.ac.jp/pub/p01_1569810015920.html

新潟工科大学

https://www.niit.ac.jp/info/info/disclose.html

新潟青陵大学

http://www.n-seiryo.ac.jp/cms/wp-content/themes/seiryo/images/page/about/open_info/education_fee/support_application_nsu.pdf

長岡大学

https://www.nagaokauniv.ac.jp/guide/jkokai/syugakushien/

新潟医療福祉大学

https://www.nuhw.ac.jp/about/img/pdf/organ_application.pdf

新潟食料農業大学

https://nafu.ac.jp/overview/disclose/scholarship-info/

新潟リハビリテーション大学 https://nur.ac.jp/kikanyoken/
高岡法科大学

https://www.takaoka.ac.jp/daigaku-opn/syugakushien_new

富山国際大学

https://www.tuins.ac.jp/open/pdf/form2.pdf

金沢星稜大学

http://www.seiryo-u.ac.jp/u/campuslife/gakuhi.html

金沢工業大学

https://www..kanazawa-it.ac.jp/about_kit/ir.html

金沢医科大学

http://www.kanazawa-med.ac.jp/other/information.html

北陸大学

https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/disclosure/studysupport.html

金沢学院大学

https://www.kanazawa-gu.ac.jp/wp-content/uploads/2019/10/kakuninshinseisyo.dai_.pdf

金城大学

http://www.kinjo.ac.jp/ku/outline/research/rese05.html

北陸学院大学

https://www.hokurikugakuin.ac.jp/univ/about/pubinfo/

福井工業大学

http://www.fukui-ut.ac.jp/ut/introduction/public/shinsyugakushien/

仁愛大学

https://www.jindai.ac.jp/news/2019/003341.html

福井医療大学

http://www.f-gh.jp/fhsu/daigaku/fhsu_koukaijouhou.html

身延山大学

http://www.min.jp/department/course.html

山梨英和大学

https://www.yamanashi-eiwa.ac.jp/navi/adinfo/syugakusienseido/

健康科学大学

http://www.kenkoudai.ac.jp/modules/about/index.php?content_id=24

清泉女学院大学

https://www.seisen-jc.ac.jp/disclosure/support.php#jc

松本歯科大学

https://www.mdu.ac.jp/faculty/admissions/kotoshien.html

松本大学

https://www.matsumoto-u.ac.jp/introduction/information/information_07.php

佐久大学

https://www.saku.ac.jp/about/public_info/

長野保健医療大学

https://shitoku.ac.jp/about/corporation/disclosure/kikanyouken/
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岐阜協立大学

https://www.gku.ac.jp/about/index.html

朝日大学

http://www.asahi-u.ac.jp/inf/file/201910_koutoukyouiku.pdf

岐阜女子大学

https://www.gijodai.jp/docs/kikanyoken_shinseisho.pdf

岐阜聖徳学園大学

http://www.shotoku.ac.jp/outline/pdf/2019/shinseishorui.pdf

東海学院大学

http://www.tokaigakuin-u.ac.jp/

中京学院大学

http://www.chukyogakuin-u.ac.jp/outline/disclosure/

中部学院大学

https://www.chubu-gu.ac.jp/about/public_information/shugakushien/index.html

岐阜保健大学

https://www.gifuhoken.ac.jp/about/disclosure.html

岐阜医療科学大学

http://www.u-gifu-ms.ac.jp/university/disclosure/school_support/

常葉大学

https://www.tokoha-u.ac.jp/university/approach/syuugakusien/

静岡理工科大学

https://www.sist.ac.jp/pdf/col/kakuninshinseidai2gou.pdf

聖隷クリストファー大学

https://www.seirei.ac.jp/category01/pdf/daigaku_shien.pdf

静岡産業大学

https://www.ssu.ac.jp/guide/information-disclosure/hutankeigen/

静岡英和学院大学

http://www.shizuoka-eiwa.ac.jp/news/syugakusinseido/

静岡福祉大学

https://www.suw.ac.jp/about/outline.html

浜松学院大学

https://hamagaku.ac.jp/hgu/news/%e6%9c%ac%e5%ad%a6%e3%81%8c%e9%ab%98%e7%ad%89%e6%95%99%e8%82%b2%e4%bf%ae%e5%ad%a6%e6%94%af%e6%8f%b4%e6%96%b0%e5%88
%b6%e5%ba%a6%e3%81%ae%e5%af%be%e8%b1%a1%e6%a9%9f%e9%96%a2%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%a6/

日本赤十字豊田看護大学 https://www.rctoyota.ac.jp/news/14248.html
愛知学院大学

https://www.agu.ac.jp/life/payment/hutankeigen.html

愛知大学

http://www.aichi-u.ac.jp/

愛知学泉大学

https://www.gakusen.ac.jp/u/univ/public.html

中京大学

https://www.chukyo-u.ac.jp/support/studentlife/a11.html

金城学院大学

http://www.kinjo-u.ac.jp/pc/about/disclosure.html

名古屋商科大学

https://drive.google.com/file/d/1QtdqehdilRBKoMOPqN3yVKldMhBALhPE/view?usp=sharing

椙山女学園大学

http://www.sugiyama-u.ac.jp/univ/about/disclosure/

大同大学

https://www.daido-news.jp/daido_news/notice/post-252.html

同朋大学

https://www.doho.ac.jp/introduction/edu-info

名古屋音楽大学

https://www.meion.ac.jp/education_info/

名古屋造形大学

https://www.nzu.ac.jp/about/disclosure/public-education/

名古屋学院大学

https://www.ngu.jp/campuslife/scholarship/

名古屋芸術大学

http://www.nua.ac.jp/relation/disclosure/index.html

愛知工業大学

https://www.ait.ac.jp/guide/assets/docs/information_disclosure15_201902.pdf

名古屋女子大学

https://www.nagoya-wu.ac.jp/sogo/

至学館大学

http://www.sgk.ac.jp/about/information/k-youken/

南山大学

https://www.nanzan.ac.jp/gakuen/shugakusien_kakuninshinseisho_form2.pdf

藤田医科大学

https://www.fujita-hu.ac.jp/students/j93sdv0000003uan.html

日本福祉大学

http://www.n-fukushi.ac.jp/news/19/191010/19101001.html

中部大学

https://www.chubu.ac.jp/hutankeigen/

名城大学

https://www.meijo-u.ac.jp/campus/tuition/support/burden_reduction/

愛知医科大学

https://www.aichi-med-u.ac.jp/su11/su1113/index.html

愛知淑徳大学

https://www.aasa.ac.jp/guidance/public_info/support.html

名古屋経済大学

https://www.nagoya-ku.ac.jp/m/archives/15973/

豊田工業大学

https://www.toyota-ti.ac.jp/student/expense/post.html

名古屋外国語大学

https://www.nufs.ac.jp/news-topics/20190923-01/

名古屋学芸大学

https://www.nuas.ac.jp/profile/news/2019/191001.html

愛知産業大学

https://www.asu.ac.jp/news/?id=361

愛知みずほ大学

https://www.aichi-mizuho.ac.jp/image/honbu/aboutus/application_amc.pdf

東海学園大学

https://www.tokaigakuen-u.ac.jp/about_us/public_information/study_support.html

豊橋創造大学

http://www.sozo.ac.jp/index.php

愛知文教大学

http://www.abu.ac.jp/about/information_publication/

桜花学園大学

https://www.ohkagakuen-u.ac.jp/jyouhou/shinseisyo.html

名古屋文理大学

https://www.nagoya-bunri.ac.jp/campus/life/post_4.html

名古屋産業大学

https://www.nagoya-su.ac.jp/guide/disclosure/

愛知工科大学

https://www.aut.ac.jp/univ/outline/disclosure/

愛知東邦大学

https://www.aichi-toho.ac.jp/campuslife/student_support/scholarship

星城大学

http://www.seijoh-u.ac.jp/guide/guide-information/new-higher-education-support-system.html

