
区分 大学名 対象学生数
国立 北海道教育大学 1,225人
国立 室蘭工業大学 668人
国立 小樽商科大学 538人
国立 帯広畜産大学 266人
国立 北見工業大学 422人
国立 旭川医科大学 182人
国立 岩手大学 1,108人
国立 東北大学 2,556人
国立 宮城教育大学 364人
国立 秋田大学 1,033人
国立 山形大学 1,746人
国立 福島大学 1,024人
国立 茨城大学 1,613人
国立 筑波大学 2,369人
国立 筑波技術大学 46人
国立 宇都宮大学 980人
国立 群馬大学 1,221人
国立 埼玉大学 1,625人
国立 千葉大学 2,498人
国立 東京医科歯科大学 291人
国立 東京外国語大学 900人
国立 東京工業大学 1,157人
国立 お茶の水女子大学 503人
国立 東京学芸大学 1,073人
国立 東京農工大学 931人
国立 電気通信大学 756人
国立 一橋大学 1,008人
国立 東京海洋大学 494人
国立 横浜国立大学 1,722人
国立 新潟大学 2,548人
国立 長岡技術科学大学 463人
国立 上越教育大学 170人
国立 富山大学 1,853人
国立 金沢大学 1,865人
国立 福井大学 892人
国立 山梨大学 849人

「全国学生調査（試行実施）」 参加大学一覧

区分 大学名 対象学生数

「全国学生調査（試行実施）」 参加大学一覧

国立 信州大学 2,244人
国立 岐阜大学 1,336人
国立 静岡大学 2,082人
国立 浜松医科大学 193人
国立 名古屋大学 2,277人
国立 名古屋工業大学 986人
国立 愛知教育大学 918人
国立 豊橋技術科学大学 471人
国立 三重大学 1,425人
国立 滋賀大学 882人
国立 滋賀医科大学 184人
国立 京都教育大学 325人
国立 京都工芸繊維大学 649人
国立 大阪教育大学 953人
国立 兵庫教育大学 168人
国立 奈良教育大学 270人
国立 奈良女子大学 539人
国立 和歌山大学 967人
国立 鳥取大学 1,165人
国立 島根大学 1,243人
国立 広島大学 2,487人
国立 山口大学 2,217人
国立 徳島大学 1,484人
国立 鳴門教育大学 116人
国立 香川大学 1,311人
国立 愛媛大学 1,942人
国立 九州工業大学 1,111人
国立 福岡教育大学 614人
国立 九州大学 2,705人
国立 佐賀大学 1,357人
国立 大分大学 1,121人
国立 宮崎大学 1,070人
国立 鹿屋体育大学 202人
国立 琉球大学 1,669人
公立 札幌医科大学 204人
公立 公立はこだて未来大学 269人- 1 -
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区分 大学名 対象学生数

「全国学生調査（試行実施）」 参加大学一覧

公立 青森県立保健大学 222人
公立 岩手県立大学 496人
公立 宮城大学 448人
公立 国際教養大学 190人
公立 秋田公立美術大学 101人
公立 山形県立保健医療大学 103人
公立 山形県立米沢栄養大学 45人
公立 福島県立医科大学 220人
公立 会津大学 251人
公立 茨城県立医療大学 174人
公立 高崎経済大学 1,037人
公立 前橋工科大学 294人
公立 群馬県立女子大学 252人
公立 群馬県立県民健康科学大学 115人
公立 埼玉県立大学 429人
公立 千葉県立保健医療大学 180人
公立 横浜市立大学 914人
公立 神奈川県立保健福祉大学 238人
公立 新潟県立大学 264人
公立 富山県立大学 350人
公立 石川県立大学 144人
公立 石川県立看護大学 82人
公立 敦賀市立看護大学 55人
公立 都留文科大学 865人
公立 山梨県立大学 282人
公立 公立諏訪東京理科大学 337人
公立 長野県看護大学 85人
公立 長野大学 360人
公立 岐阜県立看護大学 83人
公立 静岡県立大学 717人
公立 静岡文化芸術大学 346人
公立 愛知県立大学 744人
公立 名古屋市立大学 846人
公立 愛知県立芸術大学 203人
公立 滋賀県立大学 643人
公立 京都市立芸術大学 197人

