
大学ｺｰﾄﾞ 大学名 学部名 学科名 日程 入試方式 小分類名
1005-55-0010 旭川医大　　　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 医　　　　
1005-55-0020 旭川医大　　　 医　　　 　　　　　　 後 　　　 医　　　　
1005-55-0110 旭川医大　　　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 医　　　　
1005-55-0120 旭川医大　　　 医　　　 医　　　　　 後 　　　 医　　　　
1005-55-0210 旭川医大　　　 医　　　 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
1005-55-0220 旭川医大　　　 医　　　 看護　　　　 後 　　　 看護　　　
1010-20-0010 小樽商大　　　 商　　　 　　　　　　 前 　　　 経営学・商
1010-20-0020 小樽商大　　　 商　　　 　　　　　　 後 　　　 経営学・商
1010-24-0010 小樽商大　　　 商夜　　 　　　　　　 前 　　　 経営学・商
1015-74-0010 帯広畜産大　　 畜産　　 　　　　　　 前 　　　 生物学　　
1015-74-0020 帯広畜産大　　 畜産　　 　　　　　　 後 　　　 生物学　　
1015-74-0510 帯広畜産大　　 畜産　　 畜産科学　　 前 　　　 畜産学　　
1015-74-0520 帯広畜産大　　 畜産　　 畜産科学　　 後 　　　 畜産学　　
1015-74-0610 帯広畜産大　　 畜産　　 共同獣医学　 前 　　　 獣医学　　
1015-74-0620 帯広畜産大　　 畜産　　 共同獣医学　 後 　　　 獣医学　　
1020-46-0010 北見工大　　　 工　　　 　　　　　　 前 　　　 機械工学　
1020-46-0020 北見工大　　　 工　　　 　　　　　　 後 　　　 機械工学　
1020-46-1010 北見工大　　　 工　　　 地球環境工　 前 　　　 原子力・エ
1020-46-1020 北見工大　　　 工　　　 地球環境工　 後 　　　 原子力・エ
1020-46-1110 北見工大　　　 工　　　 地域未来デザ 前 　　　 機械工学　
1020-46-1120 北見工大　　　 工　　　 地域未来デザ 後 　　　 機械工学　
1025-01-0010 北海道大　　　 文　　　 　　　　　　 前 　　　 日本文学　
1025-01-0020 北海道大　　　 文　　　 　　　　　　 後 　　　 日本文学　
1025-01-0110 北海道大　　　 文　　　 人文科学　　 前 　　　 文化学　　
1025-01-0120 北海道大　　　 文　　　 人文科学　　 後 　　　 文化学　　
1025-12-0010 北海道大　　　 法　　　 　　　　　　 前 　　　 法学　　　
1025-12-0020 北海道大　　　 法　　　 　　　　　　 後 　　　 法学　　　
1025-12-0110 北海道大　　　 法　　　 法学　　　　 前 　　　 法学　　　
1025-12-0120 北海道大　　　 法　　　 法学　　　　 後 　　　 法学　　　
1025-18-0010 北海道大　　　 経済　　 　　　　　　 前 　　　 経済学　　
1025-18-0020 北海道大　　　 経済　　 　　　　　　 後 　　　 経済学　　
1025-30-0010 北海道大　　　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 心理学　　
1025-30-0020 北海道大　　　 教育　　 　　　　　　 後 　　　 心理学　　
1025-30-0110 北海道大　　　 教育　　 教育　　　　 前 　　　 ０免課程　
1025-30-0120 北海道大　　　 教育　　 教育　　　　 後 　　　 ０免課程　
1025-42-0020 北海道大　　　 理　　　 　　　　　　 後 　　　 数学　　　
1025-42-0120 北海道大　　　 理　　　 化学　　　　 後 　　　 化学　　　
1025-42-0320 北海道大　　　 理　　　 数学　　　　 後 　　　 数学　　　
1025-42-0720 北海道大　　　 理　　　 地球惑星科学 後 　　　 地球科学　
1025-42-0820 北海道大　　　 理　　　 物理　　　　 後 　　　 物理学　　
1025-42-1320 北海道大　　　 理　　　 生物／生物学 後 　　　 生物学　　
1025-42-1420 北海道大　　　 理　　　 生物／高分子 後 　　　 生物工学　
1025-46-0020 北海道大　　　 工　　　 　　　　　　 後 　　　 情報科学　
1025-46-1120 北海道大　　　 工　　　 環境社会工　 後 　　　 建築・土木
1025-46-1220 北海道大　　　 工　　　 情報エレクト 後 　　　 情報工学　
1025-46-1820 北海道大　　　 工　　　 応用理工系　 後 　　　 応用化学　
1025-46-1920 北海道大　　　 工　　　 機械知能工　 後 　　　 機械工学　
1025-55-0010 北海道大　　　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 医　　　　
1025-55-0020 北海道大　　　 医　　　 　　　　　　 後 　　　 理学療法　
1025-55-0110 北海道大　　　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 医　　　　
1025-55-0310 北海道大　　　 医　　　 保健／看護学 前 　　　 看護　　　
1025-55-0410 北海道大　　　 医　　　 保健／放射線 前 　　　 放射線技術
1025-55-0420 北海道大　　　 医　　　 保健／放射線 後 　　　 放射線技術
1025-55-0510 北海道大　　　 医　　　 保健／検査技 前 　　　 検査技術　
1025-55-0520 北海道大　　　 医　　　 保健／検査技 後 　　　 検査技術　
1025-55-0610 北海道大　　　 医　　　 保健／理学療 前 　　　 理学療法　
1025-55-0620 北海道大　　　 医　　　 保健／理学療 後 　　　 理学療法　
1025-55-0710 北海道大　　　 医　　　 保健／作業療 前 　　　 作業療法　



1025-58-0010 北海道大　　　 歯　　　 　　　　　　 前 　　　 歯　　　　
1025-58-0020 北海道大　　　 歯　　　 　　　　　　 後 　　　 歯　　　　
1025-58-0110 北海道大　　　 歯　　　 歯　　　　　 前 　　　 歯　　　　
1025-58-0120 北海道大　　　 歯　　　 歯　　　　　 後 　　　 歯　　　　
1025-61-0020 北海道大　　　 薬　　　 　　　　　　 後 　　　 薬　　　　
1025-72-0020 北海道大　　　 農　　　 　　　　　　 後 　　　 農学　　　
1025-73-0010 北海道大　　　 水産　　 　　　　　　 前 　　　 水産学　　
1025-73-0020 北海道大　　　 水産　　 　　　　　　 後 　　　 水産学　　
1025-74-0010 北海道大　　　 獣医　　 　　　　　　 前 　　　 獣医学　　
1025-74-0020 北海道大　　　 獣医　　 　　　　　　 後 　　　 獣医学　　
1025-74-0210 北海道大　　　 獣医　　 共同獣医学　 前 　　　 獣医学　　
1025-74-0220 北海道大　　　 獣医　　 共同獣医学　 後 　　　 獣医学　　
1025-91-0010 北海道大　　　 総合文系 　　　　　　 前 　　　 経済学　　
1025-92-0010 北海道大　　　 総合理系 　　　　　　 前 　　　 数学　　　
1025-92-0011 北海道大　　　 総合理系 　　　　　　 前 数学　 生物工学　
1025-92-0012 北海道大　　　 総合理系 　　　　　　 前 物理　 生物工学　
1025-92-0013 北海道大　　　 総合理系 　　　　　　 前 化学　 生物工学　
1025-92-0014 北海道大　　　 総合理系 　　　　　　 前 生物　 生物工学　
1025-92-0015 北海道大　　　 総合理系 　　　　　　 前 総合　 生物工学　
1030-30-0010 北教大旭川校　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 小学校　　
1030-30-0020 北教大旭川校　 教育　　 　　　　　　 後 　　　 小学校　　
1030-30-1710 北教大旭川校　 教育　　 教員／教育発 前 　　　 小学校　　
1030-30-1720 北教大旭川校　 教育　　 教員／教育発 後 　　　 小学校　　
1030-30-1910 北教大旭川校　 教育　　 教員／国語　 前 　　　 小学校　　
1030-30-1920 北教大旭川校　 教育　　 教員／国語　 後 　　　 小学校　　
1030-30-2010 北教大旭川校　 教育　　 教員／英語　 前 　　　 小学校　　
1030-30-2020 北教大旭川校　 教育　　 教員／英語　 後 　　　 小学校　　
1030-30-2710 北教大旭川校　 教育　　 教員／社会　 前 　　　 小学校　　
1030-30-2720 北教大旭川校　 教育　　 教員／社会　 後 　　　 小学校　　
1030-30-2810 北教大旭川校　 教育　　 教員／数学　 前 　　　 小学校　　
1030-30-2820 北教大旭川校　 教育　　 教員／数学　 後 　　　 小学校　　
1030-30-2910 北教大旭川校　 教育　　 教員／理科　 前 　　　 小学校　　
1030-30-2920 北教大旭川校　 教育　　 教員／理科　 後 　　　 小学校　　
1030-30-3010 北教大旭川校　 教育　　 教員／生活技 前 　　　 小学校　　
1030-30-3020 北教大旭川校　 教育　　 教員／生活技 後 　　　 小学校　　
1030-30-3210 北教大旭川校　 教育　　 教員／音楽　 前 　　　 小学校　　
1030-30-3310 北教大旭川校　 教育　　 教員／美術　 前 　　　 小学校　　
1030-30-3410 北教大旭川校　 教育　　 教員／保健体 前 　　　 小学校　　
1035-30-0010 北教大岩見沢校 教育　　 　　　　　　 前 　　　 ０免課程　
1035-30-0020 北教大岩見沢校 教育　　 　　　　　　 後 　　　 ０免課程　
1035-30-2110 北教大岩見沢校 教育　　 芸術／芸術ス 前 　　　 ０免課程　
1035-30-2120 北教大岩見沢校 教育　　 芸術／芸術ス 後 　　　 ０免課程　
1035-30-2210 北教大岩見沢校 教育　　 芸術／声楽　 前 　　　 ０免課程　
1035-30-2310 北教大岩見沢校 教育　　 芸術／鍵・作 前 　　　 ０免課程　
1035-30-2410 北教大岩見沢校 教育　　 芸術／管弦打 前 　　　 ０免課程　
1035-30-2510 北教大岩見沢校 教育　　 芸術／音楽教 前 　　　 ０免課程　
1035-30-2610 北教大岩見沢校 教育　　 芸術／美術デ 前 　　　 ０免課程　
1035-30-2620 北教大岩見沢校 教育　　 芸術／美術デ 後 　　　 ０免課程　
1035-30-2710 北教大岩見沢校 教育　　 芸術／書画工 前 　　　 ０免課程　
1035-30-2720 北教大岩見沢校 教育　　 芸術／書画工 後 　　　 ０免課程　
1035-30-2810 北教大岩見沢校 教育　　 芸術／メディ 前 　　　 ０免課程　
1035-30-2820 北教大岩見沢校 教育　　 芸術／メディ 後 　　　 ０免課程　
1035-30-2910 北教大岩見沢校 教育　　 芸術／美術文 前 　　　 ０免課程　
1035-30-2920 北教大岩見沢校 教育　　 芸術／美術文 後 　　　 ０免課程　
1035-30-3010 北教大岩見沢校 教育　　 芸術／スポー 前 　　　 ０免課程　
1035-30-3020 北教大岩見沢校 教育　　 芸術／スポー 後 　　　 ０免課程　
1035-30-3110 北教大岩見沢校 教育　　 芸術／アウト 前 　　　 ０免課程　
1035-30-3120 北教大岩見沢校 教育　　 芸術／アウト 後 　　　 ０免課程　
1035-30-3220 北教大岩見沢校 教育　　 芸術／音楽文 後 　　　 ０免課程　



1040-30-0010 北教大釧路校　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 心理学　　
1040-30-0020 北教大釧路校　 教育　　 　　　　　　 後 　　　 心理学　　
1040-30-1910 北教大釧路校　 教育　　 教員養成　　 前 　　　 小学校　　
1040-30-1920 北教大釧路校　 教育　　 教員養成　　 後 　　　 小学校　　
1045-30-0010 北教大札幌校　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 小学校　　
1045-30-0020 北教大札幌校　 教育　　 　　　　　　 後 　　　 小学校　　
1045-30-2010 北教大札幌校　 教育　　 教員／特別支 前 　　　 特別支援教
1045-30-2020 北教大札幌校　 教育　　 教員／特別支 後 　　　 特別支援教
1045-30-2110 北教大札幌校　 教育　　 教員／養護教 前 　　　 養護　　　
1045-30-2120 北教大札幌校　 教育　　 教員／養護教 後 　　　 養護　　　
1045-30-2410 北教大札幌校　 教育　　 教員／学校教 前 　　　 小学校　　
1045-30-2420 北教大札幌校　 教育　　 教員／学校教 後 　　　 小学校　　
1045-30-2510 北教大札幌校　 教育　　 教員／言語社 前 　　　 小学校　　
1045-30-2520 北教大札幌校　 教育　　 教員／言語社 後 　　　 小学校　　
1045-30-2610 北教大札幌校　 教育　　 教員／理数教 前 　　　 小学校　　
1045-30-2620 北教大札幌校　 教育　　 教員／理数教 後 　　　 小学校　　
1045-30-2710 北教大札幌校　 教育　　 教員／生活創 前 　　　 小学校　　
1045-30-2720 北教大札幌校　 教育　　 教員／生活創 後 　　　 小学校　　
1045-30-2810 北教大札幌校　 教育　　 教員／図画工 前 　　　 小学校　　
1045-30-2910 北教大札幌校　 教育　　 教員／音楽　 前 　　　 小学校　　
1045-30-3010 北教大札幌校　 教育　　 教員／保健体 前 　　　 小学校　　
1050-30-0010 北教大函館校　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 ０免課程　
1050-30-0020 北教大函館校　 教育　　 　　　　　　 後 　　　 ０免課程　
1050-30-3210 北教大函館校　 教育　　 国際／国際協 前 　　　 ０免課程　
1050-30-3220 北教大函館校　 教育　　 国際／国際協 後 　　　 ０免課程　
1050-30-3310 北教大函館校　 教育　　 国際／地域政 前 　　　 ０免課程　
1050-30-3320 北教大函館校　 教育　　 国際／地域政 後 　　　 ０免課程　
1050-30-3410 北教大函館校　 教育　　 国際／地域環 前 　　　 ０免課程　
1050-30-3420 北教大函館校　 教育　　 国際／地域環 後 　　　 ０免課程　
1050-30-3510 北教大函館校　 教育　　 国際／地域教 前 　　　 小学校　　
1050-30-3520 北教大函館校　 教育　　 国際／地域教 後 　　　 小学校　　
1055-47-0010 室蘭工大　　　 理工　　 　　　　　　 前 　　　 情報科学　
1055-47-0020 室蘭工大　　　 理工　　 　　　　　　 後 　　　 情報科学　
1055-47-0110 室蘭工大　　　 理工　　 生産工　　　 前 　　　 建築・土木
1055-47-0120 室蘭工大　　　 理工　　 生産工　　　 後 　　　 建築・土木
1055-47-0210 室蘭工大　　　 理工　　 生産科学　　 前 　　　 応用物理学
1055-47-0220 室蘭工大　　　 理工　　 生産科学　　 後 　　　 応用物理学
1055-53-0010 室蘭工大　　　 理工夜　 　　　　　　 前 　　　 機械工学　
1055-53-0020 室蘭工大　　　 理工夜　 　　　　　　 後 　　　 機械工学　
1055-53-0110 室蘭工大　　　 理工夜　 生産工　　　 前 　　　 機械工学　
1055-53-0120 室蘭工大　　　 理工夜　 生産工　　　 後 　　　 機械工学　
1060-27-0010 弘前大　　　　 人文社会 　　　　　　 前 　　　 法学　　　
1060-27-0020 弘前大　　　　 人文社会 　　　　　　 後 　　　 文化学　　
1060-27-0110 弘前大　　　　 人文社会 文化創生　　 前 　　　 文化学　　
1060-27-0120 弘前大　　　　 人文社会 文化創生　　 後 　　　 文化学　　
1060-27-0211 弘前大　　　　 人文社会 社会経営　　 前 国語　 社会学　　
1060-27-0212 弘前大　　　　 人文社会 社会経営　　 前 数学　 社会学　　
1060-27-0220 弘前大　　　　 人文社会 社会経営　　 後 　　　 社会学　　
1060-30-0010 弘前大　　　　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 小学校　　
1060-30-0020 弘前大　　　　 教育　　 　　　　　　 後 　　　 小学校　　
1060-30-1510 弘前大　　　　 教育　　 養護教諭　　 前 　　　 養護　　　
1060-30-4810 弘前大　　　　 教育　　 学校／特別支 前 　　　 特別支援教
1060-30-4910 弘前大　　　　 教育　　 学校／小学校 前 　　　 小学校　　
1060-30-4920 弘前大　　　　 教育　　 学校／小学校 後 　　　 小学校　　
1060-30-5010 弘前大　　　　 教育　　 学校／国語　 前 　　　 中高－国語
1060-30-5110 弘前大　　　　 教育　　 学校／社会　 前 　　　 中高－社会
1060-30-5210 弘前大　　　　 教育　　 学校／数学　 前 　　　 中高－数学
1060-30-5310 弘前大　　　　 教育　　 学校／理科　 前 　　　 中高－理科
1060-30-5410 弘前大　　　　 教育　　 学校／音楽　 前 　　　 中高－音楽



1060-30-5510 弘前大　　　　 教育　　 学校／美術　 前 　　　 中高－美術
1060-30-5610 弘前大　　　　 教育　　 学校／保体　 前 　　　 中高－体育
1060-30-5710 弘前大　　　　 教育　　 学校／技術　 前 　　　 中高－技術
1060-30-5810 弘前大　　　　 教育　　 学校／家庭　 前 　　　 中高－家庭
1060-30-5910 弘前大　　　　 教育　　 学校／英語　 前 　　　 中高－英語
1060-47-0010 弘前大　　　　 理工　　 　　　　　　 前 　　　 数学　　　
1060-47-0020 弘前大　　　　 理工　　 　　　　　　 後 　　　 数学　　　
1060-47-0710 弘前大　　　　 理工　　 物質創成化　 前 　　　 応用化学　
1060-47-0720 弘前大　　　　 理工　　 物質創成化　 後 　　　 応用化学　
1060-47-0810 弘前大　　　　 理工　　 電子情報工　 前 　　　 電気・電子
1060-47-0820 弘前大　　　　 理工　　 電子情報工　 後 　　　 電気・電子
1060-47-0911 弘前大　　　　 理工　　 数物科学　　 前 数学　 数学　　　
1060-47-0912 弘前大　　　　 理工　　 数物科学　　 前 数理　 数学　　　
1060-47-0921 弘前大　　　　 理工　　 数物科学　　 後 数学　 数学　　　
1060-47-0922 弘前大　　　　 理工　　 数物科学　　 後 理科　 数学　　　
1060-47-1010 弘前大　　　　 理工　　 地球環境防災 前 　　　 総合理学　
1060-47-1020 弘前大　　　　 理工　　 地球環境防災 後 　　　 総合理学　
1060-47-1110 弘前大　　　　 理工　　 機械科学　　 前 　　　 機械工学　
1060-47-1120 弘前大　　　　 理工　　 機械科学　　 後 　　　 機械工学　
1060-47-1210 弘前大　　　　 理工　　 自然エネルギ 前 　　　 原子力・エ
1060-47-1220 弘前大　　　　 理工　　 自然エネルギ 後 　　　 原子力・エ
1060-55-0010 弘前大　　　　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 医　　　　
1060-55-0111 弘前大　　　　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 医　　　　
1060-55-0112 弘前大　　　　 医　　　 医　　　　　 前 定着枠 医　　　　
1060-55-0310 弘前大　　　　 医　　　 保健／看護学 前 　　　 看護　　　
1060-55-0410 弘前大　　　　 医　　　 保健／放射線 前 　　　 放射線技術
1060-55-0510 弘前大　　　　 医　　　 保健／検査技 前 　　　 検査技術　
1060-55-0610 弘前大　　　　 医　　　 保健／理学療 前 　　　 理学療法　
1060-55-0710 弘前大　　　　 医　　　 保健／作業療 前 　　　 作業療法　
1060-74-0010 弘前大　　　　 農学生命 　　　　　　 前 　　　 生物学　　
1060-74-0020 弘前大　　　　 農学生命 　　　　　　 後 　　　 生物学　　
1060-74-0510 弘前大　　　　 農学生命 生物　　　　 前 　　　 生物学　　
1060-74-0520 弘前大　　　　 農学生命 生物　　　　 後 　　　 生物学　　
1060-74-0610 弘前大　　　　 農学生命 分子生命科学 前 　　　 生物工学　
1060-74-0620 弘前大　　　　 農学生命 分子生命科学 後 　　　 生物工学　
1060-74-0710 弘前大　　　　 農学生命 食料資源　　 前 　　　 農芸化学　
1060-74-0720 弘前大　　　　 農学生命 食料資源　　 後 　　　 農芸化学　
1060-74-0810 弘前大　　　　 農学生命 国際園芸農　 前 　　　 農学　　　
1060-74-0820 弘前大　　　　 農学生命 国際園芸農　 後 　　　 農学　　　
1060-74-0910 弘前大　　　　 農学生命 地域環境工　 前 　　　 農業工学・
1060-74-0920 弘前大　　　　 農学生命 地域環境工　 後 　　　 農業工学・
1065-27-0010 岩手大　　　　 人文社会 　　　　　　 前 　　　 文化学　　
1065-27-0020 岩手大　　　　 人文社会 　　　　　　 後 　　　 文化学　　
1065-27-0610 岩手大　　　　 人文社会 人間文化　　 前 　　　 文化学　　
1065-27-0620 岩手大　　　　 人文社会 人間文化　　 後 　　　 文化学　　
1065-27-0710 岩手大　　　　 人文社会 地域政策　　 前 　　　 政治学　　
1065-27-0720 岩手大　　　　 人文社会 地域政策　　 後 　　　 政治学　　
1065-30-0010 岩手大　　　　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 小学校　　
1065-30-0020 岩手大　　　　 教育　　 　　　　　　 後 　　　 小学校　　
1065-30-1510 岩手大　　　　 教育　　 学校／小学校 前 　　　 小学校　　
1065-30-1520 岩手大　　　　 教育　　 学校／小学校 後 　　　 小学校　　
1065-30-2710 岩手大　　　　 教育　　 学校／特別支 前 　　　 特別支援教
1065-30-2720 岩手大　　　　 教育　　 学校／特別支 後 　　　 特別支援教
1065-30-4010 岩手大　　　　 教育　　 学校／国語　 前 　　　 中高－国語
1065-30-4110 岩手大　　　　 教育　　 学校／社会　 前 　　　 中高－社会
1065-30-4210 岩手大　　　　 教育　　 学校／技術　 前 　　　 中高－技術
1065-30-4310 岩手大　　　　 教育　　 学校／家庭　 前 　　　 中高－家庭
1065-30-4410 岩手大　　　　 教育　　 学校／英語　 前 　　　 中高－英語
1065-30-4510 岩手大　　　　 教育　　 学校／音楽　 前 　　　 中高－音楽



1065-30-4610 岩手大　　　　 教育　　 学校／美術　 前 　　　 中高－美術
1065-30-4710 岩手大　　　　 教育　　 学校／保健体 前 　　　 中高－体育
1065-30-4810 岩手大　　　　 教育　　 学校／数学　 前 　　　 中高－数学
1065-30-4910 岩手大　　　　 教育　　 学校／理科　 前 　　　 中高－理科
1065-47-0010 岩手大　　　　 理工　　 　　　　　　 前 　　　 機械工学　
1065-47-0020 岩手大　　　　 理工　　 　　　　　　 後 　　　 機械工学　
1065-47-0410 岩手大　　　　 理工　　 化学／化学　 前 　　　 応用化学　
1065-47-0420 岩手大　　　　 理工　　 化学／化学　 後 　　　 応用化学　
1065-47-0510 岩手大　　　　 理工　　 化学／生命　 前 　　　 生物工学　
1065-47-0520 岩手大　　　　 理工　　 化学／生命　 後 　　　 生物工学　
1065-47-0610 岩手大　　　　 理工　　 物理／数理物 前 　　　 応用物理学
1065-47-0620 岩手大　　　　 理工　　 物理／数理物 後 　　　 応用物理学
1065-47-0710 岩手大　　　　 理工　　 物理／マテリ 前 　　　 金属・材料
1065-47-0720 岩手大　　　　 理工　　 物理／マテリ 後 　　　 金属・材料
1065-47-0810 岩手大　　　　 理工　　 シス／電気電 前 　　　 電気・電子
1065-47-0820 岩手大　　　　 理工　　 シス／電気電 後 　　　 電気・電子
1065-47-0910 岩手大　　　　 理工　　 シス／知能メ 前 　　　 情報工学　
1065-47-0920 岩手大　　　　 理工　　 シス／知能メ 後 　　　 情報工学　
1065-47-1010 岩手大　　　　 理工　　 シス／機械科 前 　　　 機械工学　
1065-47-1020 岩手大　　　　 理工　　 シス／機械科 後 　　　 機械工学　
1065-47-1110 岩手大　　　　 理工　　 シス／社会基 前 　　　 建築・土木
1065-47-1120 岩手大　　　　 理工　　 シス／社会基 後 　　　 建築・土木
1065-72-0010 岩手大　　　　 農　　　 　　　　　　 前 　　　 農学　　　
1065-72-0020 岩手大　　　　 農　　　 　　　　　　 後 　　　 農学　　　
1065-72-1110 岩手大　　　　 農　　　 共同獣医　　 前 　　　 獣医学　　
1065-72-1120 岩手大　　　　 農　　　 共同獣医　　 後 　　　 獣医学　　
1065-72-1210 岩手大　　　　 農　　　 植物生命科学 前 　　　 農学　　　
1065-72-1220 岩手大　　　　 農　　　 植物生命科学 後 　　　 農学　　　
1065-72-1310 岩手大　　　　 農　　　 応用生物化　 前 　　　 農芸化学　
1065-72-1320 岩手大　　　　 農　　　 応用生物化　 後 　　　 農芸化学　
1065-72-1410 岩手大　　　　 農　　　 森林科学　　 前 　　　 森林科学　
1065-72-1420 岩手大　　　　 農　　　 森林科学　　 後 　　　 森林科学　
1065-72-1610 岩手大　　　　 農　　　 動物科学　　 前 　　　 畜産学　　
1065-72-1620 岩手大　　　　 農　　　 動物科学　　 後 　　　 畜産学　　
1065-72-1710 岩手大　　　　 農　　　 食料／農・食 前 　　　 農学　　　
1065-72-1720 岩手大　　　　 農　　　 食料／農・食 後 　　　 農学　　　
1065-72-1810 岩手大　　　　 農　　　 食料／水産シ 前 　　　 水産学　　
1065-72-1820 岩手大　　　　 農　　　 食料／水産シ 後 　　　 水産学　　
1070-01-0010 東北大　　　　 文　　　 　　　　　　 前 　　　 日本文学　
1070-01-0610 東北大　　　　 文　　　 人文社会　　 前 　　　 文化学　　
1070-12-0010 東北大　　　　 法　　　 　　　　　　 前 　　　 法学　　　
1070-12-0110 東北大　　　　 法　　　 法　　　　　 前 　　　 法学　　　
1070-18-0010 東北大　　　　 経済　　 　　　　　　 前 　　　 経済学　　
1070-18-0020 東北大　　　　 経済　　 　　　　　　 後 　　　 経済学　　
1070-30-0010 東北大　　　　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 心理学　　
1070-30-0310 東北大　　　　 教育　　 教育科学　　 前 　　　 ０免課程　
1070-42-0010 東北大　　　　 理　　　 　　　　　　 前 　　　 地球科学　
1070-42-0020 東北大　　　　 理　　　 　　　　　　 後 　　　 地球科学　
1070-42-0310 東北大　　　　 理　　　 化学系　　　 前 　　　 化学　　　
1070-42-0320 東北大　　　　 理　　　 化学系　　　 後 　　　 化学　　　
1070-42-0510 東北大　　　　 理　　　 数学系　　　 前 　　　 数学　　　
1070-42-0520 東北大　　　　 理　　　 数学系　　　 後 　　　 数学　　　
1070-42-0710 東北大　　　　 理　　　 生物系　　　 前 　　　 生物学　　
1070-42-0720 東北大　　　　 理　　　 生物系　　　 後 　　　 生物学　　
1070-42-0810 東北大　　　　 理　　　 地球科学系　 前 　　　 地球科学　
1070-42-0820 東北大　　　　 理　　　 地球科学系　 後 　　　 地球科学　
1070-42-1210 東北大　　　　 理　　　 物理系　　　 前 　　　 物理学　　
1070-42-1220 東北大　　　　 理　　　 物理系　　　 後 　　　 物理学　　
1070-46-0010 東北大　　　　 工　　　 　　　　　　 前 　　　 機械工学　



1070-46-1810 東北大　　　　 工　　　 機械知能・航 前 　　　 機械工学　
1070-46-1910 東北大　　　　 工　　　 電気情報物理 前 　　　 電気・電子
1070-46-2010 東北大　　　　 工　　　 化学・バイオ 前 　　　 応用化学　
1070-46-2110 東北大　　　　 工　　　 材料科学総合 前 　　　 金属・材料
1070-46-2210 東北大　　　　 工　　　 建築・社会環 前 　　　 建築・土木
1070-55-0010 東北大　　　　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 医　　　　
1070-55-0110 東北大　　　　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 医　　　　
1070-55-0310 東北大　　　　 医　　　 保健／看護学 前 　　　 看護　　　
1070-55-0410 東北大　　　　 医　　　 保健／放射線 前 　　　 放射線技術
1070-55-0510 東北大　　　　 医　　　 保健／検査技 前 　　　 検査技術　
1070-58-0010 東北大　　　　 歯　　　 　　　　　　 前 　　　 歯　　　　
1070-58-0110 東北大　　　　 歯　　　 歯　　　　　 前 　　　 歯　　　　
1070-61-0010 東北大　　　　 薬　　　 　　　　　　 前 　　　 薬　　　　
1070-72-0010 東北大　　　　 農　　　 　　　　　　 前 　　　 農芸化学　
1075-30-0010 宮城教育大　　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 小学校　　
1075-30-0020 宮城教育大　　 教育　　 　　　　　　 後 　　　 小学校　　
1075-30-4910 宮城教育大　　 教育　　 中等／国語　 前 　　　 中高－国語
1075-30-4920 宮城教育大　　 教育　　 中等／国語　 後 　　　 中高－国語
1075-30-5010 宮城教育大　　 教育　　 中等／社会　 前 　　　 中高－社会
1075-30-5020 宮城教育大　　 教育　　 中等／社会　 後 　　　 中高－社会
1075-30-5110 宮城教育大　　 教育　　 中等／数学　 前 　　　 中高－数学
1075-30-5120 宮城教育大　　 教育　　 中等／数学　 後 　　　 中高－数学
1075-30-5210 宮城教育大　　 教育　　 中等／理科　 前 　　　 中高－理科
1075-30-5220 宮城教育大　　 教育　　 中等／理科　 後 　　　 中高－理科
1075-30-5310 宮城教育大　　 教育　　 中等／音楽　 前 　　　 中高－音楽
1075-30-5410 宮城教育大　　 教育　　 中等／美術　 前 　　　 中高－美術
1075-30-5510 宮城教育大　　 教育　　 中等／保健体 前 　　　 中高－体育
1075-30-5610 宮城教育大　　 教育　　 中等／技術　 前 　　　 中高－技術
1075-30-5710 宮城教育大　　 教育　　 中等／家庭　 前 　　　 中高－家庭
1075-30-5810 宮城教育大　　 教育　　 中等／英語　 前 　　　 中高－英語
1075-30-6010 宮城教育大　　 教育　　 初等／幼児教 前 　　　 幼稚園　　
1075-30-6020 宮城教育大　　 教育　　 初等／幼児教 後 　　　 幼稚園　　
1075-30-6110 宮城教育大　　 教育　　 初等／子ども 前 　　　 小学校　　
1075-30-6120 宮城教育大　　 教育　　 初等／子ども 後 　　　 小学校　　
1075-30-6210 宮城教育大　　 教育　　 初等／教育学 前 　　　 小学校　　
1075-30-6220 宮城教育大　　 教育　　 初等／教育学 後 　　　 小学校　　
1075-30-6310 宮城教育大　　 教育　　 初等／教育心 前 　　　 小学校　　
1075-30-6320 宮城教育大　　 教育　　 初等／教育心 後 　　　 小学校　　
1075-30-6410 宮城教育大　　 教育　　 初等／国語　 前 　　　 小学校　　
1075-30-6420 宮城教育大　　 教育　　 初等／国語　 後 　　　 小学校　　
1075-30-6510 宮城教育大　　 教育　　 初等／社会　 前 　　　 小学校　　
1075-30-6520 宮城教育大　　 教育　　 初等／社会　 後 　　　 小学校　　
1075-30-6610 宮城教育大　　 教育　　 初等／英語コ 前 　　　 小学校　　
1075-30-6620 宮城教育大　　 教育　　 初等／英語コ 後 　　　 小学校　　
1075-30-6710 宮城教育大　　 教育　　 初等／数学　 前 　　　 小学校　　
1075-30-6720 宮城教育大　　 教育　　 初等／数学　 後 　　　 小学校　　
1075-30-6810 宮城教育大　　 教育　　 初等／理科　 前 　　　 小学校　　
1075-30-6820 宮城教育大　　 教育　　 初等／理科　 後 　　　 小学校　　
1075-30-6910 宮城教育大　　 教育　　 初等／情報も 前 　　　 小学校　　
1075-30-6920 宮城教育大　　 教育　　 初等／情報も 後 　　　 小学校　　
1075-30-7010 宮城教育大　　 教育　　 初等／家庭　 前 　　　 小学校　　
1075-30-7020 宮城教育大　　 教育　　 初等／家庭　 後 　　　 小学校　　
1075-30-7110 宮城教育大　　 教育　　 初等／音楽　 前 　　　 小学校　　
1075-30-7120 宮城教育大　　 教育　　 初等／音楽　 後 　　　 小学校　　
1075-30-7210 宮城教育大　　 教育　　 初等／美術　 前 　　　 小学校　　
1075-30-7220 宮城教育大　　 教育　　 初等／美術　 後 　　　 小学校　　
1075-30-7310 宮城教育大　　 教育　　 初等／体育健 前 　　　 小学校　　
1075-30-7320 宮城教育大　　 教育　　 初等／体育健 後 　　　 小学校　　
1075-30-7411 宮城教育大　　 教育　　 特別／視覚障 前 Ⅰ型　 特別支援教



1075-30-7412 宮城教育大　　 教育　　 特別／視覚障 前 Ⅱ型　 特別支援教
1075-30-7511 宮城教育大　　 教育　　 特別／聴覚言 前 Ⅰ型　 特別支援教
1075-30-7512 宮城教育大　　 教育　　 特別／聴覚言 前 Ⅱ型　 特別支援教
1075-30-7611 宮城教育大　　 教育　　 特別／発達障 前 Ⅰ型　 特別支援教
1075-30-7612 宮城教育大　　 教育　　 特別／発達障 前 Ⅱ型　 特別支援教
1075-30-7711 宮城教育大　　 教育　　 特別／健康運 前 Ⅰ型　 特別支援教
1075-30-7712 宮城教育大　　 教育　　 特別／健康運 前 Ⅱ型　 特別支援教
1080-31-0010 秋田大　　　　 教育文化 　　　　　　 前 　　　 小学校　　
1080-31-0020 秋田大　　　　 教育文化 　　　　　　 後 　　　 小学校　　
1080-31-0711 秋田大　　　　 教育文化 学校／教育実 前 音楽　 小学校　　
1080-31-0712 秋田大　　　　 教育文化 学校／教育実 前 美術　 小学校　　
1080-31-0713 秋田大　　　　 教育文化 学校／教育実 前 体育　 小学校　　
1080-31-0714 秋田大　　　　 教育文化 学校／教育実 前 教科選 小学校　　
1080-31-0721 秋田大　　　　 教育文化 学校／教育実 後 音楽　 小学校　　
1080-31-0722 秋田大　　　　 教育文化 学校／教育実 後 体育　 小学校　　
1080-31-0723 秋田大　　　　 教育文化 学校／教育実 後 小論文 小学校　　
1080-31-0724 秋田大　　　　 教育文化 学校／教育実 後 美術　 小学校　　
1080-31-0810 秋田大　　　　 教育文化 学校／理数教 前 　　　 小学校　　
1080-31-0820 秋田大　　　　 教育文化 学校／理数教 後 　　　 小学校　　
1080-31-0910 秋田大　　　　 教育文化 学校／英語　 前 　　　 小学校　　
1080-31-0920 秋田大　　　　 教育文化 学校／英語　 後 　　　 小学校　　
1080-31-1010 秋田大　　　　 教育文化 学校／特別支 前 　　　 特別支援教
1080-31-1020 秋田大　　　　 教育文化 学校／特別支 後 　　　 特別支援教
1080-31-1110 秋田大　　　　 教育文化 学校／こども 前 　　　 幼稚園　　
1080-31-1120 秋田大　　　　 教育文化 学校／こども 後 　　　 幼稚園　　
1080-31-1210 秋田大　　　　 教育文化 地域文化　　 前 　　　 社会学　　
1080-31-1220 秋田大　　　　 教育文化 地域文化　　 後 　　　 社会学　　
1080-37-0010 秋田大　　　　 国際資源 　　　　　　 前 　　　 国際関係学
1080-37-0020 秋田大　　　　 国際資源 　　　　　　 後 　　　 国際関係学
1080-37-0210 秋田大　　　　 国際資源 国際／資源政 前 　　　 国際関係学
1080-37-0220 秋田大　　　　 国際資源 国際／資源政 後 　　　 国際関係学
1080-37-0310 秋田大　　　　 国際資源 国際／資源地 前 　　　 地球科学　
1080-37-0320 秋田大　　　　 国際資源 国際／資源地 後 　　　 地球科学　
1080-37-0410 秋田大　　　　 国際資源 国際／資源開 前 　　　 鉱物・資源
1080-37-0420 秋田大　　　　 国際資源 国際／資源開 後 　　　 鉱物・資源
1080-47-0010 秋田大　　　　 理工　　 　　　　　　 前 　　　 数学　　　
1080-47-0020 秋田大　　　　 理工　　 　　　　　　 後 　　　 数学　　　
1080-47-1211 秋田大　　　　 理工　　 生命科学　　 前 ａ　　 生物工学　
1080-47-1212 秋田大　　　　 理工　　 生命科学　　 前 ｂ　　 生物工学　
1080-47-1220 秋田大　　　　 理工　　 生命科学　　 後 　　　 生物工学　
1080-47-1311 秋田大　　　　 理工　　 物質科学　　 前 ａ　　 応用化学　
1080-47-1312 秋田大　　　　 理工　　 物質科学　　 前 ｂ　　 応用化学　
1080-47-1320 秋田大　　　　 理工　　 物質科学　　 後 　　　 応用化学　
1080-47-1411 秋田大　　　　 理工　　 数理・電気電 前 ａ　　 電気・電子
1080-47-1412 秋田大　　　　 理工　　 数理・電気電 前 ｂ　　 電気・電子
1080-47-1420 秋田大　　　　 理工　　 数理・電気電 後 　　　 電気・電子
1080-47-1511 秋田大　　　　 理工　　 システムデザ 前 ａ　　 機械工学　
1080-47-1512 秋田大　　　　 理工　　 システムデザ 前 ｂ　　 機械工学　
1080-47-1520 秋田大　　　　 理工　　 システムデザ 後 　　　 機械工学　
1080-55-0010 秋田大　　　　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 医　　　　
1080-55-0020 秋田大　　　　 医　　　 　　　　　　 後 　　　 医　　　　
1080-55-0110 秋田大　　　　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 医　　　　
1080-55-0120 秋田大　　　　 医　　　 医　　　　　 後 　　　 医　　　　
1080-55-0310 秋田大　　　　 医　　　 保健／看護学 前 　　　 看護　　　
1080-55-0320 秋田大　　　　 医　　　 保健／看護学 後 　　　 看護　　　
1080-55-0410 秋田大　　　　 医　　　 保健／理学療 前 　　　 理学療法　
1080-55-0420 秋田大　　　　 医　　　 保健／理学療 後 　　　 理学療法　
1080-55-0510 秋田大　　　　 医　　　 保健／作業療 前 　　　 作業療法　
1080-55-0520 秋田大　　　　 医　　　 保健／作業療 後 　　　 作業療法　