修文大学

https://www.shubun.ac.jp/outline/about/
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岡崎女子大学

http://www.okazaki-u.ac.jp/outline/disclosure/index.html#column06

一宮研伸大学

http://www.ikc.ac.jp/topics_single.php?id=119

人間環境大学

https://www.uhe.ac.jp/info/ntf/190930001009.html

皇學館大学

https://www.kogakkan-u.ac.jp/information/detail.php?mdid=5105

四日市大学

https://www.yokkaichi-u.ac.jp/guidance/about/data.html

四日市看護医療大学

https://www.y-nm.ac.jp/campuslife/scholarship.html

鈴鹿医療科学大学

https://www.suzuka-u.ac.jp/guide/efforts/school_support

鈴鹿大学

https://www.suzuka-iu.ac.jp/info/201910111-158/

聖泉大学

https://www.seisen.ac.jp/intro/jyohokokai

長浜バイオ大学

https://www.nagahama-i-bio.ac.jp/?p=846

成安造形大学

https://www.seian.ac.jp/assets/pdf/about/public_info/shuugakushienshinseido_2019_9.pdf

びわこ学院大学

https://www.biwakogakuin.ac.jp/wp-content/uploads/2019/05/u-application_form.pdf

びわこ成蹊スポーツ大学

https://biwako-seikei.jp/disclosure/

京都外国語大学

http://www.kufs.ac.jp/public_information.html

京都先端科学大学

https://www.kuas.ac.jp/outline/info_disclosure/

京都産業大学

https://www.kyoto-su.ac.jp/about/info/index.html

京都女子大学

http://www.kyoto-wu.ac.jp/daigaku/jouhou/keigen/index.html

京都橘大学

https://www.tachibana-u.ac.jp/about/disclosure/index.html

京都薬科大学

https://www.kyoto-phu.ac.jp/compendium/higher_education/

京都光華女子大学

https://www.koka.ac.jp/news/8581/

大谷大学

http://www.otani.ac.jp/annai/nab3mq000006k16l.html

同志社大学

https://www.doshisha.ac.jp/information/overview/establishment.html

同志社女子大学

https://www.dwc.doshisha.ac.jp/about/public_info/study_support

京都ノートルダム女子大学 https://www.notredame.ac.jp/jukensei/pdf/syugaku_shien.pdf
花園大学

https://www.hanazono.ac.jp/about/disclose/high_school_syugaku_shien.html

立命館大学

http://www.ritsumeikan-trust.jp/file.jsp?id=436162&f=.pdf

龍谷大学

https://www.ryukoku.ac.jp/about/outline/info_disclosure/studysupport.html

京都精華大学

http://www.kyoto-seika.ac.jp/info/files/2019/09/shugakushien2019_ksu_applicationform_2.pdf

明治国際医療大学

https://www.meiji-u.ac.jp/about/public/#p15

京都造形芸術大学

https://www.kyoto-art.ac.jp/info/about/evaluation/financial_support/

佛教大学

http://www.bukkyo-u.ac.jp/news/detail/17642/

京都華頂大学

http://www.kyotokacho-u.ac.jp/news/news-16227/

京都文教大学

https://www.kbu.ac.jp/pub_info/univ/univ.html

平安女学院大学

http://www.heian.ac.jp/about/shugaku.html

嵯峨美術大学

https://www.kyoto-saga.ac.jp/about/info/#column10

京都医療科学大学

https://www.kyoto-msc.jp/wp-content/uploads/2019/09/20190920.pdf

京都美術工芸大学

https://www.kyobi.ac.jp/examination/expenses/index.html#shien

京都看護大学

https://www.kyotokango.ac.jp/about/disclosure.php

大阪医科大学

https://www.osaka-med.ac.jp/campuslife/koutoukyouikusinseid.html

大阪薬科大学

https://www.oups.ac.jp/about/scholarship.html

大阪学院大学

https://www.osaka-gu.ac.jp/guide/disclosure/support.html

大阪経済大学

https://www.osaka-ue.ac.jp/profile/information/

大阪経済法科大学

http://www.keiho-u.ac.jp/intro/shuugakushien.html

大阪工業大学

http://www.oit.ac.jp/japanese/oit/shugakushien.html

摂南大学

https://www.setsunan.ac.jp/aboutus/openinfo/

大阪産業大学

https://www.osaka-sandai.ac.jp/info/public/archive/shugakushien.html

大阪歯科大学

https://www.osaka-dent.ac.jp/campuslife.html

大阪電気通信大学

https://www.osakac.ac.jp/about/educational-information/higher-education/

大阪大谷大学

https://www.osaka-ohtani.ac.jp/about/disclosure/191011shinseisho.pdf

追手門学院大学

https://www.otemon.ac.jp/guide/release/release.html

関西大学

http://www.kansai-u.ac.jp/scholarship/news/new_system.html

関西医科大学

http://www.kmu.ac.jp/admission/campuslife/scholarship/index.html

関西外国語大学

http://www.kansaigaidai.ac.jp/headline/detail/?id=325

近畿大学

https://www.kindai.ac.jp/about-kindai/disclosure/educational-info/

四天王寺大学

http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/guide/disclosure.html

大阪樟蔭女子大学

http://www.osaka-shoin.ac.jp/univ/about/authorization/
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相愛大学

https://www.soai.ac.jp/univ/match/information.html

阪南大学

https://www.hannan-u.ac.jp/gaiyou/n5fenj0000026omn.html

大阪商業大学

https://ouc.daishodai.ac.jp/profile/disclosure/koutou-hutankeigen/

大阪芸術大学

https://www.osaka-geidai.ac.jp/geidai/guide/financial/index.html

帝塚山学院大学

https://www.tezuka-gu.ac.jp/about/disclosure/pdf/2019_shorei.pdf

大阪国際大学

https://www.oiu.ac.jp/gaiyo/educationinfo.html

大阪体育大学

https://www.ouhs.jp/nyushi/admission/info/2019-10-11-1926.html

梅花女子大学

https://www.baika.ac.jp/aboutus/syugakushien/

桃山学院大学

http://www.andrew.ac.jp/gakuin/news/2019/j3o1hs0000000g02.html

桃山学院教育大学

http://www.andrew.ac.jp/gakuin/news/2019/j3o1hs0000000g02.html

関西福祉科学大学

https://www.fuksi-kagk-u.ac.jp/utility/public-info.html

常磐会学園大学

https://www.sftokiwakai.ac.jp/wp-content/uploads/2019/10/3dcbedc0c5f66dff81b9420fc79c1089.pdf

大阪観光大学

https://www.tourism.ac.jp

大阪人間科学大学

http://www.kun-ei.ac.jp/jyouhou.html

羽衣国際大学

https://www.hagoromo.ac.jp/campuslife/scholarship

大阪成蹊大学

https://univ.osaka-seikei.jp/disclosure/

千里金蘭大学

https://www.kinran.ac.jp/campus/public_info.html

東大阪大学

http://www.higashiosaka.ac.jp/pdf/2019info/kakunin-d.pdf

関西医療大学

https://www.kansai.ac.jp/info/release/basic.php

藍野大学

http://univ.aino.ac.jp/life/learning-support.php

大阪女学院大学

http://www.wilmina.ac.jp/

大阪青山大学

https://www.osaka-aoyama.ac.jp/guide/disclosure/

http://un.shijonawate-gakuen.ac.jp/sn_wp01/wp-content/uploads/2019/09/20190924.pdf
四條畷学園大学
大阪河﨑リハビリテーション https://www.kawasakigakuen.ac.jp/admissions/kyufu.html
大学
http://jonan.jp/soho/about/about_04.html
大阪総合保育大学