区分 大学名 対象学生数

「全国学生調査（試行実施）」 参加大学一覧

公立 京都府立大学 450人
公立 福知山公立大学 151人
公立 大阪府立大学 1,535人
公立 神戸市外国語大学 559人
公立 兵庫県立大学 1,292人
公立 奈良県立医科大学 196人
公立 和歌山県立医科大学 189人
公立 公立鳥取環境大学 314人
公立 島根県立大学 315人
公立 新見公立大学 63人
公立 県立広島大学 619人
公立 広島市立大学 441人
公立 下関市立大学 498人
公立 山陽小野田市立山口東京理科大学 231人
公立 香川県立保健医療大学 93人
公立 愛媛県立医療技術大学 100人
公立 高知工科大学 558人
公立 北九州市立大学 1,476人
公立 九州歯科大学 120人
公立 福岡女子大学 270人
公立 福岡県立大学 258人
公立 長崎県立大学 727人
公立 熊本県立大学 504人
公立 大分県立看護科学大学 83人
公立 宮崎公立大学 203人
公立 名桜大学 497人
公立 沖縄県立芸術大学 126人
公立 沖縄県立看護大学 85人
私立 札幌大学 621人
私立 札幌学院大学 561人
私立 函館大学 79人
私立 藤女子大学 522人
私立 北星学園大学 916人
私立 北海道科学大学 919人
私立 酪農学園大学 802人
私立 北海道情報大学 324人- 2 -



区分 大学名 対象学生数

「全国学生調査（試行実施）」 参加大学一覧

私立 札幌国際大学 315人
私立 日本赤十字北海道看護大学 117人
私立 北海道文教大学 488人
私立 天使大学 182人
私立 札幌大谷大学 160人
私立 札幌保健医療大学 128人
私立 北海道千歳リハビリテーション大学 113人
私立 青森大学 312人
私立 弘前学院大学 172人
私立 八戸工業大学 289人
私立 八戸学院大学 217人
私立 弘前医療福祉大学 105人
私立 岩手医科大学 373人
私立 盛岡大学 426人
私立 仙台大学 628人
私立 東北学院大学 2,626人
私立 東北工業大学 853人
私立 東北福祉大学 1,488人
私立 東北医科薬科大学 420人
私立 東北生活文化大学 62人
私立 宮城学院女子大学 791人
私立 石巻専修大学 278人
私立 仙台白百合女子大学 191人
私立 東北文化学園大学 455人
私立 尚絅学院大学 543人
私立 日本赤十字秋田看護大学 101人
私立 東北公益文科大学 210人
私立 郡山女子大学 80人
私立 奥羽大学 162人
私立 医療創生大学 217人
私立 東日本国際大学 180人
私立 福島学院大学 83人
私立 流通経済大学 1,318人
私立 つくば国際大学 298人
私立 筑波学院大学 148人
私立 足利大学 322人

区分 大学名 対象学生数

「全国学生調査（試行実施）」 参加大学一覧

私立 白鴎大学 1,296人
私立 国際医療福祉大学 1,726人
私立 文星芸術大学 50人
私立 自治医科大学 235人
私立 獨協医科大学 224人
私立 群馬パース大学 372人
私立 群馬医療福祉大学 223人
私立 高崎健康福祉大学 536人
私立 高崎商科大学 154人
私立 関東学園大学 133人
私立 共愛学園前橋国際大学 267人
私立 日本薬科大学 222人
私立 浦和大学 127人
私立 ものつくり大学 256人
私立 共栄大学 345人
私立 人間総合科学大学 231人
私立 西武文理大学 277人
私立 十文字学園女子大学 802人
私立 平成国際大学 256人
私立 城西大学 1,697人
私立 東邦音楽大学 62人
私立 獨協大学 2,364人
私立 日本工業大学 971人
私立 文教大学 2,088人
私立 明海大学 753人
私立 埼玉医科大学 366人
私立 埼玉工業大学 475人
私立 駿河台大学 907人
私立 日本保健医療大学 135人
私立 千葉科学大学 468人
私立 開智国際大学 125人
私立 清和大学 162人
私立 城西国際大学 1,005人
私立 淑徳大学 1,096人
私立 敬愛大学 407人
私立 千葉工業大学 2,279人- 3 -