1085-27-0010 山形大　　　　 人文社会 　　　　　　 前 　　　 英米語　　
1085-27-0020 山形大　　　　 人文社会 　　　　　　 後 　　　 法学　　　
1085-27-0110 山形大　　　　 人文社会 人文／人間文 前 　　　 人間科学　
1085-27-0120 山形大　　　　 人文社会 人文／人間文 後 　　　 人間科学　
1085-27-0210 山形大　　　　 人文社会 人文／グロー 前 　　　 英米語　　
1085-27-0310 山形大　　　　 人文社会 人文／法政経 前 　　　 法学　　　
1085-27-0320 山形大　　　　 人文社会 人文／法政経 後 　　　 法学　　　
1085-31-0010 山形大　　　　 地域教育 　　　　　　 前 　　　 心理学　　
1085-31-0020 山形大　　　　 地域教育 　　　　　　 後 　　　 心理学　　
1085-31-1110 山形大　　　　 地域教育 地域／児童教 前 　　　 小学校　　
1085-31-1120 山形大　　　　 地域教育 地域／児童教 後 　　　 小学校　　
1085-31-1910 山形大　　　　 地域教育 地域／文化創 前 　　　 美術・デザ
1085-31-1920 山形大　　　　 地域教育 地域／文化創 後 　　　 美術・デザ
1085-42-0010 山形大　　　　 理　　　 　　　　　　 前 　　　 数学　　　
1085-42-0020 山形大　　　　 理　　　 　　　　　　 後 　　　 数学　　　
1085-42-0610 山形大　　　　 理　　　 理　　　　　 前 　　　 数学　　　
1085-42-0620 山形大　　　　 理　　　 理　　　　　 後 　　　 数学　　　
1085-46-0010 山形大　　　　 工　　　 　　　　　　 前 　　　 電気・電子
1085-46-0020 山形大　　　　 工　　　 　　　　　　 後 　　　 電気・電子
1085-46-0110 山形大　　　　 工　　　 機械シス工　 前 　　　 機械工学　
1085-46-0120 山形大　　　　 工　　　 機械シス工　 後 　　　 機械工学　
1085-46-1010 山形大　　　　 工　　　 高分子・有機 前 　　　 応用化学　
1085-46-1020 山形大　　　　 工　　　 高分子・有機 後 　　　 応用化学　
1085-46-1310 山形大　　　　 工　　　 建築・デザイ 前 　　　 建築・土木
1085-46-1320 山形大　　　　 工　　　 建築・デザイ 後 　　　 建築・土木
1085-46-1410 山形大　　　　 工　　　 化学／応用化 前 　　　 応用化学　
1085-46-1420 山形大　　　　 工　　　 化学／応用化 後 　　　 応用化学　
1085-46-1510 山形大　　　　 工　　　 化学／バイオ 前 　　　 生物工学　
1085-46-1520 山形大　　　　 工　　　 化学／バイオ 後 　　　 生物工学　
1085-46-1610 山形大　　　　 工　　　 情報／情報知 前 　　　 情報工学　
1085-46-1620 山形大　　　　 工　　　 情報／情報知 後 　　　 情報工学　
1085-46-1710 山形大　　　　 工　　　 情報／電気電 前 　　　 電気・電子
1085-46-1720 山形大　　　　 工　　　 情報／電気電 後 　　　 電気・電子
1085-54-0010 山形大　　　　 工フレ　 　　　　　　 前 　　　 機械工学　
1085-54-0020 山形大　　　　 工フレ　 　　　　　　 後 　　　 機械工学　
1085-54-0910 山形大　　　　 工フレ　 システム創成 前 　　　 機械工学　
1085-54-0920 山形大　　　　 工フレ　 システム創成 後 　　　 機械工学　
1085-55-0010 山形大　　　　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 医　　　　
1085-55-0020 山形大　　　　 医　　　 　　　　　　 後 　　　 医　　　　
1085-55-0111 山形大　　　　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 医　　　　
1085-55-0112 山形大　　　　 医　　　 医　　　　　 前 地域枠 医　　　　
1085-55-0120 山形大　　　　 医　　　 医　　　　　 後 　　　 医　　　　
1085-55-0210 山形大　　　　 医　　　 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
1085-55-0220 山形大　　　　 医　　　 看護　　　　 後 　　　 看護　　　
1085-72-0010 山形大　　　　 農　　　 　　　　　　 前 　　　 農学　　　
1085-72-0020 山形大　　　　 農　　　 　　　　　　 後 　　　 農学　　　
1085-72-0410 山形大　　　　 農　　　 食料生命環境 前 　　　 農学　　　
1085-72-0420 山形大　　　　 農　　　 食料生命環境 後 　　　 農学　　　
1090-27-0010 福島大　　　　 人文社会 　　　　　　 前 　　　 文化学　　
1090-27-0020 福島大　　　　 人文社会 　　　　　　 後 　　　 文化学　　
1090-27-0410 福島大　　　　 人文社会 行政政策学類 前 　　　 法学　　　
1090-27-0420 福島大　　　　 人文社会 行政政策学類 後 　　　 法学　　　
1090-27-0510 福島大　　　　 人文社会 経済経営学類 前 　　　 経済学　　
1090-27-0520 福島大　　　　 人文社会 経済経営学類 後 　　　 経済学　　
1090-27-0621 福島大　　　　 人文社会 人間発達文化 後 Ａ系　 小学校　　
1090-27-0622 福島大　　　　 人文社会 人間発達文化 後 Ｂ系　 文化学　　
1090-27-0623 福島大　　　　 人文社会 人間発達文化 後 Ｃ系　 総合教育学
1090-27-1210 福島大　　　　 人文社会 人間／教育実 前 　　　 小学校　　
1090-27-1310 福島大　　　　 人文社会 人間／心理学 前 　　　 心理学　　



1090-27-1410 福島大　　　　 人文社会 人間／特別支 前 　　　 特別支援教
1090-27-1510 福島大　　　　 人文社会 人間／数理自 前 　　　 数学　　　
1090-27-1610 福島大　　　　 人文社会 人間／スポー 前 　　　 体育・健康
1090-27-1711 福島大　　　　 人文社会 人間／人文科 前 国語　 文化学　　
1090-27-1712 福島大　　　　 人文社会 人間／人文科 前 英語　 文化学　　
1090-27-1713 福島大　　　　 人文社会 人間／人文科 前 小論文 文化学　　
1090-27-1811 福島大　　　　 人文社会 人間／芸術表 前 音楽　 音楽　　　
1090-27-1812 福島大　　　　 人文社会 人間／芸術表 前 美術　 美術・デザ
1090-47-0010 福島大　　　　 理工　　 　　　　　　 前 　　　 情報科学　
1090-47-0020 福島大　　　　 理工　　 　　　　　　 後 　　　 情報科学　
1090-47-0110 福島大　　　　 理工　　 共生システム 前 　　　 建築・土木
1090-47-0120 福島大　　　　 理工　　 共生システム 後 　　　 建築・土木
1090-74-0010 福島大　　　　 農　　　 　　　　　　 前 　　　 農学　　　
1090-74-0020 福島大　　　　 農　　　 　　　　　　 後 　　　 農学　　　
1090-74-0110 福島大　　　　 農　　　 食農学類　　 前 　　　 農芸化学　
1090-74-0120 福島大　　　　 農　　　 食農学類　　 後 　　　 農芸化学　
1093-47-0010 筑波技大　　　 産業技術 　　　　　　 前 　　　 建築・土木
1093-47-0210 筑波技大　　　 産業技術 総合デザイン 前 　　　 デザイン工
1093-47-0310 筑波技大　　　 産業技術 産業／情報科 前 　　　 情報工学　
1093-47-0410 筑波技大　　　 産業技術 産業／システ 前 　　　 機械工学　
1093-64-0010 筑波技大　　　 保健科学 　　　　　　 前 　　　 経営情報学
1093-64-0110 筑波技大　　　 保健科学 保健／鍼灸学 前 　　　 医療技術　
1093-64-0210 筑波技大　　　 保健科学 保健／理学療 前 　　　 理学療法　
1093-64-0310 筑波技大　　　 保健科学 情報システム 前 　　　 経営情報学
1095-27-0010 茨城大　　　　 人文社会 　　　　　　 前 　　　 文化学　　
1095-27-0020 茨城大　　　　 人文社会 　　　　　　 後 　　　 文化学　　
1095-27-0110 茨城大　　　　 人文社会 現代社会　　 前 　　　 マスコミ　
1095-27-0120 茨城大　　　　 人文社会 現代社会　　 後 　　　 マスコミ　
1095-27-0210 茨城大　　　　 人文社会 法律経済　　 前 　　　 法学　　　
1095-27-0220 茨城大　　　　 人文社会 法律経済　　 後 　　　 法学　　　
1095-27-0310 茨城大　　　　 人文社会 人間文化　　 前 　　　 文化学　　
1095-27-0320 茨城大　　　　 人文社会 人間文化　　 後 　　　 文化学　　
1095-30-0010 茨城大　　　　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 小学校　　
1095-30-0020 茨城大　　　　 教育　　 　　　　　　 後 　　　 小学校　　
1095-30-2010 茨城大　　　　 教育　　 養護教諭　　 前 　　　 養護　　　
1095-30-2020 茨城大　　　　 教育　　 養護教諭　　 後 　　　 養護　　　
1095-30-4910 茨城大　　　　 教育　　 学校／国語　 前 　　　 中高－国語
1095-30-4920 茨城大　　　　 教育　　 学校／国語　 後 　　　 中高－国語
1095-30-5010 茨城大　　　　 教育　　 学校／社会　 前 　　　 中高－社会
1095-30-5020 茨城大　　　　 教育　　 学校／社会　 後 　　　 中高－社会
1095-30-5110 茨城大　　　　 教育　　 学校／英語　 前 　　　 中高－英語
1095-30-5120 茨城大　　　　 教育　　 学校／英語　 後 　　　 中高－英語
1095-30-5210 茨城大　　　　 教育　　 学校／数学　 前 　　　 中高－数学
1095-30-5220 茨城大　　　　 教育　　 学校／数学　 後 　　　 中高－数学
1095-30-5310 茨城大　　　　 教育　　 学校／理科　 前 　　　 中高－理科
1095-30-5320 茨城大　　　　 教育　　 学校／理科　 後 　　　 中高－理科
1095-30-5410 茨城大　　　　 教育　　 学校／音楽　 前 　　　 中高－音楽
1095-30-5420 茨城大　　　　 教育　　 学校／音楽　 後 　　　 中高－音楽
1095-30-5510 茨城大　　　　 教育　　 学校／美術　 前 　　　 中高－美術
1095-30-5520 茨城大　　　　 教育　　 学校／美術　 後 　　　 中高－美術
1095-30-5610 茨城大　　　　 教育　　 学校／保健体 前 　　　 中高－体育
1095-30-5620 茨城大　　　　 教育　　 学校／保健体 後 　　　 中高－体育
1095-30-5710 茨城大　　　　 教育　　 学校／技術　 前 　　　 中高－技術
1095-30-5720 茨城大　　　　 教育　　 学校／技術　 後 　　　 中高－技術
1095-30-5810 茨城大　　　　 教育　　 学校／家庭　 前 　　　 中高－家庭
1095-30-5820 茨城大　　　　 教育　　 学校／家庭　 後 　　　 中高－家庭
1095-30-6010 茨城大　　　　 教育　　 学校／特別支 前 　　　 特別支援教
1095-30-6020 茨城大　　　　 教育　　 学校／特別支 後 　　　 特別支援教
1095-30-6610 茨城大　　　　 教育　　 学校／教育実 前 　　　 小学校　　



1095-30-6620 茨城大　　　　 教育　　 学校／教育実 後 　　　 小学校　　
1095-42-0010 茨城大　　　　 理　　　 　　　　　　 前 　　　 数学　　　
1095-42-0020 茨城大　　　　 理　　　 　　　　　　 後 　　　 数学　　　
1095-42-0610 茨城大　　　　 理　　　 理／数学・情 前 　　　 数学　　　
1095-42-0620 茨城大　　　　 理　　　 理／数学・情 後 　　　 数学　　　
1095-42-0710 茨城大　　　　 理　　　 理／物理学　 前 　　　 物理学　　
1095-42-0810 茨城大　　　　 理　　　 理／化学　　 前 　　　 化学　　　
1095-42-0910 茨城大　　　　 理　　　 理／生物科学 前 　　　 生物学　　
1095-42-1010 茨城大　　　　 理　　　 理／地球環境 前 　　　 地球科学　
1095-42-1110 茨城大　　　　 理　　　 理／学際理学 前 　　　 総合理学　
1095-42-1220 茨城大　　　　 理　　　 理／除数学情 後 　　　 物理学　　
1095-46-0010 茨城大　　　　 工　　　 　　　　　　 前 　　　 情報工学　
1095-46-0020 茨城大　　　　 工　　　 　　　　　　 後 　　　 情報工学　
1095-46-0310 茨城大　　　　 工　　　 情報工　　　 前 　　　 情報工学　
1095-46-0320 茨城大　　　　 工　　　 情報工　　　 後 　　　 情報工学　
1095-46-0510 茨城大　　　　 工　　　 都市シス工　 前 　　　 建築・土木
1095-46-0520 茨城大　　　　 工　　　 都市シス工　 後 　　　 建築・土木
1095-46-1010 茨城大　　　　 工　　　 機械シス工　 前 　　　 機械工学　
1095-46-1020 茨城大　　　　 工　　　 機械シス工　 後 　　　 機械工学　
1095-46-1110 茨城大　　　　 工　　　 電気電子シス 前 　　　 電気・電子
1095-46-1120 茨城大　　　　 工　　　 電気電子シス 後 　　　 電気・電子
1095-46-1210 茨城大　　　　 工　　　 物質科学工　 前 　　　 金属・材料
1095-46-1220 茨城大　　　　 工　　　 物質科学工　 後 　　　 金属・材料
1095-54-0010 茨城大　　　　 工フレ　 　　　　　　 前 　　　 機械工学　
1095-54-0020 茨城大　　　　 工フレ　 　　　　　　 後 　　　 機械工学　
1095-54-0210 茨城大　　　　 工フレ　 機械シス工　 前 　　　 機械工学　
1095-54-0220 茨城大　　　　 工フレ　 機械シス工　 後 　　　 機械工学　
1095-72-0010 茨城大　　　　 農　　　 　　　　　　 前 　　　 農学　　　
1095-72-0020 茨城大　　　　 農　　　 　　　　　　 後 　　　 農学　　　
1095-72-0410 茨城大　　　　 農　　　 食生命科学　 前 　　　 農芸化学　
1095-72-0420 茨城大　　　　 農　　　 食生命科学　 後 　　　 農芸化学　
1095-72-0510 茨城大　　　　 農　　　 地域／農業科 前 　　　 農学　　　
1095-72-0520 茨城大　　　　 農　　　 地域／農業科 後 　　　 農学　　　
1095-72-0610 茨城大　　　　 農　　　 地域／地域共 前 　　　 農学　　　
1095-72-0620 茨城大　　　　 農　　　 地域／地域共 後 　　　 農学　　　
1100-03-0010 筑波大　　　　 人文文化 　　　　　　 前 　　　 文化学　　
1100-03-0020 筑波大　　　　 人文文化 　　　　　　 後 　　　 地理学　　
1100-03-0110 筑波大　　　　 人文文化 人文学類　　 前 　　　 文化学　　
1100-03-0120 筑波大　　　　 人文文化 人文学類　　 後 　　　 文化学　　
1100-03-0210 筑波大　　　　 人文文化 比較文化学類 前 　　　 文化学　　
1100-03-0220 筑波大　　　　 人文文化 比較文化学類 後 　　　 文化学　　
1100-03-0310 筑波大　　　　 人文文化 日本語・日本 前 　　　 文化学　　
1100-27-0010 筑波大　　　　 社会国際 　　　　　　 前 　　　 法学　　　
1100-27-0110 筑波大　　　　 社会国際 社会学類　　 前 　　　 法学　　　
1100-27-0210 筑波大　　　　 社会国際 国際総合学類 前 　　　 国際関係学
1100-38-0010 筑波大　　　　 人間　　 　　　　　　 前 　　　 心理学　　
1100-38-0110 筑波大　　　　 人間　　 教育学類　　 前 　　　 教育学　　
1100-38-0210 筑波大　　　　 人間　　 心理学類　　 前 　　　 心理学　　
1100-38-0310 筑波大　　　　 人間　　 障害科学類　 前 　　　 特別支援教
1100-39-0010 筑波大　　　　 情報　　 　　　　　　 前 　　　 情報工学　
1100-39-0020 筑波大　　　　 情報　　 　　　　　　 後 　　　 情報工学　
1100-39-0110 筑波大　　　　 情報　　 情報科学類　 前 　　　 情報科学　
1100-39-0120 筑波大　　　　 情報　　 情報科学類　 後 　　　 情報科学　
1100-39-0210 筑波大　　　　 情報　　 メディア創成 前 　　　 情報工学　
1100-39-0220 筑波大　　　　 情報　　 メディア創成 後 　　　 情報工学　
1100-39-0310 筑波大　　　　 情報　　 知識情報・図 前 　　　 総合情報学
1100-39-0320 筑波大　　　　 情報　　 知識情報・図 後 　　　 総合情報学
1100-47-0010 筑波大　　　　 理工　　 　　　　　　 前 　　　 建築・土木
1100-47-0020 筑波大　　　　 理工　　 　　　　　　 後 　　　 建築・土木



1100-47-0110 筑波大　　　　 理工　　 数学類　　　 前 　　　 数学　　　
1100-47-0210 筑波大　　　　 理工　　 物理学類　　 前 　　　 物理学　　
1100-47-0310 筑波大　　　　 理工　　 化学類　　　 前 　　　 化学　　　
1100-47-0410 筑波大　　　　 理工　　 応用理工学類 前 　　　 応用物理学
1100-47-0420 筑波大　　　　 理工　　 応用理工学類 後 　　　 応用物理学
1100-47-0510 筑波大　　　　 理工　　 工学システム 前 　　　 機械工学　
1100-47-0520 筑波大　　　　 理工　　 工学システム 後 　　　 機械工学　
1100-47-0610 筑波大　　　　 理工　　 社会工学類　 前 　　　 経営工学　
1100-47-0620 筑波大　　　　 理工　　 社会工学類　 後 　　　 経営工学　
1100-55-0010 筑波大　　　　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 医　　　　
1100-55-0111 筑波大　　　　 医　　　 医学類　　　 前 　　　 医　　　　
1100-55-0112 筑波大　　　　 医　　　 医学類　　　 前 茨城県 医　　　　
1100-55-0113 筑波大　　　　 医　　　 医学類　　　 前 全国　 医　　　　
1100-55-0510 筑波大　　　　 医　　　 看護学類　　 前 　　　 看護　　　
1100-55-0610 筑波大　　　　 医　　　 医療科学類　 前 　　　 検査技術　
1100-64-0010 筑波大　　　　 体育　　 　　　　　　 前 　　　 体育・健康
1100-74-0010 筑波大　　　　 生命環境 　　　　　　 前 　　　 農学　　　
1100-74-0020 筑波大　　　　 生命環境 　　　　　　 後 　　　 生物学　　
1100-74-0110 筑波大　　　　 生命環境 生物学類　　 前 　　　 生物学　　
1100-74-0120 筑波大　　　　 生命環境 生物学類　　 後 　　　 生物学　　
1100-74-0211 筑波大　　　　 生命環境 生物資源学類 前 1 農学　　　
1100-74-0212 筑波大　　　　 生命環境 生物資源学類 前 2 農学　　　
1100-74-0213 筑波大　　　　 生命環境 生物資源学類 前 3 農学　　　
1100-74-0220 筑波大　　　　 生命環境 生物資源学類 後 　　　 農学　　　
1100-74-0310 筑波大　　　　 生命環境 地球学類　　 前 　　　 地球科学　
1100-74-0320 筑波大　　　　 生命環境 地球学類　　 後 　　　 地球科学　
1100-83-0010 筑波大　　　　 芸術　　 　　　　　　 前 　　　 美術・デザ
1100-83-0020 筑波大　　　　 芸術　　 　　　　　　 後 　　　 美術・デザ
1110-30-0010 宇都宮大　　　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 小学校　　
1110-30-4511 宇都宮大　　　 教育　　 学校教育　　 前 教育系 小学校　　
1110-30-4512 宇都宮大　　　 教育　　 学校教育　　 前 文系　 中高－国語
1110-30-4513 宇都宮大　　　 教育　　 学校教育　　 前 理系　 中高－数学
1110-30-4514 宇都宮大　　　 教育　　 学校教育　　 前 実技系 中高－音楽
1110-33-0010 宇都宮大　　　 国際　　 　　　　　　 前 　　　 文化学　　
1110-33-0310 宇都宮大　　　 国際　　 国際　　　　 前 　　　 国際関係学
1110-37-0010 宇都宮大　　　 地域デザ 　　　　　　 前 　　　 建築・土木
1110-37-0020 宇都宮大　　　 地域デザ 　　　　　　 後 　　　 建築・土木
1110-37-0110 宇都宮大　　　 地域デザ コミュニティ 前 　　　 政治学　　
1110-37-0120 宇都宮大　　　 地域デザ コミュニティ 後 　　　 政治学　　
1110-37-0210 宇都宮大　　　 地域デザ 建築都市デザ 前 　　　 建築・土木
1110-37-0220 宇都宮大　　　 地域デザ 建築都市デザ 後 　　　 建築・土木
1110-37-0310 宇都宮大　　　 地域デザ 社会基盤デザ 前 　　　 建築・土木
1110-37-0320 宇都宮大　　　 地域デザ 社会基盤デザ 後 　　　 建築・土木
1110-46-0010 宇都宮大　　　 工　　　 　　　　　　 前 　　　 機械工学　
1110-46-0020 宇都宮大　　　 工　　　 　　　　　　 後 　　　 機械工学　
1110-46-1010 宇都宮大　　　 工　　　 基盤工　　　 前 　　　 応用化学　
1110-46-1020 宇都宮大　　　 工　　　 基盤工　　　 後 　　　 応用化学　
1110-72-0010 宇都宮大　　　 農　　　 　　　　　　 前 　　　 農学　　　
1110-72-0020 宇都宮大　　　 農　　　 　　　　　　 後 　　　 農学　　　
1110-72-0110 宇都宮大　　　 農　　　 森林科学　　 前 　　　 森林科学　
1110-72-0310 宇都宮大　　　 農　　　 農業環境工　 前 　　　 農業工学・
1110-72-0320 宇都宮大　　　 農　　　 農業環境工　 後 　　　 農業工学・
1110-72-0410 宇都宮大　　　 農　　　 農業経済　　 前 　　　 農業経済学
1110-72-0420 宇都宮大　　　 農　　　 農業経済　　 後 　　　 農業経済学
1110-72-0510 宇都宮大　　　 農　　　 生物資源科学 前 　　　 農学　　　
1110-72-0520 宇都宮大　　　 農　　　 生物資源科学 後 　　　 農学　　　
1110-72-0610 宇都宮大　　　 農　　　 応用生命化　 前 　　　 農芸化学　
1110-72-0620 宇都宮大　　　 農　　　 応用生命化　 後 　　　 農芸化学　
1115-27-0010 群馬大　　　　 社会情報 　　　　　　 前 　　　 経営情報学



1115-27-0020 群馬大　　　　 社会情報 　　　　　　 後 　　　 経営情報学
1115-27-0110 群馬大　　　　 社会情報 社会情報　　 前 　　　 総合情報学
1115-27-0120 群馬大　　　　 社会情報 社会情報　　 後 　　　 総合情報学
1115-30-0010 群馬大　　　　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 小学校　　
1115-30-0020 群馬大　　　　 教育　　 　　　　　　 後 　　　 小学校　　
1115-30-2710 群馬大　　　　 教育　　 学校／国語　 前 　　　 中高－国語
1115-30-2720 群馬大　　　　 教育　　 学校／国語　 後 　　　 中高－国語
1115-30-2810 群馬大　　　　 教育　　 学校／社会　 前 　　　 中高－社会
1115-30-2820 群馬大　　　　 教育　　 学校／社会　 後 　　　 中高－社会
1115-30-2910 群馬大　　　　 教育　　 学校／英語　 前 　　　 中高－英語
1115-30-2920 群馬大　　　　 教育　　 学校／英語　 後 　　　 中高－英語
1115-30-3010 群馬大　　　　 教育　　 学校／数学　 前 　　　 中高－数学
1115-30-3020 群馬大　　　　 教育　　 学校／数学　 後 　　　 中高－数学
1115-30-3110 群馬大　　　　 教育　　 学校／理科　 前 　　　 中高－理科
1115-30-3120 群馬大　　　　 教育　　 学校／理科　 後 　　　 中高－理科
1115-30-3210 群馬大　　　　 教育　　 学校／技術　 前 　　　 中高－技術
1115-30-3220 群馬大　　　　 教育　　 学校／技術　 後 　　　 中高－技術
1115-30-3310 群馬大　　　　 教育　　 学校／音楽　 前 　　　 中高－音楽
1115-30-3320 群馬大　　　　 教育　　 学校／音楽　 後 　　　 中高－音楽
1115-30-3410 群馬大　　　　 教育　　 学校／美術　 前 　　　 中高－美術
1115-30-3420 群馬大　　　　 教育　　 学校／美術　 後 　　　 中高－美術
1115-30-3510 群馬大　　　　 教育　　 学校／家政　 前 　　　 中高－家庭
1115-30-3520 群馬大　　　　 教育　　 学校／家政　 後 　　　 中高－家庭
1115-30-3610 群馬大　　　　 教育　　 学校／保健体 前 　　　 中高－体育
1115-30-3620 群馬大　　　　 教育　　 学校／保健体 後 　　　 中高－体育
1115-30-3710 群馬大　　　　 教育　　 学校／教育　 前 　　　 教育学　　
1115-30-3720 群馬大　　　　 教育　　 学校／教育　 後 　　　 教育学　　
1115-30-3810 群馬大　　　　 教育　　 学校／教育心 前 　　　 教育学　　
1115-30-3820 群馬大　　　　 教育　　 学校／教育心 後 　　　 教育学　　
1115-30-3910 群馬大　　　　 教育　　 学校／障害児 前 　　　 特別支援教
1115-30-3920 群馬大　　　　 教育　　 学校／障害児 後 　　　 特別支援教
1115-47-0010 群馬大　　　　 理工　　 　　　　　　 前 　　　 情報工学　
1115-47-0020 群馬大　　　　 理工　　 　　　　　　 後 　　　 情報工学　
1115-47-0110 群馬大　　　　 理工　　 化学・生物化 前 　　　 応用化学　
1115-47-0120 群馬大　　　　 理工　　 化学・生物化 後 　　　 応用化学　
1115-47-0210 群馬大　　　　 理工　　 機械知能シス 前 　　　 機械工学　
1115-47-0220 群馬大　　　　 理工　　 機械知能シス 後 　　　 機械工学　
1115-47-0310 群馬大　　　　 理工　　 環境創生理工 前 　　　 建築・土木
1115-47-0320 群馬大　　　　 理工　　 環境創生理工 後 　　　 建築・土木
1115-47-0410 群馬大　　　　 理工　　 電子情報理工 前 　　　 電気・電子
1115-47-0420 群馬大　　　　 理工　　 電子情報理工 後 　　　 電気・電子
1115-47-0510 群馬大　　　　 理工　　 総合理工　　 前 　　　 総合理学　
1115-47-0520 群馬大　　　　 理工　　 総合理工　　 後 　　　 総合理学　
1115-55-0010 群馬大　　　　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 医　　　　
1115-55-0020 群馬大　　　　 医　　　 　　　　　　 後 　　　 看護　　　
1115-55-0111 群馬大　　　　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 医　　　　
1115-55-0112 群馬大　　　　 医　　　 医　　　　　 前 地域枠 医　　　　
1115-55-0310 群馬大　　　　 医　　　 保健／看護学 前 　　　 看護　　　
1115-55-0320 群馬大　　　　 医　　　 保健／看護学 後 　　　 看護　　　
1115-55-0410 群馬大　　　　 医　　　 保健／検査技 前 　　　 検査技術　
1115-55-0420 群馬大　　　　 医　　　 保健／検査技 後 　　　 検査技術　
1115-55-0510 群馬大　　　　 医　　　 保健／理学療 前 　　　 理学療法　
1115-55-0520 群馬大　　　　 医　　　 保健／理学療 後 　　　 理学療法　
1115-55-0610 群馬大　　　　 医　　　 保健／作業療 前 　　　 作業療法　
1115-55-0620 群馬大　　　　 医　　　 保健／作業療 後 　　　 作業療法　
1120-18-0010 埼玉大　　　　 経済　　 　　　　　　 前 　　　 法学　　　
1120-18-0020 埼玉大　　　　 経済　　 　　　　　　 後 　　　 法学　　　
1120-18-0213 埼玉大　　　　 経済　　 経済　　　　 前 一般枠 経済学　　
1120-18-0214 埼玉大　　　　 経済　　 経済　　　　 前 国際プ 経済学　　



1120-18-0220 埼玉大　　　　 経済　　 経済　　　　 後 　　　 経済学　　
1120-30-0010 埼玉大　　　　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 小学校　　
1120-30-0610 埼玉大　　　　 教育　　 養護教諭　　 前 　　　 養護　　　
1120-30-4811 埼玉大　　　　 教育　　 学校／小学校 前 文系　 小学校　　
1120-30-4813 埼玉大　　　　 教育　　 学校／小学校 前 理系　 小学校　　
1120-30-4814 埼玉大　　　　 教育　　 学校／小学校 前 音楽　 小学校　　
1120-30-4815 埼玉大　　　　 教育　　 学校／小学校 前 図工　 小学校　　
1120-30-4816 埼玉大　　　　 教育　　 学校／小学校 前 体育　 小学校　　
1120-30-4911 埼玉大　　　　 教育　　 学校／言語文 前 国語　 中高－国語
1120-30-4912 埼玉大　　　　 教育　　 学校／言語文 前 英語　 中高－英語
1120-30-5011 埼玉大　　　　 教育　　 学校／自然科 前 数学　 中高－数学
1120-30-5012 埼玉大　　　　 教育　　 学校／自然科 前 理科　 中高－理科
1120-30-5111 埼玉大　　　　 教育　　 学校／芸術　 前 音楽　 中高－音楽
1120-30-5112 埼玉大　　　　 教育　　 学校／芸術　 前 美術　 中高－美術
1120-30-5211 埼玉大　　　　 教育　　 学校／生活創 前 技術　 中高－技術
1120-30-5212 埼玉大　　　　 教育　　 学校／生活創 前 家庭科 中高－家庭
1120-30-5310 埼玉大　　　　 教育　　 学校／社会　 前 　　　 中高－社会
1120-30-5410 埼玉大　　　　 教育　　 学校／身体文 前 保健体 中高－体育
1120-30-5510 埼玉大　　　　 教育　　 学校／乳幼児 前 　　　 幼稚園　　
1120-30-5610 埼玉大　　　　 教育　　 学校／特別支 前 　　　 特別支援教
1120-37-0010 埼玉大　　　　 教養　　 　　　　　　 前 　　　 日本文学　
1120-37-0020 埼玉大　　　　 教養　　 　　　　　　 後 　　　 日本文学　
1120-37-0110 埼玉大　　　　 教養　　 教養　　　　 前 　　　 文化学　　
1120-37-0120 埼玉大　　　　 教養　　 教養　　　　 後 　　　 文化学　　
1120-42-0010 埼玉大　　　　 理　　　 　　　　　　 前 　　　 生物学　　
1120-42-0020 埼玉大　　　　 理　　　 　　　　　　 後 　　　 生物学　　
1120-42-0110 埼玉大　　　　 理　　　 基礎化　　　 前 　　　 化学　　　
1120-42-0120 埼玉大　　　　 理　　　 基礎化　　　 後 　　　 化学　　　
1120-42-0210 埼玉大　　　　 理　　　 数学　　　　 前 　　　 数学　　　
1120-42-0220 埼玉大　　　　 理　　　 数学　　　　 後 　　　 数学　　　
1120-42-0310 埼玉大　　　　 理　　　 分子生物　　 前 　　　 生物学　　
1120-42-0320 埼玉大　　　　 理　　　 分子生物　　 後 　　　 生物学　　
1120-42-0410 埼玉大　　　　 理　　　 生体制御　　 前 　　　 生物学　　
1120-42-0420 埼玉大　　　　 理　　　 生体制御　　 後 　　　 生物学　　
1120-42-0510 埼玉大　　　　 理　　　 物理　　　　 前 　　　 物理学　　
1120-42-0520 埼玉大　　　　 理　　　 物理　　　　 後 　　　 物理学　　
1120-46-0010 埼玉大　　　　 工　　　 　　　　　　 前 　　　 機械工学　
1120-46-0020 埼玉大　　　　 工　　　 　　　　　　 後 　　　 機械工学　
1120-46-0110 埼玉大　　　　 工　　　 応用化　　　 前 　　　 応用化学　
1120-46-0120 埼玉大　　　　 工　　　 応用化　　　 後 　　　 応用化学　
1120-46-0810 埼玉大　　　　 工　　　 機械工学・シ 前 　　　 機械工学　
1120-46-0820 埼玉大　　　　 工　　　 機械工学・シ 後 　　　 機械工学　
1120-46-0910 埼玉大　　　　 工　　　 電気電子物理 前 　　　 電気・電子
1120-46-0920 埼玉大　　　　 工　　　 電気電子物理 後 　　　 電気・電子
1120-46-1010 埼玉大　　　　 工　　　 情報工　　　 前 　　　 情報工学　
1120-46-1020 埼玉大　　　　 工　　　 情報工　　　 後 　　　 情報工学　
1120-46-1110 埼玉大　　　　 工　　　 環境社会デザ 前 　　　 建築・土木
1120-46-1120 埼玉大　　　　 工　　　 環境社会デザ 後 　　　 建築・土木
1125-01-0010 千葉大　　　　 文　　　 　　　　　　 前 　　　 文化学　　
1125-01-0020 千葉大　　　　 文　　　 　　　　　　 後 　　　 文化学　　
1125-01-0510 千葉大　　　　 文　　　 人文／行動科 前 　　　 人間科学　
1125-01-0520 千葉大　　　　 文　　　 人文／行動科 後 　　　 人間科学　
1125-01-0610 千葉大　　　　 文　　　 人文／歴史学 前 　　　 西洋史　　
1125-01-0620 千葉大　　　　 文　　　 人文／歴史学 後 　　　 西洋史　　
1125-01-0710 千葉大　　　　 文　　　 人文／日本ユ 前 　　　 文化学　　
1125-01-0720 千葉大　　　　 文　　　 人文／日本ユ 後 　　　 文化学　　
1125-01-0810 千葉大　　　　 文　　　 人文／国際言 前 　　　 文化学　　
1125-14-0010 千葉大　　　　 法政経　 　　　　　　 前 　　　 法学　　　
1125-14-0020 千葉大　　　　 法政経　 　　　　　　 後 　　　 法学　　　



1125-14-0110 千葉大　　　　 法政経　 法政経　　　 前 　　　 法学　　　
1125-14-0120 千葉大　　　　 法政経　 法政経　　　 後 　　　 法学　　　
1125-30-0010 千葉大　　　　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 小学校　　
1125-30-5310 千葉大　　　　 教育　　 学校／小学校 前 　　　 小学校　　
1125-30-5410 千葉大　　　　 教育　　 学校／国語　 前 　　　 中高－国語
1125-30-5510 千葉大　　　　 教育　　 学校／社会　 前 　　　 中高－社会
1125-30-5610 千葉大　　　　 教育　　 学校／数学　 前 　　　 中高－数学
1125-30-5710 千葉大　　　　 教育　　 学校／理科　 前 　　　 中高－理科
1125-30-5810 千葉大　　　　 教育　　 学校／技術　 前 　　　 中高－技術
1125-30-5910 千葉大　　　　 教育　　 学校／特別支 前 　　　 特別支援教
1125-30-6010 千葉大　　　　 教育　　 学校／乳幼児 前 　　　 幼稚園　　
1125-30-6110 千葉大　　　　 教育　　 学校／養護教 前 　　　 養護　　　
1125-30-6211 千葉大　　　　 教育　　 学校／音楽　 前 Ａ選択 小学校　　
1125-30-6212 千葉大　　　　 教育　　 学校／音楽　 前 Ｂ選択 中高－音楽
1125-30-6311 千葉大　　　　 教育　　 学校／図・美 前 Ａ選択 小学校　　
1125-30-6312 千葉大　　　　 教育　　 学校／図・美 前 Ｂ選択 中高－美術
1125-30-6411 千葉大　　　　 教育　　 学校／保健体 前 Ａ選択 小学校　　
1125-30-6412 千葉大　　　　 教育　　 学校／保健体 前 Ｂ選択 中高－体育
1125-30-6511 千葉大　　　　 教育　　 学校／家庭　 前 Ａ選択 小学校　　
1125-30-6512 千葉大　　　　 教育　　 学校／家庭　 前 Ｂ選択 中高－家庭
1125-30-6611 千葉大　　　　 教育　　 学校／英語教 前 Ａ選択 小学校　　
1125-30-6612 千葉大　　　　 教育　　 学校／英語教 前 Ｂ選択 中高－英語
1125-37-0010 千葉大　　　　 国際教養 　　　　　　 前 　　　 国際関係学
1125-37-0111 千葉大　　　　 国際教養 国際教養　　 前 通常型 国際関係学
1125-37-0112 千葉大　　　　 国際教養 国際教養　　 前 特色型 国際関係学
1125-42-0010 千葉大　　　　 理　　　 　　　　　　 前 　　　 数学　　　
1125-42-0020 千葉大　　　　 理　　　 　　　　　　 後 　　　 数学　　　
1125-42-0110 千葉大　　　　 理　　　 化学　　　　 前 　　　 化学　　　
1125-42-0120 千葉大　　　　 理　　　 化学　　　　 後 　　　 化学　　　
1125-42-0210 千葉大　　　　 理　　　 数学・情報数 前 　　　 数学　　　
1125-42-0220 千葉大　　　　 理　　　 数学・情報数 後 　　　 数学　　　
1125-42-0310 千葉大　　　　 理　　　 生物　　　　 前 　　　 生物学　　
1125-42-0320 千葉大　　　　 理　　　 生物　　　　 後 　　　 生物学　　
1125-42-0410 千葉大　　　　 理　　　 地球科学　　 前 　　　 地球科学　
1125-42-0420 千葉大　　　　 理　　　 地球科学　　 後 　　　 地球科学　
1125-42-0510 千葉大　　　　 理　　　 物理　　　　 前 　　　 物理学　　
1125-42-0520 千葉大　　　　 理　　　 物理　　　　 後 　　　 物理学　　
1125-46-0010 千葉大　　　　 工　　　 　　　　　　 前 　　　 機械工学　
1125-46-0020 千葉大　　　　 工　　　 　　　　　　 後 　　　 機械工学　
1125-46-2410 千葉大　　　　 工　　　 総合／建築学 前 　　　 建築・土木
1125-46-2420 千葉大　　　　 工　　　 総合／建築学 後 　　　 建築・土木
1125-46-2510 千葉大　　　　 工　　　 総合／都市環 前 　　　 建築・土木
1125-46-2520 千葉大　　　　 工　　　 総合／都市環 後 　　　 建築・土木
1125-46-2610 千葉大　　　　 工　　　 総合／デザイ 前 　　　 デザイン工
1125-46-2710 千葉大　　　　 工　　　 総合／機械工 前 　　　 機械工学　
1125-46-2720 千葉大　　　　 工　　　 総合／機械工 後 　　　 機械工学　
1125-46-2810 千葉大　　　　 工　　　 総合／医工学 前 　　　 機械工学　
1125-46-2820 千葉大　　　　 工　　　 総合／医工学 後 　　　 機械工学　
1125-46-2910 千葉大　　　　 工　　　 総合／電気電 前 　　　 電気・電子
1125-46-2920 千葉大　　　　 工　　　 総合／電気電 後 　　　 電気・電子
1125-46-3010 千葉大　　　　 工　　　 総合／物質科 前 　　　 応用物理学
1125-46-3110 千葉大　　　　 工　　　 総合／共生応 前 　　　 応用化学　
1125-46-3120 千葉大　　　　 工　　　 総合／共生応 後 　　　 応用化学　
1125-46-3210 千葉大　　　　 工　　　 総合／情報工 前 　　　 情報工学　
1125-46-3220 千葉大　　　　 工　　　 総合／情報工 後 　　　 情報工学　
1125-55-0010 千葉大　　　　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 医　　　　
1125-55-0020 千葉大　　　　 医　　　 　　　　　　 後 　　　 医　　　　
1125-55-0110 千葉大　　　　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 医　　　　
1125-55-0120 千葉大　　　　 医　　　 医　　　　　 後 　　　 医　　　　