森ノ宮医療大学

https://www.morinomiya-u.ac.jp/images/topics/1569313616/1569313616_14.pdf

大阪保健医療大学

https://www.ohsu.ac.jp/examination/scholarship/pdf/application_form.pdf

大阪物療大学

http://www.butsuryo.ac.jp/curriculum/support04.html

大阪行岡医療大学

http://www.yukioka.ac.jp/common/files/gakuen/application_u.pdf

大和大学

http://www.kankakuyamato.com/blog/20190927.html

宝塚大学

https://www.takara-univ.ac.jp/about/shugakushien/

姫路獨協大学

http://www.himeji-du.ac.jp/

大手前大学

https://www.otemae.ac.jp/files/about/2019_daigaku_shien-kakunin.pdf

神戸芸術工科大学

https://www.kobe-du.ac.jp/about/info/information_disclosure/

関西福祉大学

https://www.kusw.ac.jp/public

宝塚医療大学

http://www.tumh.ac.jp/information/detail/i/614/

芦屋大学

https://www.ashiya-u.ac.jp/news/20191010g01/

神戸海星女子学院大学

https://www.kaisei.ac.jp/college

関西学院大学

https://www.kwansei.ac.jp/notice/2019/notice_20191007_023127.html

甲子園大学

http://www.koshien.ac.jp/aboutus/jyoho.html

甲南大学

https://www.konan-u.ac.jp/pdf/info/basedata/basedata/shugakushien.pdf

甲南女子大学

https://www.konan-wu.ac.jp/publication/

神戸女学院大学

https://www.kobe-c.ac.jp/about/kokai/kyoiku-info/support

神戸学院大学

https://www.kobegakuin.ac.jp/information/outline/hutankeigen.html

神戸薬科大学

https://www.kobepharma-u.ac.jp/news/004970.html

神戸松蔭女子学院大学

https://www.shoin.ac.jp/guide/publication.html

神戸親和女子大学

https://www.kobe-shinwa.ac.jp/files/about/data/kakunin_sinseisyo.pdf

園田学園女子大学

https://www.sonoda-u.ac.jp/university/pdf/syugakushiensiinseisyo_daigaku.pdf

武庫川女子大学

http://www.mukogawa-u.ac.jp

神戸国際大学

https://www.kobe-kiu.ac.jp/wp-content/uploads/2019/09/b5fc5138d801f889cac37d2e6d7f3273.pdf

神戸女子大学

http://www.kobe-wu.ac.jp/wu/campuslife/fee/support.html

兵庫医療大学

https://www.huhs.ac.jp/cms/wp-content/uploads/2019/09/Scholastic-Support.pdf

流通科学大学

https://www.umds.ac.jp/190920-2/

兵庫大学

http://www.hyogo-dai.ac.jp/

関西国際大学

http://www.kuins.ac.jp/about/kuis_information/_8359.html

神戸山手大学

http://www.kobe-yamate.ac.jp/univ/news_important/20190920/index.html
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関西看護医療大学

https://www.kki.ac.jp/news/2019/10/15/901/

姫路大学

http://himeji.koutoku.ac.jp/untitled.html

神戸常盤大学

http://www.kobe-tokiwa.ac.jp/univ/

神戸医療福祉大学

http://www.kinwu.ac.jp/images/material/51/files/charge-free_02.pdf

奈良大学

http://www.nara-u.ac.jp/about/overview/disclosure/pdf/2019hutankeigen.pdf

帝塚山大学

https://www.tezukayama-u.ac.jp/information/2019/09/20/post-1006.html

天理大学

https://www.tenri-u.ac.jp/topics/q3tncs00001rzkit.html

奈良学園大学

http://www.naragakuen-u.jp/introduction/support_system.html

畿央大学

http://www.kio.ac.jp/guide/disclosure/list/

天理医療大学

http://www.tenriyorozuu.ac.jp/newslist/%e5%a4%a9%e7%90%86%e5%8c%bb%e7%99%82%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e3%81%8c%e3%80%8c%e9%ab%98%e7%ad%89%e6%95%99%e8%82%b2%e7%84%a1%e5%84%9f%e
5%8c%96%ef%bc%88%e5%b0%b1%e5%ad%a6%e6%94%af%e6%8f%b4%e6%96%b0%e5%88%b6

高野山大学

http://www.koyasan-u.ac.jp/info/disclosure/

和歌山信愛大学

https://www.wsu.ac.jp/about/information_disclosure/

鳥取看護大学

https://www.tcn.ac.jp/

環太平洋大学

http://ipu-japan.ac.jp/info/disclosure/

岡山理科大学

https://www.ous.ac.jp/common/files//news_1633/syuugakusien_02.pdf

倉敷芸術科学大学

https://www.kusa.ac.jp/wp-content/uploads/about-university/outline/r1_shugakushien-shinsei.pdf

川崎医療福祉大学

https://w.kawasaki-m.ac.jp/life/support_index01/

岡山商科大学

https://www.osu.ac.jp/annai/guide/

くらしき作陽大学

https://www.ksu.ac.jp/admissions/study_support

ノートルダム清心女子大学 https://www.ndsu.ac.jp/life/tuition/
美作大学

https://mimasaka.jp/about/disclosur/guideline

就実大学

https://www.shujitsu.ac.jp/uploads/file_dl.php?%E5%B0%B1%E5%AE%9F%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%80%80%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%9B%B8%2
0(2).pdf/t_news/2176/parts/15700635417599-file.bin

吉備国際大学

http://kiui.jp/pc/info/news/2260/

山陽学園大学

http://www.sguc.ac.jp/news?tid=4514

岡山学院大学

https://owc.ac.jp/cms/wp-content/uploads/2019/10/2019dai_musho.pdf

中国学園大学

https://www.cjc.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2019/09/b99d29c8b963fca39a1be2cdbd9ab4f0.pdf

日本赤十字広島看護大学 https://www.jrchcn.ac.jp/soshiki/4/5339.html
広島国際大学

https://www.hirokoku-u.ac.jp/

広島経済大学

http://www.hue.ac.jp/entrance/hutankeigen.html

エリザベト音楽大学

http://www.eum.ac.jp/about/information_disclosure/

広島修道大学

http://www.shudo-u.ac.jp

広島文教大学

https://www.h-bunkyo.ac.jp/university/about/disclose/Support/

広島工業大学

http://www.it-hiroshima.ac.jp/news/2019/09/post-1701.html

広島女学院大学

https://www.hju.ac.jp/news/2019/10/post-160.php

広島国際学院大学

http://www.hkg.ac.jp

安田女子大学

https://www.yasuda-u.ac.jp/outline/report/

福山大学

http://www.fukuyama-u.ac.jp/info/disclosure/

福山平成大学

https://www.heisei-u.ac.jp/news/2019/1003_183954.html

比治山大学

http://www.hijiyama-u.ac.jp/campus_guide/kouhyou/index.html

広島文化学園大学

http://www.hbg.ac.jp/info/jouhoukoukai/pdf/shugaku_shien_shinsei_univ.pdf

広島都市学園大学

http://www.hcu.ac.jp/guide/study_spt/kakuninsinsei.pdf

至誠館大学

http://www.shiseikan.ac.jp/guidance/disclosure

梅光学院大学

http://www.baiko.ac.jp/university/information

東亜大学

https://www.toua-u.ac.jp/download/announcement/確認申請書.pdf

徳山大学

http://www.tokuyama-u.ac.jp/about/

宇部フロンティア大学

http://www.frontier-u.jp/intro-univ/a-public-info/a-info-education/

山口学芸大学

http://www.y-gakugei.ac.jp/info/disclosure/

四国大学

https://www.shikoku-u.ac.jp/about/information/syugakusiensinseido-kikanyoukenkakuninsinseisyo/