区分 大学名 対象学生数

「全国学生調査（試行実施）」 参加大学一覧

私立 麗澤大学 719人
私立 和洋女子大学 615人
私立 神田外語大学 979人
私立 川村学園女子大学 274人
私立 東京基督教大学 39人
私立 聖徳大学 719人
私立 植草学園大学 167人
私立 亀田医療大学 67人
私立 跡見学園女子大学 1,042人
私立 文京学院大学 1,136人
私立 目白大学 1,334人
私立 帝京平成大学 2,152人
私立 上野学園大学 58人
私立 大妻女子大学 1,667人
私立 共立女子大学 1,263人
私立 工学院大学 1,356人
私立 國學院大學 2,492人
私立 国士舘大学 3,049人
私立 駒澤大学 3,703人
私立 実践女子大学 1,087人
私立 芝浦工業大学 2,101人
私立 順天堂大学 1,126人
私立 上智大学 2,931人
私立 昭和大学 550人
私立 昭和薬科大学 230人
私立 聖路加国際大学 129人
私立 専修大学 4,365人
私立 大正大学 1,229人
私立 大東文化大学 2,586人
私立 高千穂大学 551人
私立 拓殖大学 2,271人
私立 中央大学 6,019人
私立 東海大学 6,675人
私立 東京医科大学 211人
私立 東京家政学院大学 420人
私立 東京歯科大学 133人

区分 大学名 対象学生数

「全国学生調査（試行実施）」 参加大学一覧

私立 東京慈恵会医科大学 169人
私立 東京農業大学 3,064人
私立 東京理科大学 3,751人
私立 東邦大学 1,066人
私立 東京音楽大学 329人
私立 二松學舍大学 679人
私立 日本医科大学 113人
私立 日本女子体育大学 528人
私立 ルーテル学院大学 84人
私立 東京都市大学 1,781人
私立 明治学院大学 3,150人
私立 明治薬科大学 369人
私立 立教大学 4,635人
私立 立正大学 2,439人
私立 早稲田大学 9,319人
私立 駒沢女子大学 518人
私立 亜細亜大学 1,666人
私立 桜美林大学 2,105人
私立 国立音楽大学 337人
私立 白百合女子大学 547人
私立 玉川大学 1,749人
私立 帝京大学 5,363人
私立 東京経済大学 1,675人
私立 東京女子体育大学 396人
私立 東京神学大学 21人
私立 武蔵野美術大学 1,084人
私立 明星大学 2,169人
私立 和光大学 651人
私立 杏林大学 1,163人
私立 創価大学 1,718人
私立 東京工科大学 1,777人
私立 日本赤十字看護大学 151人
私立 恵泉女学園大学 138人
私立 多摩大学 592人
私立 東京純心大学 95人
私立 嘉悦大学 225人- 4 -



区分 大学名 対象学生数

「全国学生調査（試行実施）」 参加大学一覧

私立 デジタルハリウッド大学 355人
私立 東京聖栄大学 155人
私立 東京未来大学 320人
私立 産業能率大学 963人
私立 ヤマザキ動物看護大学 164人
私立 東京医療学院大学 171人
私立 帝京科学大学 1,170人
私立 神奈川大学 4,236人
私立 関東学院大学 2,603人
私立 鶴見大学 472人
私立 横浜薬科大学 370人
私立 麻布大学 575人
私立 神奈川歯科大学 133人
私立 湘南工科大学 472人
私立 洗足学園音楽大学 499人
私立 聖マリアンナ医科大学 129人
私立 神奈川工科大学 1,100人
私立 桐蔭横浜大学 567人
私立 横浜美術大学 160人
私立 日本映画大学 75人
私立 横浜創英大学 136人
私立 長岡大学 120人
私立 新潟医療福祉大学 1,017人
私立 新潟青陵大学 241人
私立 敬和学園大学 152人
私立 新潟薬科大学 329人
私立 新潟リハビリテーション大学 89人
私立 高岡法科大学 44人
私立 金沢医科大学 185人
私立 福井工業大学 548人
私立 仁愛大学 289人
私立 福井医療大学 145人
私立 山梨学院大学 873人
私立 身延山大学 21人
私立 山梨英和大学 107人
私立 健康科学大学 224人