1125-61-0010 千葉大　　　　 薬　　　 　　　　　　 前 　　　 薬　　　　
1125-61-0020 千葉大　　　　 薬　　　 　　　　　　 後 　　　 薬　　　　
1125-61-0220 千葉大　　　　 薬　　　 薬科学　　　 後 　　　 薬　　　　
1125-64-0010 千葉大　　　　 看護　　 　　　　　　 前 　　　 看護　　　
1125-64-0110 千葉大　　　　 看護　　 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
1125-74-0010 千葉大　　　　 園芸　　 　　　　　　 前 　　　 農学　　　
1125-74-0020 千葉大　　　　 園芸　　 　　　　　　 後 　　　 農学　　　
1125-74-0310 千葉大　　　　 園芸　　 緑地環境　　 前 　　　 農学　　　
1125-74-0320 千葉大　　　　 園芸　　 緑地環境　　 後 　　　 農学　　　
1125-74-0410 千葉大　　　　 園芸　　 園芸　　　　 前 　　　 農学　　　
1125-74-0420 千葉大　　　　 園芸　　 園芸　　　　 後 　　　 農学　　　
1125-74-0510 千葉大　　　　 園芸　　 応用生命化　 前 　　　 農芸化学　
1125-74-0520 千葉大　　　　 園芸　　 応用生命化　 後 　　　 農芸化学　
1125-74-0610 千葉大　　　　 園芸　　 食料資源経済 前 　　　 農業経済学
1125-74-0620 千葉大　　　　 園芸　　 食料資源経済 後 　　　 農業経済学
1128-47-0010 東京海洋大　　 海洋工　 　　　　　　 前 　　　 商船学　　
1128-47-0020 東京海洋大　　 海洋工　 　　　　　　 後 　　　 商船学　　
1128-47-0110 東京海洋大　　 海洋工　 海洋電子機械 前 　　　 船舶・海洋
1128-47-0120 東京海洋大　　 海洋工　 海洋電子機械 後 　　　 船舶・海洋
1128-47-0210 東京海洋大　　 海洋工　 海事シス工　 前 　　　 商船学　　
1128-47-0220 東京海洋大　　 海洋工　 海事シス工　 後 　　　 商船学　　
1128-47-0310 東京海洋大　　 海洋工　 流通情報工　 前 　　　 商船学　　
1128-47-0320 東京海洋大　　 海洋工　 流通情報工　 後 　　　 商船学　　
1128-75-0010 東京海洋大　　 海洋生命 　　　　　　 前 　　　 水産学　　
1128-75-0020 東京海洋大　　 海洋生命 　　　　　　 後 　　　 水産学　　
1128-75-0110 東京海洋大　　 海洋生命 海洋生物資源 前 　　　 水産学　　
1128-75-0120 東京海洋大　　 海洋生命 海洋生物資源 後 　　　 水産学　　
1128-75-0210 東京海洋大　　 海洋生命 食品生産科学 前 　　　 水産学　　
1128-75-0220 東京海洋大　　 海洋生命 食品生産科学 後 　　　 水産学　　
1128-75-0310 東京海洋大　　 海洋生命 海洋政策文化 前 　　　 総合科学　
1128-75-0320 東京海洋大　　 海洋生命 海洋政策文化 後 　　　 総合科学　
1128-76-0010 東京海洋大　　 海洋資源 　　　　　　 前 　　　 鉱物・資源
1128-76-0020 東京海洋大　　 海洋資源 　　　　　　 後 　　　 鉱物・資源
1128-76-0110 東京海洋大　　 海洋資源 海洋環境科学 前 　　　 水産学　　
1128-76-0120 東京海洋大　　 海洋資源 海洋環境科学 後 　　　 水産学　　
1128-76-0210 東京海洋大　　 海洋資源 海洋資源エネ 前 　　　 船舶・海洋
1128-76-0220 東京海洋大　　 海洋資源 海洋資源エネ 後 　　　 船舶・海洋
1130-03-0010 お茶の水女子大 文教育　 　　　　　　 前 　　　 日本文学　
1130-03-0020 お茶の水女子大 文教育　 　　　　　　 後 　　　 地理学　　
1130-03-1210 お茶の水女子大 文教育　 人文科学　　 前 　　　 哲学倫理宗
1130-03-1220 お茶の水女子大 文教育　 人文科学　　 後 　　　 哲学倫理宗
1130-03-1310 お茶の水女子大 文教育　 言語文化　　 前 　　　 日本文学　
1130-03-1410 お茶の水女子大 文教育　 人間社会科学 前 　　　 社会学　　
1130-03-1420 お茶の水女子大 文教育　 人間社会科学 後 　　　 社会学　　
1130-03-1610 お茶の水女子大 文教育　 芸術／舞踊教 前 　　　 演劇　　　
1130-03-1710 お茶の水女子大 文教育　 芸術／音楽表 前 　　　 音楽　　　
1130-03-1720 お茶の水女子大 文教育　 芸術／音楽表 後 　　　 音楽　　　
1130-42-0010 お茶の水女子大 理　　　 　　　　　　 前 　　　 数学　　　
1130-42-0020 お茶の水女子大 理　　　 　　　　　　 後 　　　 数学　　　
1130-42-0110 お茶の水女子大 理　　　 化学　　　　 前 　　　 化学　　　
1130-42-0120 お茶の水女子大 理　　　 化学　　　　 後 　　　 化学　　　
1130-42-0210 お茶の水女子大 理　　　 情報科学　　 前 　　　 情報科学　
1130-42-0220 お茶の水女子大 理　　　 情報科学　　 後 　　　 情報科学　
1130-42-0310 お茶の水女子大 理　　　 数学　　　　 前 　　　 数学　　　
1130-42-0320 お茶の水女子大 理　　　 数学　　　　 後 　　　 数学　　　
1130-42-0410 お茶の水女子大 理　　　 生物　　　　 前 　　　 生物学　　
1130-42-0420 お茶の水女子大 理　　　 生物　　　　 後 　　　 生物学　　
1130-42-0510 お茶の水女子大 理　　　 物理　　　　 前 　　　 物理学　　
1130-42-0520 お茶の水女子大 理　　　 物理　　　　 後 　　　 物理学　　



1130-79-0010 お茶の水女子大 生活科学 　　　　　　 前 　　　 心理学　　
1130-79-0020 お茶の水女子大 生活科学 　　　　　　 後 　　　 食物・栄養
1130-79-0210 お茶の水女子大 生活科学 人間生活　　 前 　　　 生活科学　
1130-79-0310 お茶の水女子大 生活科学 食物栄養　　 前 　　　 食物・栄養
1130-79-0320 お茶の水女子大 生活科学 食物栄養　　 後 　　　 食物・栄養
1130-79-0410 お茶の水女子大 生活科学 人間・環境科 前 　　　 総合科学　
1130-79-0420 お茶の水女子大 生活科学 人間・環境科 後 　　　 総合科学　
1130-79-0510 お茶の水女子大 生活科学 心理　　　　 前 　　　 心理学　　
1135-47-0010 電気通信大　　 情報理工 　　　　　　 前 　　　 電気・電子
1135-47-0020 電気通信大　　 情報理工 　　　　　　 後 　　　 機械工学　
1135-47-1420 電気通信大　　 情報理工 Ⅰ類・情報系 後 　　　 総合情報学
1135-47-1520 電気通信大　　 情報理工 Ⅱ類・融合系 後 　　　 情報工学　
1135-47-1620 電気通信大　　 情報理工 Ⅲ類・理工系 後 　　　 電気・電子
1140-91-0010 東京大　　　　 文科一類 　　　　　　 前 　　　 法学　　　
1140-92-0010 東京大　　　　 文科二類 　　　　　　 前 　　　 経済学　　
1140-93-0010 東京大　　　　 文科三類 　　　　　　 前 　　　 日本文学　
1140-94-0010 東京大　　　　 理科一類 　　　　　　 前 　　　 機械工学　
1140-95-0010 東京大　　　　 理科二類 　　　　　　 前 　　　 農芸化学　
1140-96-0010 東京大　　　　 理科三類 　　　　　　 前 　　　 医　　　　
1145-55-0010 東京医歯大　　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 医　　　　
1145-55-0020 東京医歯大　　 医　　　 　　　　　　 後 　　　 医　　　　
1145-55-0110 東京医歯大　　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 医　　　　
1145-55-0120 東京医歯大　　 医　　　 医　　　　　 後 　　　 医　　　　
1145-55-0210 東京医歯大　　 医　　　 保健／看護学 前 　　　 看護　　　
1145-55-0310 東京医歯大　　 医　　　 保健／検査技 前 　　　 検査技術　
1145-58-0010 東京医歯大　　 歯　　　 　　　　　　 前 　　　 医療技術　
1145-58-0020 東京医歯大　　 歯　　　 　　　　　　 後 　　　 歯　　　　
1145-58-0110 東京医歯大　　 歯　　　 歯　　　　　 前 　　　 歯　　　　
1145-58-0120 東京医歯大　　 歯　　　 歯　　　　　 後 　　　 歯　　　　
1145-58-0310 東京医歯大　　 歯　　　 口腔／保健衛 前 　　　 医療技術　
1145-58-0410 東京医歯大　　 歯　　　 口腔／保健工 前 　　　 医療技術　
1150-03-0010 東京外大　　　 言語文化 　　　　　　 前 　　　 文化学　　
1150-03-0110 東京外大　　　 言語文化 言文／英語　 前 　　　 英米語　　
1150-03-0210 東京外大　　　 言語文化 言文／ドイツ 前 　　　 ドイツ語　
1150-03-0510 東京外大　　　 言語文化 言文／フラン 前 　　　 フランス語
1150-03-0610 東京外大　　　 言語文化 言文／イタリ 前 　　　 イタリア語
1150-03-0710 東京外大　　　 言語文化 言文／スペイ 前 　　　 スペイン語
1150-03-0810 東京外大　　　 言語文化 言文／ポルト 前 　　　 ポルトガル
1150-03-0910 東京外大　　　 言語文化 言文／ロシア 前 　　　 ロシア語　
1150-03-1210 東京外大　　　 言語文化 言文／中国語 前 　　　 中国語　　
1150-03-1310 東京外大　　　 言語文化 言文／朝鮮語 前 　　　 韓国語（朝
1150-03-2810 東京外大　　　 言語文化 言文／中欧　 前 　　　 ヨーロッパ
1150-03-2910 東京外大　　　 言語文化 言文／中央ア 前 　　　 その他語学
1150-03-3010 東京外大　　　 言語文化 言文／東南１ 前 　　　 東南アジア
1150-03-3110 東京外大　　　 言語文化 言文／東南２ 前 　　　 東南アジア
1150-03-3210 東京外大　　　 言語文化 言文／南アジ 前 　　　 その他語学
1150-03-3310 東京外大　　　 言語文化 言文／中東　 前 　　　 中近東圏・
1150-27-0010 東京外大　　　 国際社会 　　　　　　 前 　　　 社会学　　
1150-27-0020 東京外大　　　 国際社会 　　　　　　 後 　　　 社会学　　
1150-27-1810 東京外大　　　 国際社会 国社／中央ヨ 前 　　　 ドイツ語　
1150-27-1820 東京外大　　　 国際社会 国社／中央ヨ 後 　　　 ドイツ語　
1150-27-1910 東京外大　　　 国際社会 国社／西南ヨ 前 　　　 フランス語
1150-27-1920 東京外大　　　 国際社会 国社／西南ヨ 後 　　　 フランス語
1150-27-2110 東京外大　　　 国際社会 国社／ロシア 前 　　　 ロシア語　
1150-27-2120 東京外大　　　 国際社会 国社／ロシア 後 　　　 ロシア語　
1150-27-2510 東京外大　　　 国際社会 国社／東アジ 前 　　　 中国語　　
1150-27-2520 東京外大　　　 国際社会 国社／東アジ 後 　　　 中国語　　
1150-27-2610 東京外大　　　 国際社会 国社／中央ア 前 　　　 その他語学
1150-27-2620 東京外大　　　 国際社会 国社／中央ア 後 　　　 その他語学



1150-27-2710 東京外大　　　 国際社会 国社／東南１ 前 　　　 東南アジア
1150-27-2720 東京外大　　　 国際社会 国社／東南１ 後 　　　 東南アジア
1150-27-2810 東京外大　　　 国際社会 国社／東南２ 前 　　　 東南アジア
1150-27-2820 東京外大　　　 国際社会 国社／東南２ 後 　　　 東南アジア
1150-27-2910 東京外大　　　 国際社会 国社／南アジ 前 　　　 その他語学
1150-27-2920 東京外大　　　 国際社会 国社／南アジ 後 　　　 その他語学
1150-27-3010 東京外大　　　 国際社会 国社／中東　 前 　　　 中近東圏・
1150-27-3020 東京外大　　　 国際社会 国社／中東　 後 　　　 中近東圏・
1150-27-3110 東京外大　　　 国際社会 国社／アフリ 前 　　　 英米語　　
1150-27-3120 東京外大　　　 国際社会 国社／アフリ 後 　　　 英米語　　
1150-27-3210 東京外大　　　 国際社会 国社／オセア 前 　　　 英米語　　
1150-27-3310 東京外大　　　 国際社会 国社／北西ヨ 前 　　　 英米語　　
1150-27-3320 東京外大　　　 国際社会 国社／北西ヨ 後 　　　 英米語　　
1150-27-3410 東京外大　　　 国際社会 国社／イベラ 前 　　　 スペイン語
1150-27-3420 東京外大　　　 国際社会 国社／イベラ 後 　　　 スペイン語
1150-33-0010 東京外大　　　 国際日本 　　　　　　 前 　　　 英米語　　
1150-33-0110 東京外大　　　 国際日本 国際日本　　 前 　　　 英米語　　
1155-30-0010 東京学芸大　　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 小学校　　
1155-30-0020 東京学芸大　　 教育　　 　　　　　　 後 　　　 小学校　　
1155-30-0810 東京学芸大　　 教育　　 特別支援教育 前 　　　 特別支援教
1155-30-0820 東京学芸大　　 教育　　 特別支援教育 後 　　　 特別支援教
1155-30-0910 東京学芸大　　 教育　　 初等／音楽　 前 　　　 小学校　　
1155-30-0920 東京学芸大　　 教育　　 初等／音楽　 後 　　　 小学校　　
1155-30-1010 東京学芸大　　 教育　　 初等／家庭　 前 　　　 小学校　　
1155-30-1110 東京学芸大　　 教育　　 初等／学校教 前 　　　 小学校　　
1155-30-1120 東京学芸大　　 教育　　 初等／学校教 後 　　　 小学校　　
1155-30-1210 東京学芸大　　 教育　　 初等／国語　 前 　　　 小学校　　
1155-30-1220 東京学芸大　　 教育　　 初等／国語　 後 　　　 小学校　　
1155-30-1310 東京学芸大　　 教育　　 初等／社会　 前 　　　 小学校　　
1155-30-1320 東京学芸大　　 教育　　 初等／社会　 後 　　　 小学校　　
1155-30-1410 東京学芸大　　 教育　　 初等／数学　 前 　　　 小学校　　
1155-30-1420 東京学芸大　　 教育　　 初等／数学　 後 　　　 小学校　　
1155-30-1510 東京学芸大　　 教育　　 初等／美術　 前 　　　 小学校　　
1155-30-1610 東京学芸大　　 教育　　 初等／保健体 前 　　　 小学校　　
1155-30-1710 東京学芸大　　 教育　　 初等／理科　 前 　　　 小学校　　
1155-30-1720 東京学芸大　　 教育　　 初等／理科　 後 　　　 小学校　　
1155-30-2310 東京学芸大　　 教育　　 初等／国際教 前 　　　 小学校　　
1155-30-2510 東京学芸大　　 教育　　 中等／英語　 前 　　　 中高－英語
1155-30-2610 東京学芸大　　 教育　　 中等／音楽　 前 　　　 中高－音楽
1155-30-2620 東京学芸大　　 教育　　 中等／音楽　 後 　　　 中高－音楽
1155-30-2710 東京学芸大　　 教育　　 中等／家庭　 前 　　　 中高－家庭
1155-30-2810 東京学芸大　　 教育　　 中等／技術　 前 　　　 中高－技術
1155-30-2910 東京学芸大　　 教育　　 中等／国語　 前 　　　 中高－国語
1155-30-3010 東京学芸大　　 教育　　 中等／社会　 前 　　　 中高－社会
1155-30-3020 東京学芸大　　 教育　　 中等／社会　 後 　　　 中高－社会
1155-30-3110 東京学芸大　　 教育　　 中等／数学　 前 　　　 中高－数学
1155-30-3120 東京学芸大　　 教育　　 中等／数学　 後 　　　 中高－数学
1155-30-3210 東京学芸大　　 教育　　 中等／美術　 前 　　　 中高－美術
1155-30-3310 東京学芸大　　 教育　　 中等／保健体 前 　　　 中高－体育
1155-30-3410 東京学芸大　　 教育　　 中等／理科　 前 　　　 中高－理科
1155-30-3420 東京学芸大　　 教育　　 中等／理科　 後 　　　 中高－理科
1155-30-3610 東京学芸大　　 教育　　 初等／情報教 前 　　　 小学校　　
1155-30-3620 東京学芸大　　 教育　　 初等／情報教 後 　　　 小学校　　
1155-30-3810 東京学芸大　　 教育　　 初等／環境教 前 　　　 小学校　　
1155-30-3820 東京学芸大　　 教育　　 初等／環境教 後 　　　 小学校　　
1155-30-4710 東京学芸大　　 教育　　 初等／ものづ 前 　　　 小学校　　
1155-30-5610 東京学芸大　　 教育　　 教育／生涯学 前 　　　 ０免課程　
1155-30-5620 東京学芸大　　 教育　　 教育／生涯学 後 　　　 ０免課程　
1155-30-5710 東京学芸大　　 教育　　 教育／カウン 前 　　　 ０免課程　



1155-30-5810 東京学芸大　　 教育　　 教育／ソーシ 前 　　　 ０免課程　
1155-30-5910 東京学芸大　　 教育　　 教育／多文化 前 　　　 ０免課程　
1155-30-5920 東京学芸大　　 教育　　 教育／多文化 後 　　　 ０免課程　
1155-30-6010 東京学芸大　　 教育　　 教育／情報教 前 　　　 ０免課程　
1155-30-6020 東京学芸大　　 教育　　 教育／情報教 後 　　　 ０免課程　
1155-30-6110 東京学芸大　　 教育　　 教育／表現教 前 　　　 ０免課程　
1155-30-6210 東京学芸大　　 教育　　 教育／生涯ス 前 　　　 ０免課程　
1155-30-7510 東京学芸大　　 教育　　 初等／幼児教 前 　　　 幼稚園　　
1155-30-7610 東京学芸大　　 教育　　 中等／書道　 前 　　　 その他教員
1155-30-9410 東京学芸大　　 教育　　 初等／英語　 前 　　　 小学校　　
1155-30-9510 東京学芸大　　 教育　　 初等／学校心 前 　　　 小学校　　
1155-30-9520 東京学芸大　　 教育　　 初等／学校心 後 　　　 小学校　　
1155-30-9610 東京学芸大　　 教育　　 養護教育　　 前 　　　 養護　　　
1155-30-9620 東京学芸大　　 教育　　 養護教育　　 後 　　　 養護　　　
1160-83-0010 東京芸大　　　 美術　　 　　　　　　 前 　　　 美術・デザ
1160-83-0110 東京芸大　　　 美術　　 絵画／油画　 前 　　　 美術・デザ
1160-83-0210 東京芸大　　　 美術　　 絵画／日本画 前 　　　 美術・デザ
1160-83-0310 東京芸大　　　 美術　　 建築　　　　 前 　　　 建築・土木
1160-83-0410 東京芸大　　　 美術　　 芸術　　　　 前 　　　 芸術理論　
1160-83-0510 東京芸大　　　 美術　　 工芸　　　　 前 　　　 美術・デザ
1160-83-0610 東京芸大　　　 美術　　 彫刻　　　　 前 　　　 美術・デザ
1160-83-0710 東京芸大　　　 美術　　 デザイン　　 前 　　　 美術・デザ
1160-83-0810 東京芸大　　　 美術　　 先端芸術表現 前 　　　 その他芸術
1160-84-0010 東京芸大　　　 音楽　　 　　　　　　 前 　　　 音楽　　　
1160-84-0110 東京芸大　　　 音楽　　 楽理　　　　 前 　　　 音楽　　　
1160-84-0610 東京芸大　　　 音楽　　 作曲　　　　 前 　　　 音楽　　　
1160-84-0710 東京芸大　　　 音楽　　 指揮　　　　 前 　　　 音楽　　　
1160-84-0810 東京芸大　　　 音楽　　 声楽　　　　 前 　　　 音楽　　　
1160-84-0910 東京芸大　　　 音楽　　 邦楽　　　　 前 　　　 音楽　　　
1160-84-1110 東京芸大　　　 音楽　　 音楽環境創造 前 　　　 芸術理論　
1160-84-1210 東京芸大　　　 音楽　　 器楽　　　　 前 　　　 音楽　　　
1165-43-0010 東京工業大　　 理　　　 　　　　　　 前 　　　 数学　　　
1165-48-0010 東京工業大　　 工　　　 　　　　　　 前 　　　 機械工学　
1165-49-0010 東京工業大　　 物質理工 　　　　　　 前 　　　 金属・材料
1165-50-0010 東京工業大　　 情報理工 　　　　　　 前 　　　 情報科学　
1165-51-0010 東京工業大　　 生命理工 　　　　　　 前 　　　 生物学　　
1165-51-0020 東京工業大　　 生命理工 　　　　　　 後 　　　 生物学　　
1165-51-0110 東京工業大　　 生命理工 生命理工学系 前 　　　 生物工学　
1165-51-0120 東京工業大　　 生命理工 生命理工学系 後 　　　 生物工学　
1165-52-0010 東京工業大　　 環境社会 　　　　　　 前 　　　 建築・土木
1180-46-0010 東京農工大　　 工　　　 　　　　　　 前 　　　 電気・電子
1180-46-0020 東京農工大　　 工　　　 　　　　　　 後 　　　 電気・電子
1180-46-0110 東京農工大　　 工　　　 機械シス工　 前 　　　 機械工学　
1180-46-0120 東京農工大　　 工　　　 機械シス工　 後 　　　 機械工学　
1180-46-0410 東京農工大　　 工　　　 生命工　　　 前 　　　 生物工学　
1180-46-0420 東京農工大　　 工　　　 生命工　　　 後 　　　 生物工学　
1180-46-1110 東京農工大　　 工　　　 応用化　　　 前 　　　 応用化学　
1180-46-1120 東京農工大　　 工　　　 応用化　　　 後 　　　 応用化学　
1180-46-1210 東京農工大　　 工　　　 化学物理工　 前 　　　 原子力・エ
1180-46-1220 東京農工大　　 工　　　 化学物理工　 後 　　　 原子力・エ
1180-46-1310 東京農工大　　 工　　　 生体医用シス 前 　　　 情報工学　
1180-46-1320 東京農工大　　 工　　　 生体医用シス 後 　　　 情報工学　
1180-46-1410 東京農工大　　 工　　　 知能情報シス 前 　　　 情報工学　
1180-46-1420 東京農工大　　 工　　　 知能情報シス 後 　　　 情報工学　
1180-72-0010 東京農工大　　 農　　　 　　　　　　 前 　　　 農学　　　
1180-72-0020 東京農工大　　 農　　　 　　　　　　 後 　　　 農学　　　
1180-72-0110 東京農工大　　 農　　　 応用生物科学 前 　　　 農芸化学　
1180-72-0120 東京農工大　　 農　　　 応用生物科学 後 　　　 農芸化学　
1180-72-0510 東京農工大　　 農　　　 地域生態シス 前 　　　 農業工学・



1180-72-0520 東京農工大　　 農　　　 地域生態シス 後 　　　 農業工学・
1180-72-1010 東京農工大　　 農　　　 生物生産　　 前 　　　 農学　　　
1180-72-1020 東京農工大　　 農　　　 生物生産　　 後 　　　 農学　　　
1180-72-1510 東京農工大　　 農　　　 環境資源科学 前 　　　 農学　　　
1180-72-1520 東京農工大　　 農　　　 環境資源科学 後 　　　 農学　　　
1180-72-1610 東京農工大　　 農　　　 共同獣医　　 前 　　　 獣医学　　
1180-72-1620 東京農工大　　 農　　　 共同獣医　　 後 　　　 獣医学　　
1185-12-0010 一橋大　　　　 法　　　 　　　　　　 前 　　　 法学　　　
1185-12-0410 一橋大　　　　 法　　　 法律　　　　 前 　　　 法学　　　
1185-18-0010 一橋大　　　　 経済　　 　　　　　　 前 　　　 経済学　　
1185-18-0020 一橋大　　　　 経済　　 　　　　　　 後 　　　 経済学　　
1185-18-0310 一橋大　　　　 経済　　 経済　　　　 前 　　　 経済学　　
1185-18-0320 一橋大　　　　 経済　　 経済　　　　 後 　　　 経済学　　
1185-20-0010 一橋大　　　　 商　　　 　　　　　　 前 　　　 経営学・商
1185-25-0010 一橋大　　　　 社会　　 　　　　　　 前 　　　 社会学　　
1185-25-0410 一橋大　　　　 社会　　 社会　　　　 前 　　　 社会学　　
1190-18-0010 横浜国立大　　 経済　　 　　　　　　 前 　　　 経済学　　
1190-18-0020 横浜国立大　　 経済　　 　　　　　　 後 　　　 経済学　　
1190-18-0610 横浜国立大　　 経済　　 経済　　　　 前 　　　 経済学　　
1190-18-0620 横浜国立大　　 経済　　 経済　　　　 後 　　　 経済学　　
1190-19-0010 横浜国立大　　 経営　　 　　　　　　 前 　　　 経営学・商
1190-19-0020 横浜国立大　　 経営　　 　　　　　　 後 　　　 経営学・商
1190-19-0210 横浜国立大　　 経営　　 経営　　　　 前 　　　 経営学・商
1190-19-0220 横浜国立大　　 経営　　 経営　　　　 後 　　　 経営学・商
1190-30-0010 横浜国立大　　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 小学校　　
1190-30-0112 横浜国立大　　 教育　　 学校／学校教 前 音楽　 小学校　　
1190-30-0113 横浜国立大　　 教育　　 学校／学校教 前 美術　 小学校　　
1190-30-0114 横浜国立大　　 教育　　 学校／学校教 前 体育　 小学校　　
1190-30-0115 横浜国立大　　 教育　　 学校／学校教 前 小論文 小学校　　
1190-30-0210 横浜国立大　　 教育　　 学校／特別支 前 　　　 特別支援教
1190-37-0010 横浜国立大　　 都市科学 　　　　　　 前 　　　 建築・土木
1190-37-0020 横浜国立大　　 都市科学 　　　　　　 後 　　　 建築・土木
1190-37-0110 横浜国立大　　 都市科学 都市社会共生 前 　　　 総合科学　
1190-37-0120 横浜国立大　　 都市科学 都市社会共生 後 　　　 総合科学　
1190-37-0210 横浜国立大　　 都市科学 建築　　　　 前 　　　 建築・土木
1190-37-0220 横浜国立大　　 都市科学 建築　　　　 後 　　　 建築・土木
1190-37-0310 横浜国立大　　 都市科学 都市基盤　　 前 　　　 建築・土木
1190-37-0320 横浜国立大　　 都市科学 都市基盤　　 後 　　　 建築・土木
1190-37-0410 横浜国立大　　 都市科学 環境リスク共 前 　　　 総合科学　
1190-37-0420 横浜国立大　　 都市科学 環境リスク共 後 　　　 総合科学　
1190-47-0010 横浜国立大　　 理工　　 　　　　　　 前 　　　 情報工学　
1190-47-0020 横浜国立大　　 理工　　 　　　　　　 後 　　　 情報工学　
1190-47-0310 横浜国立大　　 理工　　 化学／化学及 前 　　　 応用化学　
1190-47-0320 横浜国立大　　 理工　　 化学／化学及 後 　　　 応用化学　
1190-47-0810 横浜国立大　　 理工　　 数物／数理科 前 　　　 情報工学　
1190-47-0820 横浜国立大　　 理工　　 数物／数理科 後 　　　 情報工学　
1190-47-0910 横浜国立大　　 理工　　 数物／物理工 前 　　　 応用物理学
1190-47-0920 横浜国立大　　 理工　　 数物／物理工 後 　　　 応用物理学
1190-47-1010 横浜国立大　　 理工　　 数物／電子情 前 　　　 電気・電子
1190-47-1020 横浜国立大　　 理工　　 数物／電子情 後 　　　 電気・電子
1190-47-1110 横浜国立大　　 理工　　 数物／情報工 前 　　　 情報工学　
1190-47-1120 横浜国立大　　 理工　　 数物／情報工 後 　　　 情報工学　
1190-47-1210 横浜国立大　　 理工　　 化学／バイオ 前 　　　 生物工学　
1190-47-1220 横浜国立大　　 理工　　 化学／バイオ 後 　　　 生物工学　
1190-47-1310 横浜国立大　　 理工　　 機械／機械工 前 　　　 機械工学　
1190-47-1320 横浜国立大　　 理工　　 機械／機械工 後 　　　 機械工学　
1190-47-1410 横浜国立大　　 理工　　 機械／材料工 前 　　　 金属・材料
1190-47-1420 横浜国立大　　 理工　　 機械／材料工 後 　　　 金属・材料
1190-47-1510 横浜国立大　　 理工　　 機械／海洋空 前 　　　 船舶・海洋



1190-47-1520 横浜国立大　　 理工　　 機械／海洋空 後 　　　 船舶・海洋
1195-31-0010 上越教育大　　 学校教育 　　　　　　 前 　　　 心理学　　
1195-31-0020 上越教育大　　 学校教育 　　　　　　 後 　　　 心理学　　
1195-31-0110 上越教育大　　 学校教育 初等教育　　 前 　　　 小学校　　
1195-31-0120 上越教育大　　 学校教育 初等教育　　 後 　　　 小学校　　
1200-46-0010 長岡技術科学大 工　　　 　　　　　　 前 　　　 金属・材料
1205-02-0010 新潟大　　　　 人文　　 　　　　　　 前 　　　 日本文学　
1205-02-0020 新潟大　　　　 人文　　 　　　　　　 後 　　　 日本文学　
1205-02-0410 新潟大　　　　 人文　　 人文　　　　 前 　　　 文化学　　
1205-02-0420 新潟大　　　　 人文　　 人文　　　　 後 　　　 文化学　　
1205-12-0010 新潟大　　　　 法　　　 　　　　　　 前 　　　 法学　　　
1205-12-0020 新潟大　　　　 法　　　 　　　　　　 後 　　　 法学　　　
1205-12-0110 新潟大　　　　 法　　　 法　　　　　 前 　　　 法学　　　
1205-12-0120 新潟大　　　　 法　　　 法　　　　　 後 　　　 法学　　　
1205-18-0010 新潟大　　　　 経済　　 　　　　　　 前 　　　 経済学　　
1205-18-0020 新潟大　　　　 経済　　 　　　　　　 後 　　　 経済学　　
1205-18-0111 新潟大　　　　 経済　　 経営　　　　 前 Ⅰ型　 経営学・商
1205-18-0112 新潟大　　　　 経済　　 経営　　　　 前 Ⅱ型　 経営学・商
1205-18-0121 新潟大　　　　 経済　　 経営　　　　 後 Ⅰ型　 経営学・商
1205-18-0122 新潟大　　　　 経済　　 経営　　　　 後 Ⅱ型　 経営学・商
1205-18-0211 新潟大　　　　 経済　　 経済　　　　 前 Ⅰ型　 経済学　　
1205-18-0212 新潟大　　　　 経済　　 経済　　　　 前 Ⅱ型　 経済学　　
1205-18-0221 新潟大　　　　 経済　　 経済　　　　 後 Ⅰ型　 経済学　　
1205-18-0222 新潟大　　　　 経済　　 経済　　　　 後 Ⅱ型　 経済学　　
1205-30-0010 新潟大　　　　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 小学校　　
1205-30-0020 新潟大　　　　 教育　　 　　　　　　 後 　　　 小学校　　
1205-30-0110 新潟大　　　　 教育　　 学校／数学　 前 　　　 中高－数学
1205-30-0120 新潟大　　　　 教育　　 学校／数学　 後 　　　 中高－数学
1205-30-0210 新潟大　　　　 教育　　 学校／社会科 前 　　　 中高－社会
1205-30-0220 新潟大　　　　 教育　　 学校／社会科 後 　　　 中高－社会
1205-30-0310 新潟大　　　　 教育　　 学校／理科　 前 　　　 中高－理科
1205-30-0320 新潟大　　　　 教育　　 学校／理科　 後 　　　 中高－理科
1205-30-0410 新潟大　　　　 教育　　 学校／音楽　 前 　　　 中高－音楽
1205-30-0510 新潟大　　　　 教育　　 学校／美術　 前 　　　 中高－美術
1205-30-0520 新潟大　　　　 教育　　 学校／美術　 後 　　　 中高－美術
1205-30-0610 新潟大　　　　 教育　　 学校／保健体 前 　　　 中高－体育
1205-30-0620 新潟大　　　　 教育　　 学校／保健体 後 　　　 中高－体育
1205-30-0710 新潟大　　　　 教育　　 学校／国語　 前 　　　 中高－国語
1205-30-0720 新潟大　　　　 教育　　 学校／国語　 後 　　　 中高－国語
1205-30-0810 新潟大　　　　 教育　　 学校／英語　 前 　　　 中高－英語
1205-30-0820 新潟大　　　　 教育　　 学校／英語　 後 　　　 中高－英語
1205-30-0910 新潟大　　　　 教育　　 学校／技術科 前 　　　 中高－技術
1205-30-0920 新潟大　　　　 教育　　 学校／技術科 後 　　　 中高－技術
1205-30-1010 新潟大　　　　 教育　　 学校／家庭科 前 　　　 中高－家庭
1205-30-1020 新潟大　　　　 教育　　 学校／家庭科 後 　　　 中高－家庭
1205-30-1110 新潟大　　　　 教育　　 学校／特別支 前 　　　 特別支援教
1205-30-1120 新潟大　　　　 教育　　 学校／特別支 後 　　　 特別支援教
1205-30-1310 新潟大　　　　 教育　　 学校／教育学 前 　　　 小学校　　
1205-30-1320 新潟大　　　　 教育　　 学校／教育学 後 　　　 小学校　　
1205-30-1410 新潟大　　　　 教育　　 学校／教育心 前 　　　 小学校　　
1205-30-1420 新潟大　　　　 教育　　 学校／教育心 後 　　　 小学校　　
1205-37-0010 新潟大　　　　 創生　　 　　　　　　 前 　　　 総合科学　
1205-37-0020 新潟大　　　　 創生　　 　　　　　　 後 　　　 総合科学　
1205-37-0111 新潟大　　　　 創生　　 創生学修　　 前 文系型 総合科学　
1205-37-0112 新潟大　　　　 創生　　 創生学修　　 前 理系型 総合科学　
1205-37-0121 新潟大　　　　 創生　　 創生学修　　 後 文系型 総合科学　
1205-37-0122 新潟大　　　　 創生　　 創生学修　　 後 理系型 総合科学　
1205-42-0010 新潟大　　　　 理　　　 　　　　　　 前 　　　 数学　　　
1205-42-0020 新潟大　　　　 理　　　 　　　　　　 後 　　　 数学　　　



1205-42-0711 新潟大　　　　 理　　　 理　　　　　 前 Ａ　　 数学　　　
1205-42-0712 新潟大　　　　 理　　　 理　　　　　 前 Ｂ　　 数学　　　
1205-42-0713 新潟大　　　　 理　　　 理　　　　　 前 Ｃ　　 数学　　　
1205-42-0720 新潟大　　　　 理　　　 理　　　　　 後 　　　 数学　　　
1205-46-0010 新潟大　　　　 工　　　 　　　　　　 前 　　　 建築・土木
1205-46-0020 新潟大　　　　 工　　　 　　　　　　 後 　　　 建築・土木
1205-46-0811 新潟大　　　　 工　　　 工　　　　　 前 力学　 機械工学　
1205-46-0812 新潟大　　　　 工　　　 工　　　　　 前 情報電 電気・電子
1205-46-0813 新潟大　　　　 工　　　 工　　　　　 前 化学材 応用化学　
1205-46-0814 新潟大　　　　 工　　　 工　　　　　 前 建築　 建築・土木
1205-46-0815 新潟大　　　　 工　　　 工　　　　　 前 融合　 総合科学　
1205-46-0821 新潟大　　　　 工　　　 工　　　　　 後 力学　 機械工学　
1205-46-0822 新潟大　　　　 工　　　 工　　　　　 後 情報電 電気・電子
1205-46-0823 新潟大　　　　 工　　　 工　　　　　 後 化学材 応用化学　
1205-46-0824 新潟大　　　　 工　　　 工　　　　　 後 建築　 建築・土木
1205-46-0825 新潟大　　　　 工　　　 工　　　　　 後 融合　 総合科学　
1205-55-0010 新潟大　　　　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 医　　　　
1205-55-0020 新潟大　　　　 医　　　 　　　　　　 後 　　　 看護　　　
1205-55-0110 新潟大　　　　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 医　　　　
1205-55-0310 新潟大　　　　 医　　　 保健／看護学 前 　　　 看護　　　
1205-55-0320 新潟大　　　　 医　　　 保健／看護学 後 　　　 看護　　　
1205-55-0410 新潟大　　　　 医　　　 保健／放射線 前 　　　 放射線技術
1205-55-0420 新潟大　　　　 医　　　 保健／放射線 後 　　　 放射線技術
1205-55-0510 新潟大　　　　 医　　　 保健／検査技 前 　　　 検査技術　
1205-55-0520 新潟大　　　　 医　　　 保健／検査技 後 　　　 検査技術　
1205-58-0010 新潟大　　　　 歯　　　 　　　　　　 前 　　　 社会福祉学
1205-58-0020 新潟大　　　　 歯　　　 　　　　　　 後 　　　 歯　　　　
1205-58-0110 新潟大　　　　 歯　　　 歯　　　　　 前 　　　 歯　　　　
1205-58-0120 新潟大　　　　 歯　　　 歯　　　　　 後 　　　 歯　　　　
1205-58-0210 新潟大　　　　 歯　　　 口腔生命福祉 前 　　　 医療技術　
1205-72-0010 新潟大　　　　 農　　　 　　　　　　 前 　　　 生物工学　
1205-72-0020 新潟大　　　　 農　　　 　　　　　　 後 　　　 生物工学　
1205-72-0410 新潟大　　　　 農　　　 農　　　　　 前 　　　 農芸化学　
1205-72-0420 新潟大　　　　 農　　　 農　　　　　 後 　　　 農芸化学　
1210-02-0010 富山大　　　　 人文　　 　　　　　　 前 　　　 日本文学　
1210-02-0020 富山大　　　　 人文　　 　　　　　　 後 　　　 日本文学　
1210-02-0310 富山大　　　　 人文　　 人文　　　　 前 　　　 外国文学　
1210-02-0320 富山大　　　　 人文　　 人文　　　　 後 　　　 外国文学　
1210-18-0010 富山大　　　　 経済　　 　　　　　　 前 　　　 法学　　　
1210-18-0020 富山大　　　　 経済　　 　　　　　　 後 　　　 法学　　　
1210-18-0110 富山大　　　　 経済　　 経営　　　　 前 　　　 経営学・商
1210-18-0120 富山大　　　　 経済　　 経営　　　　 後 　　　 経営学・商
1210-18-0210 富山大　　　　 経済　　 経営法　　　 前 　　　 法学　　　
1210-18-0220 富山大　　　　 経済　　 経営法　　　 後 　　　 法学　　　
1210-18-0310 富山大　　　　 経済　　 経済　　　　 前 　　　 経済学　　
1210-18-0320 富山大　　　　 経済　　 経済　　　　 後 　　　 経済学　　
1210-24-0020 富山大　　　　 経済夜　 　　　　　　 後 　　　 法学　　　
1210-24-0120 富山大　　　　 経済夜　 経営　　　　 後 　　　 経営学・商
1210-24-0220 富山大　　　　 経済夜　 経営法　　　 後 　　　 法学　　　
1210-24-0320 富山大　　　　 経済夜　 経済　　　　 後 　　　 経済学　　
1210-31-0010 富山大　　　　 人間発達 　　　　　　 前 　　　 ０免課程　
1210-31-0020 富山大　　　　 人間発達 　　　　　　 後 　　　 心理学　　
1210-31-0110 富山大　　　　 人間発達 発達教育　　 前 　　　 小学校　　
1210-31-0120 富山大　　　　 人間発達 発達教育　　 後 　　　 小学校　　
1210-31-0211 富山大　　　　 人間発達 人間環境シス 前 文系　 ０免課程　
1210-31-0212 富山大　　　　 人間発達 人間環境シス 前 理系　 ０免課程　
1210-31-0213 富山大　　　　 人間発達 人間環境シス 前 実技系 ０免課程　
1210-31-0220 富山大　　　　 人間発達 人間環境シス 後 　　　 ０免課程　
1210-42-0010 富山大　　　　 理　　　 　　　　　　 前 　　　 物理学　　



1210-42-0020 富山大　　　　 理　　　 　　　　　　 後 　　　 数学　　　
1210-42-0111 富山大　　　　 理　　　 化学　　　　 前 ａ　　 化学　　　
1210-42-0112 富山大　　　　 理　　　 化学　　　　 前 ｂ　　 化学　　　
1210-42-0120 富山大　　　　 理　　　 化学　　　　 後 　　　 化学　　　
1210-42-0210 富山大　　　　 理　　　 数学　　　　 前 　　　 数学　　　
1210-42-0220 富山大　　　　 理　　　 数学　　　　 後 　　　 数学　　　
1210-42-0310 富山大　　　　 理　　　 生物　　　　 前 　　　 生物学　　
1210-42-0320 富山大　　　　 理　　　 生物　　　　 後 　　　 生物学　　
1210-42-0411 富山大　　　　 理　　　 生物圏環境科 前 ａ　　 総合理学　
1210-42-0412 富山大　　　　 理　　　 生物圏環境科 前 ｂ　　 総合理学　
1210-42-0420 富山大　　　　 理　　　 生物圏環境科 後 　　　 総合理学　
1210-42-0611 富山大　　　　 理　　　 物理　　　　 前 ａ　　 物理学　　
1210-42-0612 富山大　　　　 理　　　 物理　　　　 前 ｂ　　 物理学　　
1210-42-0620 富山大　　　　 理　　　 物理　　　　 後 　　　 物理学　　
1210-46-0010 富山大　　　　 工　　　 　　　　　　 前 　　　 機械工学　
1210-46-0020 富山大　　　　 工　　　 　　　　　　 後 　　　 機械工学　
1210-46-1211 富山大　　　　 工　　　 工／電気電子 前 ａ　　 電気・電子
1210-46-1212 富山大　　　　 工　　　 工／電気電子 前 ｂ　　 電気・電子
1210-46-1220 富山大　　　　 工　　　 工／電気電子 後 　　　 電気・電子
1210-46-1311 富山大　　　　 工　　　 工／知能情報 前 ａ　　 情報工学　
1210-46-1312 富山大　　　　 工　　　 工／知能情報 前 ｂ　　 情報工学　
1210-46-1320 富山大　　　　 工　　　 工／知能情報 後 　　　 情報工学　
1210-46-1411 富山大　　　　 工　　　 工／機械工学 前 ａ　　 機械工学　
1210-46-1412 富山大　　　　 工　　　 工／機械工学 前 ｂ　　 機械工学　
1210-46-1420 富山大　　　　 工　　　 工／機械工学 後 　　　 機械工学　
1210-46-1511 富山大　　　　 工　　　 工／生命工学 前 ａ　　 生物工学　
1210-46-1512 富山大　　　　 工　　　 工／生命工学 前 ｂ　　 生物工学　
1210-46-1520 富山大　　　　 工　　　 工／生命工学 後 　　　 生物工学　
1210-46-1611 富山大　　　　 工　　　 工／応用化学 前 ａ　　 応用化学　
1210-46-1612 富山大　　　　 工　　　 工／応用化学 前 ｂ　　 応用化学　
1210-46-1620 富山大　　　　 工　　　 工／応用化学 後 　　　 応用化学　
1210-47-0010 富山大　　　　 都市デザ 　　　　　　 前 　　　 金属・材料
1210-47-0020 富山大　　　　 都市デザ 　　　　　　 後 　　　 地球科学　
1210-47-0110 富山大　　　　 都市デザ 地球システム 前 　　　 地球科学　
1210-47-0120 富山大　　　　 都市デザ 地球システム 後 　　　 地球科学　
1210-47-0210 富山大　　　　 都市デザ 都市・交通デ 前 　　　 建築・土木
1210-47-0220 富山大　　　　 都市デザ 都市・交通デ 後 　　　 建築・土木
1210-47-0311 富山大　　　　 都市デザ 材料デザイン 前 ａ　　 金属・材料
1210-47-0312 富山大　　　　 都市デザ 材料デザイン 前 ｂ　　 金属・材料
1210-47-0320 富山大　　　　 都市デザ 材料デザイン 後 　　　 金属・材料
1210-55-0010 富山大　　　　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 医　　　　
1210-55-0020 富山大　　　　 医　　　 　　　　　　 後 　　　 医　　　　
1210-55-0110 富山大　　　　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 医　　　　
1210-55-0120 富山大　　　　 医　　　 医　　　　　 後 　　　 医　　　　
1210-55-0210 富山大　　　　 医　　　 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
1210-55-0220 富山大　　　　 医　　　 看護　　　　 後 　　　 看護　　　
1210-61-0010 富山大　　　　 薬　　　 　　　　　　 前 　　　 薬　　　　
1210-61-0020 富山大　　　　 薬　　　 　　　　　　 後 　　　 薬　　　　
1210-61-0110 富山大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 前 　　　 薬　　　　
1210-61-0120 富山大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 後 　　　 薬　　　　
1210-61-0210 富山大　　　　 薬　　　 創薬科学　　 前 　　　 薬　　　　
1210-61-0220 富山大　　　　 薬　　　 創薬科学　　 後 　　　 薬　　　　
1210-83-0010 富山大　　　　 芸術文化 　　　　　　 前 　　　 文化学　　
1210-83-0020 富山大　　　　 芸術文化 　　　　　　 後 　　　 文化学　　
1210-83-0111 富山大　　　　 芸術文化 芸術文化　　 前 ａ　　 美術・デザ
1210-83-0112 富山大　　　　 芸術文化 芸術文化　　 前 ｂ　　 美術・デザ
1210-83-0121 富山大　　　　 芸術文化 芸術文化　　 後 ａ　　 美術・デザ
1210-83-0122 富山大　　　　 芸術文化 芸術文化　　 後 ｂ　　 美術・デザ
1220-91-0010 金沢大　　　　 人間社会 　　　　　　 前 　　　 英米語　　