徳島文理大学

https://www.bunri-u.ac.jp/campus-life/scholarship/school-support.html

四国学院大学

https://www.sg-u.ac.jp/outline/report/

高松大学

https://www.takamatsu-u.ac.jp/info/notice/syugakushien-kakuninshinsei/

松山大学

https://www.matsuyama-u.ac.jp/guide/disclosure/syugakushien/

聖カタリナ大学

https://www.catherine.ac.jp/guide/data/index.html

松山東雲女子大学
高知リハビリテーション専門
職大学
日本赤十字九州国際看護
大学

https://www.shinonome.ac.jp/site/college/2019-shugakushien-tandai.html
https://kpur.ac.jp/
https://www.jrckicn.ac.jp/2019/09/27/%e3%80%8c%e9%ab%98%e7%ad%89%e6%95%99%e8%82%b2%e3%81%ae%e4%bf%ae%e5%ad%a6%e6%94%af%e6%8f%b4%e6%96%b0%e5%88%b6%e
5%ba%a6%ef%bc%88%e9%ab%98%e7%ad%89%e6%95%99%e8%82%b2%e7%84%a1%e5%84%9f%e5%8c%96%ef%bc%89/
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西日本工業大学

http://www3.nishitech.ac.jp/guidance/public/public/page12

久留米大学

https://www.kurume-u.ac.jp/soshiki/3/information-disclosure.html

西南学院大学

http://www.seinan-gu.ac.jp/campuslife/support/scholarship.html

第一薬科大学

http://www.daiichi-cps.ac.jp/images/material/2/files/document_for_application2019.pdf

日本経済大学

https://www.jue.ac.jp/aboutus/release/

中村学園大学

https://www.nakamura-u.ac.jp/studentlife/support/scholarship.html

九州産業大学

https://www.kyusan-u.ac.jp/guide/public/school_support/

福岡大学

https://www.fukuoka-u.ac.jp/news/19/09/26093958.html

福岡工業大学

https://www.fit.ac.jp/daigaku/disclosure/mushou_sinsei

純真学園大学

https://www.junshin-u.ac.jp/

九州女子大学

http://www.kwuc.ac.jp/69bba8fa8a0d769c3c314c821a203ecc85f95112.pdf

九州共立大学

http://www.kyukyo-u.ac.jp/info/2019/09/post-698.html

九州国際大学

http://www.kiu.ac.jp/guide/economic-support/

福岡歯科大学

https://www.fdcnet.ac.jp/col/news/archives/137

福岡看護大学

https://www.fdcnet.ac.jp/ncol/news/archives/142

久留米工業大学

https://www.kurume-it.ac.jp/news/post_1480.html

筑紫女学園大学

https://www.chikushi-u.ac.jp/

福岡女学院大学

https://www.fukujo.ac.jp/university/files/uploads/【省令】2020（令和2）年度%20高等教育の修学支援新制度%20機関要件確認申請書（福岡女学院大学）.pdf

福岡女学院看護大学

https://ns.fukujo.ac.jp/burger_editor/burger_editor/dl/110__44CQ55yB5Luk44CRMjAyMCjku6TlkowyKeW5tOW6puOAgOmrmOetieaVmeiCsuOBruSruWtpuaUr_aPtOaWsOWItuW6piDmqZ-plqLopoHku7bnorroqo3nlLPoq4vmm7jvvIjnpo-lsqHlpbPlrabpmaLnnIvorbflpKflrabvvIk-d-.pdf

西南女学院大学

http://www.seinan-jo.ac.jp/guide/edu_info/

九州情報大学

https://www.kiis.ac.jp/general/guide/kokai/

九州栄養福祉大学

https://www.knwu.ac.jp/about/pdf/3_8.pdf

聖マリア学院大学

http://www.st-mary.ac.jp/disclosure/

福岡国際医療福祉大学

https://fiuhw.takagigakuen.ac.jp/all/topics/1630/

サイバー大学

https://www.cyber-u.ac.jp/about/publication.html

西九州大学

https://www.nisikyu-u.ac.jp/information/detail/i/955/faculty/101/

長崎総合科学大学

https://www.nias.ac.jp/60_Administration/kouhyou.html

活水女子大学

http://www.kwassui.ac.jp/university/daigakugaiyou/jyouhou/syugakusien/syugakusien.pdf

長崎純心大学

http://www.n-junshin.ac.jp/univ/profile/disclosure/study_support.html

長崎国際大学

https://www1.niu.ac.jp/about/disclosure/grant-aid.html

長崎外国語大学

http://www.nagasaki-gaigo.ac.jp/about/student_support_act_list/

長崎ウエスレヤン大学

http://www.wesleyan.ac.jp/about/mushouka/data/application2019.pdf

崇城大学

https://www.sojo-u.ac.jp/about/

熊本学園大学

https://www.kumagaku.ac.jp/nyugaku/nounyukin/shugaku-shien

尚絅大学

https://www.shokei-gakuen.ac.jp/univ/topics_25892.html

九州ルーテル学院大学

https://www.klc.ac.jp/campuslife/scholarship.php

九州看護福祉大学

https://www.kyushu-ns.ac.jp/

熊本保健科学大学

https://www.kumamoto-hsu.ac.jp/admission/expenses_scholarship.php

立命館アジア太平洋大学 http://www.ritsumeikan-trust.jp/publicinfo/disclosure/apu/
日本文理大学

https://www.nbu.ac.jp/guide/support_system/

別府大学

https://www.beppu-u.ac.jp/topics/important/2019/007004.php

九州保健福祉大学

http://www.phoenix.ac.jp/news/20190920/12040

南九州大学

http://www.nankyudai.ac.jp/disclosure.html

宮崎産業経営大学

https://www.miyasankei-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/15c9aef26dd62034d541193a77574825.pdf