区分 大学名 対象学生数

「全国学生調査（試行実施）」 参加大学一覧

私立 松本大学 388人
私立 清泉女学院大学 53人
私立 長野保健医療大学 78人
私立 岐阜協立大学 322人
私立 岐阜女子大学 247人
私立 朝日大学 641人
私立 岐阜聖徳学園大学 768人
私立 静岡福祉大学 182人
私立 常葉大学 1,808人
私立 静岡理工科大学 371人
私立 聖隷クリストファー大学 337人
私立 静岡産業大学 386人
私立 愛知工科大学 160人
私立 人間環境大学 308人
私立 愛知みずほ大学 136人
私立 愛知学院大学 2,591人
私立 金城学院大学 1,228人
私立 大同大学 836人
私立 中京大学 2,889人
私立 同朋大学 253人
私立 名古屋学院大学 1,479人
私立 名古屋商科大学 734人
私立 名古屋女子大学 504人
私立 南山大学 2,349人
私立 日本福祉大学 1,376人
私立 名古屋音楽大学 128人
私立 名古屋外国語大学 1,153人
私立 名古屋造形大学 186人
私立 愛知産業大学 269人
私立 東海学園大学 1,108人
私立 豊橋創造大学 189人
私立 星城大学 220人
私立 桜花学園大学 227人
私立 愛知大学 2,213人
私立 中部大学 2,750人
私立 藤田医科大学 616人- 5 -



区分 大学名 対象学生数

「全国学生調査（試行実施）」 参加大学一覧

私立 名古屋芸術大学 420人
私立 愛知医科大学 217人
私立 名古屋経済大学 542人
私立 名古屋学芸大学 680人
私立 日本赤十字豊田看護大学 135人
私立 岡崎女子大学 87人
私立 一宮研伸大学 89人
私立 四日市大学 195人
私立 皇學館大学 719人
私立 鈴鹿医療科学大学 574人
私立 四日市看護医療大学 111人
私立 成安造形大学 269人
私立 聖泉大学 159人
私立 びわこ成蹊スポーツ大学 350人
私立 びわこ学院大学 112人
私立 大谷大学 826人
私立 京都外国語大学 1,040人
私立 京都薬科大学 361人
私立 京都光華女子大学 459人
私立 京都橘大学 1,081人
私立 京都ノートルダム女子大学 238人
私立 花園大学 350人
私立 龍谷大学 4,718人
私立 京都精華大学 658人
私立 京都文教大学 487人
私立 嵯峨美術大学 174人
私立 京都華頂大学 110人
私立 京都美術工芸大学 115人
私立 京都看護大学 118人
私立 大阪経済大学 1,920人
私立 大阪工業大学 1,770人
私立 大阪歯科大学 182人
私立 相愛大学 299人
私立 桃山学院大学 1,522人
私立 摂南大学 1,890人
私立 桃山学院教育大学 120人