1220-91-0020 金沢大　　　　 人間社会 　　　　　　 後 　　　 英米語　　
1220-91-0110 金沢大　　　　 人間社会 人文学類　　 前 　　　 心理学　　
1220-91-0120 金沢大　　　　 人間社会 人文学類　　 後 　　　 心理学　　
1220-91-0211 金沢大　　　　 人間社会 法学類　　　 前 Ｌ　　 法学　　　
1220-91-0212 金沢大　　　　 人間社会 法学類　　　 前 Ｍ　　 法学　　　
1220-91-0220 金沢大　　　　 人間社会 法学類　　　 後 　　　 法学　　　
1220-91-0310 金沢大　　　　 人間社会 経済学類　　 前 　　　 経済学　　
1220-91-0410 金沢大　　　　 人間社会 学校教育学類 前 　　　 小学校　　
1220-91-0510 金沢大　　　　 人間社会 地域創造学類 前 　　　 総合科学　
1220-91-0520 金沢大　　　　 人間社会 地域創造学類 後 　　　 総合科学　
1220-91-0610 金沢大　　　　 人間社会 国際学類　　 前 　　　 国際関係学
1220-91-0620 金沢大　　　　 人間社会 国際学類　　 後 　　　 国際関係学
1220-92-0010 金沢大　　　　 理工学域 　　　　　　 前 　　　 数学　　　
1220-92-0020 金沢大　　　　 理工学域 　　　　　　 後 　　　 数学　　　
1220-92-0110 金沢大　　　　 理工学域 数物科学類　 前 　　　 数学　　　
1220-92-0120 金沢大　　　　 理工学域 数物科学類　 後 　　　 数学　　　
1220-92-0210 金沢大　　　　 理工学域 物質化学類　 前 　　　 化学　　　
1220-92-0220 金沢大　　　　 理工学域 物質化学類　 後 　　　 化学　　　
1220-92-1010 金沢大　　　　 理工学域 機械フロ電子 前 　　　 機械工学　
1220-92-1110 金沢大　　　　 理工学域 地球社会基盤 前 　　　 建築・土木
1220-92-1120 金沢大　　　　 理工学域 地球社会基盤 後 　　　 建築・土木
1220-92-1210 金沢大　　　　 理工学域 生命理工学類 前 　　　 生物工学　
1220-93-0010 金沢大　　　　 医薬保健 　　　　　　 前 　　　 医　　　　
1220-93-0020 金沢大　　　　 医薬保健 　　　　　　 後 　　　 看護　　　
1220-93-0110 金沢大　　　　 医薬保健 医学類　　　 前 　　　 医　　　　
1220-93-0210 金沢大　　　　 医薬保健 薬・創薬科学 前 　　　 薬　　　　
1220-93-0310 金沢大　　　　 医薬保健 保健／看護学 前 　　　 看護　　　
1220-93-0320 金沢大　　　　 医薬保健 保健／看護学 後 　　　 看護　　　
1220-93-0410 金沢大　　　　 医薬保健 保健／放射線 前 　　　 放射線技術
1220-93-0420 金沢大　　　　 医薬保健 保健／放射線 後 　　　 放射線技術
1220-93-0510 金沢大　　　　 医薬保健 保健／検査技 前 　　　 検査技術　
1220-93-0520 金沢大　　　　 医薬保健 保健／検査技 後 　　　 検査技術　
1220-93-0610 金沢大　　　　 医薬保健 保健／理学療 前 　　　 理学療法　
1220-93-0710 金沢大　　　　 医薬保健 保健／作業療 前 　　　 作業療法　
1220-94-0020 金沢大　　　　 文系一括 　　　　　　 後 　　　 経済学　　
1220-95-0020 金沢大　　　　 理系一括 　　　　　　 後 　　　 機械工学　
1225-30-0010 福井大　　　　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 小学校　　
1225-30-0020 福井大　　　　 教育　　 　　　　　　 後 　　　 小学校　　
1225-30-0215 福井大　　　　 教育　　 学校／中等教 前 音楽　 中高－音楽
1225-30-0216 福井大　　　　 教育　　 学校／中等教 前 美術　 中高－美術
1225-30-0217 福井大　　　　 教育　　 学校／中等教 前 体育　 中高－体育
1225-30-0218 福井大　　　　 教育　　 学校／中等教 前 文系型 中高－国語
1225-30-0219 福井大　　　　 教育　　 学校／中等教 前 理系型 中高－数学
1225-30-0220 福井大　　　　 教育　　 学校／中等教 後 統合型 中高－国語
1225-30-0311 福井大　　　　 教育　　 学校／初等教 前 文系型 小学校　　
1225-30-0312 福井大　　　　 教育　　 学校／初等教 前 理系型 小学校　　
1225-30-0313 福井大　　　　 教育　　 学校／初等教 前 音楽　 小学校　　
1225-30-0314 福井大　　　　 教育　　 学校／初等教 前 体育　 小学校　　
1225-30-0315 福井大　　　　 教育　　 学校／初等教 前 美術　 小学校　　
1225-30-0321 福井大　　　　 教育　　 学校／初等教 後 統合型 小学校　　
1225-30-0322 福井大　　　　 教育　　 学校／初等教 後 特別支 特別支援教
1225-33-0010 福井大　　　　 国際地域 　　　　　　 前 　　　 国際関係学
1225-33-0020 福井大　　　　 国際地域 　　　　　　 後 　　　 国際関係学
1225-33-0110 福井大　　　　 国際地域 国際地域　　 前 　　　 国際関係学
1225-33-0120 福井大　　　　 国際地域 国際地域　　 後 　　　 国際関係学
1225-46-0010 福井大　　　　 工　　　 　　　　　　 前 　　　 機械工学　
1225-46-0020 福井大　　　　 工　　　 　　　　　　 後 　　　 機械工学　
1225-46-1010 福井大　　　　 工　　　 機械・シス工 前 　　　 機械工学　
1225-46-1020 福井大　　　　 工　　　 機械・シス工 後 　　　 機械工学　



1225-46-1110 福井大　　　　 工　　　 電気電子情報 前 　　　 電気・電子
1225-46-1120 福井大　　　　 工　　　 電気電子情報 後 　　　 電気・電子
1225-46-1210 福井大　　　　 工　　　 建築・都市環 前 　　　 建築・土木
1225-46-1220 福井大　　　　 工　　　 建築・都市環 後 　　　 建築・土木
1225-46-1310 福井大　　　　 工　　　 物質・生命化 前 　　　 応用化学　
1225-46-1320 福井大　　　　 工　　　 物質・生命化 後 　　　 応用化学　
1225-46-1410 福井大　　　　 工　　　 応用物理　　 前 　　　 応用物理学
1225-46-1420 福井大　　　　 工　　　 応用物理　　 後 　　　 応用物理学
1225-55-0010 福井大　　　　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 医　　　　
1225-55-0020 福井大　　　　 医　　　 　　　　　　 後 　　　 医　　　　
1225-55-0110 福井大　　　　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 医　　　　
1225-55-0120 福井大　　　　 医　　　 医　　　　　 後 　　　 医　　　　
1225-55-0210 福井大　　　　 医　　　 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
1225-55-0220 福井大　　　　 医　　　 看護　　　　 後 　　　 看護　　　
1235-30-0010 山梨大　　　　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 小学校　　
1235-30-0020 山梨大　　　　 教育　　 　　　　　　 後 　　　 小学校　　
1235-30-0110 山梨大　　　　 教育　　 学校／幼小発 前 　　　 小学校　　
1235-30-0120 山梨大　　　　 教育　　 学校／幼小発 後 　　　 小学校　　
1235-30-0210 山梨大　　　　 教育　　 学校／障害児 前 　　　 特別支援教
1235-30-0220 山梨大　　　　 教育　　 学校／障害児 後 　　　 特別支援教
1235-30-0310 山梨大　　　　 教育　　 学校／言語教 前 　　　 中高－国語
1235-30-0320 山梨大　　　　 教育　　 学校／言語教 後 　　　 中高－国語
1235-30-0410 山梨大　　　　 教育　　 学校／生活社 前 　　　 中高－社会
1235-30-0420 山梨大　　　　 教育　　 学校／生活社 後 　　　 中高－社会
1235-30-0510 山梨大　　　　 教育　　 学校／科学教 前 　　　 中高－数学
1235-30-0520 山梨大　　　　 教育　　 学校／科学教 後 　　　 中高－数学
1235-30-0610 山梨大　　　　 教育　　 学校／芸術身 前 　　　 中高－音楽
1235-30-0620 山梨大　　　　 教育　　 学校／芸術身 後 　　　 中高－音楽
1235-37-0010 山梨大　　　　 生命環境 　　　　　　 前 　　　 観光学　　
1235-37-0020 山梨大　　　　 生命環境 　　　　　　 後 　　　 農学　　　
1235-37-0110 山梨大　　　　 生命環境 生命工　　　 前 　　　 生物工学　
1235-37-0120 山梨大　　　　 生命環境 生命工　　　 後 　　　 生物工学　
1235-37-0210 山梨大　　　　 生命環境 地域食物科学 前 　　　 農学　　　
1235-37-0220 山梨大　　　　 生命環境 地域食物科学 後 　　　 農学　　　
1235-37-0310 山梨大　　　　 生命環境 食物／ワイン 前 　　　 農芸化学　
1235-37-0410 山梨大　　　　 生命環境 環境科学　　 前 　　　 農学　　　
1235-37-0420 山梨大　　　　 生命環境 環境科学　　 後 　　　 農学　　　
1235-37-0510 山梨大　　　　 生命環境 地域社会シス 前 　　　 農業経済学
1235-37-0520 山梨大　　　　 生命環境 地域社会シス 後 　　　 農業経済学
1235-37-0610 山梨大　　　　 生命環境 社会／観光政 前 　　　 観光学　　
1235-46-0010 山梨大　　　　 工　　　 　　　　　　 前 　　　 機械工学　
1235-46-0020 山梨大　　　　 工　　　 　　　　　　 後 　　　 機械工学　
1235-46-0410 山梨大　　　　 工　　　 土木環境工　 前 　　　 建築・土木
1235-46-0420 山梨大　　　　 工　　　 土木環境工　 後 　　　 建築・土木
1235-46-1010 山梨大　　　　 工　　　 応用化　　　 前 　　　 応用化学　
1235-46-1020 山梨大　　　　 工　　　 応用化　　　 後 　　　 応用化学　
1235-46-1410 山梨大　　　　 工　　　 機械工　　　 前 　　　 機械工学　
1235-46-1420 山梨大　　　　 工　　　 機械工　　　 後 　　　 機械工学　
1235-46-1510 山梨大　　　　 工　　　 電気電子工　 前 　　　 電気・電子
1235-46-1520 山梨大　　　　 工　　　 電気電子工　 後 　　　 電気・電子
1235-46-1610 山梨大　　　　 工　　　 コンピュータ 前 　　　 情報工学　
1235-46-1620 山梨大　　　　 工　　　 コンピュータ 後 　　　 情報工学　
1235-46-1710 山梨大　　　　 工　　　 情報メカトロ 前 　　　 機械工学　
1235-46-1720 山梨大　　　　 工　　　 情報メカトロ 後 　　　 機械工学　
1235-46-1810 山梨大　　　　 工　　　 先端材料理工 前 　　　 金属・材料
1235-46-1820 山梨大　　　　 工　　　 先端材料理工 後 　　　 金属・材料
1235-55-0010 山梨大　　　　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 看護　　　
1235-55-0020 山梨大　　　　 医　　　 　　　　　　 後 　　　 医　　　　
1235-55-0120 山梨大　　　　 医　　　 医　　　　　 後 　　　 医　　　　



1235-55-0210 山梨大　　　　 医　　　 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
1235-55-0220 山梨大　　　　 医　　　 看護　　　　 後 　　　 看護　　　
1245-02-0010 信州大　　　　 人文　　 　　　　　　 前 　　　 日本文学　
1245-02-0020 信州大　　　　 人文　　 　　　　　　 後 　　　 日本文学　
1245-02-0410 信州大　　　　 人文　　 人文　　　　 前 　　　 外国文学　
1245-02-0420 信州大　　　　 人文　　 人文　　　　 後 　　　 外国文学　
1245-21-0010 信州大　　　　 経法　　 　　　　　　 前 　　　 法学　　　
1245-21-0020 信州大　　　　 経法　　 　　　　　　 後 　　　 経済学　　
1245-21-0110 信州大　　　　 経法　　 応用経済　　 前 　　　 経済学　　
1245-21-0120 信州大　　　　 経法　　 応用経済　　 後 　　　 経済学　　
1245-21-0210 信州大　　　　 経法　　 総合法律　　 前 　　　 法学　　　
1245-30-0010 信州大　　　　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 小学校　　
1245-30-0020 信州大　　　　 教育　　 　　　　　　 後 　　　 小学校　　
1245-30-3010 信州大　　　　 教育　　 学校／社会　 前 　　　 中高－社会
1245-30-3020 信州大　　　　 教育　　 学校／社会　 後 　　　 中高－社会
1245-30-3310 信州大　　　　 教育　　 学校／保健体 前 　　　 中高－体育
1245-30-3320 信州大　　　　 教育　　 学校／保健体 後 　　　 中高－体育
1245-30-3510 信州大　　　　 教育　　 学校／現代教 前 　　　 小学校　　
1245-30-3520 信州大　　　　 教育　　 学校／現代教 後 　　　 小学校　　
1245-30-3810 信州大　　　　 教育　　 学校／国語　 前 　　　 中高－国語
1245-30-3820 信州大　　　　 教育　　 学校／国語　 後 　　　 中高－国語
1245-30-3910 信州大　　　　 教育　　 学校／英語　 前 　　　 中高－英語
1245-30-3920 信州大　　　　 教育　　 学校／英語　 後 　　　 中高－英語
1245-30-4010 信州大　　　　 教育　　 学校／数学　 前 　　　 中高－数学
1245-30-4020 信州大　　　　 教育　　 学校／数学　 後 　　　 中高－数学
1245-30-4110 信州大　　　　 教育　　 学校／理科　 前 　　　 中高－理科
1245-30-4120 信州大　　　　 教育　　 学校／理科　 後 　　　 中高－理科
1245-30-4210 信州大　　　　 教育　　 学校／音楽　 前 　　　 中高－音楽
1245-30-4220 信州大　　　　 教育　　 学校／音楽　 後 　　　 中高－音楽
1245-30-4310 信州大　　　　 教育　　 学校／図・美 前 　　　 中高－美術
1245-30-4320 信州大　　　　 教育　　 学校／図・美 後 　　　 中高－美術
1245-30-4410 信州大　　　　 教育　　 学校／ものづ 前 　　　 中高－技術
1245-30-4420 信州大　　　　 教育　　 学校／ものづ 後 　　　 中高－技術
1245-30-4510 信州大　　　　 教育　　 学校／家庭　 前 　　　 中高－家庭
1245-30-4520 信州大　　　　 教育　　 学校／家庭　 後 　　　 中高－家庭
1245-30-4610 信州大　　　　 教育　　 学校／野外教 前 　　　 小学校　　
1245-30-4620 信州大　　　　 教育　　 学校／野外教 後 　　　 小学校　　
1245-30-4710 信州大　　　　 教育　　 学校／特別支 前 　　　 特別支援教
1245-30-4720 信州大　　　　 教育　　 学校／特別支 後 　　　 特別支援教
1245-30-4810 信州大　　　　 教育　　 学校／心理支 前 　　　 小学校　　
1245-30-4820 信州大　　　　 教育　　 学校／心理支 後 　　　 小学校　　
1245-42-0010 信州大　　　　 理　　　 　　　　　　 前 　　　 数学　　　
1245-42-0020 信州大　　　　 理　　　 　　　　　　 後 　　　 数学　　　
1245-42-0710 信州大　　　　 理　　　 数学　　　　 前 　　　 数学　　　
1245-42-0720 信州大　　　　 理　　　 数学　　　　 後 　　　 数学　　　
1245-42-0810 信州大　　　　 理　　　 理／物理学　 前 　　　 物理学　　
1245-42-0820 信州大　　　　 理　　　 理／物理学　 後 　　　 物理学　　
1245-42-0910 信州大　　　　 理　　　 理／化学　　 前 　　　 化学　　　
1245-42-0920 信州大　　　　 理　　　 理／化学　　 後 　　　 化学　　　
1245-42-1010 信州大　　　　 理　　　 理／地球学　 前 　　　 地球科学　
1245-42-1020 信州大　　　　 理　　　 理／地球学　 後 　　　 地球科学　
1245-42-1110 信州大　　　　 理　　　 理／生物学　 前 　　　 生物学　　
1245-42-1120 信州大　　　　 理　　　 理／生物学　 後 　　　 生物学　　
1245-42-1210 信州大　　　　 理　　　 理／物質循環 前 　　　 総合理学　
1245-42-1220 信州大　　　　 理　　　 理／物質循環 後 　　　 総合理学　
1245-46-0010 信州大　　　　 工　　　 　　　　　　 前 　　　 建築・土木
1245-46-0020 信州大　　　　 工　　　 　　　　　　 後 　　　 建築・土木
1245-46-0310 信州大　　　　 工　　　 機械シス工　 前 　　　 機械工学　
1245-46-0320 信州大　　　　 工　　　 機械シス工　 後 　　　 機械工学　



1245-46-0810 信州大　　　　 工　　　 建築　　　　 前 　　　 建築・土木
1245-46-0820 信州大　　　　 工　　　 建築　　　　 後 　　　 建築・土木
1245-46-0910 信州大　　　　 工　　　 物質化　　　 前 　　　 応用化学　
1245-46-0920 信州大　　　　 工　　　 物質化　　　 後 　　　 応用化学　
1245-46-1010 信州大　　　　 工　　　 電子情報シス 前 　　　 電気・電子
1245-46-1020 信州大　　　　 工　　　 電子情報シス 後 　　　 電気・電子
1245-46-1110 信州大　　　　 工　　　 水環境・土木 前 　　　 建築・土木
1245-46-1120 信州大　　　　 工　　　 水環境・土木 後 　　　 建築・土木
1245-47-0010 信州大　　　　 繊維　　 　　　　　　 前 　　　 金属・材料
1245-47-0020 信州大　　　　 繊維　　 　　　　　　 後 　　　 金属・材料
1245-47-0110 信州大　　　　 繊維　　 応用生物科学 前 　　　 生物工学　
1245-47-0120 信州大　　　　 繊維　　 応用生物科学 後 　　　 生物工学　
1245-47-2110 信州大　　　　 繊維　　 先進繊維・感 前 　　　 金属・材料
1245-47-2120 信州大　　　　 繊維　　 先進繊維・感 後 　　　 金属・材料
1245-47-2210 信州大　　　　 繊維　　 機械・ロボッ 前 　　　 機械工学　
1245-47-2220 信州大　　　　 繊維　　 機械・ロボッ 後 　　　 機械工学　
1245-47-2310 信州大　　　　 繊維　　 化学・材料　 前 　　　 応用化学　
1245-47-2320 信州大　　　　 繊維　　 化学・材料　 後 　　　 応用化学　
1245-55-0010 信州大　　　　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 医　　　　
1245-55-0020 信州大　　　　 医　　　 　　　　　　 後 　　　 看護　　　
1245-55-0110 信州大　　　　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 医　　　　
1245-55-0310 信州大　　　　 医　　　 保健／看護学 前 　　　 看護　　　
1245-55-0320 信州大　　　　 医　　　 保健／看護学 後 　　　 看護　　　
1245-55-0410 信州大　　　　 医　　　 保健／検査技 前 　　　 検査技術　
1245-55-0420 信州大　　　　 医　　　 保健／検査技 後 　　　 検査技術　
1245-55-0510 信州大　　　　 医　　　 保健／理学療 前 　　　 理学療法　
1245-55-0610 信州大　　　　 医　　　 保健／作業療 前 　　　 作業療法　
1245-55-0620 信州大　　　　 医　　　 保健／作業療 後 　　　 作業療法　
1245-72-0010 信州大　　　　 農　　　 　　　　　　 前 　　　 農学　　　
1245-72-0020 信州大　　　　 農　　　 　　　　　　 後 　　　 農学　　　
1245-72-0410 信州大　　　　 農　　　 農学／生命機 前 　　　 農芸化学　
1245-72-0510 信州大　　　　 農　　　 農学／動物資 前 　　　 畜産学　　
1245-72-0610 信州大　　　　 農　　　 農学／植物資 前 　　　 農学　　　
1245-72-0710 信州大　　　　 農　　　 農学／森林環 前 　　　 森林科学　
1245-72-0820 信州大　　　　 農　　　 農学生命科学 後 　　　 農学　　　
1250-30-0010 岐阜大　　　　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 小学校　　
1250-30-0020 岐阜大　　　　 教育　　 　　　　　　 後 　　　 小学校　　
1250-30-6210 岐阜大　　　　 教育　　 学校／国語　 前 　　　 中高－国語
1250-30-6220 岐阜大　　　　 教育　　 学校／国語　 後 　　　 中高－国語
1250-30-6310 岐阜大　　　　 教育　　 学校／史学　 前 　　　 中高－社会
1250-30-6410 岐阜大　　　　 教育　　 学校／地理学 前 　　　 中高－社会
1250-30-6710 岐阜大　　　　 教育　　 学校／数学　 前 　　　 中高－数学
1250-30-6720 岐阜大　　　　 教育　　 学校／数学　 後 　　　 中高－数学
1250-30-7210 岐阜大　　　　 教育　　 学校／音楽　 前 　　　 中高－音楽
1250-30-7220 岐阜大　　　　 教育　　 学校／音楽　 後 　　　 中高－音楽
1250-30-7310 岐阜大　　　　 教育　　 学校／美術　 前 　　　 中高－美術
1250-30-7410 岐阜大　　　　 教育　　 学校／保健体 前 　　　 中高－体育
1250-30-7420 岐阜大　　　　 教育　　 学校／保健体 後 　　　 中高－体育
1250-30-7510 岐阜大　　　　 教育　　 学校／技術　 前 　　　 中高－技術
1250-30-7520 岐阜大　　　　 教育　　 学校／技術　 後 　　　 中高－技術
1250-30-7610 岐阜大　　　　 教育　　 学校／家政　 前 　　　 中高－家庭
1250-30-7620 岐阜大　　　　 教育　　 学校／家政　 後 　　　 中高－家庭
1250-30-7710 岐阜大　　　　 教育　　 学校／英語　 前 　　　 中高－英語
1250-30-7720 岐阜大　　　　 教育　　 学校／英語　 後 　　　 中高－英語
1250-30-8210 岐阜大　　　　 教育　　 特別支援学校 前 　　　 小学校　　
1250-30-8220 岐阜大　　　　 教育　　 特別支援学校 後 　　　 小学校　　
1250-30-8410 岐阜大　　　　 教育　　 学校／心理学 前 　　　 心理学　　
1250-30-8420 岐阜大　　　　 教育　　 学校／心理学 後 　　　 心理学　　
1250-30-8510 岐阜大　　　　 教育　　 学校／教職基 前 　　　 小学校　　



1250-30-8610 岐阜大　　　　 教育　　 学校／現代社 前 　　　 中高－社会
1250-30-8710 岐阜大　　　　 教育　　 学校／理科　 前 　　　 中高－理科
1250-30-8720 岐阜大　　　　 教育　　 学校／理科　 後 　　　 中高－理科
1250-37-0010 岐阜大　　　　 地域科学 　　　　　　 前 　　　 総合科学　
1250-37-0020 岐阜大　　　　 地域科学 　　　　　　 後 　　　 総合科学　
1250-46-0010 岐阜大　　　　 工　　　 　　　　　　 前 　　　 機械工学　
1250-46-0020 岐阜大　　　　 工　　　 　　　　　　 後 　　　 機械工学　
1250-46-0410 岐阜大　　　　 工　　　 社会基盤工　 前 　　　 建築・土木
1250-46-0420 岐阜大　　　　 工　　　 社会基盤工　 後 　　　 建築・土木
1250-46-1210 岐阜大　　　　 工　　　 機械／機械　 前 　　　 機械工学　
1250-46-1220 岐阜大　　　　 工　　　 機械／機械　 後 　　　 機械工学　
1250-46-1310 岐阜大　　　　 工　　　 機械／知能機 前 　　　 機械工学　
1250-46-1320 岐阜大　　　　 工　　　 機械／知能機 後 　　　 機械工学　
1250-46-1410 岐阜大　　　　 工　　　 化学／物質化 前 　　　 応用化学　
1250-46-1420 岐阜大　　　　 工　　　 化学／物質化 後 　　　 応用化学　
1250-46-1510 岐阜大　　　　 工　　　 化学／生命化 前 　　　 生物工学　
1250-46-1520 岐阜大　　　　 工　　　 化学／生命化 後 　　　 生物工学　
1250-46-1810 岐阜大　　　　 工　　　 電気／電気電 前 　　　 電気・電子
1250-46-1820 岐阜大　　　　 工　　　 電気／電気電 後 　　　 電気・電子
1250-46-1910 岐阜大　　　　 工　　　 電気／情報　 前 　　　 情報工学　
1250-46-1920 岐阜大　　　　 工　　　 電気／情報　 後 　　　 情報工学　
1250-46-2010 岐阜大　　　　 工　　　 電気／応用物 前 　　　 応用物理学
1250-46-2020 岐阜大　　　　 工　　　 電気／応用物 後 　　　 応用物理学
1250-55-0010 岐阜大　　　　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 医　　　　
1250-55-0020 岐阜大　　　　 医　　　 　　　　　　 後 　　　 医　　　　
1250-55-0110 岐阜大　　　　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 医　　　　
1250-55-0120 岐阜大　　　　 医　　　 医　　　　　 後 　　　 医　　　　
1250-55-0210 岐阜大　　　　 医　　　 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
1250-55-0220 岐阜大　　　　 医　　　 看護　　　　 後 　　　 看護　　　
1250-74-0010 岐阜大　　　　 応用生物 　　　　　　 前 　　　 食物・栄養
1250-74-0020 岐阜大　　　　 応用生物 　　　　　　 後 　　　 食物・栄養
1250-74-0110 岐阜大　　　　 応用生物 応用生命科学 前 　　　 農芸化学　
1250-74-0120 岐阜大　　　　 応用生物 応用生命科学 後 　　　 農芸化学　
1250-74-0210 岐阜大　　　　 応用生物 生産環境科学 前 　　　 農学　　　
1250-74-0220 岐阜大　　　　 応用生物 生産環境科学 後 　　　 農学　　　
1250-74-0410 岐阜大　　　　 応用生物 共同獣医　　 前 　　　 獣医学　　
1255-27-0010 静岡大　　　　 人文社会 　　　　　　 前 　　　 文化学　　
1255-27-0020 静岡大　　　　 人文社会 　　　　　　 後 　　　 文化学　　
1255-27-0110 静岡大　　　　 人文社会 社会　　　　 前 　　　 人間科学　
1255-27-0120 静岡大　　　　 人文社会 社会　　　　 後 　　　 人間科学　
1255-27-0210 静岡大　　　　 人文社会 言語文化　　 前 　　　 文化学　　
1255-27-0220 静岡大　　　　 人文社会 言語文化　　 後 　　　 文化学　　
1255-27-0310 静岡大　　　　 人文社会 法　　　　　 前 　　　 法学　　　
1255-27-0320 静岡大　　　　 人文社会 法　　　　　 後 　　　 法学　　　
1255-27-0410 静岡大　　　　 人文社会 経済　　　　 前 　　　 経済学　　
1255-27-0420 静岡大　　　　 人文社会 経済　　　　 後 　　　 経済学　　
1255-30-0010 静岡大　　　　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 小学校　　
1255-30-0020 静岡大　　　　 教育　　 　　　　　　 後 　　　 小学校　　
1255-30-3710 静岡大　　　　 教育　　 学校／教育実 前 　　　 教育学　　
1255-30-3720 静岡大　　　　 教育　　 学校／教育実 後 　　　 教育学　　
1255-30-3810 静岡大　　　　 教育　　 学校／教育心 前 　　　 心理学　　
1255-30-4010 静岡大　　　　 教育　　 学校／幼児教 前 　　　 幼稚園　　
1255-30-4310 静岡大　　　　 教育　　 学校／特別支 前 　　　 特別支援教
1255-30-4320 静岡大　　　　 教育　　 学校／特別支 後 　　　 特別支援教
1255-30-4410 静岡大　　　　 教育　　 学校／国語　 前 　　　 中高－国語
1255-30-4420 静岡大　　　　 教育　　 学校／国語　 後 　　　 中高－国語
1255-30-4510 静岡大　　　　 教育　　 学校／社会科 前 　　　 中高－社会
1255-30-4520 静岡大　　　　 教育　　 学校／社会科 後 　　　 中高－社会
1255-30-4610 静岡大　　　　 教育　　 学校／数学　 前 　　　 中高－数学



1255-30-4620 静岡大　　　　 教育　　 学校／数学　 後 　　　 中高－数学
1255-30-4710 静岡大　　　　 教育　　 学校／理科　 前 　　　 中高－理科
1255-30-4720 静岡大　　　　 教育　　 学校／理科　 後 　　　 中高－理科
1255-30-4810 静岡大　　　　 教育　　 学校／音楽　 前 　　　 中高－音楽
1255-30-4910 静岡大　　　　 教育　　 学校／美術　 前 　　　 中高－美術
1255-30-4920 静岡大　　　　 教育　　 学校／美術　 後 　　　 中高－美術
1255-30-5010 静岡大　　　　 教育　　 学校／保健体 前 　　　 中高－体育
1255-30-5110 静岡大　　　　 教育　　 学校／技術　 前 　　　 中高－技術
1255-30-5210 静岡大　　　　 教育　　 学校／家庭科 前 　　　 中高－家庭
1255-30-5220 静岡大　　　　 教育　　 学校／家庭科 後 　　　 中高－家庭
1255-30-5310 静岡大　　　　 教育　　 学校／英語　 前 　　　 中高－英語
1255-30-6310 静岡大　　　　 教育　　 学校／初等学 前 　　　 小学校　　
1255-30-6320 静岡大　　　　 教育　　 学校／初等学 後 　　　 小学校　　
1255-30-6410 静岡大　　　　 教育　　 学校／養護教 前 　　　 養護　　　
1255-30-6420 静岡大　　　　 教育　　 学校／養護教 後 　　　 養護　　　
1255-37-0010 静岡大　　　　 情報　　 　　　　　　 前 　　　 総合情報学
1255-37-0020 静岡大　　　　 情報　　 　　　　　　 後 　　　 総合情報学
1255-37-0110 静岡大　　　　 情報　　 情報科学　　 前 　　　 情報科学　
1255-37-0120 静岡大　　　　 情報　　 情報科学　　 後 　　　 情報科学　
1255-37-0210 静岡大　　　　 情報　　 情報社会　　 前 　　　 総合情報学
1255-37-0220 静岡大　　　　 情報　　 情報社会　　 後 　　　 総合情報学
1255-37-0311 静岡大　　　　 情報　　 行動情報　　 前 Ａ　　 総合情報学
1255-37-0312 静岡大　　　　 情報　　 行動情報　　 前 Ｂ　　 総合情報学
1255-37-0320 静岡大　　　　 情報　　 行動情報　　 後 　　　 総合情報学
1255-38-0010 静岡大　　　　 地域創造 　　　　　　 前 　　　 美術・デザ
1255-38-0011 静岡大　　　　 地域創造 　　　　　　 前 融合　 総合科学　
1255-38-0012 静岡大　　　　 地域創造 　　　　　　 前 アート 総合科学　
1255-38-0013 静岡大　　　　 地域創造 　　　　　　 前 スポー 総合科学　
1255-38-0020 静岡大　　　　 地域創造 　　　　　　 後 　　　 総合科学　
1255-42-0010 静岡大　　　　 理　　　 　　　　　　 前 　　　 数学　　　
1255-42-0020 静岡大　　　　 理　　　 　　　　　　 後 　　　 数学　　　
1255-42-0110 静岡大　　　　 理　　　 化学　　　　 前 　　　 化学　　　
1255-42-0120 静岡大　　　　 理　　　 化学　　　　 後 　　　 化学　　　
1255-42-0210 静岡大　　　　 理　　　 数学　　　　 前 　　　 数学　　　
1255-42-0220 静岡大　　　　 理　　　 数学　　　　 後 　　　 数学　　　
1255-42-0310 静岡大　　　　 理　　　 生物科学　　 前 　　　 生物学　　
1255-42-0320 静岡大　　　　 理　　　 生物科学　　 後 　　　 生物学　　
1255-42-0410 静岡大　　　　 理　　　 地球科学　　 前 　　　 地球科学　
1255-42-0420 静岡大　　　　 理　　　 地球科学　　 後 　　　 地球科学　
1255-42-0510 静岡大　　　　 理　　　 物理　　　　 前 　　　 物理学　　
1255-42-0520 静岡大　　　　 理　　　 物理　　　　 後 　　　 物理学　　
1255-42-0720 静岡大　　　　 理　　　 創造理学　　 後 　　　 総合理学　
1255-46-0010 静岡大　　　　 工　　　 　　　　　　 前 　　　 電気・電子
1255-46-0020 静岡大　　　　 工　　　 　　　　　　 後 　　　 電気・電子
1255-46-0210 静岡大　　　　 工　　　 機械工　　　 前 　　　 機械工学　
1255-46-0220 静岡大　　　　 工　　　 機械工　　　 後 　　　 機械工学　
1255-46-0610 静岡大　　　　 工　　　 電気電子工　 前 　　　 電気・電子
1255-46-0620 静岡大　　　　 工　　　 電気電子工　 後 　　　 電気・電子
1255-46-0910 静岡大　　　　 工　　　 電子物質科学 前 　　　 電気・電子
1255-46-0920 静岡大　　　　 工　　　 電子物質科学 後 　　　 電気・電子
1255-46-1010 静岡大　　　　 工　　　 化学バイオ工 前 　　　 応用化学　
1255-46-1020 静岡大　　　　 工　　　 化学バイオ工 後 　　　 応用化学　
1255-46-1110 静岡大　　　　 工　　　 数理シス工　 前 　　　 情報工学　
1255-46-1120 静岡大　　　　 工　　　 数理シス工　 後 　　　 情報工学　
1255-72-0010 静岡大　　　　 農　　　 　　　　　　 前 　　　 生物工学　
1255-72-0020 静岡大　　　　 農　　　 　　　　　　 後 　　　 生物工学　
1255-72-0610 静岡大　　　　 農　　　 生物資源科学 前 　　　 農学　　　
1255-72-0620 静岡大　　　　 農　　　 生物資源科学 後 　　　 農学　　　
1255-72-0710 静岡大　　　　 農　　　 応用生命科学 前 　　　 生物工学　



1255-72-0720 静岡大　　　　 農　　　 応用生命科学 後 　　　 生物工学　
1260-55-0010 浜松医大　　　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 医　　　　
1260-55-0020 浜松医大　　　 医　　　 　　　　　　 後 　　　 医　　　　
1260-55-0110 浜松医大　　　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 医　　　　
1260-55-0120 浜松医大　　　 医　　　 医　　　　　 後 　　　 医　　　　
1260-55-0210 浜松医大　　　 医　　　 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
1265-30-0010 愛知教育大　　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 小学校　　
1265-30-0020 愛知教育大　　 教育　　 　　　　　　 後 　　　 小学校　　
1265-30-0110 愛知教育大　　 教育　　 特別支援学校 前 　　　 特別支援教
1265-30-0120 愛知教育大　　 教育　　 特別支援学校 後 　　　 特別支援教
1265-30-1710 愛知教育大　　 教育　　 中等／音楽　 前 　　　 中高－音楽
1265-30-1720 愛知教育大　　 教育　　 中等／音楽　 後 　　　 中高－音楽
1265-30-1810 愛知教育大　　 教育　　 中等／家庭　 前 　　　 中高－家庭
1265-30-1910 愛知教育大　　 教育　　 中等／英語　 前 　　　 中高－英語
1265-30-2010 愛知教育大　　 教育　　 中等／教育科 前 　　　 中高－国語
1265-30-2020 愛知教育大　　 教育　　 中等／教育科 後 　　　 中高－国語
1265-30-2110 愛知教育大　　 教育　　 中等／技術　 前 　　　 中高－技術
1265-30-2120 愛知教育大　　 教育　　 中等／技術　 後 　　　 中高－技術
1265-30-2310 愛知教育大　　 教育　　 中等／社会　 前 　　　 中高－社会
1265-30-2320 愛知教育大　　 教育　　 中等／社会　 後 　　　 中高－社会
1265-30-2410 愛知教育大　　 教育　　 中等／数学　 前 　　　 中高－数学
1265-30-2420 愛知教育大　　 教育　　 中等／数学　 後 　　　 中高－数学
1265-30-2510 愛知教育大　　 教育　　 中等／美術　 前 　　　 中高－美術
1265-30-2520 愛知教育大　　 教育　　 中等／美術　 後 　　　 中高－美術
1265-30-2610 愛知教育大　　 教育　　 中等／保健体 前 　　　 中高－体育
1265-30-2620 愛知教育大　　 教育　　 中等／保健体 後 　　　 中高－体育
1265-30-2710 愛知教育大　　 教育　　 中等／理科　 前 　　　 中高－理科
1265-30-3110 愛知教育大　　 教育　　 養護教諭　　 前 　　　 養護　　　
1265-30-3310 愛知教育大　　 教育　　 初等／幼児教 前 　　　 幼稚園　　
1265-30-3320 愛知教育大　　 教育　　 初等／幼児教 後 　　　 幼稚園　　
1265-30-3410 愛知教育大　　 教育　　 初等／教育科 前 　　　 小学校　　
1265-30-3420 愛知教育大　　 教育　　 初等／教育科 後 　　　 小学校　　
1265-30-3910 愛知教育大　　 教育　　 中等／国語書 前 　　　 中高－国語
1265-30-3920 愛知教育大　　 教育　　 中等／国語書 後 　　　 中高－国語
1265-30-4710 愛知教育大　　 教育　　 中等／情報　 前 　　　 その他教員
1265-30-4720 愛知教育大　　 教育　　 中等／情報　 後 　　　 その他教員
1265-30-4810 愛知教育大　　 教育　　 初等／情報　 前 　　　 小学校　　
1265-30-4910 愛知教育大　　 教育　　 初等／国語　 前 　　　 小学校　　
1265-30-4920 愛知教育大　　 教育　　 初等／国語　 後 　　　 小学校　　
1265-30-5010 愛知教育大　　 教育　　 初等／社会　 前 　　　 小学校　　
1265-30-5020 愛知教育大　　 教育　　 初等／社会　 後 　　　 小学校　　
1265-30-5110 愛知教育大　　 教育　　 初等／数学　 前 　　　 小学校　　
1265-30-5120 愛知教育大　　 教育　　 初等／数学　 後 　　　 小学校　　
1265-30-5210 愛知教育大　　 教育　　 初等／理科　 前 　　　 小学校　　
1265-30-5310 愛知教育大　　 教育　　 初等／音楽　 前 　　　 小学校　　
1265-30-5320 愛知教育大　　 教育　　 初等／音楽　 後 　　　 小学校　　
1265-30-5410 愛知教育大　　 教育　　 初等／美術　 前 　　　 小学校　　
1265-30-5420 愛知教育大　　 教育　　 初等／美術　 後 　　　 小学校　　
1265-30-5510 愛知教育大　　 教育　　 初等／保健体 前 　　　 小学校　　
1265-30-5520 愛知教育大　　 教育　　 初等／保健体 後 　　　 小学校　　
1265-30-5610 愛知教育大　　 教育　　 初等／家庭　 前 　　　 小学校　　
1265-30-5710 愛知教育大　　 教育　　 初等／英語　 前 　　　 小学校　　
1265-30-6510 愛知教育大　　 教育　　 初等／生活科 前 　　　 小学校　　
1265-30-6610 愛知教育大　　 教育　　 初等／日本語 前 　　　 小学校　　
1265-30-6710 愛知教育大　　 教育　　 教育／心理　 前 　　　 ０免課程　
1265-30-6720 愛知教育大　　 教育　　 教育／心理　 後 　　　 ０免課程　
1265-30-6810 愛知教育大　　 教育　　 教育／福祉　 前 　　　 ０免課程　
1265-30-6820 愛知教育大　　 教育　　 教育／福祉　 後 　　　 ０免課程　
1265-30-6910 愛知教育大　　 教育　　 教育／教育ガ 前 　　　 ０免課程　