宮崎国際大学

https://www.mic.ac.jp/disclosure/

鹿児島国際大学

http://www.iuk.ac.jp/oshirase/article/article.php?eid=00057

志學館大学

http://www.shigakukan.ac.jp/information/topics/post_818.html?update=true

鹿児島純心女子大学

https://www.k-junshin.ac.jp/jundai/ disclosure/

沖縄国際大学

https://www.okiu.ac.jp/news/32493

沖縄大学

https://sites.google.com/a/okinawa-u.ac.jp/disclosure/

沖縄キリスト教学院大学

https://www.ocjc.ac.jp/wp-content/uploads/2019/09/20190925_sien_ocu.pdf

（私立短期大学）
確認大学等の名称
旭川大学短期大学部

ホームページアドレス
https://www.asahikawa-u.ac.jp/public/pdf_data/style2-law172-tanki.pdf

札幌大学女子短期大学部 https://www.sapporo-u.ac.jp/disclosure/#shugaku-shien
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北海道科学大学短期大学 https://www.hus.ac.jp/
部
https://www.nomata.ac.jp/syugakusien/
函館短期大学
北星学園大学短期大学部 https://www.hokusei.ac.jp/publicinfo/
札幌国際大学短期大学部 http://www.siu.ac.jp/01sougou/information/9297.html#13
北翔大学短期大学部

http://www.hokusho-u.ac.jp/hokusho/files/北翔大学短期大学部【省令】新法省令確認申請書様式２.pdf

札幌大谷大学短期大学部 https://www.sapporo-otani.ac.jp/about/general/syugakushien/
帯広大谷短期大学

http://www.oojc.ac.jp/?page_id=60

光塩学園女子短期大学

http://tandai.koen.ac.jp/disclosure/

函館大谷短期大学

http://www.hakodate-otani.ac.jp/disclosure/index.html

北海道武蔵女子短期大学 http://www.musashi-jc.ac.jp/about/joho/
http://www.midorigaoka.ac.jp/kushirojc/php/disclosure/index.html
釧路短期大学
國學院大學北海道短期大 https://www.kokugakuin-jc.ac.jp/information/2019/10/post-373.html
学部
拓殖大学北海道短期大学 https://www.takushoku-hc.ac.jp/college-info/college-data/

東北女子短期大学

http://www.toutan.ac.jp/shuugakushien2019/

八戸学院大学短期大学部 https://jc.hachinohe-u.ac.jp/jc/disclosure/
https://www.chutan.ac.jp/acjc_disclosures/
青森中央短期大学
弘前医療福祉大学短期大 https://www.hirosakiuhw.jp/info/hk19030/
学部
http://www.aomori-akenohoshi.ac.jp/about/docs/shinseisho2019.pdf
青森明の星短期大学

盛岡大学短期大学部

http://www.morioka-u.ac.jp/

http://www.shuko.ac.jp
修紅短期大学
東北生活文化大学短期大 https://www.mishima.ac.jp/tsb/wp-content/uploads/2019/10/kikanyoken_j.pdf
学部
http://miyagi-seishin.ac.jp/disclosure/
宮城誠真短期大学

聖和学園短期大学

http://www.seiwa.ac.jp/schoolinfo/disclosure/

仙台青葉学院短期大学

https://seiyogakuin.ac.jp/guide/disclosure/pdf/syugakusiensinseido.pdf

仙台赤門短期大学

https://www.akamon-koushi.ac.jp/disclosure

秋田栄養短期大学

https://www.akita-eiyo.ac.jp/info/info/eshuugakushien-7_1.pdf

聖霊女子短期大学

https://www.akita-seirei.ac.jp/tandai/wp-content/uploads/appli.pdf?123

聖園学園短期大学

http://www.misono-jc.ac.jp/

日本赤十字秋田短期大学 https://www.rcakita.ac.jp/about/fsupport
東北文教大学短期大学部 http://www.t-bunkyo.jp/news/2019/09/post-660.html
羽陽学園短期大学

http://www.uyo.ac.jp/shugakushien/

郡山女子大学短期大学部 http://www.koriyama-kgc.ac.jp/info/info-news/39850
いわき短期大学

http://www.shk-ac.jp/ijc/info_outline_ui.html#backward

福島学院大学短期大学部 https://www.fukushima-college.ac.jp/wp-content/themes/fukushimacollege/img/about_index/r1_mushouka_shinseisyo.pdf
桜の聖母短期大学

https://www.sakuranoseibo.jp/topics_list/18920/

常磐短期大学

https://www.tokiwa.ac.jp/about/disclosure/pdf/col_institution_requirements.pdf

つくば国際短期大学

https://www.ktt.ac.jp/tijc/

茨城女子短期大学

http://www.taisei.ac.jp/jp/iwjc/information_disclosure/application.pdf

http://ashikaga.ac.jp/website/wp-content/uploads/2019/09/【省令】新法省令確認申請書様式２（足利短期大学）.pdf
足利短期大学
作新学院大学女子短期大 https://www.sakushin-u.ac.jp/common/sysfile/content_blocks/ID00002317binary2.pdf
学部
http://www.bunsei.ac.jp/UBJC/guide/learning-support/
宇都宮文星短期大学

宇都宮短期大学

http://www.ujc.ac.jp/disclosure/index.html

國學院大學栃木短期大学 http://www.kokugakuintochigi.ac.jp/tandai/index.html
佐野日本大学短期大学

http://sanotan.jp/info_johokokai.html

高崎商科大学短期大学部 https://www.tuc.ac.jp/uv/disclosure/
群馬医療福祉大学短期大 http://www.shoken-gakuen.ac.jp
学部
https://www.kiryu-u.ac.jp/guidance/org/
桐生大学短期大学部
育英短期大学

https://www.ikuei-g.ac.jp/college/news/2019/002481.html

明和学園短期大学

https://www.hirakatagakuen.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/ee0049049ea5f5644fcccec21a181268.pdf

新島学園短期大学

https://www.niitan.jp/_file/2019shugaku_shien.pdf

東京福祉大学短期大学部 https://www.tokyo-fukushi.ac.jp/juniorcollege/information/images/application_jc.pdf
埼玉医科大学短期大学

http://www.saitama-med.ac.jp/tandai/outline/data.html

川口短期大学

http://www.kawaguchi.ac.jp/wp-content/uploads/2019/10/db9c87c6f648eb6b45ffe87c0dcc31d7.pdf

浦和大学短期大学部

http://www.urawa.ac.jp/about/syugakushien.html

秋草学園短期大学

https://www.akikusa.ac.jp/akitan/school-top/about/business/

国際学院埼玉短期大学

https://sc.kgef.ac.jp/blog/5757/
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山村学園短期大学

http://www.yamamura-tandai.ac.jp/nyushi/newsupport

埼玉東萌短期大学

http://www.saitamatoho.jp/news/index.php?c=topics_view&pk=1569375714

城西短期大学

https://www.josai.ac.jp/about/information/kotogenmen.html

武蔵野短期大学

https://www.musashino.ac.jp/content/files/mjc/information/2019/yoshiki2-mjc.pdf

埼玉女子短期大学

http://www.saijo.ac.jp/topics/details_01446.html

武蔵丘短期大学

https://www.musashigaoka.ac.jp/educational/pdf/applicationform_musashigaoka.pdf

埼玉純真短期大学

https://www.sai-junshin.ac.jp/

千葉敬愛短期大学

http://www.chibakeiai.ac.jp/outline/joho/

千葉経済大学短期大学部 https://www.chiba-kc.ac.jp/news/20190920-05.html
清和大学短期大学部

http://www.seiwa-jc.ac.jp/about/pdf/confirmation.pdf

植草学園短期大学

https://www.uekusa.ac.jp

昭和学院短期大学

https://www.showagakuin.ac.jp/outline/8060-2/

千葉明徳短期大学

http://www.chibameitoku.ac.jp/tandai/information/info_1.html

東京経営短期大学

https://www.tokyo-keitan.ac.jp/about/disclosure/

上野学園大学短期大学部 https://www.uenogakuen.ac.jp/junior_college/about/gakuen/ideal.html
大妻女子大学短期大学部 http://www.otsuma.ac.jp/about/basic/form_studysupport
女子栄養大学短期大学部 http://www.eiyo.ac.jp/daigaku/information/resources/apply_hutankeigen_juniorcollege.pdf
共立女子短期大学

http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/pdf/about/disclosure/mushouka/mushouka_tandai.pdf