区分 大学名 対象学生数

「全国学生調査（試行実施）」 参加大学一覧

私立 大阪医科大学 200人
私立 大阪音楽大学 210人
私立 大阪学院大学 1,321人
私立 大阪産業大学 1,985人
私立 大阪樟蔭女子大学 622人
私立 大阪薬科大学 308人
私立 大阪大谷大学 691人
私立 関西外国語大学 2,961人
私立 近畿大学 8,547人
私立 阪南大学 1,216人
私立 大阪経済法科大学 789人
私立 関西福祉科学大学 624人
私立 常磐会学園大学 109人
私立 大阪観光大学 228人
私立 羽衣国際大学 260人
私立 大阪成蹊大学 495人
私立 関西医療大学 301人
私立 千里金蘭大学 223人
私立 大阪女学院大学 148人
私立 藍野大学 274人
私立 大阪青山大学 236人
私立 四條畷学園大学 129人
私立 大阪河﨑リハビリテーション大学 119人
私立 大阪総合保育大学 130人
私立 大阪行岡医療大学 78人
私立 甲南大学 2,182人
私立 神戸海星女子学院大学 86人
私立 神戸学院大学 2,621人
私立 神戸国際大学 481人
私立 兵庫大学 278人
私立 神戸常盤大学 258人
私立 宝塚医療大学 96人
私立 芦屋大学 229人
私立 関西学院大学 6,066人
私立 甲子園大学 115人
私立 神戸女学院大学 668人- 6 -



区分 大学名 対象学生数

「全国学生調査（試行実施）」 参加大学一覧

私立 武庫川女子大学 1,979人
私立 宝塚大学 159人
私立 流通科学大学 882人
私立 神戸芸術工科大学 391人
私立 関西国際大学 493人
私立 神戸山手大学 139人
私立 関西看護医療大学 105人
私立 帝塚山大学 830人
私立 天理大学 745人
私立 奈良学園大学 206人
私立 天理医療大学 107人
私立 吉備国際大学 368人
私立 岡山商科大学 408人
私立 岡山理科大学 1,527人
私立 ノートルダム清心女子大学 581人
私立 就実大学 606人
私立 倉敷芸術科学大学 366人
私立 岡山学院大学 16人
私立 広島経済大学 754人
私立 広島工業大学 1,069人
私立 広島修道大学 1,534人
私立 広島女学院大学 294人
私立 広島文教大学 243人
私立 安田女子大学 1,233人
私立 福山大学 898人
私立 福山平成大学 300人
私立 広島文化学園大学 199人
私立 広島国際大学 856人
私立 梅光学院大学 299人
私立 徳山大学 260人
私立 東亜大学 187人
私立 至誠館大学 214人
私立 宇部フロンティア大学 97人
私立 山口学芸大学 77人
私立 徳島文理大学 914人
私立 四国学院大学 317人

区分 大学名 対象学生数

「全国学生調査（試行実施）」 参加大学一覧

私立 高松大学 157人
私立 松山大学 1,373人
私立 聖カタリナ大学 216人
私立 松山東雲女子大学 102人
私立 九州共立大学 572人
私立 九州女子大学 287人
私立 九州国際大学 530人
私立 福岡歯科大学 107人
私立 九州産業大学 2,550人
私立 久留米大学 1,638人
私立 西南学院大学 1,962人
私立 第一薬科大学 105人
私立 中村学園大学 870人
私立 西日本工業大学 401人
私立 福岡工業大学 1,083人
私立 日本経済大学 1,151人
私立 産業医科大学 212人
私立 筑紫女学園大学 639人
私立 福岡女学院大学 610人
私立 西南女学院大学 365人
私立 九州栄養福祉大学 227人
私立 日本赤十字九州国際看護大学 122人
私立 聖マリア学院大学 105人
私立 福岡女学院看護大学 110人
私立 保健医療経営大学 28人
私立 純真学園大学 280人
私立 西九州大学 415人
私立 長崎総合科学大学 191人
私立 活水女子大学 277人
私立 長崎純心大学 233人
私立 長崎国際大学 520人
私立 長崎外国語大学 209人
私立 長崎ウエスレヤン大学 82人
私立 崇城大学 798人
私立 熊本学園大学 1,149人
私立 尚絅大学 120人- 7 -



区分 大学名 対象学生数

「全国学生調査（試行実施）」 参加大学一覧

私立 九州ルーテル学院大学 184人
私立 九州看護福祉大学 312人
私立 平成音楽大学 53人
私立 熊本保健科学大学 344人
私立 日本文理大学 618人
私立 南九州大学 274人
私立 九州保健福祉大学 311人
私立 鹿児島国際大学 621人
私立 志學館大学 320人
私立 鹿児島純心女子大学 141人
私立 沖縄国際大学 1,375人
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