1265-30-6920 愛知教育大　　 教育　　 教育／教育ガ 後 　　　 ０免課程　
1270-46-0010 豊橋技術科学大 工　　　 　　　　　　 前 　　　 機械工学　
1275-01-0010 名古屋大　　　 文　　　 　　　　　　 前 　　　 日本文学　
1275-01-0410 名古屋大　　　 文　　　 人文　　　　 前 　　　 外国文学　
1275-12-0010 名古屋大　　　 法　　　 　　　　　　 前 　　　 法学　　　
1275-12-0310 名古屋大　　　 法　　　 法律・政治　 前 　　　 法学　　　
1275-18-0010 名古屋大　　　 経済　　 　　　　　　 前 　　　 経済学　　
1275-30-0010 名古屋大　　　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 心理学　　
1275-30-0310 名古屋大　　　 教育　　 人間発達科学 前 　　　 ０免課程　
1275-38-0010 名古屋大　　　 情報　　 　　　　　　 前 　　　 総合情報学
1275-38-0110 名古屋大　　　 情報　　 自然情報　　 前 　　　 総合情報学
1275-38-0210 名古屋大　　　 情報　　 人間・社会情 前 　　　 総合情報学
1275-38-0310 名古屋大　　　 情報　　 コンピュータ 前 　　　 情報科学　
1275-42-0010 名古屋大　　　 理　　　 　　　　　　 前 　　　 数学　　　
1275-46-0010 名古屋大　　　 工　　　 　　　　　　 前 　　　 応用化学　
1275-46-1310 名古屋大　　　 工　　　 物理工　　　 前 　　　 応用物理学
1275-46-1410 名古屋大　　　 工　　　 環境土木・建 前 　　　 建築・土木
1275-46-1510 名古屋大　　　 工　　　 化学生命工　 前 　　　 応用化学　
1275-46-1610 名古屋大　　　 工　　　 マテリアル工 前 　　　 金属・材料
1275-46-1710 名古屋大　　　 工　　　 電気電子情報 前 　　　 電気・電子
1275-46-1810 名古屋大　　　 工　　　 機械・航空宇 前 　　　 機械工学　
1275-46-1910 名古屋大　　　 工　　　 エネルギー理 前 　　　 原子力・エ
1275-55-0010 名古屋大　　　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 医　　　　
1275-55-0020 名古屋大　　　 医　　　 　　　　　　 後 　　　 医　　　　
1275-55-0110 名古屋大　　　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 医　　　　
1275-55-0120 名古屋大　　　 医　　　 医　　　　　 後 愛知県 医　　　　
1275-55-0310 名古屋大　　　 医　　　 保健／看護学 前 　　　 看護　　　
1275-55-0410 名古屋大　　　 医　　　 保健／放射線 前 　　　 放射線技術
1275-55-0510 名古屋大　　　 医　　　 保健／検査技 前 　　　 検査技術　
1275-55-0610 名古屋大　　　 医　　　 保健／理学療 前 　　　 理学療法　
1275-55-0710 名古屋大　　　 医　　　 保健／作業療 前 　　　 作業療法　
1275-72-0010 名古屋大　　　 農　　　 　　　　　　 前 　　　 農学　　　
1275-72-0310 名古屋大　　　 農　　　 生物環境科学 前 　　　 農学　　　
1275-72-0410 名古屋大　　　 農　　　 資源生物科学 前 　　　 農学　　　
1275-72-0510 名古屋大　　　 農　　　 応用生命科学 前 　　　 農芸化学　
1280-46-0010 名古屋工大　　 工　　　 　　　　　　 前 　　　 建築・土木
1280-46-0020 名古屋工大　　 工　　　 　　　　　　 後 　　　 建築・土木
1280-46-1310 名古屋工大　　 工　　　 情報工　　　 前 　　　 情報工学　
1280-46-1320 名古屋工大　　 工　　　 情報工　　　 後 　　　 情報工学　
1280-46-1610 名古屋工大　　 工　　　 生命・応用化 前 　　　 応用化学　
1280-46-1620 名古屋工大　　 工　　　 生命・応用化 後 　　　 応用化学　
1280-46-1710 名古屋工大　　 工　　　 物理工　　　 前 　　　 応用物理学
1280-46-1720 名古屋工大　　 工　　　 物理工　　　 後 　　　 応用物理学
1280-46-1810 名古屋工大　　 工　　　 電気・機械工 前 　　　 機械工学　
1280-46-1820 名古屋工大　　 工　　　 電気・機械工 後 　　　 機械工学　
1280-46-1910 名古屋工大　　 工　　　 社会／建築デ 前 　　　 建築・土木
1280-46-1920 名古屋工大　　 工　　　 社会／建築デ 後 　　　 建築・土木
1280-46-2010 名古屋工大　　 工　　　 社会／環境都 前 　　　 建築・土木
1280-46-2020 名古屋工大　　 工　　　 社会／環境都 後 　　　 建築・土木
1280-46-2110 名古屋工大　　 工　　　 社会／経営シ 前 　　　 経営工学　
1280-46-2120 名古屋工大　　 工　　　 社会／経営シ 後 　　　 経営工学　
1280-46-2310 名古屋工大　　 工　　　 創造／材料エ 前 　　　 生物工学　
1280-46-2320 名古屋工大　　 工　　　 創造／材料エ 後 　　　 生物工学　
1280-46-2410 名古屋工大　　 工　　　 創造／情報社 前 　　　 情報工学　
1280-46-2420 名古屋工大　　 工　　　 創造／情報社 後 　　　 情報工学　
1280-54-0010 名古屋工大　　 工二　　 　　　　　　 前 　　　 機械工学　
1280-54-0110 名古屋工大　　 工二　　 物質工　　　 前 　　　 応用化学　
1280-54-0210 名古屋工大　　 工二　　 機械工　　　 前 　　　 機械工学　
1280-54-0310 名古屋工大　　 工二　　 社会開発工　 前 　　　 建築・土木



1280-54-0410 名古屋工大　　 工二　　 電気情報工　 前 　　　 電気・電子
1285-02-0010 三重大　　　　 人文　　 　　　　　　 前 　　　 文化学　　
1285-02-0020 三重大　　　　 人文　　 　　　　　　 後 　　　 文化学　　
1285-02-0110 三重大　　　　 人文　　 法律経済　　 前 　　　 法学　　　
1285-02-0120 三重大　　　　 人文　　 法律経済　　 後 　　　 法学　　　
1285-02-0210 三重大　　　　 人文　　 文化　　　　 前 　　　 文化学　　
1285-02-0220 三重大　　　　 人文　　 文化　　　　 後 　　　 文化学　　
1285-30-0010 三重大　　　　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 小学校　　
1285-30-0020 三重大　　　　 教育　　 　　　　　　 後 　　　 小学校　　
1285-30-3810 三重大　　　　 教育　　 学校／特別支 前 　　　 特別支援教
1285-30-3820 三重大　　　　 教育　　 学校／特別支 後 　　　 特別支援教
1285-30-3910 三重大　　　　 教育　　 学校／幼児教 前 　　　 幼稚園　　
1285-30-4710 三重大　　　　 教育　　 学校／数学初 前 　　　 小学校　　
1285-30-4720 三重大　　　　 教育　　 学校／数学初 後 　　　 小学校　　
1285-30-4810 三重大　　　　 教育　　 学校／数学中 前 　　　 中高－数学
1285-30-4820 三重大　　　　 教育　　 学校／数学中 後 　　　 中高－数学
1285-30-4910 三重大　　　　 教育　　 学校／情報中 前 　　　 その他教員
1285-30-4920 三重大　　　　 教育　　 学校／情報中 後 　　　 その他教員
1285-30-5010 三重大　　　　 教育　　 学校／国語初 前 　　　 小学校　　
1285-30-5020 三重大　　　　 教育　　 学校／国語初 後 　　　 小学校　　
1285-30-5110 三重大　　　　 教育　　 学校／国語中 前 　　　 中高－国語
1285-30-5120 三重大　　　　 教育　　 学校／国語中 後 　　　 中高－国語
1285-30-5210 三重大　　　　 教育　　 学校／社会初 前 　　　 小学校　　
1285-30-5220 三重大　　　　 教育　　 学校／社会初 後 　　　 小学校　　
1285-30-5310 三重大　　　　 教育　　 学校／社会中 前 　　　 中高－社会
1285-30-5320 三重大　　　　 教育　　 学校／社会中 後 　　　 中高－社会
1285-30-5410 三重大　　　　 教育　　 学校／理科初 前 　　　 小学校　　
1285-30-5510 三重大　　　　 教育　　 学校／理科中 前 　　　 中高－理科
1285-30-5610 三重大　　　　 教育　　 学校／音楽初 前 　　　 小学校　　
1285-30-5620 三重大　　　　 教育　　 学校／音楽初 後 　　　 小学校　　
1285-30-5710 三重大　　　　 教育　　 学校／音楽中 前 　　　 中高－音楽
1285-30-5810 三重大　　　　 教育　　 学校／美術初 前 　　　 小学校　　
1285-30-5910 三重大　　　　 教育　　 学校／美術中 前 　　　 中高－美術
1285-30-6010 三重大　　　　 教育　　 学校／保体初 前 　　　 小学校　　
1285-30-6020 三重大　　　　 教育　　 学校／保体初 後 　　　 小学校　　
1285-30-6110 三重大　　　　 教育　　 学校／保体中 前 　　　 中高－体育
1285-30-6120 三重大　　　　 教育　　 学校／保体中 後 　　　 中高－体育
1285-30-6210 三重大　　　　 教育　　 学校／技術初 前 　　　 小学校　　
1285-30-6310 三重大　　　　 教育　　 学校／技術中 前 　　　 中高－技術
1285-30-6410 三重大　　　　 教育　　 学校／家政初 前 　　　 小学校　　
1285-30-6510 三重大　　　　 教育　　 学校／家政中 前 　　　 中高－家庭
1285-30-6610 三重大　　　　 教育　　 学校／英語初 前 　　　 小学校　　
1285-30-6710 三重大　　　　 教育　　 学校／英語中 前 　　　 中高－英語
1285-30-6810 三重大　　　　 教育　　 学校／教育学 前 　　　 小学校　　
1285-30-6910 三重大　　　　 教育　　 学校／教育心 前 　　　 小学校　　
1285-46-0010 三重大　　　　 工　　　 　　　　　　 前 　　　 機械工学　
1285-46-0020 三重大　　　　 工　　　 　　　　　　 後 　　　 機械工学　
1285-46-0710 三重大　　　　 工　　　 総合／総合工 前 　　　 電気・電子
1285-46-0810 三重大　　　　 工　　　 総合／機械工 前 　　　 機械工学　
1285-46-0820 三重大　　　　 工　　　 総合／機械工 後 　　　 機械工学　
1285-46-0910 三重大　　　　 工　　　 総合／電気電 前 　　　 電気・電子
1285-46-0920 三重大　　　　 工　　　 総合／電気電 後 　　　 電気・電子
1285-46-1010 三重大　　　　 工　　　 総合／応用化 前 　　　 応用化学　
1285-46-1020 三重大　　　　 工　　　 総合／応用化 後 　　　 応用化学　
1285-46-1110 三重大　　　　 工　　　 総合／建築学 前 　　　 建築・土木
1285-46-1120 三重大　　　　 工　　　 総合／建築学 後 　　　 建築・土木
1285-46-1210 三重大　　　　 工　　　 総合／情報工 前 　　　 情報工学　
1285-46-1220 三重大　　　　 工　　　 総合／情報工 後 　　　 情報工学　
1285-55-0010 三重大　　　　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 医　　　　



1285-55-0020 三重大　　　　 医　　　 　　　　　　 後 　　　 医　　　　
1285-55-0111 三重大　　　　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 医　　　　
1285-55-0112 三重大　　　　 医　　　 医　　　　　 前 医療枠 医　　　　
1285-55-0120 三重大　　　　 医　　　 医　　　　　 後 　　　 医　　　　
1285-55-0210 三重大　　　　 医　　　 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
1285-55-0220 三重大　　　　 医　　　 看護　　　　 後 　　　 看護　　　
1285-74-0010 三重大　　　　 生物資源 　　　　　　 前 　　　 農学　　　
1285-74-0020 三重大　　　　 生物資源 　　　　　　 後 　　　 農学　　　
1285-74-0210 三重大　　　　 生物資源 資源循環　　 前 　　　 農学　　　
1285-74-0220 三重大　　　　 生物資源 資源循環　　 後 　　　 農学　　　
1285-74-0310 三重大　　　　 生物資源 共生環境　　 前 　　　 農学　　　
1285-74-0320 三重大　　　　 生物資源 共生環境　　 後 　　　 農学　　　
1285-74-0510 三重大　　　　 生物資源 生物圏生命化 前 　　　 生物工学　
1285-74-0520 三重大　　　　 生物資源 生物圏生命化 後 　　　 生物工学　
1285-74-0610 三重大　　　　 生物資源 海洋生物資源 前 　　　 水産学　　
1285-74-0620 三重大　　　　 生物資源 海洋生物資源 後 　　　 水産学　　
1290-18-0010 滋賀大　　　　 経済　　 　　　　　　 前 　　　 経営学・商
1290-18-0020 滋賀大　　　　 経済　　 　　　　　　 後 　　　 経営学・商
1290-18-0113 滋賀大　　　　 経済　　 会計情報　　 前 Ａ国外 経営学・商
1290-18-0114 滋賀大　　　　 経済　　 会計情報　　 前 Ａ数外 経営学・商
1290-18-0115 滋賀大　　　　 経済　　 会計情報　　 前 Ｂ国外 経営学・商
1290-18-0116 滋賀大　　　　 経済　　 会計情報　　 前 Ｂ数外 経営学・商
1290-18-0121 滋賀大　　　　 経済　　 会計情報　　 後 Ａ国外 経営学・商
1290-18-0122 滋賀大　　　　 経済　　 会計情報　　 後 Ａ数外 経営学・商
1290-18-0123 滋賀大　　　　 経済　　 会計情報　　 後 Ｂ国外 経営学・商
1290-18-0124 滋賀大　　　　 経済　　 会計情報　　 後 Ｂ数外 経営学・商
1290-18-0213 滋賀大　　　　 経済　　 企業経営　　 前 Ａ国外 経営学・商
1290-18-0214 滋賀大　　　　 経済　　 企業経営　　 前 Ａ数外 経営学・商
1290-18-0215 滋賀大　　　　 経済　　 企業経営　　 前 Ｂ国外 経営学・商
1290-18-0216 滋賀大　　　　 経済　　 企業経営　　 前 Ｂ数外 経営学・商
1290-18-0221 滋賀大　　　　 経済　　 企業経営　　 後 Ａ国外 経営学・商
1290-18-0222 滋賀大　　　　 経済　　 企業経営　　 後 Ａ数外 経営学・商
1290-18-0223 滋賀大　　　　 経済　　 企業経営　　 後 Ｂ国外 経営学・商
1290-18-0224 滋賀大　　　　 経済　　 企業経営　　 後 Ｂ数外 経営学・商
1290-18-0313 滋賀大　　　　 経済　　 経済　　　　 前 Ａ国外 経済学　　
1290-18-0314 滋賀大　　　　 経済　　 経済　　　　 前 Ａ数外 経済学　　
1290-18-0315 滋賀大　　　　 経済　　 経済　　　　 前 Ｂ国外 経済学　　
1290-18-0316 滋賀大　　　　 経済　　 経済　　　　 前 Ｂ数外 経済学　　
1290-18-0321 滋賀大　　　　 経済　　 経済　　　　 後 Ａ国外 経済学　　
1290-18-0322 滋賀大　　　　 経済　　 経済　　　　 後 Ａ数外 経済学　　
1290-18-0323 滋賀大　　　　 経済　　 経済　　　　 後 Ｂ国外 経済学　　
1290-18-0324 滋賀大　　　　 経済　　 経済　　　　 後 Ｂ数外 経済学　　
1290-18-0413 滋賀大　　　　 経済　　 社会システム 前 Ａ国外 社会学　　
1290-18-0414 滋賀大　　　　 経済　　 社会システム 前 Ａ数外 社会学　　
1290-18-0415 滋賀大　　　　 経済　　 社会システム 前 Ｂ国外 社会学　　
1290-18-0416 滋賀大　　　　 経済　　 社会システム 前 Ｂ数外 社会学　　
1290-18-0421 滋賀大　　　　 経済　　 社会システム 後 Ａ国外 社会学　　
1290-18-0422 滋賀大　　　　 経済　　 社会システム 後 Ａ数外 社会学　　
1290-18-0423 滋賀大　　　　 経済　　 社会システム 後 Ｂ国外 社会学　　
1290-18-0424 滋賀大　　　　 経済　　 社会システム 後 Ｂ数外 社会学　　
1290-18-0613 滋賀大　　　　 経済　　 ファイナンス 前 Ａ国外 経営学・商
1290-18-0614 滋賀大　　　　 経済　　 ファイナンス 前 Ａ数外 経営学・商
1290-18-0615 滋賀大　　　　 経済　　 ファイナンス 前 Ｂ国外 経営学・商
1290-18-0616 滋賀大　　　　 経済　　 ファイナンス 前 Ｂ数外 経営学・商
1290-18-0621 滋賀大　　　　 経済　　 ファイナンス 後 Ａ国外 経営学・商
1290-18-0622 滋賀大　　　　 経済　　 ファイナンス 後 Ａ数外 経営学・商
1290-18-0623 滋賀大　　　　 経済　　 ファイナンス 後 Ｂ国外 経営学・商
1290-18-0624 滋賀大　　　　 経済　　 ファイナンス 後 Ｂ数外 経営学・商
1290-24-0010 滋賀大　　　　 経済夜　 　　　　　　 前 　　　 経営学・商



1290-24-0111 滋賀大　　　　 経済夜　 経済　　　　 前 Ａ　　 経済学　　
1290-24-0112 滋賀大　　　　 経済夜　 経済　　　　 前 Ｂ　　 経済学　　
1290-24-0211 滋賀大　　　　 経済夜　 ファイナンス 前 Ａ　　 経営学・商
1290-24-0212 滋賀大　　　　 経済夜　 ファイナンス 前 Ｂ　　 経営学・商
1290-24-0311 滋賀大　　　　 経済夜　 企業経営　　 前 Ａ　　 経営学・商
1290-24-0312 滋賀大　　　　 経済夜　 企業経営　　 前 Ｂ　　 経営学・商
1290-24-0411 滋賀大　　　　 経済夜　 会計情報　　 前 Ａ　　 経営学・商
1290-24-0412 滋賀大　　　　 経済夜　 会計情報　　 前 Ｂ　　 経営学・商
1290-24-0611 滋賀大　　　　 経済夜　 社会システム 前 Ａ　　 社会学　　
1290-24-0612 滋賀大　　　　 経済夜　 社会システム 前 Ｂ　　 社会学　　
1290-30-0010 滋賀大　　　　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 小学校　　
1290-30-0020 滋賀大　　　　 教育　　 　　　　　　 後 　　　 心理学　　
1290-30-3810 滋賀大　　　　 教育　　 学校／障害児 前 面接型 特別支援教
1290-30-5611 滋賀大　　　　 教育　　 学校教育　　 前 文系型 小学校　　
1290-30-5612 滋賀大　　　　 教育　　 学校教育　　 前 理系型 小学校　　
1290-30-5615 滋賀大　　　　 教育　　 学校教育　　 前 音楽　 中高－音楽
1290-30-5616 滋賀大　　　　 教育　　 学校教育　　 前 美術　 中高－美術
1290-30-5617 滋賀大　　　　 教育　　 学校教育　　 前 保健体 中高－体育
1290-30-5620 滋賀大　　　　 教育　　 学校教育　　 後 　　　 小学校　　
1290-37-0010 滋賀大　　　　 データサ 　　　　　　 前 　　　 総合情報学
1290-37-0020 滋賀大　　　　 データサ 　　　　　　 後 　　　 総合情報学
1290-37-0110 滋賀大　　　　 データサ データサイエ 前 　　　 総合情報学
1290-37-0120 滋賀大　　　　 データサ データサイエ 後 　　　 総合情報学
1295-55-0010 滋賀医大　　　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 医　　　　
1295-55-0110 滋賀医大　　　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 医　　　　
1295-55-0210 滋賀医大　　　 医　　　 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
1300-01-0010 京都大　　　　 文　　　 　　　　　　 前 　　　 日本文学　
1300-01-0110 京都大　　　　 文　　　 人文　　　　 前 　　　 哲学倫理宗
1300-12-0010 京都大　　　　 法　　　 　　　　　　 前 　　　 法学　　　
1300-12-0020 京都大　　　　 法　　　 　　　　　　 後 　　　 法学　　　
1300-12-0021 京都大　　　　 法　　　 　　　　　　 後 特色　 法学　　　
1300-18-0010 京都大　　　　 経済　　 　　　　　　 前 　　　 経済学　　
1300-18-0311 京都大　　　　 経済　　 経済経営　　 前 文系　 経済学　　
1300-18-0313 京都大　　　　 経済　　 経済経営　　 前 理系　 経済学　　
1300-30-0010 京都大　　　　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 心理学　　
1300-30-0411 京都大　　　　 教育　　 教育科学　　 前 文系　 ０免課程　
1300-30-0412 京都大　　　　 教育　　 教育科学　　 前 理系　 ０免課程　
1300-37-0010 京都大　　　　 総合人間 　　　　　　 前 　　　 文化学　　
1300-37-0711 京都大　　　　 総合人間 総合人間　　 前 文系　 人間科学　
1300-37-0712 京都大　　　　 総合人間 総合人間　　 前 理系　 人間科学　
1300-42-0010 京都大　　　　 理　　　 　　　　　　 前 　　　 数学　　　
1300-42-0110 京都大　　　　 理　　　 理　　　　　 前 　　　 数学　　　
1300-46-0010 京都大　　　　 工　　　 　　　　　　 前 　　　 建築・土木
1300-46-0210 京都大　　　　 工　　　 建築　　　　 前 　　　 建築・土木
1300-46-0410 京都大　　　　 工　　　 工業化　　　 前 　　　 応用化学　
1300-46-0710 京都大　　　　 工　　　 情報　　　　 前 　　　 情報工学　
1300-46-0910 京都大　　　　 工　　　 電気電子工　 前 　　　 電気・電子
1300-46-1110 京都大　　　　 工　　　 物理工　　　 前 　　　 機械工学　
1300-46-1210 京都大　　　　 工　　　 地球工　　　 前 　　　 建築・土木
1300-55-0010 京都大　　　　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 医　　　　
1300-55-0110 京都大　　　　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 医　　　　
1300-55-0210 京都大　　　　 医　　　 人間健康科学 前 　　　 看護　　　
1300-61-0010 京都大　　　　 薬　　　 　　　　　　 前 　　　 薬　　　　
1300-72-0010 京都大　　　　 農　　　 　　　　　　 前 　　　 農芸化学　
1300-72-1110 京都大　　　　 農　　　 資源生物科学 前 　　　 農学　　　
1300-72-1210 京都大　　　　 農　　　 応用生命科学 前 　　　 農芸化学　
1300-72-1310 京都大　　　　 農　　　 地域環境工　 前 　　　 農業工学・
1300-72-1410 京都大　　　　 農　　　 食料・環境経 前 　　　 農業経済学
1300-72-1510 京都大　　　　 農　　　 森林科学　　 前 　　　 森林科学　



1300-72-1610 京都大　　　　 農　　　 食品生物科学 前 　　　 農芸化学　
1305-30-0010 京都教育大　　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 小学校　　
1305-30-0020 京都教育大　　 教育　　 　　　　　　 後 　　　 小学校　　
1305-30-8110 京都教育大　　 教育　　 学校／教育学 前 　　　 教育学　　
1305-30-8210 京都教育大　　 教育　　 学校／幼児教 前 　　　 幼稚園　　
1305-30-8310 京都教育大　　 教育　　 学校／発達障 前 　　　 特別支援教
1305-30-8410 京都教育大　　 教育　　 学校／国語　 前 　　　 中高－国語
1305-30-8420 京都教育大　　 教育　　 学校／国語　 後 　　　 中高－国語
1305-30-8510 京都教育大　　 教育　　 学校／社会　 前 　　　 中高－社会
1305-30-8610 京都教育大　　 教育　　 学校／英語　 前 　　　 中高－英語
1305-30-8620 京都教育大　　 教育　　 学校／英語　 後 　　　 中高－英語
1305-30-8710 京都教育大　　 教育　　 学校／数学　 前 　　　 中高－数学
1305-30-8720 京都教育大　　 教育　　 学校／数学　 後 　　　 中高－数学
1305-30-8810 京都教育大　　 教育　　 学校／理科　 前 　　　 中高－理科
1305-30-8820 京都教育大　　 教育　　 学校／理科　 後 　　　 中高－理科
1305-30-8910 京都教育大　　 教育　　 学校／技術　 前 　　　 中高－技術
1305-30-9010 京都教育大　　 教育　　 学校／家庭　 前 　　　 中高－家庭
1305-30-9110 京都教育大　　 教育　　 学校／美術　 前 　　　 中高－美術
1305-30-9210 京都教育大　　 教育　　 学校／書道　 前 　　　 その他教員
1305-30-9310 京都教育大　　 教育　　 学校／音楽　 前 　　　 中高－音楽
1305-30-9410 京都教育大　　 教育　　 学校／体育　 前 　　　 中高－体育
1305-30-9420 京都教育大　　 教育　　 学校／体育　 後 　　　 中高－体育
1310-49-0010 京都工芸繊維大 工芸科学 　　　　　　 前 　　　 生物工学　
1310-49-0020 京都工芸繊維大 工芸科学 　　　　　　 後 　　　 生物工学　
1310-49-1910 京都工芸繊維大 工芸科学 生物／一般プ 前 　　　 生物工学　
1310-49-1920 京都工芸繊維大 工芸科学 生物／一般プ 後 　　　 生物工学　
1310-49-2010 京都工芸繊維大 工芸科学 化学／一般プ 前 　　　 応用化学　
1310-49-2020 京都工芸繊維大 工芸科学 化学／一般プ 後 　　　 応用化学　
1310-49-2110 京都工芸繊維大 工芸科学 電子／一般プ 前 　　　 電気・電子
1310-49-2120 京都工芸繊維大 工芸科学 電子／一般プ 後 　　　 電気・電子
1310-49-2210 京都工芸繊維大 工芸科学 情報／一般プ 前 　　　 情報工学　
1310-49-2220 京都工芸繊維大 工芸科学 情報／一般プ 後 　　　 情報工学　
1310-49-2310 京都工芸繊維大 工芸科学 機械／一般プ 前 　　　 機械工学　
1310-49-2320 京都工芸繊維大 工芸科学 機械／一般プ 後 　　　 機械工学　
1310-49-2510 京都工芸繊維大 工芸科学 デザ／一般プ 前 　　　 建築・土木
1310-49-2520 京都工芸繊維大 工芸科学 デザ／一般プ 後 　　　 建築・土木
1315-01-0010 大阪大　　　　 文　　　 　　　　　　 前 　　　 日本文学　
1315-01-0110 大阪大　　　　 文　　　 人文　　　　 前 　　　 哲学倫理宗
1315-08-0010 大阪大　　　　 外国語　 　　　　　　 前 　　　 東南アジア
1315-08-0210 大阪大　　　　 外国語　 外国／中国語 前 　　　 中国語　　
1315-08-0310 大阪大　　　　 外国語　 外国／朝鮮語 前 　　　 韓国語（朝
1315-08-0410 大阪大　　　　 外国語　 外国／モンゴ 前 　　　 その他語学
1315-08-0510 大阪大　　　　 外国語　 外国／インド 前 　　　 東南アジア
1315-08-0610 大阪大　　　　 外国語　 外国／フィリ 前 　　　 東南アジア
1315-08-0710 大阪大　　　　 外国語　 外国／タイ語 前 　　　 東南アジア
1315-08-0810 大阪大　　　　 外国語　 外国／ベトナ 前 　　　 東南アジア
1315-08-0910 大阪大　　　　 外国語　 外国／ビルマ 前 　　　 東南アジア
1315-08-1010 大阪大　　　　 外国語　 外国／ヒンデ 前 　　　 その他語学
1315-08-1110 大阪大　　　　 外国語　 外国／ウルド 前 　　　 その他語学
1315-08-1210 大阪大　　　　 外国語　 外国／アラビ 前 　　　 中近東圏・
1315-08-1310 大阪大　　　　 外国語　 外国／ペルシ 前 　　　 中近東圏・
1315-08-1410 大阪大　　　　 外国語　 外国／トルコ 前 　　　 中近東圏・
1315-08-1510 大阪大　　　　 外国語　 外国／スワヒ 前 　　　 アフリカ圏
1315-08-1610 大阪大　　　　 外国語　 外国／ロシア 前 　　　 ロシア語　
1315-08-1710 大阪大　　　　 外国語　 外国／ハンガ 前 　　　 ヨーロッパ
1315-08-1810 大阪大　　　　 外国語　 外国／デンマ 前 　　　 ヨーロッパ
1315-08-1910 大阪大　　　　 外国語　 外国／スウェ 前 　　　 ヨーロッパ
1315-08-2010 大阪大　　　　 外国語　 外国／ドイツ 前 　　　 ドイツ語　
1315-08-2110 大阪大　　　　 外国語　 外国／英語　 前 　　　 英米語　　



1315-08-2210 大阪大　　　　 外国語　 外国／フラン 前 　　　 フランス語
1315-08-2310 大阪大　　　　 外国語　 外国／イタリ 前 　　　 イタリア語
1315-08-2410 大阪大　　　　 外国語　 外国／スペイ 前 　　　 スペイン語
1315-08-2510 大阪大　　　　 外国語　 外国／ポルト 前 　　　 ポルトガル
1315-08-2610 大阪大　　　　 外国語　 外国／日本語 前 　　　 日本語　　
1315-12-0010 大阪大　　　　 法　　　 　　　　　　 前 　　　 政治学　　
1315-12-0110 大阪大　　　　 法　　　 法　　　　　 前 　　　 法学　　　
1315-12-0210 大阪大　　　　 法　　　 国際公共政策 前 　　　 政治学　　
1315-18-0010 大阪大　　　　 経済　　 　　　　　　 前 　　　 経済学　　
1315-18-0310 大阪大　　　　 経済　　 経済・経営　 前 　　　 経済学　　
1315-37-0010 大阪大　　　　 人間科学 　　　　　　 前 　　　 人間科学　
1315-37-0110 大阪大　　　　 人間科学 人間科学　　 前 　　　 人間科学　
1315-42-0010 大阪大　　　　 理　　　 　　　　　　 前 　　　 生物学　　
1315-42-0110 大阪大　　　　 理　　　 化学　　　　 前 　　　 化学　　　
1315-42-0310 大阪大　　　　 理　　　 数学　　　　 前 　　　 数学　　　
1315-42-0510 大阪大　　　　 理　　　 物理　　　　 前 　　　 物理学　　
1315-42-0610 大阪大　　　　 理　　　 生物／生物科 前 　　　 生物学　　
1315-42-0710 大阪大　　　　 理　　　 生物／生命理 前 　　　 生物学　　
1315-46-0010 大阪大　　　　 工　　　 　　　　　　 前 　　　 建築・土木
1315-46-0210 大阪大　　　　 工　　　 応用自然科学 前 　　　 応用化学　
1315-46-1510 大阪大　　　　 工　　　 応用理工　　 前 　　　 機械工学　
1315-46-1610 大阪大　　　　 工　　　 地球総合工　 前 　　　 建築・土木
1315-46-1710 大阪大　　　　 工　　　 電子情報工　 前 　　　 電気・電子
1315-46-1810 大阪大　　　　 工　　　 環境・エネル 前 　　　 原子力・エ
1315-47-0010 大阪大　　　　 基礎工　 　　　　　　 前 　　　 情報工学　
1315-47-0510 大阪大　　　　 基礎工　 情報科学　　 前 　　　 情報工学　
1315-47-0910 大阪大　　　　 基礎工　 化学応用科学 前 　　　 応用化学　
1315-47-1010 大阪大　　　　 基礎工　 システム科学 前 　　　 機械工学　
1315-47-1110 大阪大　　　　 基礎工　 電子物理科学 前 　　　 電気・電子
1315-55-0010 大阪大　　　　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 医　　　　
1315-55-0110 大阪大　　　　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 医　　　　
1315-55-0210 大阪大　　　　 医　　　 保健／看護学 前 　　　 看護　　　
1315-55-0310 大阪大　　　　 医　　　 保健／検査技 前 　　　 検査技術　
1315-55-0410 大阪大　　　　 医　　　 保健／放射線 前 　　　 放射線技術
1315-58-0010 大阪大　　　　 歯　　　 　　　　　　 前 　　　 歯　　　　
1315-58-0110 大阪大　　　　 歯　　　 歯　　　　　 前 　　　 歯　　　　
1315-61-0010 大阪大　　　　 薬　　　 　　　　　　 前 　　　 薬　　　　
1315-61-0310 大阪大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 前 　　　 薬　　　　
1325-30-0010 大阪教育大　　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 小学校　　
1325-30-0020 大阪教育大　　 教育　　 　　　　　　 後 　　　 小学校　　
1325-30-0410 大阪教育大　　 教育　　 学校／小学校 前 　　　 小学校　　
1325-30-0510 大阪教育大　　 教育　　 学校／小国語 前 　　　 小学校　　
1325-30-0520 大阪教育大　　 教育　　 学校／小国語 後 　　　 小学校　　
1325-30-0610 大阪教育大　　 教育　　 学校／小英語 前 　　　 小学校　　
1325-30-0910 大阪教育大　　 教育　　 学校／小社会 前 　　　 小学校　　
1325-30-1010 大阪教育大　　 教育　　 学校／小数学 前 　　　 小学校　　
1325-30-1020 大阪教育大　　 教育　　 学校／小数学 後 　　　 小学校　　
1325-30-1110 大阪教育大　　 教育　　 学校／小理科 前 　　　 小学校　　
1325-30-1120 大阪教育大　　 教育　　 学校／小理科 後 　　　 小学校　　
1325-30-1210 大阪教育大　　 教育　　 学校／小家政 前 　　　 小学校　　
1325-30-1310 大阪教育大　　 教育　　 学校／小保体 前 　　　 小学校　　
1325-30-1320 大阪教育大　　 教育　　 学校／小保体 後 　　　 小学校　　
1325-30-1410 大阪教育大　　 教育　　 学校／小音楽 前 　　　 小学校　　
1325-30-1511 大阪教育大　　 教育　　 学校／小美書 前 美術　 小学校　　
1325-30-1512 大阪教育大　　 教育　　 学校／小美書 前 書道　 小学校　　
1325-30-1521 大阪教育大　　 教育　　 学校／小美書 後 美術　 小学校　　
1325-30-1522 大阪教育大　　 教育　　 学校／小美書 後 書道　 小学校　　
1325-30-1610 大阪教育大　　 教育　　 学校／中国語 前 　　　 中高－国語
1325-30-1710 大阪教育大　　 教育　　 学校／中英語 前 　　　 中高－英語



1325-30-2110 大阪教育大　　 教育　　 学校／特別支 前 　　　 特別支援教
1325-30-2120 大阪教育大　　 教育　　 学校／特別支 後 　　　 特別支援教
1325-30-2210 大阪教育大　　 教育　　 学校／中社会 前 　　　 中高－社会
1325-30-2310 大阪教育大　　 教育　　 学校／中数学 前 　　　 中高－数学
1325-30-2320 大阪教育大　　 教育　　 学校／中数学 後 　　　 中高－数学
1325-30-2410 大阪教育大　　 教育　　 学校／中理科 前 　　　 中高－理科
1325-30-2420 大阪教育大　　 教育　　 学校／中理科 後 　　　 中高－理科
1325-30-2510 大阪教育大　　 教育　　 学校／中技術 前 　　　 中高－技術
1325-30-2610 大阪教育大　　 教育　　 学校／中家政 前 　　　 中高－家庭
1325-30-2710 大阪教育大　　 教育　　 学校／中保体 前 　　　 中高－体育
1325-30-2810 大阪教育大　　 教育　　 学校／中音楽 前 　　　 中高－音楽
1325-30-2911 大阪教育大　　 教育　　 学校／中美書 前 美術　 中高－美術
1325-30-2912 大阪教育大　　 教育　　 学校／中美書 前 書道　 中高－美術
1325-30-3010 大阪教育大　　 教育　　 教育／英語コ 前 　　　 ０免課程　
1325-30-3110 大阪教育大　　 教育　　 教育／多文化 前 　　　 ０免課程　
1325-30-3210 大阪教育大　　 教育　　 教育／音楽表 前 　　　 ０免課程　
1325-30-3220 大阪教育大　　 教育　　 教育／音楽表 後 　　　 ０免課程　
1325-30-3310 大阪教育大　　 教育　　 教育／美術表 前 　　　 ０免課程　
1325-30-3320 大阪教育大　　 教育　　 教育／美術表 後 　　　 ０免課程　
1325-30-3510 大阪教育大　　 教育　　 教育／教育心 前 　　　 ０免課程　
1325-30-3520 大阪教育大　　 教育　　 教育／教育心 後 　　　 ０免課程　
1325-30-3810 大阪教育大　　 教育　　 教育／健康安 前 　　　 ０免課程　
1325-30-3820 大阪教育大　　 教育　　 教育／健康安 後 　　　 ０免課程　
1325-30-4010 大阪教育大　　 教育　　 教育／スポー 前 　　　 ０免課程　
1325-30-4020 大阪教育大　　 教育　　 教育／スポー 後 　　　 ０免課程　
1325-30-4310 大阪教育大　　 教育　　 養護教諭　　 前 　　　 養護　　　
1325-30-4320 大阪教育大　　 教育　　 養護教諭　　 後 　　　 養護　　　
1325-30-4510 大阪教育大　　 教育　　 教育／数理情 前 　　　 ０免課程　
1325-30-4520 大阪教育大　　 教育　　 教育／数理情 後 　　　 ０免課程　
1325-30-4610 大阪教育大　　 教育　　 教育／自然科 前 　　　 ０免課程　
1325-30-4620 大阪教育大　　 教育　　 教育／自然科 後 　　　 ０免課程　
1325-30-9810 大阪教育大　　 教育　　 初等／幼児教 前 　　　 幼稚園　　
1325-30-9910 大阪教育大　　 教育　　 初等／小学校 前 　　　 小学校　　
1325-30-9920 大阪教育大　　 教育　　 初等／小学校 後 　　　 小学校　　
1325-31-0010 大阪教育大　　 教育夜　 　　　　　　 前 　　　 小学校　　
1325-31-0020 大阪教育大　　 教育夜　 　　　　　　 後 　　　 小学校　　
1325-31-0110 大阪教育大　　 教育夜　 初等教育　　 前 　　　 小学校　　
1325-31-0120 大阪教育大　　 教育夜　 初等教育　　 後 　　　 小学校　　
1330-01-0010 神戸大　　　　 文　　　 　　　　　　 前 　　　 日本文学　
1330-01-0020 神戸大　　　　 文　　　 　　　　　　 後 　　　 日本文学　
1330-01-0410 神戸大　　　　 文　　　 人文　　　　 前 　　　 日本文学　
1330-01-0420 神戸大　　　　 文　　　 人文　　　　 後 　　　 日本文学　
1330-12-0010 神戸大　　　　 法　　　 　　　　　　 前 　　　 法学　　　
1330-12-0020 神戸大　　　　 法　　　 　　　　　　 後 　　　 法学　　　
1330-12-0110 神戸大　　　　 法　　　 法律　　　　 前 　　　 法学　　　
1330-12-0120 神戸大　　　　 法　　　 法律　　　　 後 　　　 法学　　　
1330-18-0010 神戸大　　　　 経済　　 　　　　　　 前 　　　 経済学　　
1330-18-0111 神戸大　　　　 経済　　 経済　　　　 前 数学　 経済学　　
1330-18-0112 神戸大　　　　 経済　　 経済　　　　 前 英数　 経済学　　
1330-18-0113 神戸大　　　　 経済　　 経済　　　　 前 総合　 経済学　　
1330-19-0010 神戸大　　　　 経営　　 　　　　　　 前 　　　 経営学・商
1330-19-0210 神戸大　　　　 経営　　 経営　　　　 前 　　　 経営学・商
1330-34-0010 神戸大　　　　 国際人間 　　　　　　 前 　　　 総合科学　
1330-34-0020 神戸大　　　　 国際人間 　　　　　　 後 　　　 総合科学　
1330-34-0110 神戸大　　　　 国際人間 グローバル文 前 　　　 国際関係学
1330-34-0120 神戸大　　　　 国際人間 グローバル文 後 　　　 国際関係学
1330-34-0210 神戸大　　　　 国際人間 発達コミュニ 前 　　　 人間科学　
1330-34-0220 神戸大　　　　 国際人間 発達コミュニ 後 　　　 人間科学　
1330-34-0310 神戸大　　　　 国際人間 子ども教育　 前 　　　 幼稚園　　