実践女子大学短期大学部 https://www.jissen.ac.jp/about/information_disclosure/cnqjf1000000s7bm-att/shinseisho-tan.pdf
女子美術大学短期大学部 https://www.joshibi.ac.jp/publication/shugakushien
杉野服飾大学短期大学部 https://www.sugino-fc.ac.jp/junior/examination/data/application_form.pdf
創価女子短期大学

https://www.soka.ac.jp/files/swc/20190925_153814.pdf

淑徳大学短期大学部

https://www.jc.shukutoku.ac.jp/news/college/2019/000766.html

帝京大学短期大学

https://www.teikyo-u.ac.jp/university/basic_info/gratuitous_education.html

東京歯科大学短期大学

https://www.tdc.ac.jp/jc/tabid/706/Default.aspx

桐朋学園芸術短期大学

http://www.toho.ac.jp/college/guide/information/shugakushien/index.html

文化学園大学短期大学部 http://www.bunka.ac.jp/contents/learningsupport-tandai.pdf
日本大学短期大学部

https://www.nihon-u.ac.jp/campuslife/higher_education/support/

東京女子体育短期大学

https://www.twcpe.ac.jp/public/index.html

東邦音楽短期大学

https://www.toho-music.ac.jp/juniorcollege/admission/support

東京家政大学短期大学部 https://www.tokyo-kasei.ac.jp/about/disclosure/index.html
自由が丘産能短期大学

https://www.sanno.ac.jp/news/college.pdf

駒沢女子短期大学

https://www.komajo.ac.jp/uni/guidance/support.html

東京成徳短期大学

https://www.tsu.ac.jp/guide/disclose/education/tabid/356/Default.aspx

目白大学短期大学部

https://www.mejiro.ac.jp/gakuen/disclosure/hutankeigen/

愛国学園短期大学

https://www.aikoku-jc.ac.jp/about/public-information/

http://daigaku.shiraume.ac.jp/admisguide/payment/
白梅学園短期大学
ヤマザキ動物看護専門職 https://pc.yamazaki.ac.jp/
短期大学
http://www.teikyo-jc.ac.jp/app/wp-content/themes/teikyo-jc.ac.jp_app-ver.1/_pdf/jyoho/sinseisyo.pdf
帝京短期大学

国際短期大学

https://kokutan.net/outline/joho/

星美学園短期大学

https://www.seibi.ac.jp/college/info/fati/

戸板女子短期大学

https://www.toita.ac.jp/sy-pdf/kakunin.pdf

新渡戸文化短期大学

https://www.nitobebunka.jp/about/public-information/index.html

東京交通短期大学

http://toko.hosho.ac.jp/fee.html

東京立正短期大学

https://www.tokyorissho.ac.jp/user/filer_public/9e/bc/9ebcc9b5-3d7e-445c-9de1-9fd178d10d70/dong-jing-li-zheng-duan-qi-da-xue-shen-qing-shu.pdf

鶴川女子短期大学

https://www.tsurukawatandai.ac.jp/pdf/application_form.pdf

山野美容芸術短期大学

https://www.yamano.ac.jp/files/information/2019/06-2_2019.pdf

貞静学園短期大学

http://www.teisei.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/251730a3289a07fc90ec7559270d09d8-1.pdf

上智大学短期大学部

https://www.jrc.sophia.ac.jp/admissions/scholarship/

https://www.odawara.ac.jp/about/disclosure/index.html
小田原短期大学
神奈川歯科大学短期大学 http://www.kdu.ac.jp/college/outline/info/pdf/13_support.pdf
部
相模女子大学短期大学部 http://www.sagami-wu.ac.jp/public/index.html

鶴見大学短期大学部

https://www.tsurumi-u.ac.jp/site/about/syugakusien.html

洗足こども短期大学

https://kodomo.senzoku.ac.jp/outline/finance/

鎌倉女子大学短期大学部 http://www.kamakura-u.ac.jp/profile/disclosure/reduction/index.html
昭和音楽大学短期大学部 https://www.tosei-showa-music.ac.jp/news/20190927-05.html
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横浜女子短期大学

https://www.yokotan.ac.jp/college/img/2019kakuninshinsei.pdf

湘北短期大学

https://www.shohoku.ac.jp/aboutus/ministry.html

和泉短期大学

https://www.izumi-c.ac.jp/introduction/outline/shugakushien/

新潟工業短期大学

http://www.niigata-ct.ac.jp/examination/studysupport/

新潟中央短期大学

http://www.niigatachuoh-jc.ac.jp/about/pdf/syugakusienshinseisho.pdf

新潟青陵大学短期大学部 http://www.n-seiryo.ac.jp/cms/wp-content/themes/seiryo/images/page/about/open_info/education_fee/support_application_nsujc.pdf
富山短期大学

https://www.toyama-c.ac.jp/news/000723.html

http://www.t-fukushi.urayama.ac.jp/other/info_edu.html
富山福祉短期大学
金沢星稜大学女子短期大 http://www.seiryo-u.ac.jp/c/campuslife/schoolexpenses.html
学部
https://www.kanazawa-gu.ac.jp/wp-content/uploads/2019/10/kakuninshinseisyo.tan_.pdf
金沢学院短期大学

金城大学短期大学部

http://www.kinjo.ac.jp/kjc/about/app_form.html

北陸学院大学短期大学部 https://www.hokurikugakuin.ac.jp/univ/about/pubinfo/
仁愛女子短期大学

https://www.jin-ai.ac.jp/about/disclosure.html

帝京学園短期大学

http://www.teikyo-gjc.ac.jp/pdf/kakuninsinsei.pdf

信州豊南短期大学

https://www.honan.ac.jp/about/disclosure/files/2019kikannyoukennsinnseisyo.pdf

清泉女学院短期大学

https://www.seisen-jc.ac.jp/disclosure/support.php#jc

松本大学松商短期大学部 https://www.matsumoto-u.ac.jp/introduction/information/information_07.php
佐久大学信州短期大学部 https://www.saku.ac.jp/about/public_info/
飯田女子短期大学

http://www.iidawjc.ac.jp/wp-content/uploads/kakuninshinseiyoushiki2.pdf

長野女子短期大学

http://www.nagajo-junior-college.ac.jp/

松本短期大学

http://www.matsutan.jp/news/7023.html

上田女子短期大学

http://www.uedawjc.ac.jp

https://www.ogaki-tandai.ac.jp/guide/school-support/
大垣女子短期大学
岐阜聖徳学園大学短期大 http://www.shotoku.ac.jp/outline/pdf/2019/shinseishorui_tanki.pdf
学部
東海学院大学短期大学部 http://www.tokaigakuin-u.ac.jp/

中京学院大学短期大学部 http://www.chukyogakuin-u.ac.jp/outline/disclosure/
中部学院大学短期大学部 https://www.chubu-gu.ac.jp/about/public_information/shugakushien/index.html
岐阜保健大学短期大学部 https://www.gifuhoken.ac.jp/about/disclosure.html
正眼短期大学

http://shogen.ac.jp/publics/index/86/&anchor_link=page86_453#page86_453

高山自動車短期大学

http://www.takayamacollege.ac.jp/scholarship/keigen.html

平成医療短期大学

https://www.heisei-iryou.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2019/09/syourei.pdf

中日本自動車短期大学

https://www.nakanihon.ac.jp/nacinfo/common/doc/college/infomation-disclosure/sinsei.pdf