1330-34-0320 神戸大　　　　 国際人間 子ども教育　 後 　　　 幼稚園　　
1330-34-0411 神戸大　　　　 国際人間 環境共生　　 前 文科系 総合科学　
1330-34-0412 神戸大　　　　 国際人間 環境共生　　 前 理科系 総合科学　
1330-34-0421 神戸大　　　　 国際人間 環境共生　　 後 文科系 総合科学　
1330-34-0422 神戸大　　　　 国際人間 環境共生　　 後 理科系 総合科学　
1330-42-0010 神戸大　　　　 理　　　 　　　　　　 前 　　　 数学　　　
1330-42-0020 神戸大　　　　 理　　　 　　　　　　 後 　　　 数学　　　
1330-42-0110 神戸大　　　　 理　　　 化学　　　　 前 　　　 化学　　　
1330-42-0120 神戸大　　　　 理　　　 化学　　　　 後 　　　 化学　　　
1330-42-0210 神戸大　　　　 理　　　 数学　　　　 前 　　　 数学　　　
1330-42-0220 神戸大　　　　 理　　　 数学　　　　 後 　　　 数学　　　
1330-42-0310 神戸大　　　　 理　　　 生物　　　　 前 　　　 生物学　　
1330-42-0320 神戸大　　　　 理　　　 生物　　　　 後 　　　 生物学　　
1330-42-0410 神戸大　　　　 理　　　 惑星　　　　 前 　　　 地球科学　
1330-42-0420 神戸大　　　　 理　　　 惑星　　　　 後 　　　 地球科学　
1330-42-0510 神戸大　　　　 理　　　 物理　　　　 前 　　　 物理学　　
1330-42-0520 神戸大　　　　 理　　　 物理　　　　 後 　　　 物理学　　
1330-46-0010 神戸大　　　　 工　　　 　　　　　　 前 　　　 建築・土木
1330-46-0020 神戸大　　　　 工　　　 　　　　　　 後 　　　 建築・土木
1330-46-0110 神戸大　　　　 工　　　 応用化　　　 前 　　　 応用化学　
1330-46-0120 神戸大　　　　 工　　　 応用化　　　 後 　　　 応用化学　
1330-46-0210 神戸大　　　　 工　　　 機械工　　　 前 　　　 機械工学　
1330-46-0220 神戸大　　　　 工　　　 機械工　　　 後 　　　 機械工学　
1330-46-0410 神戸大　　　　 工　　　 情報知能工　 前 　　　 情報工学　
1330-46-0420 神戸大　　　　 工　　　 情報知能工　 後 　　　 情報工学　
1330-46-0510 神戸大　　　　 工　　　 電気電子工　 前 　　　 電気・電子
1330-46-0520 神戸大　　　　 工　　　 電気電子工　 後 　　　 電気・電子
1330-46-0610 神戸大　　　　 工　　　 建築　　　　 前 　　　 建築・土木
1330-46-0620 神戸大　　　　 工　　　 建築　　　　 後 　　　 建築・土木
1330-46-0710 神戸大　　　　 工　　　 市民工　　　 前 　　　 建築・土木
1330-46-0720 神戸大　　　　 工　　　 市民工　　　 後 　　　 建築・土木
1330-47-0010 神戸大　　　　 海事科学 　　　　　　 前 　　　 船舶・海洋
1330-47-0020 神戸大　　　　 海事科学 　　　　　　 後 　　　 船舶・海洋
1330-55-0010 神戸大　　　　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 医　　　　
1330-55-0020 神戸大　　　　 医　　　 　　　　　　 後 　　　 看護　　　
1330-55-0110 神戸大　　　　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 医　　　　
1330-55-0310 神戸大　　　　 医　　　 保健／看護学 前 　　　 看護　　　
1330-55-0320 神戸大　　　　 医　　　 保健／看護学 後 　　　 看護　　　
1330-55-0410 神戸大　　　　 医　　　 保健／検査技 前 　　　 検査技術　
1330-55-0420 神戸大　　　　 医　　　 保健／検査技 後 　　　 検査技術　
1330-55-0510 神戸大　　　　 医　　　 保健／作業療 前 　　　 作業療法　
1330-55-0520 神戸大　　　　 医　　　 保健／作業療 後 　　　 作業療法　
1330-55-0610 神戸大　　　　 医　　　 保健／理学療 前 　　　 理学療法　
1330-55-0620 神戸大　　　　 医　　　 保健／理学療 後 　　　 理学療法　
1330-72-0010 神戸大　　　　 農　　　 　　　　　　 前 　　　 農学　　　
1330-72-0020 神戸大　　　　 農　　　 　　　　　　 後 　　　 農学　　　
1330-72-0610 神戸大　　　　 農　　　 食料／生産環 前 　　　 農業工学・
1330-72-0620 神戸大　　　　 農　　　 食料／生産環 後 　　　 農業工学・
1330-72-0710 神戸大　　　　 農　　　 食料／食料環 前 　　　 農業経済学
1330-72-0720 神戸大　　　　 農　　　 食料／食料環 後 　　　 農業経済学
1330-72-0810 神戸大　　　　 農　　　 資源／応用動 前 　　　 畜産学　　
1330-72-0820 神戸大　　　　 農　　　 資源／応用動 後 　　　 畜産学　　
1330-72-0910 神戸大　　　　 農　　　 資源／応用植 前 　　　 農学　　　
1330-72-0920 神戸大　　　　 農　　　 資源／応用植 後 　　　 農学　　　
1330-72-1010 神戸大　　　　 農　　　 生命／応用生 前 　　　 農芸化学　
1330-72-1020 神戸大　　　　 農　　　 生命／応用生 後 　　　 農芸化学　
1330-72-1110 神戸大　　　　 農　　　 生命／環境生 前 　　　 農芸化学　
1330-72-1120 神戸大　　　　 農　　　 生命／環境生 後 　　　 農芸化学　
1340-31-0010 兵庫教育大　　 学校教育 　　　　　　 前 　　　 心理学　　



1340-31-0020 兵庫教育大　　 学校教育 　　　　　　 後 　　　 心理学　　
1340-31-0110 兵庫教育大　　 学校教育 学校教育　　 前 　　　 小学校　　
1340-31-0120 兵庫教育大　　 学校教育 学校教育　　 後 　　　 小学校　　
1345-30-0010 奈良教育大　　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 小学校　　
1345-30-0020 奈良教育大　　 教育　　 　　　　　　 後 　　　 小学校　　
1345-30-6810 奈良教育大　　 教育　　 学校／教育学 前 　　　 教育学　　
1345-30-6820 奈良教育大　　 教育　　 学校／教育学 後 　　　 教育学　　
1345-30-6910 奈良教育大　　 教育　　 学校／心理学 前 　　　 心理学　　
1345-30-6920 奈良教育大　　 教育　　 学校／心理学 後 　　　 心理学　　
1345-30-7010 奈良教育大　　 教育　　 学校／幼年教 前 　　　 幼稚園　　
1345-30-7020 奈良教育大　　 教育　　 学校／幼年教 後 　　　 幼稚園　　
1345-30-7110 奈良教育大　　 教育　　 学校／特別支 前 　　　 特別支援教
1345-30-7120 奈良教育大　　 教育　　 学校／特別支 後 　　　 特別支援教
1345-30-7210 奈良教育大　　 教育　　 学校／国語初 前 　　　 小学校　　
1345-30-7220 奈良教育大　　 教育　　 学校／国語初 後 　　　 小学校　　
1345-30-7310 奈良教育大　　 教育　　 学校／国語中 前 　　　 中高－国語
1345-30-7320 奈良教育大　　 教育　　 学校／国語中 後 　　　 中高－国語
1345-30-7410 奈良教育大　　 教育　　 学校／社会初 前 　　　 小学校　　
1345-30-7420 奈良教育大　　 教育　　 学校／社会初 後 　　　 小学校　　
1345-30-7510 奈良教育大　　 教育　　 学校／社会中 前 　　　 中高－社会
1345-30-7520 奈良教育大　　 教育　　 学校／社会中 後 　　　 中高－社会
1345-30-7610 奈良教育大　　 教育　　 学校／数学初 前 　　　 小学校　　
1345-30-7620 奈良教育大　　 教育　　 学校／数学初 後 　　　 小学校　　
1345-30-7710 奈良教育大　　 教育　　 学校／数学中 前 　　　 中高－数学
1345-30-7720 奈良教育大　　 教育　　 学校／数学中 後 　　　 中高－数学
1345-30-7810 奈良教育大　　 教育　　 学校／理科初 前 　　　 小学校　　
1345-30-7820 奈良教育大　　 教育　　 学校／理科初 後 　　　 小学校　　
1345-30-7910 奈良教育大　　 教育　　 学校／理科中 前 　　　 中高－理科
1345-30-7920 奈良教育大　　 教育　　 学校／理科中 後 　　　 中高－理科
1345-30-8010 奈良教育大　　 教育　　 学校／音楽初 前 　　　 小学校　　
1345-30-8020 奈良教育大　　 教育　　 学校／音楽初 後 　　　 小学校　　
1345-30-8110 奈良教育大　　 教育　　 学校／音楽中 前 　　　 中高－音楽
1345-30-8120 奈良教育大　　 教育　　 学校／音楽中 後 　　　 中高－音楽
1345-30-8210 奈良教育大　　 教育　　 学校／美術初 前 　　　 小学校　　
1345-30-8220 奈良教育大　　 教育　　 学校／美術初 後 　　　 小学校　　
1345-30-8310 奈良教育大　　 教育　　 学校／美術中 前 　　　 中高－美術
1345-30-8320 奈良教育大　　 教育　　 学校／美術中 後 　　　 中高－美術
1345-30-8410 奈良教育大　　 教育　　 学校／保体初 前 　　　 小学校　　
1345-30-8420 奈良教育大　　 教育　　 学校／保体初 後 　　　 小学校　　
1345-30-8510 奈良教育大　　 教育　　 学校／保体中 前 　　　 中高－体育
1345-30-8520 奈良教育大　　 教育　　 学校／保体中 後 　　　 中高－体育
1345-30-8610 奈良教育大　　 教育　　 学校／家庭初 前 　　　 小学校　　
1345-30-8620 奈良教育大　　 教育　　 学校／家庭初 後 　　　 小学校　　
1345-30-8710 奈良教育大　　 教育　　 学校／家庭中 前 　　　 中高－家庭
1345-30-8720 奈良教育大　　 教育　　 学校／家庭中 後 　　　 中高－家庭
1345-30-8810 奈良教育大　　 教育　　 学校／技術中 前 　　　 中高－技術
1345-30-8820 奈良教育大　　 教育　　 学校／技術中 後 　　　 中高－技術
1345-30-8910 奈良教育大　　 教育　　 学校／英語中 前 　　　 中高－英語
1345-30-8920 奈良教育大　　 教育　　 学校／英語中 後 　　　 中高－英語
1345-30-9010 奈良教育大　　 教育　　 学校／書道教 前 　　　 その他教員
1345-30-9020 奈良教育大　　 教育　　 学校／書道教 後 　　　 その他教員
1345-30-9110 奈良教育大　　 教育　　 学校／文化遺 前 　　　 考古学・文
1345-30-9120 奈良教育大　　 教育　　 学校／文化遺 後 　　　 考古学・文
1350-01-0010 奈良女子大　　 文　　　 　　　　　　 前 　　　 文化学　　
1350-01-0020 奈良女子大　　 文　　　 　　　　　　 後 　　　 文化学　　
1350-42-0010 奈良女子大　　 理　　　 　　　　　　 前 　　　 数学　　　
1350-42-0020 奈良女子大　　 理　　　 　　　　　　 後 　　　 数学　　　
1350-42-0610 奈良女子大　　 理　　　 数物科学　　 前 　　　 数学　　　
1350-42-0620 奈良女子大　　 理　　　 数物科学　　 後 　　　 数学　　　



1350-42-0810 奈良女子大　　 理　　　 化学／化学　 前 　　　 化学　　　
1350-42-0820 奈良女子大　　 理　　　 化学／化学　 後 　　　 化学　　　
1350-42-0910 奈良女子大　　 理　　　 化学／生物科 前 　　　 生物学　　
1350-42-0920 奈良女子大　　 理　　　 化学／生物科 後 　　　 生物学　　
1350-42-1010 奈良女子大　　 理　　　 化学／環境科 前 　　　 総合理学　
1350-42-1020 奈良女子大　　 理　　　 化学／環境科 後 　　　 総合理学　
1350-79-0010 奈良女子大　　 生活環境 　　　　　　 前 　　　 生活科学　
1350-79-0020 奈良女子大　　 生活環境 　　　　　　 後 　　　 生活科学　
1350-79-0710 奈良女子大　　 生活環境 食物栄養　　 前 　　　 食物・栄養
1350-79-0720 奈良女子大　　 生活環境 食物栄養　　 後 　　　 食物・栄養
1350-79-0910 奈良女子大　　 生活環境 住環境　　　 前 　　　 住居学　　
1350-79-0920 奈良女子大　　 生活環境 住環境　　　 後 　　　 住居学　　
1350-79-1010 奈良女子大　　 生活環境 生活文化　　 前 　　　 生活科学　
1350-79-1020 奈良女子大　　 生活環境 生活文化　　 後 　　　 生活科学　
1350-79-1310 奈良女子大　　 生活環境 心身健康　　 前 　　　 生活科学　
1350-79-1320 奈良女子大　　 生活環境 心身健康　　 後 　　　 生活科学　
1350-79-1420 奈良女子大　　 生活環境 情報衣環境　 後 　　　 被服・服飾
1350-79-1510 奈良女子大　　 生活環境 情報／衣環境 前 　　　 被服・服飾
1350-79-1610 奈良女子大　　 生活環境 情報／生活情 前 　　　 情報科学　
1355-18-0010 和歌山大　　　 経済　　 　　　　　　 前 　　　 法学　　　
1355-18-0020 和歌山大　　　 経済　　 　　　　　　 後 　　　 法学　　　
1355-18-0610 和歌山大　　　 経済　　 経済　　　　 前 　　　 経済学　　
1355-18-0620 和歌山大　　　 経済　　 経済　　　　 後 　　　 経済学　　
1355-27-0010 和歌山大　　　 観光　　 　　　　　　 前 　　　 文化学　　
1355-27-0020 和歌山大　　　 観光　　 　　　　　　 後 　　　 文化学　　
1355-27-0110 和歌山大　　　 観光　　 観光　　　　 前 　　　 観光学　　
1355-27-0120 和歌山大　　　 観光　　 観光　　　　 後 　　　 観光学　　
1355-30-0010 和歌山大　　　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 小学校　　
1355-30-0020 和歌山大　　　 教育　　 　　　　　　 後 　　　 心理学　　
1355-30-5010 和歌山大　　　 教育　　 学校／文科系 前 　　　 小学校　　
1355-30-5020 和歌山大　　　 教育　　 学校／文科系 後 　　　 小学校　　
1355-30-5110 和歌山大　　　 教育　　 学校／理科系 前 　　　 小学校　　
1355-30-5120 和歌山大　　　 教育　　 学校／理科系 後 　　　 小学校　　
1355-30-5210 和歌山大　　　 教育　　 学校／音・美 前 　　　 小学校　　
1355-30-5310 和歌山大　　　 教育　　 学校／保健体 前 　　　 小学校　　
1355-47-0010 和歌山大　　　 シス工　 　　　　　　 前 　　　 機械工学　
1355-47-0020 和歌山大　　　 シス工　 　　　　　　 後 　　　 機械工学　
1355-47-0610 和歌山大　　　 シス工　 システム工　 前 　　　 情報工学　
1355-47-0620 和歌山大　　　 シス工　 システム工　 後 　　　 情報工学　
1360-27-0010 鳥取大　　　　 地域　　 　　　　　　 前 　　　 文化学　　
1360-27-0020 鳥取大　　　　 地域　　 　　　　　　 後 　　　 文化学　　
1360-27-0610 鳥取大　　　　 地域　　 地域／地域創 前 　　　 政治学　　
1360-27-0620 鳥取大　　　　 地域　　 地域／地域創 後 　　　 政治学　　
1360-27-0710 鳥取大　　　　 地域　　 地域／人間形 前 　　　 小学校　　
1360-27-0720 鳥取大　　　　 地域　　 地域／人間形 後 　　　 小学校　　
1360-27-0810 鳥取大　　　　 地域　　 地域／国際地 前 　　　 文化学　　
1360-27-0820 鳥取大　　　　 地域　　 地域／国際地 後 　　　 文化学　　
1360-46-0010 鳥取大　　　　 工　　　 　　　　　　 前 　　　 機械工学　
1360-46-0020 鳥取大　　　　 工　　　 　　　　　　 後 　　　 機械工学　
1360-46-0910 鳥取大　　　　 工　　　 機械物理系　 前 　　　 機械工学　
1360-46-0920 鳥取大　　　　 工　　　 機械物理系　 後 　　　 機械工学　
1360-46-1010 鳥取大　　　　 工　　　 電気情報系　 前 　　　 電気・電子
1360-46-1020 鳥取大　　　　 工　　　 電気情報系　 後 　　　 電気・電子
1360-46-1110 鳥取大　　　　 工　　　 化学バイオ系 前 　　　 応用化学　
1360-46-1120 鳥取大　　　　 工　　　 化学バイオ系 後 　　　 応用化学　
1360-46-1210 鳥取大　　　　 工　　　 社会システム 前 　　　 建築・土木
1360-46-1220 鳥取大　　　　 工　　　 社会システム 後 　　　 建築・土木
1360-55-0010 鳥取大　　　　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 医　　　　
1360-55-0020 鳥取大　　　　 医　　　 　　　　　　 後 　　　 生物工学　



1360-55-0111 鳥取大　　　　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 医　　　　
1360-55-0112 鳥取大　　　　 医　　　 医　　　　　 前 鳥取枠 医　　　　
1360-55-0113 鳥取大　　　　 医　　　 医　　　　　 前 兵庫枠 医　　　　
1360-55-0114 鳥取大　　　　 医　　　 医　　　　　 前 島根枠 医　　　　
1360-55-0115 鳥取大　　　　 医　　　 医　　　　　 前 山口枠 医　　　　
1360-55-0120 鳥取大　　　　 医　　　 医　　　　　 後 　　　 医　　　　
1360-55-0210 鳥取大　　　　 医　　　 生命科学　　 前 　　　 生物工学　
1360-55-0220 鳥取大　　　　 医　　　 生命科学　　 後 　　　 生物工学　
1360-55-0411 鳥取大　　　　 医　　　 保健／看護学 前 　　　 看護　　　
1360-55-0412 鳥取大　　　　 医　　　 保健／看護学 前 養成枠 看護　　　
1360-55-0420 鳥取大　　　　 医　　　 保健／看護学 後 　　　 看護　　　
1360-55-0510 鳥取大　　　　 医　　　 保健／検査技 前 　　　 検査技術　
1360-55-0520 鳥取大　　　　 医　　　 保健／検査技 後 　　　 検査技術　
1360-72-0010 鳥取大　　　　 農　　　 　　　　　　 前 　　　 農学　　　
1360-72-0020 鳥取大　　　　 農　　　 　　　　　　 後 　　　 農学　　　
1360-72-0310 鳥取大　　　　 農　　　 共同獣医　　 前 　　　 獣医学　　
1360-72-0410 鳥取大　　　　 農　　　 生命環境農　 前 　　　 農学　　　
1360-72-0420 鳥取大　　　　 農　　　 生命環境農　 後 　　　 農学　　　
1365-03-0010 島根大　　　　 法文　　 　　　　　　 前 　　　 日本文学　
1365-03-0020 島根大　　　　 法文　　 　　　　　　 後 　　　 日本文学　
1365-03-0410 島根大　　　　 法文　　 言語文化　　 前 　　　 文化学　　
1365-03-0420 島根大　　　　 法文　　 言語文化　　 後 　　　 文化学　　
1365-03-0510 島根大　　　　 法文　　 法経　　　　 前 　　　 法学　　　
1365-03-0520 島根大　　　　 法文　　 法経　　　　 後 　　　 法学　　　
1365-03-0610 島根大　　　　 法文　　 社会文化　　 前 　　　 社会学　　
1365-03-0620 島根大　　　　 法文　　 社会文化　　 後 　　　 社会学　　
1365-30-0010 島根大　　　　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 小学校　　
1365-30-0020 島根大　　　　 教育　　 　　　　　　 後 　　　 小学校　　
1365-30-5310 島根大　　　　 教育　　 学校教育Ⅰ類 前 　　　 小学校　　
1365-30-5320 島根大　　　　 教育　　 学校教育Ⅰ類 後 　　　 小学校　　
1365-30-5410 島根大　　　　 教育　　 学校／音楽　 前 　　　 中高－音楽
1365-30-5510 島根大　　　　 教育　　 学校／美術　 前 　　　 中高－美術
1365-30-5610 島根大　　　　 教育　　 学校／健康ス 前 　　　 中高－体育
1365-37-0010 島根大　　　　 人間科学 　　　　　　 前 　　　 心理学　　
1365-37-0020 島根大　　　　 人間科学 　　　　　　 後 　　　 心理学　　
1365-37-0110 島根大　　　　 人間科学 人間科学　　 前 　　　 心理学　　
1365-37-0120 島根大　　　　 人間科学 人間科学　　 後 　　　 心理学　　
1365-47-0010 島根大　　　　 総合理工 　　　　　　 前 　　　 電気・電子
1365-47-0020 島根大　　　　 総合理工 　　　　　　 後 　　　 電気・電子
1365-47-0510 島根大　　　　 総合理工 機械・電気電 前 　　　 電気・電子
1365-47-0520 島根大　　　　 総合理工 機械・電気電 後 　　　 電気・電子
1365-47-0810 島根大　　　　 総合理工 物理・マテリ 前 　　　 物理学　　
1365-47-0820 島根大　　　　 総合理工 物理・マテリ 後 　　　 物理学　　
1365-47-0910 島根大　　　　 総合理工 物質化　　　 前 　　　 化学　　　
1365-47-0920 島根大　　　　 総合理工 物質化　　　 後 　　　 化学　　　
1365-47-1010 島根大　　　　 総合理工 地球科学　　 前 　　　 地球科学　
1365-47-1020 島根大　　　　 総合理工 地球科学　　 後 　　　 地球科学　
1365-47-1110 島根大　　　　 総合理工 数理科学　　 前 　　　 数学　　　
1365-47-1120 島根大　　　　 総合理工 数理科学　　 後 　　　 数学　　　
1365-47-1210 島根大　　　　 総合理工 知能情報デザ 前 　　　 情報工学　
1365-47-1220 島根大　　　　 総合理工 知能情報デザ 後 　　　 情報工学　
1365-47-1310 島根大　　　　 総合理工 建築デザイン 前 　　　 建築・土木
1365-47-1320 島根大　　　　 総合理工 建築デザイン 後 　　　 建築・土木
1365-55-0010 島根大　　　　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 医　　　　
1365-55-0020 島根大　　　　 医　　　 　　　　　　 後 　　　 看護　　　
1365-55-0111 島根大　　　　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 医　　　　
1365-55-0112 島根大　　　　 医　　　 医　　　　　 前 定着枠 医　　　　
1365-55-0210 島根大　　　　 医　　　 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
1365-55-0220 島根大　　　　 医　　　 看護　　　　 後 　　　 看護　　　



1365-74-0010 島根大　　　　 生物資源 　　　　　　 前 　　　 農学　　　
1365-74-0020 島根大　　　　 生物資源 　　　　　　 後 　　　 農学　　　
1365-74-0610 島根大　　　　 生物資源 農林生産　　 前 　　　 農学　　　
1365-74-0620 島根大　　　　 生物資源 農林生産　　 後 　　　 農学　　　
1365-74-0810 島根大　　　　 生物資源 生命科学　　 前 　　　 生物学　　
1365-74-0820 島根大　　　　 生物資源 生命科学　　 後 　　　 生物学　　
1365-74-0910 島根大　　　　 生物資源 環境共生科学 前 　　　 農業工学・
1365-74-0920 島根大　　　　 生物資源 環境共生科学 後 　　　 農業工学・
1375-01-0010 岡山大　　　　 文　　　 　　　　　　 前 　　　 日本文学　
1375-01-0020 岡山大　　　　 文　　　 　　　　　　 後 　　　 日本文学　
1375-01-0510 岡山大　　　　 文　　　 人文　　　　 前 　　　 哲学倫理宗
1375-01-0520 岡山大　　　　 文　　　 人文　　　　 後 　　　 哲学倫理宗
1375-12-0010 岡山大　　　　 法　　　 　　　　　　 前 　　　 法学　　　
1375-12-0020 岡山大　　　　 法　　　 　　　　　　 後 　　　 法学　　　
1375-12-0110 岡山大　　　　 法　　　 法　　　　　 前 　　　 法学　　　
1375-12-0120 岡山大　　　　 法　　　 法　　　　　 後 　　　 法学　　　
1375-17-0010 岡山大　　　　 法夜　　 　　　　　　 前 　　　 法学　　　
1375-17-0020 岡山大　　　　 法夜　　 　　　　　　 後 　　　 法学　　　
1375-17-0110 岡山大　　　　 法夜　　 法　　　　　 前 　　　 法学　　　
1375-17-0120 岡山大　　　　 法夜　　 法　　　　　 後 　　　 法学　　　
1375-18-0010 岡山大　　　　 経済　　 　　　　　　 前 　　　 経済学　　
1375-18-0020 岡山大　　　　 経済　　 　　　　　　 後 　　　 経済学　　
1375-18-0110 岡山大　　　　 経済　　 経済　　　　 前 　　　 経済学　　
1375-18-0120 岡山大　　　　 経済　　 経済　　　　 後 　　　 経済学　　
1375-24-0010 岡山大　　　　 経済夜　 　　　　　　 前 　　　 法学　　　
1375-24-0020 岡山大　　　　 経済夜　 　　　　　　 後 　　　 法学　　　
1375-24-0110 岡山大　　　　 経済夜　 経済　　　　 前 　　　 経済学　　
1375-24-0120 岡山大　　　　 経済夜　 経済　　　　 後 　　　 経済学　　
1375-30-0010 岡山大　　　　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 中高－家庭
1375-30-1710 岡山大　　　　 教育　　 養護教諭　　 前 　　　 養護　　　
1375-30-2110 岡山大　　　　 教育　　 学校／小学校 前 　　　 小学校　　
1375-30-2211 岡山大　　　　 教育　　 学校／中学校 前 文系　 中高－国語
1375-30-2212 岡山大　　　　 教育　　 学校／中学校 前 理系　 中高－数学
1375-30-2216 岡山大　　　　 教育　　 学校／中学校 前 実技系 中高－音楽
1375-30-2310 岡山大　　　　 教育　　 学校／特別支 前 　　　 特別支援教
1375-30-2410 岡山大　　　　 教育　　 学校／幼児教 前 　　　 幼稚園　　
1375-42-0010 岡山大　　　　 理　　　 　　　　　　 前 　　　 数学　　　
1375-42-0020 岡山大　　　　 理　　　 　　　　　　 後 　　　 数学　　　
1375-42-0110 岡山大　　　　 理　　　 化学　　　　 前 　　　 化学　　　
1375-42-0120 岡山大　　　　 理　　　 化学　　　　 後 　　　 化学　　　
1375-42-0210 岡山大　　　　 理　　　 数学　　　　 前 　　　 数学　　　
1375-42-0220 岡山大　　　　 理　　　 数学　　　　 後 　　　 数学　　　
1375-42-0310 岡山大　　　　 理　　　 生物　　　　 前 　　　 生物学　　
1375-42-0320 岡山大　　　　 理　　　 生物　　　　 後 　　　 生物学　　
1375-42-0410 岡山大　　　　 理　　　 地球科学　　 前 　　　 地球科学　
1375-42-0420 岡山大　　　　 理　　　 地球科学　　 後 　　　 地球科学　
1375-42-0510 岡山大　　　　 理　　　 物理　　　　 前 　　　 物理学　　
1375-42-0520 岡山大　　　　 理　　　 物理　　　　 後 　　　 物理学　　
1375-46-0010 岡山大　　　　 工　　　 　　　　　　 前 　　　 機械工学　
1375-46-0020 岡山大　　　　 工　　　 　　　　　　 後 　　　 機械工学　
1375-46-1110 岡山大　　　　 工　　　 機械システム 前 　　　 機械工学　
1375-46-1120 岡山大　　　　 工　　　 機械システム 後 　　　 機械工学　
1375-46-1210 岡山大　　　　 工　　　 電気通信系　 前 　　　 電気・電子
1375-46-1220 岡山大　　　　 工　　　 電気通信系　 後 　　　 電気・電子
1375-46-1310 岡山大　　　　 工　　　 情報系　　　 前 　　　 情報工学　
1375-46-1320 岡山大　　　　 工　　　 情報系　　　 後 　　　 情報工学　
1375-46-1410 岡山大　　　　 工　　　 化学生命系　 前 　　　 生物工学　
1375-46-1420 岡山大　　　　 工　　　 化学生命系　 後 　　　 生物工学　
1375-47-0010 岡山大　　　　 環境理工 　　　　　　 前 　　　 数学　　　



1375-47-0020 岡山大　　　　 環境理工 　　　　　　 後 　　　 建築・土木
1375-47-0110 岡山大　　　　 環境理工 環境管理工　 前 　　　 農学　　　
1375-47-0120 岡山大　　　　 環境理工 環境管理工　 後 　　　 農学　　　
1375-47-0210 岡山大　　　　 環境理工 環境数理　　 前 　　　 情報科学　
1375-47-0310 岡山大　　　　 環境理工 環境デザイン 前 　　　 建築・土木
1375-47-0320 岡山大　　　　 環境理工 環境デザイン 後 　　　 建築・土木
1375-47-0410 岡山大　　　　 環境理工 環境物質工　 前 　　　 応用化学　
1375-55-0010 岡山大　　　　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 医　　　　
1375-55-0020 岡山大　　　　 医　　　 　　　　　　 後 　　　 看護　　　
1375-55-0110 岡山大　　　　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 医　　　　
1375-55-0310 岡山大　　　　 医　　　 保健／看護学 前 　　　 看護　　　
1375-55-0320 岡山大　　　　 医　　　 保健／看護学 後 　　　 看護　　　
1375-55-0410 岡山大　　　　 医　　　 保健／放射線 前 　　　 放射線技術
1375-55-0420 岡山大　　　　 医　　　 保健／放射線 後 　　　 放射線技術
1375-55-0510 岡山大　　　　 医　　　 保健／検査技 前 　　　 検査技術　
1375-55-0520 岡山大　　　　 医　　　 保健／検査技 後 　　　 検査技術　
1375-58-0010 岡山大　　　　 歯　　　 　　　　　　 前 　　　 歯　　　　
1375-58-0020 岡山大　　　　 歯　　　 　　　　　　 後 　　　 歯　　　　
1375-58-0110 岡山大　　　　 歯　　　 歯　　　　　 前 　　　 歯　　　　
1375-58-0120 岡山大　　　　 歯　　　 歯　　　　　 後 　　　 歯　　　　
1375-61-0010 岡山大　　　　 薬　　　 　　　　　　 前 　　　 薬　　　　
1375-61-0020 岡山大　　　　 薬　　　 　　　　　　 後 　　　 薬　　　　
1375-61-0110 岡山大　　　　 薬　　　 創薬科学　　 前 　　　 薬　　　　
1375-61-0120 岡山大　　　　 薬　　　 創薬科学　　 後 　　　 薬　　　　
1375-61-0310 岡山大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 前 　　　 薬　　　　
1375-61-0320 岡山大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 後 　　　 薬　　　　
1375-72-0010 岡山大　　　　 農　　　 　　　　　　 前 　　　 生物工学　
1375-72-0020 岡山大　　　　 農　　　 　　　　　　 後 　　　 生物工学　
1375-72-0110 岡山大　　　　 農　　　 総合農業科学 前 　　　 農芸化学　
1375-72-0120 岡山大　　　　 農　　　 総合農業科学 後 　　　 農芸化学　
1380-01-0010 広島大　　　　 文　　　 　　　　　　 前 　　　 日本文学　
1380-01-0020 広島大　　　　 文　　　 　　　　　　 後 　　　 日本文学　
1380-01-1610 広島大　　　　 文　　　 人文　　　　 前 　　　 哲学倫理宗
1380-01-1620 広島大　　　　 文　　　 人文　　　　 後 　　　 哲学倫理宗
1380-12-0010 広島大　　　　 法　　　 　　　　　　 前 　　　 法学　　　
1380-12-0020 広島大　　　　 法　　　 　　　　　　 後 　　　 法学　　　
1380-12-0110 広島大　　　　 法　　　 法　　　　　 前 　　　 法学　　　
1380-12-0120 広島大　　　　 法　　　 法　　　　　 後 　　　 法学　　　
1380-17-0010 広島大　　　　 法夜　　 　　　　　　 前 　　　 法学　　　
1380-17-0020 広島大　　　　 法夜　　 　　　　　　 後 　　　 法学　　　
1380-17-0110 広島大　　　　 法夜　　 法　　　　　 前 　　　 法学　　　
1380-17-0120 広島大　　　　 法夜　　 法　　　　　 後 　　　 法学　　　
1380-18-0010 広島大　　　　 経済　　 　　　　　　 前 　　　 経済学　　
1380-18-0020 広島大　　　　 経済　　 　　　　　　 後 　　　 経済学　　
1380-18-0110 広島大　　　　 経済　　 経済　　　　 前 　　　 経済学　　
1380-18-0120 広島大　　　　 経済　　 経済　　　　 後 　　　 経済学　　
1380-24-0010 広島大　　　　 経済夜　 　　　　　　 前 　　　 経済学　　
1380-24-0020 広島大　　　　 経済夜　 　　　　　　 後 　　　 経済学　　
1380-24-0110 広島大　　　　 経済夜　 経済　　　　 前 　　　 経済学　　
1380-24-0120 広島大　　　　 経済夜　 経済　　　　 後 　　　 経済学　　
1380-30-0010 広島大　　　　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 小学校　　
1380-30-0020 広島大　　　　 教育　　 　　　　　　 後 　　　 小学校　　
1380-30-2010 広島大　　　　 教育　　 学校／初等教 前 　　　 小学校　　
1380-30-2020 広島大　　　　 教育　　 学校／初等教 後 　　　 小学校　　
1380-30-2110 広島大　　　　 教育　　 学校／特別支 前 　　　 特別支援教
1380-30-2120 広島大　　　　 教育　　 学校／特別支 後 　　　 特別支援教
1380-30-2210 広島大　　　　 教育　　 科学／自然系 前 　　　 中高－理科
1380-30-2220 広島大　　　　 教育　　 科学／自然系 後 　　　 中高－理科
1380-30-2310 広島大　　　　 教育　　 科学／数理系 前 　　　 中高－数学



1380-30-2320 広島大　　　　 教育　　 科学／数理系 後 　　　 中高－数学
1380-30-2410 広島大　　　　 教育　　 科学／技術情 前 　　　 中高－技術
1380-30-2420 広島大　　　　 教育　　 科学／技術情 後 　　　 中高－技術
1380-30-2510 広島大　　　　 教育　　 科学／社会系 前 　　　 中高－社会
1380-30-2520 広島大　　　　 教育　　 科学／社会系 後 　　　 中高－社会
1380-30-2610 広島大　　　　 教育　　 言語／国語文 前 　　　 中高－国語
1380-30-2710 広島大　　　　 教育　　 言語／英語文 前 　　　 中高－英語
1380-30-2810 広島大　　　　 教育　　 言語／日本語 前 　　　 日本語教育
1380-30-2910 広島大　　　　 教育　　 生涯／健康ス 前 　　　 中高－体育
1380-30-2920 広島大　　　　 教育　　 生涯／健康ス 後 　　　 中高－体育
1380-30-3010 広島大　　　　 教育　　 生涯／人間生 前 　　　 中高－家庭
1380-30-3020 広島大　　　　 教育　　 生涯／人間生 後 　　　 中高－家庭
1380-30-3110 広島大　　　　 教育　　 生涯／音楽文 前 　　　 中高－音楽
1380-30-3120 広島大　　　　 教育　　 生涯／音楽文 後 　　　 中高－音楽
1380-30-3210 広島大　　　　 教育　　 生涯／造形芸 前 　　　 中高－美術
1380-30-3220 広島大　　　　 教育　　 生涯／造形芸 後 　　　 中高－美術
1380-30-3310 広島大　　　　 教育　　 人間／教育学 前 　　　 ０免課程　
1380-30-3320 広島大　　　　 教育　　 人間／教育学 後 　　　 ０免課程　
1380-30-3410 広島大　　　　 教育　　 人間／心理学 前 　　　 ０免課程　
1380-30-3420 広島大　　　　 教育　　 人間／心理学 後 　　　 ０免課程　
1380-37-0010 広島大　　　　 総合科学 　　　　　　 前 　　　 総合科学　
1380-37-0020 広島大　　　　 総合科学 　　　　　　 後 　　　 文化学　　
1380-37-0111 広島大　　　　 総合科学 総合科学　　 前 文科系 人間科学　
1380-37-0112 広島大　　　　 総合科学 総合科学　　 前 理科系 人間科学　
1380-37-0120 広島大　　　　 総合科学 総合科学　　 後 　　　 人間科学　
1380-37-0211 広島大　　　　 総合科学 国際共創　　 前 文科系 総合科学　
1380-37-0212 広島大　　　　 総合科学 国際共創　　 前 理科系 総合科学　
1380-38-0010 広島大　　　　 情報科学 　　　　　　 前 　　　 情報科学　
1380-38-0020 広島大　　　　 情報科学 　　　　　　 後 　　　 情報科学　
1380-38-0111 広島大　　　　 情報科学 情報科学　　 前 Ａ型　 情報科学　
1380-38-0112 広島大　　　　 情報科学 情報科学　　 前 Ｂ型　 情報科学　
1380-38-0120 広島大　　　　 情報科学 情報科学　　 後 　　　 情報科学　
1380-42-0010 広島大　　　　 理　　　 　　　　　　 前 　　　 数学　　　
1380-42-0020 広島大　　　　 理　　　 　　　　　　 後 　　　 数学　　　
1380-42-0110 広島大　　　　 理　　　 化学　　　　 前 　　　 化学　　　
1380-42-0120 広島大　　　　 理　　　 化学　　　　 後 　　　 化学　　　
1380-42-0210 広島大　　　　 理　　　 数学　　　　 前 　　　 数学　　　
1380-42-0220 広島大　　　　 理　　　 数学　　　　 後 　　　 数学　　　
1380-42-0310 広島大　　　　 理　　　 生物科学　　 前 　　　 生物学　　
1380-42-0410 広島大　　　　 理　　　 地球惑星シス 前 　　　 地球科学　
1380-42-0420 広島大　　　　 理　　　 地球惑星シス 後 　　　 地球科学　
1380-42-0710 広島大　　　　 理　　　 物理　　　　 前 　　　 物理学　　
1380-42-0720 広島大　　　　 理　　　 物理　　　　 後 　　　 物理学　　
1380-46-0010 広島大　　　　 工　　　 　　　　　　 前 　　　 機械工学　
1380-46-0020 広島大　　　　 工　　　 　　　　　　 後 　　　 機械工学　
1380-46-0410 広島大　　　　 工　　　 建設・環境系 前 　　　 建築・土木
1380-46-0420 広島大　　　　 工　　　 建設・環境系 後 　　　 建築・土木
1380-46-0510 広島大　　　　 工　　　 機械・輸送系 前 　　　 機械工学　
1380-46-0520 広島大　　　　 工　　　 機械・輸送系 後 　　　 機械工学　
1380-46-0610 広島大　　　　 工　　　 電気・シス系 前 　　　 電気・電子
1380-46-0620 広島大　　　　 工　　　 電気・シス系 後 　　　 電気・電子
1380-46-0710 広島大　　　　 工　　　 応用・生物系 前 　　　 応用化学　
1380-46-0720 広島大　　　　 工　　　 応用・生物系 後 　　　 応用化学　
1380-46-0810 広島大　　　　 工　　　 工学特別　　 前 　　　 機械工学　
1380-55-0010 広島大　　　　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 看護　　　
1380-55-0020 広島大　　　　 医　　　 　　　　　　 後 　　　 医　　　　
1380-55-0110 広島大　　　　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 医　　　　
1380-55-0120 広島大　　　　 医　　　 医　　　　　 後 　　　 医　　　　
1380-55-0311 広島大　　　　 医　　　 保健／看護学 前 文科系 看護　　　



1380-55-0312 広島大　　　　 医　　　 保健／看護学 前 理科系 看護　　　
1380-55-0411 広島大　　　　 医　　　 保健／作業療 前 文科系 作業療法　
1380-55-0412 広島大　　　　 医　　　 保健／作業療 前 理科系 作業療法　
1380-55-0510 広島大　　　　 医　　　 保健／理学療 前 　　　 理学療法　
1380-58-0010 広島大　　　　 歯　　　 　　　　　　 前 　　　 医療技術　
1380-58-0020 広島大　　　　 歯　　　 　　　　　　 後 　　　 歯　　　　
1380-58-0110 広島大　　　　 歯　　　 歯　　　　　 前 　　　 歯　　　　
1380-58-0120 広島大　　　　 歯　　　 歯　　　　　 後 　　　 歯　　　　
1380-58-0210 広島大　　　　 歯　　　 口腔／口腔保 前 　　　 医療技術　
1380-58-0310 広島大　　　　 歯　　　 口腔／口腔工 前 　　　 医療技術　
1380-58-0320 広島大　　　　 歯　　　 口腔／口腔工 後 　　　 医療技術　
1380-61-0010 広島大　　　　 薬　　　 　　　　　　 前 　　　 薬　　　　
1380-61-0110 広島大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 前 　　　 薬　　　　
1380-61-0210 広島大　　　　 薬　　　 薬科学　　　 前 　　　 薬　　　　
1380-74-0010 広島大　　　　 生物生産 　　　　　　 前 　　　 農学　　　
1380-74-0020 広島大　　　　 生物生産 　　　　　　 後 　　　 農学　　　
1380-74-0110 広島大　　　　 生物生産 生物生産　　 前 　　　 農芸化学　
1380-74-0120 広島大　　　　 生物生産 生物生産　　 後 　　　 農芸化学　
1385-02-0010 山口大　　　　 人文　　 　　　　　　 前 　　　 日本文学　
1385-02-0020 山口大　　　　 人文　　 　　　　　　 後 　　　 日本文学　
1385-02-0310 山口大　　　　 人文　　 人文　　　　 前 　　　 哲学倫理宗
1385-02-0320 山口大　　　　 人文　　 人文　　　　 後 　　　 哲学倫理宗
1385-18-0010 山口大　　　　 経済　　 　　　　　　 前 　　　 経済学　　
1385-18-0020 山口大　　　　 経済　　 　　　　　　 後 　　　 経済学　　
1385-30-0010 山口大　　　　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 小学校　　
1385-30-2410 山口大　　　　 教育　　 学校／国語　 前 　　　 中高－国語
1385-30-2510 山口大　　　　 教育　　 学校／社会科 前 　　　 中高－社会
1385-30-2610 山口大　　　　 教育　　 学校／数学　 前 　　　 中高－数学
1385-30-2710 山口大　　　　 教育　　 学校／理科　 前 　　　 中高－理科
1385-30-2810 山口大　　　　 教育　　 学校／音楽　 前 　　　 中高－音楽
1385-30-2910 山口大　　　　 教育　　 学校／美術　 前 　　　 中高－美術
1385-30-3010 山口大　　　　 教育　　 学校／保健体 前 　　　 中高－体育
1385-30-3110 山口大　　　　 教育　　 学校／技術　 前 　　　 中高－技術
1385-30-3210 山口大　　　　 教育　　 学校／家政　 前 　　　 中高－家庭
1385-30-3310 山口大　　　　 教育　　 学校／英語　 前 　　　 中高－英語
1385-30-3410 山口大　　　　 教育　　 学校／幼児教 前 　　　 幼稚園　　
1385-30-3510 山口大　　　　 教育　　 学校／特別支 前 　　　 特別支援教
1385-30-4510 山口大　　　　 教育　　 学校／小学総 前 　　　 小学校　　
1385-30-4610 山口大　　　　 教育　　 学校／教育学 前 　　　 小学校　　
1385-30-4710 山口大　　　　 教育　　 学校／心理学 前 　　　 小学校　　
1385-30-4810 山口大　　　　 教育　　 学校／国際理 前 　　　 小学校　　
1385-30-4910 山口大　　　　 教育　　 学校／情報教 前 　　　 その他教員
1385-37-0010 山口大　　　　 国際総合 　　　　　　 前 　　　 国際関係学
1385-37-0020 山口大　　　　 国際総合 　　　　　　 後 　　　 国際関係学
1385-37-0110 山口大　　　　 国際総合 国際総合科学 前 　　　 国際関係学
1385-37-0120 山口大　　　　 国際総合 国際総合科学 後 　　　 国際関係学
1385-42-0010 山口大　　　　 理　　　 　　　　　　 前 　　　 数学　　　
1385-42-0020 山口大　　　　 理　　　 　　　　　　 後 　　　 数学　　　
1385-42-0210 山口大　　　　 理　　　 数理科学　　 前 　　　 数学　　　
1385-42-0220 山口大　　　　 理　　　 数理科学　　 後 　　　 数学　　　
1385-42-0310 山口大　　　　 理　　　 物理・情報科 前 　　　 物理学　　
1385-42-0320 山口大　　　　 理　　　 物理・情報科 後 　　　 物理学　　
1385-42-0410 山口大　　　　 理　　　 生物・化　　 前 　　　 化学　　　
1385-42-0420 山口大　　　　 理　　　 生物・化　　 後 　　　 化学　　　
1385-42-0610 山口大　　　　 理　　　 地球圏システ 前 　　　 地球科学　
1385-42-0620 山口大　　　　 理　　　 地球圏システ 後 　　　 地球科学　
1385-46-0010 山口大　　　　 工　　　 　　　　　　 前 　　　 建築・土木
1385-46-0020 山口大　　　　 工　　　 　　　　　　 後 　　　 建築・土木
1385-46-0110 山口大　　　　 工　　　 応用化　　　 前 　　　 応用化学　



1385-46-0120 山口大　　　　 工　　　 応用化　　　 後 　　　 応用化学　
1385-46-0210 山口大　　　　 工　　　 機械工　　　 前 　　　 機械工学　
1385-46-0220 山口大　　　　 工　　　 機械工　　　 後 　　　 機械工学　
1385-46-0410 山口大　　　　 工　　　 社会建設工　 前 　　　 建築・土木
1385-46-0420 山口大　　　　 工　　　 社会建設工　 後 　　　 建築・土木
1385-46-0510 山口大　　　　 工　　　 知能情報工　 前 　　　 情報工学　
1385-46-0520 山口大　　　　 工　　　 知能情報工　 後 　　　 情報工学　
1385-46-0610 山口大　　　　 工　　　 電気電子工　 前 　　　 電気・電子
1385-46-0620 山口大　　　　 工　　　 電気電子工　 後 　　　 電気・電子
1385-46-0710 山口大　　　　 工　　　 感性デザイン 前 　　　 建築・土木
1385-46-0720 山口大　　　　 工　　　 感性デザイン 後 　　　 建築・土木
1385-46-0810 山口大　　　　 工　　　 循環環境工　 前 　　　 応用化学　
1385-46-0820 山口大　　　　 工　　　 循環環境工　 後 　　　 応用化学　
1385-55-0010 山口大　　　　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 医　　　　
1385-55-0020 山口大　　　　 医　　　 　　　　　　 後 　　　 医　　　　
1385-55-0110 山口大　　　　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 医　　　　
1385-55-0120 山口大　　　　 医　　　 医　　　　　 後 　　　 医　　　　
1385-55-0310 山口大　　　　 医　　　 保健／看護学 前 　　　 看護　　　
1385-55-0320 山口大　　　　 医　　　 保健／看護学 後 　　　 看護　　　
1385-55-0410 山口大　　　　 医　　　 保健／検査技 前 　　　 検査技術　
1385-55-0420 山口大　　　　 医　　　 保健／検査技 後 　　　 検査技術　
1385-72-0010 山口大　　　　 農　　　 　　　　　　 前 　　　 農学　　　
1385-72-0020 山口大　　　　 農　　　 　　　　　　 後 　　　 農学　　　
1385-72-0310 山口大　　　　 農　　　 生物資源環境 前 　　　 農学　　　
1385-72-0320 山口大　　　　 農　　　 生物資源環境 後 　　　 農学　　　
1385-72-0410 山口大　　　　 農　　　 生物機能科学 前 　　　 農芸化学　
1385-72-0420 山口大　　　　 農　　　 生物機能科学 後 　　　 農芸化学　
1385-74-0010 山口大　　　　 共同獣医 　　　　　　 前 　　　 獣医学　　
1385-74-0020 山口大　　　　 共同獣医 　　　　　　 後 　　　 獣医学　　
1385-74-0110 山口大　　　　 共同獣医 獣医　　　　 前 　　　 獣医学　　
1385-74-0120 山口大　　　　 共同獣医 獣医　　　　 後 　　　 獣医学　　
1390-37-0010 徳島大　　　　 総合科学 　　　　　　 前 　　　 心理学　　
1390-37-0020 徳島大　　　　 総合科学 　　　　　　 後 　　　 心理学　　
1390-37-0610 徳島大　　　　 総合科学 社会総合科学 前 　　　 国際関係学
1390-37-0620 徳島大　　　　 総合科学 社会総合科学 後 　　　 国際関係学
1390-47-0010 徳島大　　　　 理工　　 　　　　　　 前 　　　 情報工学　
1390-47-0020 徳島大　　　　 理工　　 　　　　　　 後 　　　 情報工学　
1390-47-0210 徳島大　　　　 理工　　 理工／社会基 前 　　　 建築・土木
1390-47-0220 徳島大　　　　 理工　　 理工／社会基 後 　　　 建築・土木
1390-47-0310 徳島大　　　　 理工　　 理工／機械科 前 　　　 機械工学　
1390-47-0320 徳島大　　　　 理工　　 理工／機械科 後 　　　 機械工学　
1390-47-0410 徳島大　　　　 理工　　 理工／応用化 前 　　　 応用化学　
1390-47-0420 徳島大　　　　 理工　　 理工／応用化 後 　　　 応用化学　
1390-47-0510 徳島大　　　　 理工　　 理工／電気電 前 　　　 電気・電子
1390-47-0520 徳島大　　　　 理工　　 理工／電気電 後 　　　 電気・電子
1390-47-0710 徳島大　　　　 理工　　 理工／応用理 前 　　　 総合理学　
1390-47-0720 徳島大　　　　 理工　　 理工／応用理 後 　　　 総合理学　
1390-47-0810 徳島大　　　　 理工　　 理工／情報系 前 　　　 情報工学　
1390-47-0820 徳島大　　　　 理工　　 理工／情報系 後 　　　 情報工学　
1390-47-0910 徳島大　　　　 理工　　 理工／光系　 前 　　　 情報工学　
1390-47-0920 徳島大　　　　 理工　　 理工／光系　 後 　　　 情報工学　
1390-53-0010 徳島大　　　　 理工夜　 　　　　　　 前 　　　 総合理学　
1390-53-0210 徳島大　　　　 理工夜　 理工／社会基 前 　　　 建築・土木
1390-53-0310 徳島大　　　　 理工夜　 理工／機械科 前 　　　 機械工学　
1390-53-0410 徳島大　　　　 理工夜　 理工／応用化 前 　　　 応用化学　
1390-53-0510 徳島大　　　　 理工夜　 理工／電気電 前 　　　 電気・電子
1390-53-0610 徳島大　　　　 理工夜　 理工／情報光 前 　　　 情報工学　
1390-53-0710 徳島大　　　　 理工夜　 理工／応用理 前 　　　 総合理学　
1390-55-0010 徳島大　　　　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 食物・栄養



1390-55-0020 徳島大　　　　 医　　　 　　　　　　 後 　　　 食物・栄養
1390-55-0110 徳島大　　　　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 医　　　　
1390-55-0410 徳島大　　　　 医　　　 保健／看護学 前 　　　 看護　　　
1390-55-0420 徳島大　　　　 医　　　 保健／看護学 後 　　　 看護　　　
1390-55-0510 徳島大　　　　 医　　　 保健／放射線 前 　　　 放射線技術
1390-55-0520 徳島大　　　　 医　　　 保健／放射線 後 　　　 放射線技術
1390-55-0610 徳島大　　　　 医　　　 保健／検査技 前 　　　 検査技術　
1390-55-0710 徳島大　　　　 医　　　 医科栄養　　 前 　　　 食物・栄養
1390-55-0720 徳島大　　　　 医　　　 医科栄養　　 後 　　　 食物・栄養
1390-58-0010 徳島大　　　　 歯　　　 　　　　　　 前 　　　 歯　　　　
1390-58-0020 徳島大　　　　 歯　　　 　　　　　　 後 　　　 歯　　　　
1390-58-0110 徳島大　　　　 歯　　　 歯　　　　　 前 　　　 歯　　　　
1390-58-0120 徳島大　　　　 歯　　　 歯　　　　　 後 　　　 歯　　　　
1390-58-0210 徳島大　　　　 歯　　　 口腔保健　　 前 　　　 医療技術　
1390-58-0220 徳島大　　　　 歯　　　 口腔保健　　 後 　　　 医療技術　
1390-61-0010 徳島大　　　　 薬　　　 　　　　　　 前 　　　 薬　　　　
1390-61-0020 徳島大　　　　 薬　　　 　　　　　　 後 　　　 薬　　　　
1390-61-0210 徳島大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 前 　　　 薬　　　　
1390-61-0310 徳島大　　　　 薬　　　 創製薬科学　 前 　　　 薬　　　　
1390-61-0320 徳島大　　　　 薬　　　 創製薬科学　 後 　　　 薬　　　　
1390-74-0010 徳島大　　　　 生物資源 　　　　　　 前 　　　 農学　　　
1390-74-0020 徳島大　　　　 生物資源 　　　　　　 後 　　　 農学　　　
1390-74-0110 徳島大　　　　 生物資源 生物資源産業 前 　　　 農学　　　
1390-74-0120 徳島大　　　　 生物資源 生物資源産業 後 　　　 農学　　　
1395-31-0010 鳴門教育大　　 学校教育 　　　　　　 前 　　　 小学校　　
1395-31-0020 鳴門教育大　　 学校教育 　　　　　　 後 　　　 小学校　　
1395-31-1210 鳴門教育大　　 学校教育 学校／幼児教 前 　　　 幼稚園　　
1395-31-1220 鳴門教育大　　 学校教育 学校／幼児教 後 　　　 幼稚園　　
1395-31-1310 鳴門教育大　　 学校教育 学校／小学校 前 　　　 小学校　　
1395-31-1320 鳴門教育大　　 学校教育 学校／小学校 後 　　　 小学校　　
1395-31-1410 鳴門教育大　　 学校教育 学校／特別支 前 　　　 特別支援教
1395-31-3710 鳴門教育大　　 学校教育 学校／国語　 前 　　　 中高－国語
1395-31-3720 鳴門教育大　　 学校教育 学校／国語　 後 　　　 中高－国語
1395-31-3810 鳴門教育大　　 学校教育 学校／英語　 前 　　　 中高－英語
1395-31-3820 鳴門教育大　　 学校教育 学校／英語　 後 　　　 中高－英語
1395-31-3910 鳴門教育大　　 学校教育 学校／社会　 前 　　　 中高－社会
1395-31-3920 鳴門教育大　　 学校教育 学校／社会　 後 　　　 中高－社会
1395-31-4010 鳴門教育大　　 学校教育 学校／算・数 前 　　　 中高－数学
1395-31-4020 鳴門教育大　　 学校教育 学校／算・数 後 　　　 中高－数学
1395-31-4110 鳴門教育大　　 学校教育 学校／理科　 前 　　　 中高－理科
1395-31-4120 鳴門教育大　　 学校教育 学校／理科　 後 　　　 中高－理科
1395-31-4210 鳴門教育大　　 学校教育 学校／音楽　 前 　　　 中高－音楽
1395-31-4310 鳴門教育大　　 学校教育 学校／図・美 前 　　　 中高－美術
1395-31-4410 鳴門教育大　　 学校教育 学校／体・保 前 　　　 中高－体育
1395-31-4510 鳴門教育大　　 学校教育 学校／技術　 前 　　　 中高－技術
1395-31-4610 鳴門教育大　　 学校教育 学校／家庭　 前 　　　 中高－家庭
1400-12-0010 香川大　　　　 法　　　 　　　　　　 前 　　　 法学　　　
1400-12-0020 香川大　　　　 法　　　 　　　　　　 後 　　　 法学　　　
1400-12-0110 香川大　　　　 法　　　 法　　　　　 前 　　　 法学　　　
1400-12-0120 香川大　　　　 法　　　 法　　　　　 後 　　　 法学　　　
1400-18-0010 香川大　　　　 経済　　 　　　　　　 前 　　　 経済学　　
1400-18-0020 香川大　　　　 経済　　 　　　　　　 後 　　　 経済学　　
1400-18-0110 香川大　　　　 経済　　 経済　　　　 前 　　　 経済学　　
1400-18-0120 香川大　　　　 経済　　 経済　　　　 後 　　　 経済学　　
1400-30-0010 香川大　　　　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 中高－国語
1400-30-0020 香川大　　　　 教育　　 　　　　　　 後 　　　 心理学　　
1400-30-4710 香川大　　　　 教育　　 学校／幼児教 前 　　　 幼稚園　　
1400-30-4810 香川大　　　　 教育　　 学校／小学校 前 　　　 小学校　　
1400-30-4820 香川大　　　　 教育　　 学校／小学校 後 　　　 小学校　　



1400-30-4911 香川大　　　　 教育　　 学校／中学校 前 Ａ系　 中高－国語
1400-30-4912 香川大　　　　 教育　　 学校／中学校 前 Ｂ系　 中高－国語
1400-30-4913 香川大　　　　 教育　　 学校／中学校 前 Ｃ系　 中高－国語
1400-30-4920 香川大　　　　 教育　　 学校／中学校 後 　　　 中高－国語
1400-47-0010 香川大　　　　 創造工　 　　　　　　 前 　　　 デザイン工
1400-47-0020 香川大　　　　 創造工　 　　　　　　 後 　　　 情報科学　
1400-47-0211 香川大　　　　 創造工　 創造／造形メ 前 Ａ　　 デザイン工
1400-47-0212 香川大　　　　 創造工　 創造／造形メ 前 Ｂ　　 デザイン工
1400-47-0220 香川大　　　　 創造工　 創造／造形メ 後 　　　 デザイン工
1400-47-0310 香川大　　　　 創造工　 創造／建築都 前 Ａ　　 建築・土木
1400-47-0320 香川大　　　　 創造工　 創造／建築都 後 　　　 建築・土木
1400-47-0411 香川大　　　　 創造工　 創造／防災危 前 Ａ　　 総合科学　
1400-47-0412 香川大　　　　 創造工　 創造／防災危 前 Ｂ　　 総合科学　
1400-47-0420 香川大　　　　 創造工　 創造／防災危 後 　　　 総合科学　
1400-47-0510 香川大　　　　 創造工　 創造／情報シ 前 Ａ　　 情報科学　
1400-47-0520 香川大　　　　 創造工　 創造／情報シ 後 　　　 情報科学　
1400-47-0610 香川大　　　　 創造工　 創造／情報通 前 Ａ　　 電気・電子
1400-47-0620 香川大　　　　 創造工　 創造／情報通 後 　　　 電気・電子
1400-47-0710 香川大　　　　 創造工　 創造／機械シ 前 Ａ　　 機械工学　
1400-47-0720 香川大　　　　 創造工　 創造／機械シ 後 　　　 機械工学　
1400-47-0810 香川大　　　　 創造工　 創造／先端マ 前 Ａ　　 応用化学　
1400-47-0820 香川大　　　　 創造工　 創造／先端マ 後 　　　 応用化学　
1400-55-0010 香川大　　　　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 医　　　　
1400-55-0020 香川大　　　　 医　　　 　　　　　　 後 　　　 医　　　　
1400-55-0111 香川大　　　　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 医　　　　
1400-55-0112 香川大　　　　 医　　　 医　　　　　 前 地域枠 医　　　　
1400-55-0120 香川大　　　　 医　　　 医　　　　　 後 　　　 医　　　　
1400-55-0210 香川大　　　　 医　　　 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
1400-55-0310 香川大　　　　 医　　　 臨床心理　　 前 　　　 心理学　　
1400-72-0010 香川大　　　　 農　　　 　　　　　　 前 　　　 生物工学　
1400-72-0710 香川大　　　　 農　　　 応用生物科学 前 　　　 農芸化学　
1410-03-0010 愛媛大　　　　 法文　　 　　　　　　 前 　　　 日本文学　
1410-03-0020 愛媛大　　　　 法文　　 　　　　　　 後 　　　 日本文学　
1410-03-0810 愛媛大　　　　 法文　　 人文社会　　 前 　　　 法学　　　
1410-03-0820 愛媛大　　　　 法文　　 人文社会　　 後 　　　 法学　　　
1410-07-0010 愛媛大　　　　 法文夜　 　　　　　　 前 　　　 日本文学　
1410-07-0020 愛媛大　　　　 法文夜　 　　　　　　 後 　　　 日本文学　
1410-07-0510 愛媛大　　　　 法文夜　 人文社会　　 前 　　　 法学　　　
1410-07-0520 愛媛大　　　　 法文夜　 人文社会　　 後 　　　 法学　　　
1410-30-0010 愛媛大　　　　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 小学校　　
1410-30-0020 愛媛大　　　　 教育　　 　　　　　　 後 　　　 小学校　　
1410-30-1610 愛媛大　　　　 教育　　 特別支援教育 前 　　　 特別支援教
1410-30-5410 愛媛大　　　　 教育　　 学校／幼年教 前 　　　 幼稚園　　
1410-30-5510 愛媛大　　　　 教育　　 学校／小学校 前 　　　 小学校　　
1410-30-5520 愛媛大　　　　 教育　　 学校／小学校 後 　　　 小学校　　
1410-30-5810 愛媛大　　　　 教育　　 学校／音楽　 前 　　　 中高－音楽
1410-30-5910 愛媛大　　　　 教育　　 学校／美術　 前 　　　 中高－美術
1410-30-6010 愛媛大　　　　 教育　　 学校／保健体 前 　　　 中高－体育
1410-30-6110 愛媛大　　　　 教育　　 学校／家政　 前 　　　 中高－家庭
1410-30-6210 愛媛大　　　　 教育　　 学校／国語　 前 　　　 中高－国語
1410-30-6310 愛媛大　　　　 教育　　 学校／社会　 前 　　　 中高－社会
1410-30-6410 愛媛大　　　　 教育　　 学校／英語　 前 　　　 中高－英語
1410-30-6510 愛媛大　　　　 教育　　 学校／数学　 前 　　　 中高－数学
1410-30-6610 愛媛大　　　　 教育　　 学校／理科　 前 　　　 中高－理科
1410-30-6710 愛媛大　　　　 教育　　 学校／技術　 前 　　　 中高－技術
1410-37-0010 愛媛大　　　　 社会共創 　　　　　　 前 　　　 経営学・商
1410-37-0110 愛媛大　　　　 社会共創 産業マネジメ 前 　　　 経営学・商
1410-37-0210 愛媛大　　　　 社会共創 産業イノベー 前 　　　 水産学　　
1410-37-0310 愛媛大　　　　 社会共創 環境デザイン 前 　　　 総合科学　



1410-37-0510 愛媛大　　　　 社会共創 地域／農山漁 前 　　　 総合科学　
1410-37-0610 愛媛大　　　　 社会共創 地域／文化資 前 　　　 文化学　　
1410-37-0710 愛媛大　　　　 社会共創 地域／スポー 前 　　　 体育・健康
1410-42-0010 愛媛大　　　　 理　　　 　　　　　　 前 　　　 数学　　　
1410-42-0020 愛媛大　　　　 理　　　 　　　　　　 後 　　　 数学　　　
1410-42-0911 愛媛大　　　　 理　　　 理　　　　　 前 数学　 数学　　　
1410-42-0912 愛媛大　　　　 理　　　 理　　　　　 前 物理　 数学　　　
1410-42-0913 愛媛大　　　　 理　　　 理　　　　　 前 化学　 数学　　　
1410-42-0914 愛媛大　　　　 理　　　 理　　　　　 前 生物　 数学　　　
1410-42-0915 愛媛大　　　　 理　　　 理　　　　　 前 地学　 数学　　　
1410-42-0921 愛媛大　　　　 理　　　 理　　　　　 後 Ａ　　 数学　　　
1410-42-0922 愛媛大　　　　 理　　　 理　　　　　 後 Ｂ　　 数学　　　
1410-46-0010 愛媛大　　　　 工　　　 　　　　　　 前 　　　 建築・土木
1410-46-0020 愛媛大　　　　 工　　　 　　　　　　 後 　　　 建築・土木
1410-46-0910 愛媛大　　　　 工　　　 工　　　　　 前 理型　 機械工学　
1410-46-0920 愛媛大　　　　 工　　　 工　　　　　 後 理型　 機械工学　
1410-46-1810 愛媛大　　　　 工　　　 工／社会デザ 前 文理型 建築・土木
1410-46-1820 愛媛大　　　　 工　　　 工／社会デザ 後 文理型 建築・土木
1410-55-0010 愛媛大　　　　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 医　　　　
1410-55-0020 愛媛大　　　　 医　　　 　　　　　　 後 　　　 医　　　　
1410-55-0110 愛媛大　　　　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 医　　　　
1410-55-0120 愛媛大　　　　 医　　　 医　　　　　 後 　　　 医　　　　
1410-55-0210 愛媛大　　　　 医　　　 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
1410-72-0010 愛媛大　　　　 農　　　 　　　　　　 前 　　　 農学　　　
1410-72-0020 愛媛大　　　　 農　　　 　　　　　　 後 　　　 農学　　　
1410-72-0410 愛媛大　　　　 農　　　 食料生産　　 前 　　　 農業経済学
1410-72-0420 愛媛大　　　　 農　　　 食料生産　　 後 　　　 農業経済学
1410-72-0510 愛媛大　　　　 農　　　 生命機能　　 前 　　　 農芸化学　
1410-72-0520 愛媛大　　　　 農　　　 生命機能　　 後 　　　 農芸化学　
1410-72-0610 愛媛大　　　　 農　　　 生物環境　　 前 　　　 農学　　　
1410-72-0620 愛媛大　　　　 農　　　 生物環境　　 後 　　　 農学　　　
1415-21-0010 高知大　　　　 地域協働 　　　　　　 前 　　　 総合科学　
1415-21-0110 高知大　　　　 地域協働 地域協働　　 前 　　　 総合科学　
1415-27-0010 高知大　　　　 人文社会 　　　　　　 前 　　　 法学　　　
1415-27-0020 高知大　　　　 人文社会 　　　　　　 後 　　　 日本文学　
1415-27-0110 高知大　　　　 人文社会 人文／人文科 前 　　　 哲学倫理宗
1415-27-0120 高知大　　　　 人文社会 人文／人文科 後 　　　 哲学倫理宗
1415-27-0210 高知大　　　　 人文社会 人文／国際社 前 　　　 言語学　　
1415-27-0220 高知大　　　　 人文社会 人文／国際社 後 　　　 言語学　　
1415-27-0311 高知大　　　　 人文社会 人文／社会科 前 Ａ　　 政治学　　
1415-27-0312 高知大　　　　 人文社会 人文／社会科 前 Ｂ　　 政治学　　
1415-27-0320 高知大　　　　 人文社会 人文／社会科 後 　　　 政治学　　
1415-30-0010 高知大　　　　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 小学校　　
1415-30-0020 高知大　　　　 教育　　 　　　　　　 後 　　　 心理学　　
1415-30-2410 高知大　　　　 教育　　 学校／科学技 前 　　　 中高－理科
1415-30-2510 高知大　　　　 教育　　 学校／幼児教 前 　　　 幼稚園　　
1415-30-3110 高知大　　　　 教育　　 学校／保健体 前 　　　 中高－体育
1415-30-3210 高知大　　　　 教育　　 学校／科教支 前 　　　 小学校　　
1415-30-3220 高知大　　　　 教育　　 学校／科教支 後 　　　 小学校　　
1415-30-3510 高知大　　　　 教育　　 学校／音・美 前 　　　 中高－音楽
1415-47-0010 高知大　　　　 理工　　 　　　　　　 前 　　　 数学　　　
1415-47-0020 高知大　　　　 理工　　 　　　　　　 後 　　　 数学　　　
1415-47-0111 高知大　　　　 理工　　 数学物理　　 前 数学　 数学　　　
1415-47-0112 高知大　　　　 理工　　 数学物理　　 前 理科　 数学　　　
1415-47-0120 高知大　　　　 理工　　 数学物理　　 後 　　　 数学　　　
1415-47-0210 高知大　　　　 理工　　 情報科学　　 前 　　　 情報科学　
1415-47-0220 高知大　　　　 理工　　 情報科学　　 後 　　　 情報科学　
1415-47-0310 高知大　　　　 理工　　 生物科学　　 前 　　　 生物学　　
1415-47-0320 高知大　　　　 理工　　 生物科学　　 後 　　　 生物学　　



1415-47-0410 高知大　　　　 理工　　 化学生命理工 前 　　　 化学　　　
1415-47-0420 高知大　　　　 理工　　 化学生命理工 後 　　　 化学　　　
1415-47-0510 高知大　　　　 理工　　 地球環境防災 前 　　　 地球科学　
1415-47-0520 高知大　　　　 理工　　 地球環境防災 後 　　　 地球科学　
1415-55-0010 高知大　　　　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 医　　　　
1415-55-0020 高知大　　　　 医　　　 　　　　　　 後 　　　 看護　　　
1415-55-0111 高知大　　　　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 医　　　　
1415-55-0112 高知大　　　　 医　　　 医　　　　　 前 地域枠 医　　　　
1415-55-0210 高知大　　　　 医　　　 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
1415-55-0220 高知大　　　　 医　　　 看護　　　　 後 　　　 看護　　　
1415-74-0010 高知大　　　　 農林海洋 　　　　　　 前 　　　 水産学　　
1415-74-0020 高知大　　　　 農林海洋 　　　　　　 後 　　　 農学　　　
1415-74-0110 高知大　　　　 農林海洋 農林資源環境 前 　　　 農学　　　
1415-74-0120 高知大　　　　 農林海洋 農林資源環境 後 　　　 農学　　　
1415-74-0210 高知大　　　　 農林海洋 農芸化　　　 前 　　　 農芸化学　
1415-74-0220 高知大　　　　 農林海洋 農芸化　　　 後 　　　 農芸化学　
1415-74-0310 高知大　　　　 農林海洋 海洋／生物生 前 　　　 水産学　　
1415-74-0410 高知大　　　　 農林海洋 海洋／海底資 前 　　　 水産学　　
1415-74-0510 高知大　　　　 農林海洋 海洋／生命科 前 　　　 水産学　　
1415-74-0620 高知大　　　　 農林海洋 海洋資源科学 後 　　　 水産学　　
1415-88-0010 高知大　　　　 グリーン 　　　　　　 前 　　　 化学　　　
1425-01-0010 九州大　　　　 文　　　 　　　　　　 前 　　　 日本文学　
1425-01-0020 九州大　　　　 文　　　 　　　　　　 後 　　　 日本文学　
1425-01-0510 九州大　　　　 文　　　 人文　　　　 前 　　　 哲学倫理宗
1425-01-0520 九州大　　　　 文　　　 人文　　　　 後 　　　 哲学倫理宗
1425-12-0010 九州大　　　　 法　　　 　　　　　　 前 　　　 法学　　　
1425-12-0020 九州大　　　　 法　　　 　　　　　　 後 　　　 法学　　　
1425-18-0010 九州大　　　　 経済　　 　　　　　　 前 　　　 経済学　　
1425-18-0020 九州大　　　　 経済　　 　　　　　　 後 　　　 経済学　　
1425-18-0110 九州大　　　　 経済　　 経済・経営　 前 　　　 経済学　　
1425-18-0120 九州大　　　　 経済　　 経済・経営　 後 　　　 経済学　　
1425-18-0210 九州大　　　　 経済　　 経済工　　　 前 　　　 経済学　　
1425-18-0220 九州大　　　　 経済　　 経済工　　　 後 　　　 経済学　　
1425-30-0010 九州大　　　　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 ０免課程　
1425-37-0010 九州大　　　　 共創　　 　　　　　　 前 　　　 総合科学　
1425-37-0110 九州大　　　　 共創　　 共創　　　　 前 　　　 総合科学　
1425-42-0010 九州大　　　　 理　　　 　　　　　　 前 　　　 数学　　　
1425-42-0020 九州大　　　　 理　　　 　　　　　　 後 　　　 物理学　　
1425-42-0110 九州大　　　　 理　　　 化学　　　　 前 　　　 化学　　　
1425-42-0120 九州大　　　　 理　　　 化学　　　　 後 　　　 化学　　　
1425-42-0210 九州大　　　　 理　　　 数学　　　　 前 　　　 数学　　　
1425-42-0310 九州大　　　　 理　　　 生物　　　　 前 　　　 生物学　　
1425-42-0320 九州大　　　　 理　　　 生物　　　　 後 　　　 生物学　　
1425-42-0410 九州大　　　　 理　　　 地球惑星科学 前 　　　 地球科学　
1425-42-0420 九州大　　　　 理　　　 地球惑星科学 後 　　　 地球科学　
1425-42-0510 九州大　　　　 理　　　 物理　　　　 前 　　　 物理学　　
1425-42-0520 九州大　　　　 理　　　 物理　　　　 後 　　　 物理学　　
1425-46-0010 九州大　　　　 工　　　 　　　　　　 前 　　　 建築・土木
1425-46-0020 九州大　　　　 工　　　 　　　　　　 後 　　　 建築・土木
1425-46-0110 九州大　　　　 工　　　 エネルギー科 前 　　　 原子力・エ
1425-46-0120 九州大　　　　 工　　　 エネルギー科 後 　　　 原子力・エ
1425-46-0510 九州大　　　　 工　　　 建築　　　　 前 　　　 建築・土木
1425-46-0520 九州大　　　　 工　　　 建築　　　　 後 　　　 建築・土木
1425-46-1010 九州大　　　　 工　　　 電気情報工　 前 　　　 電気・電子
1425-46-1020 九州大　　　　 工　　　 電気情報工　 後 　　　 電気・電子
1425-46-1510 九州大　　　　 工　　　 物質科学工　 前 　　　 応用化学　
1425-46-1520 九州大　　　　 工　　　 物質科学工　 後 　　　 応用化学　
1425-46-1610 九州大　　　　 工　　　 地球環境工　 前 　　　 建築・土木
1425-46-1620 九州大　　　　 工　　　 地球環境工　 後 　　　 建築・土木



1425-46-1710 九州大　　　　 工　　　 機械航空工　 前 　　　 機械工学　
1425-46-1720 九州大　　　　 工　　　 機械航空工　 後 　　　 機械工学　
1425-47-0010 九州大　　　　 芸術工　 　　　　　　 前 　　　 芸術理論　
1425-47-0110 九州大　　　　 芸術工　 音響設計　　 前 　　　 電気・電子
1425-47-0210 九州大　　　　 芸術工　 画像設計　　 前 　　　 映像　　　
1425-47-0310 九州大　　　　 芸術工　 環境設計　　 前 　　　 建築・土木
1425-47-0410 九州大　　　　 芸術工　 工業設計　　 前 　　　 デザイン工
1425-47-0510 九州大　　　　 芸術工　 芸術情報設計 前 　　　 情報工学　
1425-55-0010 九州大　　　　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 生物工学　
1425-55-0110 九州大　　　　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 医　　　　
1425-55-0310 九州大　　　　 医　　　 保健／看護学 前 　　　 看護　　　
1425-55-0410 九州大　　　　 医　　　 保健／放射線 前 　　　 放射線技術
1425-55-0510 九州大　　　　 医　　　 保健／検査技 前 　　　 検査技術　
1425-55-0610 九州大　　　　 医　　　 生命科学　　 前 　　　 生物工学　
1425-58-0010 九州大　　　　 歯　　　 　　　　　　 前 　　　 歯　　　　
1425-58-0110 九州大　　　　 歯　　　 歯　　　　　 前 　　　 歯　　　　
1425-61-0010 九州大　　　　 薬　　　 　　　　　　 前 　　　 薬　　　　
1425-61-0020 九州大　　　　 薬　　　 　　　　　　 後 　　　 薬　　　　
1425-61-0310 九州大　　　　 薬　　　 臨床薬　　　 前 　　　 薬　　　　
1425-61-0320 九州大　　　　 薬　　　 臨床薬　　　 後 　　　 薬　　　　
1425-61-0410 九州大　　　　 薬　　　 創薬科学　　 前 　　　 薬　　　　
1425-61-0420 九州大　　　　 薬　　　 創薬科学　　 後 　　　 薬　　　　
1425-72-0010 九州大　　　　 農　　　 　　　　　　 前 　　　 農学　　　
1425-72-0020 九州大　　　　 農　　　 　　　　　　 後 　　　 農学　　　
1425-72-1010 九州大　　　　 農　　　 生物資源環境 前 　　　 農学　　　
1425-72-1020 九州大　　　　 農　　　 生物資源環境 後 　　　 農学　　　
1435-46-0010 九州工大　　　 工　　　 　　　　　　 前 　　　 航空・宇宙
1435-46-0020 九州工大　　　 工　　　 　　　　　　 後 　　　 航空・宇宙
1435-46-1010 九州工大　　　 工　　　 工学１類　　 前 　　　 建築・土木
1435-46-1020 九州工大　　　 工　　　 工学１類　　 後 　　　 建築・土木
1435-46-1110 九州工大　　　 工　　　 工学２類　　 前 　　　 機械工学　
1435-46-1120 九州工大　　　 工　　　 工学２類　　 後 　　　 機械工学　
1435-46-1210 九州工大　　　 工　　　 工学３類　　 前 　　　 電気・電子
1435-46-1220 九州工大　　　 工　　　 工学３類　　 後 　　　 電気・電子
1435-46-1310 九州工大　　　 工　　　 工学４類　　 前 　　　 応用化学　
1435-46-1320 九州工大　　　 工　　　 工学４類　　 後 　　　 応用化学　
1435-46-1410 九州工大　　　 工　　　 工学５類　　 前 　　　 金属・材料
1435-46-1420 九州工大　　　 工　　　 工学５類　　 後 　　　 金属・材料
1435-47-0010 九州工大　　　 情報工　 　　　　　　 前 　　　 情報科学　
1435-47-0020 九州工大　　　 情報工　 　　　　　　 後 　　　 情報科学　
1435-47-0610 九州工大　　　 情報工　 情工１類　　 前 　　　 情報工学　
1435-47-0620 九州工大　　　 情報工　 情工１類　　 後 　　　 情報工学　
1435-47-0710 九州工大　　　 情報工　 情工２類　　 前 　　　 情報工学　
1435-47-0720 九州工大　　　 情報工　 情工２類　　 後 　　　 情報工学　
1435-47-0810 九州工大　　　 情報工　 情工３類　　 前 　　　 情報工学　
1435-47-0820 九州工大　　　 情報工　 情工３類　　 後 　　　 情報工学　
1440-30-0010 福岡教育大　　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 小学校　　
1440-30-0020 福岡教育大　　 教育　　 　　　　　　 後 　　　 特別支援教
1440-30-0710 福岡教育大　　 教育　　 中等／国語　 前 　　　 中高－国語
1440-30-0810 福岡教育大　　 教育　　 中等／社会科 前 　　　 中高－社会
1440-30-0910 福岡教育大　　 教育　　 中等／数学　 前 　　　 中高－数学
1440-30-0920 福岡教育大　　 教育　　 中等／数学　 後 　　　 中高－数学
1440-30-1010 福岡教育大　　 教育　　 中等／理科　 前 　　　 中高－理科
1440-30-1020 福岡教育大　　 教育　　 中等／理科　 後 　　　 中高－理科
1440-30-1110 福岡教育大　　 教育　　 中等／英語　 前 　　　 中高－英語
1440-30-1210 福岡教育大　　 教育　　 中等／音楽　 前 　　　 中高－音楽
1440-30-1310 福岡教育大　　 教育　　 中等／美術　 前 　　　 中高－美術
1440-30-1410 福岡教育大　　 教育　　 中等／保健体 前 　　　 中高－体育
1440-30-1510 福岡教育大　　 教育　　 中等／家庭　 前 　　　 中高－家庭



1440-30-1610 福岡教育大　　 教育　　 中等／技術　 前 　　　 中高－技術
1440-30-1620 福岡教育大　　 教育　　 中等／技術　 後 　　　 中高－技術
1440-30-1710 福岡教育大　　 教育　　 中等／書道　 前 　　　 その他教員
1440-30-2510 福岡教育大　　 教育　　 特別／初等教 前 　　　 特別支援教
1440-30-2520 福岡教育大　　 教育　　 特別／初等教 後 　　　 特別支援教
1440-30-2610 福岡教育大　　 教育　　 特別／中等教 前 　　　 特別支援教
1440-30-2620 福岡教育大　　 教育　　 特別／中等教 後 　　　 特別支援教
1440-30-2710 福岡教育大　　 教育　　 初等教育　　 前 　　　 小学校　　
1440-30-2720 福岡教育大　　 教育　　 初等教育　　 後 　　　 小学校　　
1440-30-8310 福岡教育大　　 教育　　 初等／幼児教 前 　　　 幼稚園　　
1445-18-0010 佐賀大　　　　 経済　　 　　　　　　 前 　　　 経済学　　
1445-18-0020 佐賀大　　　　 経済　　 　　　　　　 後 　　　 経済学　　
1445-18-0610 佐賀大　　　　 経済　　 経済　　　　 前 　　　 経済学　　
1445-18-0620 佐賀大　　　　 経済　　 経済　　　　 後 　　　 経済学　　
1445-18-0710 佐賀大　　　　 経済　　 経営　　　　 前 　　　 経営学・商
1445-18-0720 佐賀大　　　　 経済　　 経営　　　　 後 　　　 経営学・商
1445-18-0810 佐賀大　　　　 経済　　 経済法　　　 前 　　　 経済学　　
1445-18-0820 佐賀大　　　　 経済　　 経済法　　　 後 　　　 経済学　　
1445-30-0010 佐賀大　　　　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 小学校　　
1445-30-0020 佐賀大　　　　 教育　　 　　　　　　 後 　　　 小学校　　
1445-30-0110 佐賀大　　　　 教育　　 学校／幼小連 前 　　　 小学校　　
1445-30-0120 佐賀大　　　　 教育　　 学校／幼小連 後 　　　 小学校　　
1445-30-0210 佐賀大　　　　 教育　　 学校／初等教 前 　　　 小学校　　
1445-30-0220 佐賀大　　　　 教育　　 学校／初等教 後 　　　 小学校　　
1445-30-0310 佐賀大　　　　 教育　　 学校／中等教 前 　　　 中高－国語
1445-30-0320 佐賀大　　　　 教育　　 学校／中等教 後 　　　 中高－国語
1445-47-0010 佐賀大　　　　 理工　　 　　　　　　 前 　　　 数学　　　
1445-47-0020 佐賀大　　　　 理工　　 　　　　　　 後 　　　 数学　　　
1445-47-1610 佐賀大　　　　 理工　　 理工　　　　 前 　　　 機械工学　
1445-47-1620 佐賀大　　　　 理工　　 理工　　　　 後 　　　 機械工学　
1445-55-0010 佐賀大　　　　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 医　　　　
1445-55-0020 佐賀大　　　　 医　　　 　　　　　　 後 　　　 医　　　　
1445-55-0110 佐賀大　　　　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 医　　　　
1445-55-0120 佐賀大　　　　 医　　　 医　　　　　 後 　　　 医　　　　
1445-55-0210 佐賀大　　　　 医　　　 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
1445-55-0220 佐賀大　　　　 医　　　 看護　　　　 後 　　　 看護　　　
1445-72-0010 佐賀大　　　　 農　　　 　　　　　　 前 　　　 農学　　　
1445-72-0020 佐賀大　　　　 農　　　 　　　　　　 後 　　　 農学　　　
1445-72-0510 佐賀大　　　　 農　　　 生物資源科学 前 　　　 農芸化学　
1445-72-0520 佐賀大　　　　 農　　　 生物資源科学 後 　　　 農芸化学　
1445-83-0010 佐賀大　　　　 芸術地域 　　　　　　 前 　　　 美術・デザ
1445-83-0020 佐賀大　　　　 芸術地域 　　　　　　 後 　　　 美術・デザ
1445-83-0110 佐賀大　　　　 芸術地域 芸術／芸術表 前 　　　 美術・デザ
1445-83-0120 佐賀大　　　　 芸術地域 芸術／芸術表 後 　　　 美術・デザ
1445-83-0210 佐賀大　　　　 芸術地域 芸術／地域デ 前 　　　 芸術理論　
1445-83-0220 佐賀大　　　　 芸術地域 芸術／地域デ 後 　　　 芸術理論　
1455-03-0010 長崎大　　　　 多文化社 　　　　　　 前 　　　 文化学　　
1455-03-0020 長崎大　　　　 多文化社 　　　　　　 後 　　　 文化学　　
1455-03-0110 長崎大　　　　 多文化社 多文化社会　 前 　　　 文化学　　
1455-03-0120 長崎大　　　　 多文化社 多文化社会　 後 　　　 文化学　　
1455-03-0210 長崎大　　　　 多文化社 多文／オラン 前 　　　 文化学　　
1455-18-0010 長崎大　　　　 経済　　 　　　　　　 前 　　　 政治学　　
1455-18-0020 長崎大　　　　 経済　　 　　　　　　 後 　　　 政治学　　
1455-18-0410 長崎大　　　　 経済　　 総合経済　　 前 　　　 経済学　　
1455-18-0420 長崎大　　　　 経済　　 総合経済　　 後 　　　 経済学　　
1455-30-0010 長崎大　　　　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 小学校　　
1455-30-0020 長崎大　　　　 教育　　 　　　　　　 後 　　　 小学校　　
1455-30-2210 長崎大　　　　 教育　　 学校／小学校 前 　　　 小学校　　
1455-30-2220 長崎大　　　　 教育　　 学校／小学校 後 　　　 小学校　　