常葉大学短期大学部
静岡英和学院大学短期大
学部
浜松学院大学短期大学部

https://www.tokoha-jc.ac.jp/overview/disclosure/syuugakusien/
http://www.shizuoka-eiwa.ac.jp/news/syugakusinseido/
https://hamagaku.ac.jp/hamatan/news/%e6%9c%ac%e5%ad%a6%e3%81%8c%e9%ab%98%e7%ad%89%e6%95%99%e8%82%b2%e4%bf%ae%e5%ad%a6%e6%94%af%e6%8f%b4%e6%96%b0%e
5%88%b6%e5%ba%a6%e3%81%ae%e5%af%be%e8%b1%a1%e6%a9%9f%e9%96%a2%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%a6/

愛知学院大学短期大学部 http://tandai.agu.ac.jp/life/student/
愛知大学短期大学部

http://www.aichi-u.ac.jp/

https://www.gakusen.ac.jp/t/ippan/info.html
愛知学泉短期大学
名古屋女子大学短期大学 https://www.nagoya-wu.ac.jp/sogo/
部
http://www.sgk.ac.jp/about/information/k-youken/
至学館大学短期大学部

愛知産業大学短期大学

https://www.aisan-tsukyo.jp/tandai/about/info

愛知みずほ短期大学

https://www.aichi-mizuho.ac.jp/image/honbu/aboutus/application_amjc.pdf

豊橋創造大学短期大学部 http://www.sozo.ac.jp/index.php
愛知文教女子短期大学

http://www.ai-bunkyo.ac.jp/download.php?f=files%2Fdisc_kakuninshinsei.pdf

名古屋短期大学
名古屋文理大学短期大学
部
名古屋経営短期大学
愛知工科大学自動車短期
大学
修文大学短期大学部

https://www.nagoyacollege.ac.jp/jyouhou/shinseisyo.html

岡崎女子短期大学

http://www.okazaki-c.ac.jp/outline/disclosure/index.html#column06

愛知江南短期大学

http://www.konan.ac.jp/guide/disclosure.html

名古屋柳城短期大学

https://www.ryujo.ac.jp/summary/disclosure.html

愛知医療学院短期大学

https://www.yuai.ac.jp/about/disclosure/index.html

ユマニテク短期大学

https://www.jc-humanitec.ac.jp/pdf/humanitec_info-edu_04-6.pdf

鈴鹿大学短期大学部

https://www.suzuka-jc.ac.jp/info/201910111-148

高田短期大学

http://www.takada-jc.ac.jp/keigen/

https://www.nagoya-bunri.ac.jp/COL/campus/post.html
https://www.jc.nagoya-su.ac.jp/guide/report/
https://www.aut.ac.jp/jc/outline/disclosure/
https://www.shubun.ac.jp/outline/about/
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https://www.s-bunkyo.ac.jp/guide/info/studysupport
滋賀文教短期大学
びわこ学院大学短期大学 https://www.biwakogakuin.ac.jp/wp-content/uploads/2019/05/c-application_form.pdf
部
https://www.sumire.ac.jp/tandai/guide/learningsupport/
滋賀短期大学
http://www.kufs.ac.jp/public_information.html
京都外国語短期大学
京都光華女子大学短期大 https://www.koka.ac.jp/news/8581/
学部
https://www.ryukoku.ac.jp/about/outline/info_disclosure/studysupport.html
龍谷大学短期大学部

華頂短期大学

http://www.kacho-college.ac.jp/news/detail.php?un_id=2a821f83c3332e9eb12e6b877a50fb49

京都文教短期大学

https://www.kbu.ac.jp/pub_info/short/short.html

嵯峨美術短期大学

https://www.kyoto-saga.ac.jp/about/info/#column10

池坊短期大学

http://www.ikenobo-c.ac.jp/tandai/application.html

京都西山短期大学

https://seizan.ac.jp/

京都経済短期大学
平安女学院大学短期大学
部
大阪学院大学短期大学部
関西外国語大学短期大学
部
近畿大学短期大学部

https://www.kyoto-econ.ac.jp/honbu/projects.html
http://www.heian.ac.jp/about/shugaku.html
https://www.osaka-gu.ac.jp/guide/disclosure/support.html
http://www.kansaigaidai.ac.jp/headline/detail/?id=325
https://www.kindai.ac.jp/about-kindai/disclosure/educational-info/

四天王寺大学短期大学部 http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/guide/disclosure.html
大阪芸術大学短期大学部 https://osaka-geitan.jp/guide/financial.html#shien
大阪国際大学短期大学部 https://www.oiu.ac.jp/oic/gaiyo/educationinfo.html
関西女子短期大学

https://www.kwc.ac.jp/profile/public_info/index.html

常磐会短期大学

https://www.tokiwakai.ac.jp/aboutus/futankeigen

大阪成蹊短期大学

https://tandai.osaka-seikei.jp/disclosure/

東大阪大学短期大学部

http://www.higashiosaka.ac.jp/pdf/2019info/kakunin-t.pdf

藍野大学短期大学部

http://col.aino.ac.jp/life/scholarship.html

大阪女学院短期大学

http://www.wilmina.ac.jp/

大阪青山大学短期大学部 https://www.osaka-aoyama.ac.jp/guide/disclosure/
四條畷学園短期大学

http://jc.shijonawate-gakuen.ac.jp/news/wp-content/uploads/2019/10/2019shinseisho-kikanyouken.pdf

大阪城南女子短期大学

http://jonan.jp/tandai/about/about_04.html

堺女子短期大学

http://www.sakaijoshi.ac.jp/documents/kakuninnsinnseisyo.pdf

大阪キリスト教短期大学

http://www.occ.ac.jp/guidance/university-information/

大阪夕陽丘学園短期大学 http://www.oyg.ac.jp/js/oyg_info/wp-content/uploads/3fe89acb13112a9b5d4e4fe271cf031b.pdf
大阪信愛学院短期大学

https://www.osaka-shinai.jp/

大阪千代田短期大学

https://www.chiyoda.ac.jp/disclosure/

大阪健康福祉短期大学

http://www.kenko-fukushi.ac.jp/web/

プール学院短期大学

http://www.poole.ac.jp/guide/asset/summary/syugakusien7-2_yoken.pdf

大手前短期大学

https://college.otemae.ac.jp/files/about/2019_tandai_shien-kakunin.pdf

聖和短期大学

https://www.kwansei.ac.jp/seiwa_j_college/news/2019/news_20190920_023021.html

甲子園短期大学
園田学園女子大学短期大
学部
武庫川女子大学短期大学
部
神戸女子短期大学

http://www.koshien-c.ac.jp/document/about/public-info/hutankeigen.pdf

兵庫大学短期大学部

http://www.hyogo-dai.ac.jp/

豊岡短期大学

https://koutoku.ac.jp/news/2019/09/post-58.html

https://www.sonoda-u.ac.jp/university/pdf/syugakushiensiinseisyo_tankidaigakubu.pdf
http://www.mukogawa-u.ac.jp
http://www.kobe-wu.ac.jp/jc/campuslife/fee/support.html

神戸常盤大学短期大学部 http://www.kobe-tokiwa.ac.jp/univ/
頌栄短期大学

http://www.glory-shoei.ac.jp/tandai/publicinfo/

産業技術短期大学

http://www.sangitan.ac.jp/topics/2019/10/post-118.html

東洋食品工業短期大学

https://www.toshoku.ac.jp/exam/expenses.html

湊川短期大学

https://www.minatogawa.ac.jp/college/pdf/minatogawa_pubric-info16.pdf

姫路日ノ本短期大学

http://www.himeji-hc.ac.jp/

神戸教育短期大学

https://www.shukugawa-c.ac.jp/wp-content/uploads/2019/09/kakuninshinseisyo.pdf

白鳳短期大学

http://www.hakuho.ac.jp/college/tuitionsupport.html

奈良佐保短期大学

https://www.narasaho-c.ac.jp/college_info/mso9ur0000007q7y.html

奈良芸術短期大学

https://www.naragei.ac.jp/wp-content/uploads/2019/09/naragei_PDF_2019.pdf

和歌山信愛女子短期大学 http://www.shinai-u.ac.jp/management/post-322.php
鳥取短期大学

https://www.cygnus.ac.jp/

川崎医療短期大学

https://j.kawasaki-m.ac.jp/campus/002-4-2.html
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作陽音楽短期大学

https://www.ksu.ac.jp/admissions/study_support

美作大学短期大学部

https://mimasaka.jp/about/disclosur/guideline

就実短期大学

https://www.shujitsu.ac.jp/uploads/file_dl.php?%E5%B0%B1%E5%AE%9F%E7%9F%AD%E6%9C%9F%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%80%80%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E7%94%B3%E
8%AB%8B%E6%9B%B8.pdf/t_news/2176/parts/15700635417599-file2.bin

山陽学園短期大学

http://www.sguc.ac.jp/news?tid=4514

岡山短期大学

https://owc.ac.jp/cms/wp-content/uploads/2019/10/2019tandai_musho.pdf

中国短期大学

https://www.cjc.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2019/09/0ac9c0c0361a4cd3157a160d2022e77e.pdf

安田女子短期大学

https://www.yasuda-u.ac.jp/outline/report/

比治山大学短期大学部

http://www.hijiyama-u.ac.jp/campus_guide/kouhyou/index.html

広島文化学園短期大学

http://www.hbg.ac.jp/info/jouhoukoukai/pdf/shugaku_shien_shinsei_tandai.pdf

http://www.sanyo.ac.jp/themes/sanjyo/pdf/guidance/public_info/20197-1shinsei.pdf
山陽女子短期大学
宇部フロンティア大学短期 http://www.ube-c.ac.jp/page-guide/publication
大学部
http://www.yamaguchi-jca.ac.jp/info/disclosure/
山口芸術短期大学

下関短期大学

http://www.shimotan.jp/publics/index/201/

岩国短期大学

http://www.iwakuni.ac.jp/tuitionfree/index.html

山口短期大学

https://www.yamaguchi-jc.ac.jp/campas-life/shugakushien_shinseido/

四国大学短期大学部

https://www.shikoku-u.ac.jp/about/information/syugakusiensinseido-kikanyoukenkakuninsinseisyo/

徳島文理大学短期大学部 https://www.bunri-u.ac.jp/campus-life/scholarship/school-support.html
徳島工業短期大学

https://www.tokuco.ac.jp/nyushi.php

高松短期大学

https://www.takamatsu-u.ac.jp/info/notice/syugakushien-kakuninshinsei/

香川短期大学

https://www.kjc.ac.jp/about/public/

松山短期大学

https://www.matsuyama-u.ac.jp/guide/disclosure/syugakushien/

聖カタリナ大学短期大学部 https://www.catherine.ac.jp/guide/data/index.html
松山東雲短期大学

https://www.shinonome.ac.jp/site/college/2019-shugakushien-tandai.html

今治明徳短期大学

http://www.meitan.ac.jp/daigaku/kokai.html

高知学園短期大学

http://www.kochi-gc.ac.jp/index.html

九州大谷短期大学

http://www.kyushuotani.ac.jp/

近畿大学九州短期大学

https://www.kjc.kindai.ac.jp/wp-content/themes/kjc/pdf/others/2019kakuninshinseisho.pdf

福岡こども短期大学

http://www.fukuoka-kodomo.ac.jp/

中村学園大学短期大学部 https://www.nakamura-u.ac.jp/studentlife/support/scholarship.html
九州産業大学造形短期大 https://www.zokei.kyusan-u.ac.jp/about/publication/school_support/
学部
福岡工業大学短期大学部 https://www.jc.fit.ac.jp/tandai/hourei/mushou_sinsei
純真短期大学

http://www.junshin-c.ac.jp/

九州女子短期大学

http://www.kwuc.ac.jp/a7db24fd46081d78b9ca6d37c42b9ffca90a1d58.pdf

福岡医療短期大学
福岡女学院大学短期大学
部
西南女学院大学短期大学
部
東筑紫短期大学

http://www.fdcnet.ac.jp/jcol/news/more.html?id=1483

折尾愛真短期大学

https://www.orioaishin.ac.jp/tandai/schoolguide/pdf/disclosure/application.pdf

久留米信愛短期大学

https://www.kurume-shinai.ac.jp//college/wp-content/uploads/2019/10/yokenshinseisyo.pdf

精華女子短期大学

http://www.seika.ac.jp/publicity

香蘭女子短期大学

http://koran.ac.jp/about/docs/koutoukyoiku_mushouka_shinseisho.pdf

福岡女子短期大学

http://www.fukuoka-wjc.ac.jp/about/pdf/shugakushien-shinsei.pdf

西九州大学短期大学部

https://www.nisikyu-u.ac.jp/junior_college/information/detail/i/925/faculty/101/

佐賀女子短期大学

http://www.asahigakuen.ac.jp/sajotan/information/kouhyo

九州龍谷短期大学

http://www.k-ryukoku.ac.jp/guide/report/

長崎短期大学

http://www.njc.ac.jp/pdf/2019/information/shugakushien.pdf

長崎女子短期大学

http://www.nagasaki-joshi.ac.jp/hutankeigen/index.html

尚絅大学短期大学部

https://www.shokei-gakuen.ac.jp/univ/topics_25892.html

中九州短期大学

https://www.nkjc.jp/?page_id=104

別府大学短期大学部

https://www.beppu-u.ac.jp/topics/important/2019/007004.php

東九州短期大学

http://www.higashikyusyu.ac.jp/publics/index/1/detail=1/b_id=3/r_id=181#block3-181

大分短期大学

https://www.oitatandai.ac.jp/publicinfo/kakunindaigaku.pdf

別府溝部学園短期大学

http://www.mizobe.ac.jp/t_university_introduction/shugakushien

南九州短期大学

http://www.mkjc.ac.jp/johokokai/index.html

宮崎学園短期大学

http://www.mwjc.ac.jp/outline/information.html

第一幼児教育短期大学

http://jc.tsuzuki-edu.ac.jp/images/material/55/files/KAKUNINSINSEI.pdf

https://www.fukujo.ac.jp/university/files/uploads/【省令】2020（令和2）年度%20高等教育の修学支援新制度%20機関要件確認申請書（福岡女学院大学短期大学部）.pdf
http://www.seinan-jo.ac.jp/guide/edu_info/
https://www.hcc.ac.jp/about/pdf/3_8.pdf

18/19

鹿児島女子短期大学

http://www.jkajyo.ac.jp/information/info/post_614.html

鹿児島純心女子短期大学 https://www.k-junshin.ac.jp/juntan/cms/wp-content/uploads/2019/09/ky_mushoka.pdf
沖縄キリスト教短期大学

https://www.ocjc.ac.jp/wp-content/uploads/2019/09/20190925_sien_ocjc.pdf

沖縄女子短期大学

https://www.owjc.ac.jp/guide/koukai

（私立高等専門学校）
確認大学等の名称
サレジオ工業高等専門学 http://www.salesio-sp.ac.jp/main/disclosure/index.html
校
https://www.ict-kanazawa.ac.jp/about/education_information/
国際高等専門学校
近畿大学工業高等専門学 https://www.ktc.ac.jp/disclosure/index.html
校
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