1455-30-2310 長崎大　　　　 教育　　 学校／特別支 前 　　　 特別支援教
1455-30-2320 長崎大　　　　 教育　　 学校／特別支 後 　　　 特別支援教
1455-30-2910 長崎大　　　　 教育　　 学校／国語　 前 　　　 中高－国語
1455-30-3010 長崎大　　　　 教育　　 学校／社会　 前 　　　 中高－社会
1455-30-3110 長崎大　　　　 教育　　 学校／数学　 前 　　　 中高－数学
1455-30-3210 長崎大　　　　 教育　　 学校／理科　 前 　　　 中高－理科
1455-30-3310 長崎大　　　　 教育　　 学校／音楽　 前 　　　 中高－音楽
1455-30-3410 長崎大　　　　 教育　　 学校／美術　 前 　　　 中高－美術
1455-30-3510 長崎大　　　　 教育　　 学校／保健体 前 　　　 中高－体育
1455-30-3610 長崎大　　　　 教育　　 学校／技術　 前 　　　 中高－技術
1455-30-3710 長崎大　　　　 教育　　 学校／家庭　 前 　　　 中高－家庭
1455-30-3810 長崎大　　　　 教育　　 学校／英語　 前 　　　 中高－英語
1455-30-4110 長崎大　　　　 教育　　 学校／こども 前 　　　 幼稚園　　
1455-37-0010 長崎大　　　　 環境科学 　　　　　　 前 　　　 総合科学　
1455-37-0020 長崎大　　　　 環境科学 　　　　　　 後 　　　 総合科学　
1455-37-0111 長崎大　　　　 環境科学 環境科学　　 前 文系　 総合科学　
1455-37-0112 長崎大　　　　 環境科学 環境科学　　 前 理系　 総合科学　
1455-37-0121 長崎大　　　　 環境科学 環境科学　　 後 文系　 総合科学　
1455-37-0122 長崎大　　　　 環境科学 環境科学　　 後 理系　 総合科学　
1455-46-0010 長崎大　　　　 工　　　 　　　　　　 前 　　　 建築・土木
1455-46-0020 長崎大　　　　 工　　　 　　　　　　 後 　　　 建築・土木
1455-46-1910 長崎大　　　　 工　　　 工／機械工学 前 　　　 機械工学　
1455-46-1920 長崎大　　　　 工　　　 工／機械工学 後 　　　 機械工学　
1455-46-2010 長崎大　　　　 工　　　 工／電気電子 前 　　　 電気・電子
1455-46-2020 長崎大　　　　 工　　　 工／電気電子 後 　　　 電気・電子
1455-46-2110 長崎大　　　　 工　　　 工／情報工学 前 　　　 情報工学　
1455-46-2120 長崎大　　　　 工　　　 工／情報工学 後 　　　 情報工学　
1455-46-2210 長崎大　　　　 工　　　 工／構造工学 前 　　　 建築・土木
1455-46-2220 長崎大　　　　 工　　　 工／構造工学 後 　　　 建築・土木
1455-46-2310 長崎大　　　　 工　　　 工／社会環境 前 　　　 建築・土木
1455-46-2320 長崎大　　　　 工　　　 工／社会環境 後 　　　 建築・土木
1455-46-2410 長崎大　　　　 工　　　 工／化学・物 前 　　　 応用化学　
1455-46-2420 長崎大　　　　 工　　　 工／化学・物 後 　　　 応用化学　
1455-55-0010 長崎大　　　　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 医　　　　
1455-55-0020 長崎大　　　　 医　　　 　　　　　　 後 　　　 看護　　　
1455-55-0110 長崎大　　　　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 医　　　　
1455-55-0310 長崎大　　　　 医　　　 保健／看護学 前 　　　 看護　　　
1455-55-0320 長崎大　　　　 医　　　 保健／看護学 後 　　　 看護　　　
1455-55-0410 長崎大　　　　 医　　　 保健／理学療 前 　　　 理学療法　
1455-55-0420 長崎大　　　　 医　　　 保健／理学療 後 　　　 理学療法　
1455-55-0510 長崎大　　　　 医　　　 保健／作業療 前 　　　 作業療法　
1455-55-0520 長崎大　　　　 医　　　 保健／作業療 後 　　　 作業療法　
1455-58-0010 長崎大　　　　 歯　　　 　　　　　　 前 　　　 歯　　　　
1455-58-0020 長崎大　　　　 歯　　　 　　　　　　 後 　　　 歯　　　　
1455-58-0110 長崎大　　　　 歯　　　 歯　　　　　 前 　　　 歯　　　　
1455-58-0120 長崎大　　　　 歯　　　 歯　　　　　 後 　　　 歯　　　　
1455-61-0010 長崎大　　　　 薬　　　 　　　　　　 前 　　　 薬　　　　
1455-61-0020 長崎大　　　　 薬　　　 　　　　　　 後 　　　 薬　　　　
1455-61-0110 長崎大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 前 　　　 薬　　　　
1455-61-0120 長崎大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 後 　　　 薬　　　　
1455-61-0210 長崎大　　　　 薬　　　 薬科学　　　 前 　　　 薬　　　　
1455-61-0220 長崎大　　　　 薬　　　 薬科学　　　 後 　　　 薬　　　　
1455-73-0010 長崎大　　　　 水産　　 　　　　　　 前 　　　 水産学　　
1455-73-0020 長崎大　　　　 水産　　 　　　　　　 後 　　　 水産学　　
1455-73-0110 長崎大　　　　 水産　　 水産　　　　 前 　　　 水産学　　
1455-73-0120 長崎大　　　　 水産　　 水産　　　　 後 　　　 水産学　　
1460-01-0010 熊本大　　　　 文　　　 　　　　　　 前 　　　 英米語　　
1460-01-0020 熊本大　　　　 文　　　 　　　　　　 後 　　　 英米語　　
1460-01-0110 熊本大　　　　 文　　　 歴史　　　　 前 　　　 西洋史　　



1460-01-0120 熊本大　　　　 文　　　 歴史　　　　 後 　　　 西洋史　　
1460-01-0410 熊本大　　　　 文　　　 文学　　　　 前 　　　 日本文学　
1460-01-0420 熊本大　　　　 文　　　 文学　　　　 後 　　　 日本文学　
1460-01-0510 熊本大　　　　 文　　　 総合人間　　 前 　　　 心理学　　
1460-01-0520 熊本大　　　　 文　　　 総合人間　　 後 　　　 心理学　　
1460-01-0610 熊本大　　　　 文　　　 コミュニケー 前 　　　 総合情報学
1460-01-0620 熊本大　　　　 文　　　 コミュニケー 後 　　　 総合情報学
1460-12-0010 熊本大　　　　 法　　　 　　　　　　 前 　　　 法学　　　
1460-12-0020 熊本大　　　　 法　　　 　　　　　　 後 　　　 法学　　　
1460-12-0210 熊本大　　　　 法　　　 法　　　　　 前 　　　 法学　　　
1460-12-0220 熊本大　　　　 法　　　 法　　　　　 後 　　　 法学　　　
1460-30-0010 熊本大　　　　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 小学校　　
1460-30-0110 熊本大　　　　 教育　　 小学校　　　 前 　　　 小学校　　
1460-30-0210 熊本大　　　　 教育　　 中学／英語　 前 　　　 中高－英語
1460-30-0310 熊本大　　　　 教育　　 中学／音楽　 前 　　　 中高－音楽
1460-30-0410 熊本大　　　　 教育　　 中学／家庭　 前 　　　 中高－家庭
1460-30-0510 熊本大　　　　 教育　　 中学／技術　 前 　　　 中高－技術
1460-30-0610 熊本大　　　　 教育　　 中学／国語　 前 　　　 中高－国語
1460-30-0710 熊本大　　　　 教育　　 中学／社会　 前 　　　 中高－社会
1460-30-0810 熊本大　　　　 教育　　 中学／数学　 前 　　　 中高－数学
1460-30-0910 熊本大　　　　 教育　　 中学／美術　 前 　　　 中高－美術
1460-30-1010 熊本大　　　　 教育　　 中学／保健体 前 　　　 中高－体育
1460-30-1110 熊本大　　　　 教育　　 中学／理科　 前 　　　 中高－理科
1460-30-1310 熊本大　　　　 教育　　 特別支援教育 前 　　　 特別支援教
1460-30-1410 熊本大　　　　 教育　　 養護教諭　　 前 　　　 養護　　　
1460-42-0010 熊本大　　　　 理　　　 　　　　　　 前 　　　 数学　　　
1460-42-0020 熊本大　　　　 理　　　 　　　　　　 後 　　　 数学　　　
1460-42-0710 熊本大　　　　 理　　　 理　　　　　 前 　　　 数学　　　
1460-42-0720 熊本大　　　　 理　　　 理　　　　　 後 　　　 数学　　　
1460-46-0010 熊本大　　　　 工　　　 　　　　　　 前 　　　 数学　　　
1460-46-0020 熊本大　　　　 工　　　 　　　　　　 後 　　　 数学　　　
1460-46-1710 熊本大　　　　 工　　　 土木建築　　 前 　　　 建築・土木
1460-46-1720 熊本大　　　　 工　　　 土木建築　　 後 　　　 建築・土木
1460-46-1810 熊本大　　　　 工　　　 機械数理工　 前 　　　 機械工学　
1460-46-1820 熊本大　　　　 工　　　 機械数理工　 後 　　　 機械工学　
1460-46-1910 熊本大　　　　 工　　　 情報電気工　 前 　　　 電気・電子
1460-46-1920 熊本大　　　　 工　　　 情報電気工　 後 　　　 電気・電子
1460-46-2010 熊本大　　　　 工　　　 材料・応用化 前 　　　 応用化学　
1460-46-2020 熊本大　　　　 工　　　 材料・応用化 後 　　　 応用化学　
1460-55-0010 熊本大　　　　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 医　　　　
1460-55-0110 熊本大　　　　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 医　　　　
1460-55-0310 熊本大　　　　 医　　　 保健／看護学 前 　　　 看護　　　
1460-55-0410 熊本大　　　　 医　　　 保健／放射線 前 　　　 放射線技術
1460-55-0510 熊本大　　　　 医　　　 保健／検査技 前 　　　 検査技術　
1460-61-0010 熊本大　　　　 薬　　　 　　　　　　 前 　　　 薬　　　　
1460-61-0110 熊本大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 前 　　　 薬　　　　
1460-61-0210 熊本大　　　　 薬　　　 創薬・生命薬 前 　　　 薬　　　　
1465-18-0010 大分大　　　　 経済　　 　　　　　　 前 　　　 経済学　　
1465-18-0020 大分大　　　　 経済　　 　　　　　　 後 　　　 経済学　　
1465-30-0010 大分大　　　　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 小学校　　
1465-30-0020 大分大　　　　 教育　　 　　　　　　 後 　　　 小学校　　
1465-30-0110 大分大　　　　 教育　　 学校／小学校 前 　　　 小学校　　
1465-30-0120 大分大　　　　 教育　　 学校／小学校 後 　　　 小学校　　
1465-30-0210 大分大　　　　 教育　　 学校／特別支 前 　　　 特別支援教
1465-30-0220 大分大　　　　 教育　　 学校／特別支 後 　　　 特別支援教
1465-47-0010 大分大　　　　 理工　　 　　　　　　 前 　　　 機械工学　
1465-47-0020 大分大　　　　 理工　　 　　　　　　 後 　　　 機械工学　
1465-47-0110 大分大　　　　 理工　　 創生／機械　 前 　　　 機械工学　
1465-47-0120 大分大　　　　 理工　　 創生／機械　 後 　　　 機械工学　



1465-47-0210 大分大　　　　 理工　　 創生／電気電 前 　　　 電気・電子
1465-47-0220 大分大　　　　 理工　　 創生／電気電 後 　　　 電気・電子
1465-47-0310 大分大　　　　 理工　　 創生／福祉メ 前 　　　 機械工学　
1465-47-0320 大分大　　　　 理工　　 創生／福祉メ 後 　　　 機械工学　
1465-47-0410 大分大　　　　 理工　　 創生／建築学 前 　　　 建築・土木
1465-47-0420 大分大　　　　 理工　　 創生／建築学 後 　　　 建築・土木
1465-47-0510 大分大　　　　 理工　　 共創／数理科 前 　　　 数学　　　
1465-47-0520 大分大　　　　 理工　　 共創／数理科 後 　　　 数学　　　
1465-47-0610 大分大　　　　 理工　　 共創／知能情 前 　　　 情報工学　
1465-47-0620 大分大　　　　 理工　　 共創／知能情 後 　　　 情報工学　
1465-47-0710 大分大　　　　 理工　　 共創／自然科 前 　　　 総合理学　
1465-47-0720 大分大　　　　 理工　　 共創／自然科 後 　　　 総合理学　
1465-47-0810 大分大　　　　 理工　　 共創／応用化 前 　　　 応用化学　
1465-47-0820 大分大　　　　 理工　　 共創／応用化 後 　　　 応用化学　
1465-55-0010 大分大　　　　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 医　　　　
1465-55-0020 大分大　　　　 医　　　 　　　　　　 後 　　　 看護　　　
1465-55-0110 大分大　　　　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 医　　　　
1465-55-0210 大分大　　　　 医　　　 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
1465-55-0220 大分大　　　　 医　　　 看護　　　　 後 　　　 看護　　　
1465-64-0010 大分大　　　　 福祉健康 　　　　　　 前 　　　 心理学　　
1465-64-0020 大分大　　　　 福祉健康 　　　　　　 後 　　　 心理学　　
1465-64-0110 大分大　　　　 福祉健康 福祉／理学療 前 　　　 理学療法　
1465-64-0120 大分大　　　　 福祉健康 福祉／理学療 後 　　　 理学療法　
1465-64-0210 大分大　　　　 福祉健康 福祉／社会福 前 　　　 社会福祉学
1465-64-0220 大分大　　　　 福祉健康 福祉／社会福 後 　　　 社会福祉学
1465-64-0310 大分大　　　　 福祉健康 福祉／心理学 前 　　　 心理学　　
1465-64-0320 大分大　　　　 福祉健康 福祉／心理学 後 　　　 心理学　　
1475-30-0010 宮崎大　　　　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 小学校　　
1475-30-0020 宮崎大　　　　 教育　　 　　　　　　 後 　　　 小学校　　
1475-30-1311 宮崎大　　　　 教育　　 学校／小学校 前 　　　 小学校　　
1475-30-1312 宮崎大　　　　 教育　　 学校／小学校 前 理系　 小学校　　
1475-30-1320 宮崎大　　　　 教育　　 学校／小学校 後 　　　 小学校　　
1475-30-1410 宮崎大　　　　 教育　　 学校／教職実 前 　　　 小学校　　
1475-30-1510 宮崎大　　　　 教育　　 学校／子ども 前 　　　 幼稚園　　
1475-30-1610 宮崎大　　　　 教育　　 学校／特別支 前 　　　 特別支援教
1475-30-1716 宮崎大　　　　 教育　　 学校／中学校 前 　　　 中高－国語
1475-30-1717 宮崎大　　　　 教育　　 学校／中学校 前 理系　 中高－国語
1475-30-1720 宮崎大　　　　 教育　　 学校／中学校 後 　　　 中高－国語
1475-37-0010 宮崎大　　　　 地域資源 　　　　　　 前 　　　 総合科学　
1475-37-0020 宮崎大　　　　 地域資源 　　　　　　 後 　　　 総合科学　
1475-37-0110 宮崎大　　　　 地域資源 地域資源創成 前 　　　 総合科学　
1475-37-0120 宮崎大　　　　 地域資源 地域資源創成 後 　　　 総合科学　
1475-46-0010 宮崎大　　　　 工　　　 　　　　　　 前 　　　 電気・電子
1475-46-0020 宮崎大　　　　 工　　　 　　　　　　 後 　　　 電気・電子
1475-46-0210 宮崎大　　　　 工　　　 情報シス工　 前 　　　 情報工学　
1475-46-0220 宮崎大　　　　 工　　　 情報シス工　 後 　　　 情報工学　
1475-46-0810 宮崎大　　　　 工　　　 環境ロボティ 前 　　　 機械工学　
1475-46-0820 宮崎大　　　　 工　　　 環境ロボティ 後 　　　 機械工学　
1475-46-0910 宮崎大　　　　 工　　　 環境応用化　 前 　　　 応用化学　
1475-46-0920 宮崎大　　　　 工　　　 環境応用化　 後 　　　 応用化学　
1475-46-1010 宮崎大　　　　 工　　　 社会環境シス 前 　　　 建築・土木
1475-46-1020 宮崎大　　　　 工　　　 社会環境シス 後 　　　 建築・土木
1475-46-1110 宮崎大　　　　 工　　　 機械設計シス 前 　　　 機械工学　
1475-46-1120 宮崎大　　　　 工　　　 機械設計シス 後 　　　 機械工学　
1475-46-1210 宮崎大　　　　 工　　　 電子物理工　 前 　　　 電気・電子
1475-46-1220 宮崎大　　　　 工　　　 電子物理工　 後 　　　 電気・電子
1475-46-1310 宮崎大　　　　 工　　　 電気シス工　 前 　　　 電気・電子
1475-46-1320 宮崎大　　　　 工　　　 電気シス工　 後 　　　 電気・電子
1475-55-0010 宮崎大　　　　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 医　　　　



1475-55-0020 宮崎大　　　　 医　　　 　　　　　　 後 　　　 医　　　　
1475-55-0110 宮崎大　　　　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 医　　　　
1475-55-0120 宮崎大　　　　 医　　　 医　　　　　 後 　　　 医　　　　
1475-55-0210 宮崎大　　　　 医　　　 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
1475-55-0220 宮崎大　　　　 医　　　 看護　　　　 後 　　　 看護　　　
1475-72-0010 宮崎大　　　　 農　　　 　　　　　　 前 　　　 農学　　　
1475-72-0020 宮崎大　　　　 農　　　 　　　　　　 後 　　　 農学　　　
1475-72-0110 宮崎大　　　　 農　　　 獣医　　　　 前 　　　 獣医学　　
1475-72-0120 宮崎大　　　　 農　　　 獣医　　　　 後 　　　 獣医学　　
1475-72-0810 宮崎大　　　　 農　　　 応用生物科学 前 　　　 農芸化学　
1475-72-0820 宮崎大　　　　 農　　　 応用生物科学 後 　　　 農芸化学　
1475-72-0910 宮崎大　　　　 農　　　 植物生産環境 前 　　　 農学　　　
1475-72-0920 宮崎大　　　　 農　　　 植物生産環境 後 　　　 農学　　　
1475-72-1010 宮崎大　　　　 農　　　 森林緑地環境 前 　　　 森林科学　
1475-72-1020 宮崎大　　　　 農　　　 森林緑地環境 後 　　　 森林科学　
1475-72-1110 宮崎大　　　　 農　　　 畜産草地科学 前 　　　 畜産学　　
1475-72-1120 宮崎大　　　　 農　　　 畜産草地科学 後 　　　 畜産学　　
1475-72-1210 宮崎大　　　　 農　　　 海洋生物環境 前 　　　 水産学　　
1475-72-1220 宮崎大　　　　 農　　　 海洋生物環境 後 　　　 水産学　　
1485-03-0010 鹿児島大　　　 法文　　 　　　　　　 前 　　　 法学　　　
1485-03-0020 鹿児島大　　　 法文　　 　　　　　　 後 　　　 法学　　　
1485-03-0410 鹿児島大　　　 法文　　 人文／多元地 前 　　　 文化学　　
1485-03-0420 鹿児島大　　　 法文　　 人文／多元地 後 　　　 文化学　　
1485-03-0510 鹿児島大　　　 法文　　 人文／心理学 前 　　　 心理学　　
1485-03-0610 鹿児島大　　　 法文　　 法経社会　　 前 　　　 法学　　　
1485-03-0620 鹿児島大　　　 法文　　 法経社会　　 後 　　　 法学　　　
1485-03-0710 鹿児島大　　　 法文　　 法経／法学　 前 　　　 法学　　　
1485-03-0720 鹿児島大　　　 法文　　 法経／法学　 後 　　　 法学　　　
1485-30-0010 鹿児島大　　　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 小学校　　
1485-30-0020 鹿児島大　　　 教育　　 　　　　　　 後 　　　 小学校　　
1485-30-1311 鹿児島大　　　 教育　　 特別支援教育 前 文系型 特別支援教
1485-30-1312 鹿児島大　　　 教育　　 特別支援教育 前 理系型 特別支援教
1485-30-1321 鹿児島大　　　 教育　　 特別支援教育 後 文系型 特別支援教
1485-30-1322 鹿児島大　　　 教育　　 特別支援教育 後 理系型 特別支援教
1485-30-4411 鹿児島大　　　 教育　　 学校／初等教 前 文系型 小学校　　
1485-30-4412 鹿児島大　　　 教育　　 学校／初等教 前 理系型 小学校　　
1485-30-4421 鹿児島大　　　 教育　　 学校／初等教 後 文系型 小学校　　
1485-30-4422 鹿児島大　　　 教育　　 学校／初等教 後 理系型 小学校　　
1485-30-4510 鹿児島大　　　 教育　　 学校／国語　 前 　　　 中高－国語
1485-30-4610 鹿児島大　　　 教育　　 学校／社会　 前 　　　 中高－社会
1485-30-4710 鹿児島大　　　 教育　　 学校／英語　 前 　　　 中高－英語
1485-30-4810 鹿児島大　　　 教育　　 学校／数学　 前 　　　 中高－数学
1485-30-4910 鹿児島大　　　 教育　　 学校／理科　 前 　　　 中高－理科
1485-30-5010 鹿児島大　　　 教育　　 学校／技術　 前 　　　 中高－技術
1485-30-5110 鹿児島大　　　 教育　　 学校／家政　 前 　　　 中高－家庭
1485-30-5210 鹿児島大　　　 教育　　 学校／音楽　 前 　　　 中高－音楽
1485-30-5220 鹿児島大　　　 教育　　 学校／音楽　 後 　　　 中高－音楽
1485-30-5310 鹿児島大　　　 教育　　 学校／美術　 前 　　　 中高－美術
1485-30-5410 鹿児島大　　　 教育　　 学校／保健体 前 　　　 中高－体育
1485-30-5420 鹿児島大　　　 教育　　 学校／保健体 後 　　　 中高－体育
1485-42-0010 鹿児島大　　　 理　　　 　　　　　　 前 　　　 数学　　　
1485-42-0020 鹿児島大　　　 理　　　 　　　　　　 後 　　　 数学　　　
1485-42-0210 鹿児島大　　　 理　　　 数理情報科学 前 　　　 数学　　　
1485-42-0220 鹿児島大　　　 理　　　 数理情報科学 後 　　　 数学　　　
1485-42-0510 鹿児島大　　　 理　　　 物理科学　　 前 　　　 物理学　　
1485-42-0520 鹿児島大　　　 理　　　 物理科学　　 後 　　　 物理学　　
1485-42-0610 鹿児島大　　　 理　　　 生命化　　　 前 　　　 化学　　　
1485-42-0620 鹿児島大　　　 理　　　 生命化　　　 後 　　　 化学　　　
1485-42-0710 鹿児島大　　　 理　　　 地球環境科学 前 　　　 地球科学　



1485-42-0720 鹿児島大　　　 理　　　 地球環境科学 後 　　　 地球科学　
1485-46-0010 鹿児島大　　　 工　　　 　　　　　　 前 　　　 建築・土木
1485-46-0020 鹿児島大　　　 工　　　 　　　　　　 後 　　　 建築・土木
1485-46-0210 鹿児島大　　　 工　　　 海洋土木工　 前 　　　 建築・土木
1485-46-0220 鹿児島大　　　 工　　　 海洋土木工　 後 　　　 建築・土木
1485-46-0310 鹿児島大　　　 工　　　 機械工　　　 前 　　　 機械工学　
1485-46-0320 鹿児島大　　　 工　　　 機械工　　　 後 　　　 機械工学　
1485-46-0410 鹿児島大　　　 工　　　 建築　　　　 前 　　　 建築・土木
1485-46-0420 鹿児島大　　　 工　　　 建築　　　　 後 　　　 建築・土木
1485-46-0610 鹿児島大　　　 工　　　 電気電子工　 前 　　　 電気・電子
1485-46-0620 鹿児島大　　　 工　　　 電気電子工　 後 　　　 電気・電子
1485-46-0810 鹿児島大　　　 工　　　 環境化学プロ 前 　　　 応用化学　
1485-46-0820 鹿児島大　　　 工　　　 環境化学プロ 後 　　　 応用化学　
1485-46-0910 鹿児島大　　　 工　　　 情報生体シス 前 　　　 情報工学　
1485-46-0920 鹿児島大　　　 工　　　 情報生体シス 後 　　　 情報工学　
1485-46-1010 鹿児島大　　　 工　　　 化学生命工　 前 　　　 応用化学　
1485-46-1020 鹿児島大　　　 工　　　 化学生命工　 後 　　　 応用化学　
1485-55-0010 鹿児島大　　　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 医　　　　
1485-55-0020 鹿児島大　　　 医　　　 　　　　　　 後 　　　 医　　　　
1485-55-0110 鹿児島大　　　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 医　　　　
1485-55-0120 鹿児島大　　　 医　　　 医　　　　　 後 　　　 医　　　　
1485-55-0310 鹿児島大　　　 医　　　 保健／看護学 前 　　　 看護　　　
1485-55-0320 鹿児島大　　　 医　　　 保健／看護学 後 　　　 看護　　　
1485-55-0410 鹿児島大　　　 医　　　 保健／理学療 前 　　　 理学療法　
1485-55-0420 鹿児島大　　　 医　　　 保健／理学療 後 　　　 理学療法　
1485-55-0510 鹿児島大　　　 医　　　 保健／作業療 前 　　　 作業療法　
1485-55-0520 鹿児島大　　　 医　　　 保健／作業療 後 　　　 作業療法　
1485-58-0010 鹿児島大　　　 歯　　　 　　　　　　 前 　　　 歯　　　　
1485-58-0020 鹿児島大　　　 歯　　　 　　　　　　 後 　　　 歯　　　　
1485-58-0110 鹿児島大　　　 歯　　　 歯　　　　　 前 　　　 歯　　　　
1485-58-0120 鹿児島大　　　 歯　　　 歯　　　　　 後 　　　 歯　　　　
1485-72-0010 鹿児島大　　　 農　　　 　　　　　　 前 　　　 農学　　　
1485-72-0020 鹿児島大　　　 農　　　 　　　　　　 後 　　　 農学　　　
1485-72-0510 鹿児島大　　　 農　　　 国際食料資源 前 　　　 農学　　　
1485-72-0610 鹿児島大　　　 農　　　 農業生産科学 前 　　　 農学　　　
1485-72-0620 鹿児島大　　　 農　　　 農業生産科学 後 　　　 農学　　　
1485-72-0710 鹿児島大　　　 農　　　 食料生命科学 前 　　　 農芸化学　
1485-72-0720 鹿児島大　　　 農　　　 食料生命科学 後 　　　 農芸化学　
1485-72-0810 鹿児島大　　　 農　　　 農林環境科学 前 　　　 森林科学　
1485-72-0820 鹿児島大　　　 農　　　 農林環境科学 後 　　　 森林科学　
1485-73-0010 鹿児島大　　　 水産　　 　　　　　　 前 　　　 水産学　　
1485-73-0020 鹿児島大　　　 水産　　 　　　　　　 後 　　　 水産学　　
1485-73-0510 鹿児島大　　　 水産　　 水産／水圏科 前 　　　 水産学　　
1485-73-0520 鹿児島大　　　 水産　　 水産／水圏科 後 　　　 水産学　　
1485-73-0610 鹿児島大　　　 水産　　 水産／水産資 前 　　　 水産学　　
1485-73-0620 鹿児島大　　　 水産　　 水産／水産資 後 　　　 水産学　　
1485-73-0710 鹿児島大　　　 水産　　 水産／食品生 前 　　　 水産学　　
1485-73-0720 鹿児島大　　　 水産　　 水産／食品生 後 　　　 水産学　　
1485-73-0810 鹿児島大　　　 水産　　 国際食料資源 前 　　　 水産学　　
1485-74-0010 鹿児島大　　　 共同獣医 　　　　　　 前 　　　 獣医学　　
1485-74-0020 鹿児島大　　　 共同獣医 　　　　　　 後 　　　 獣医学　　
1485-74-0110 鹿児島大　　　 共同獣医 獣医　　　　 前 　　　 獣医学　　
1485-74-0120 鹿児島大　　　 共同獣医 獣医　　　　 後 　　　 獣医学　　
1490-64-0010 鹿屋体育大　　 体育　　 　　　　　　 前 　　　 体育・健康
1490-64-0110 鹿屋体育大　　 体育　　 スポーツ総合 前 　　　 体育・健康
1490-64-0210 鹿屋体育大　　 体育　　 武道　　　　 前 　　　 体育・健康
1495-28-0010 琉球大　　　　 人文社会 　　　　　　 前 　　　 日本文学　
1495-28-0020 琉球大　　　　 人文社会 　　　　　　 後 　　　 日本文学　
1495-28-0110 琉球大　　　　 人文社会 国際法政　　 前 　　　 法学　　　



1495-28-0120 琉球大　　　　 人文社会 国際法政　　 後 　　　 法学　　　
1495-28-0210 琉球大　　　　 人文社会 人間社会　　 前 　　　 社会学　　
1495-28-0220 琉球大　　　　 人文社会 人間社会　　 後 　　　 社会学　　
1495-28-0310 琉球大　　　　 人文社会 琉球アジア文 前 　　　 文化学　　
1495-28-0320 琉球大　　　　 人文社会 琉球アジア文 後 　　　 文化学　　
1495-30-0010 琉球大　　　　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 小学校　　
1495-30-0020 琉球大　　　　 教育　　 　　　　　　 後 　　　 小学校　　
1495-30-4510 琉球大　　　　 教育　　 小学／学校教 前 　　　 小学校　　
1495-30-4520 琉球大　　　　 教育　　 小学／学校教 後 　　　 小学校　　
1495-30-4610 琉球大　　　　 教育　　 小学／教科教 前 　　　 小学校　　
1495-30-4620 琉球大　　　　 教育　　 小学／教科教 後 　　　 小学校　　
1495-30-4710 琉球大　　　　 教育　　 中学／国語　 前 　　　 中高－国語
1495-30-4810 琉球大　　　　 教育　　 中学／社会科 前 　　　 中高－社会
1495-30-4910 琉球大　　　　 教育　　 中学／数学　 前 　　　 中高－数学
1495-30-5010 琉球大　　　　 教育　　 中学／理科　 前 　　　 中高－理科
1495-30-5110 琉球大　　　　 教育　　 中学／音楽　 前 　　　 中高－音楽
1495-30-5210 琉球大　　　　 教育　　 中学／美術　 前 　　　 中高－美術
1495-30-5310 琉球大　　　　 教育　　 中学／保健体 前 　　　 中高－体育
1495-30-5410 琉球大　　　　 教育　　 中学／技術　 前 　　　 中高－技術
1495-30-5510 琉球大　　　　 教育　　 中学／生活科 前 　　　 中高－家庭
1495-30-5610 琉球大　　　　 教育　　 中学／英語　 前 　　　 中高－英語
1495-30-5710 琉球大　　　　 教育　　 学校・特別支 前 　　　 特別支援教
1495-33-0010 琉球大　　　　 国際地域 　　　　　　 前 　　　 文化学　　
1495-33-0020 琉球大　　　　 国際地域 　　　　　　 後 　　　 文化学　　
1495-33-0111 琉球大　　　　 国際地域 国際地域創造 前 国際的 観光学　　
1495-33-0112 琉球大　　　　 国際地域 国際地域創造 前 論理的 観光学　　
1495-33-0113 琉球大　　　　 国際地域 国際地域創造 前 数学的 観光学　　
1495-33-0121 琉球大　　　　 国際地域 国際地域創造 後 国際的 観光学　　
1495-33-0122 琉球大　　　　 国際地域 国際地域創造 後 論理的 観光学　　
1495-36-0010 琉球大　　　　 国際地夜 　　　　　　 前 　　　 文化学　　
1495-36-0020 琉球大　　　　 国際地夜 　　　　　　 後 　　　 文化学　　
1495-36-0111 琉球大　　　　 国際地夜 国際地域創造 前 国際的 経済学　　
1495-36-0112 琉球大　　　　 国際地夜 国際地域創造 前 論理的 経済学　　
1495-36-0121 琉球大　　　　 国際地夜 国際地域創造 後 国際的 経済学　　
1495-36-0122 琉球大　　　　 国際地夜 国際地域創造 後 論理的 経済学　　
1495-42-0010 琉球大　　　　 理　　　 　　　　　　 前 　　　 数学　　　
1495-42-0020 琉球大　　　　 理　　　 　　　　　　 後 　　　 数学　　　
1495-42-0310 琉球大　　　　 理　　　 数理科学　　 前 　　　 数学　　　
1495-42-0320 琉球大　　　　 理　　　 数理科学　　 後 　　　 数学　　　
1495-42-0610 琉球大　　　　 理　　　 海洋／化学系 前 　　　 化学　　　
1495-42-0620 琉球大　　　　 理　　　 海洋／化学系 後 　　　 化学　　　
1495-42-0910 琉球大　　　　 理　　　 海洋／生物系 前 　　　 生物学　　
1495-42-0920 琉球大　　　　 理　　　 海洋／生物系 後 　　　 生物学　　
1495-42-1010 琉球大　　　　 理　　　 物質／物理系 前 　　　 物理学　　
1495-42-1020 琉球大　　　　 理　　　 物質／物理系 後 　　　 物理学　　
1495-42-1110 琉球大　　　　 理　　　 物質／地学系 前 　　　 地球科学　
1495-42-1120 琉球大　　　　 理　　　 物質／地学系 後 　　　 地球科学　
1495-46-0010 琉球大　　　　 工　　　 　　　　　　 前 　　　 電気・電子
1495-46-0020 琉球大　　　　 工　　　 　　　　　　 後 　　　 電気・電子
1495-46-0810 琉球大　　　　 工　　　 工／機械工学 前 　　　 機械工学　
1495-46-0820 琉球大　　　　 工　　　 工／機械工学 後 　　　 機械工学　
1495-46-0910 琉球大　　　　 工　　　 工／エネルギ 前 　　　 原子力・エ
1495-46-0920 琉球大　　　　 工　　　 工／エネルギ 後 　　　 原子力・エ
1495-46-1010 琉球大　　　　 工　　　 工／電気シス 前 　　　 電気・電子
1495-46-1020 琉球大　　　　 工　　　 工／電気シス 後 　　　 電気・電子
1495-46-1110 琉球大　　　　 工　　　 工／電子情報 前 　　　 電気・電子
1495-46-1120 琉球大　　　　 工　　　 工／電子情報 後 　　　 電気・電子
1495-46-1210 琉球大　　　　 工　　　 工／社会基盤 前 　　　 建築・土木
1495-46-1220 琉球大　　　　 工　　　 工／社会基盤 後 　　　 建築・土木



1495-46-1310 琉球大　　　　 工　　　 工／建築学　 前 　　　 建築・土木
1495-46-1320 琉球大　　　　 工　　　 工／建築学　 後 　　　 建築・土木
1495-46-1410 琉球大　　　　 工　　　 工／知能情報 前 　　　 情報工学　
1495-46-1420 琉球大　　　　 工　　　 工／知能情報 後 　　　 情報工学　
1495-55-0010 琉球大　　　　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 医　　　　
1495-55-0020 琉球大　　　　 医　　　 　　　　　　 後 　　　 医　　　　
1495-55-0110 琉球大　　　　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 医　　　　
1495-55-0120 琉球大　　　　 医　　　 医　　　　　 後 　　　 医　　　　
1495-55-0210 琉球大　　　　 医　　　 保健　　　　 前 　　　 看護　　　
1495-55-0220 琉球大　　　　 医　　　 保健　　　　 後 　　　 看護　　　
1495-72-0010 琉球大　　　　 農　　　 　　　　　　 前 　　　 食物・栄養
1495-72-0020 琉球大　　　　 農　　　 　　　　　　 後 　　　 農学　　　
1495-72-0410 琉球大　　　　 農　　　 亜熱帯地域農 前 　　　 農学　　　
1495-72-0420 琉球大　　　　 農　　　 亜熱帯地域農 後 　　　 農学　　　
1495-72-0510 琉球大　　　　 農　　　 亜熱帯農林環 前 　　　 森林科学　
1495-72-0520 琉球大　　　　 農　　　 亜熱帯農林環 後 　　　 森林科学　
1495-72-0610 琉球大　　　　 農　　　 地域農業工　 前 　　　 農業工学・
1495-72-0620 琉球大　　　　 農　　　 地域農業工　 後 　　　 農業工学・
1495-72-0710 琉球大　　　　 農　　　 亜熱帯生物資 前 　　　 農芸化学　
1495-72-0720 琉球大　　　　 農　　　 亜熱帯生物資 後 　　　 農芸化学　
1495-72-0810 琉球大　　　　 農　　　 亜熱／健康栄 前 　　　 食物・栄養
2003-37-0010 はこだて未来大 システム 　　　　　　 前 　　　 情報科学　
2003-37-0020 はこだて未来大 システム 　　　　　　 後 　　　 情報科学　
2004-64-0010 札幌市立大　　 看護　　 　　　　　　 前 　　　 看護　　　
2004-64-0110 札幌市立大　　 看護　　 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
2004-83-0010 札幌市立大　　 デザイン 　　　　　　 前 　　　 美術・デザ
2004-83-0020 札幌市立大　　 デザイン 　　　　　　 後 　　　 美術・デザ
2004-83-0110 札幌市立大　　 デザイン デザイン　　 前 　　　 デザイン工
2004-83-0120 札幌市立大　　 デザイン デザイン　　 後 　　　 デザイン工
2005-18-0010 釧路公立大　　 経済　　 　　　　　　 前 　　　 経済学　　
2005-18-0050 釧路公立大　　 経済　　 　　　　　　 中 　　　 経済学　　
2005-18-0110 釧路公立大　　 経済　　 経済　　　　 前 　　　 経済学　　
2005-18-0150 釧路公立大　　 経済　　 経済　　　　 中 　　　 経済学　　
2005-18-0210 釧路公立大　　 経済　　 経営　　　　 前 　　　 経営学・商
2005-18-0250 釧路公立大　　 経済　　 経営　　　　 中 　　　 経営学・商
2006-64-0010 名寄市立大　　 保健福祉 　　　　　　 前 　　　 社会福祉学
2006-64-0020 名寄市立大　　 保健福祉 　　　　　　 後 　　　 社会福祉学
2006-64-0110 名寄市立大　　 保健福祉 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
2006-64-0120 名寄市立大　　 保健福祉 看護　　　　 後 　　　 看護　　　
2006-64-0210 名寄市立大　　 保健福祉 栄養　　　　 前 　　　 食物・栄養
2006-64-0220 名寄市立大　　 保健福祉 栄養　　　　 後 　　　 食物・栄養
2006-64-0310 名寄市立大　　 保健福祉 社会福祉　　 前 　　　 社会福祉学
2006-64-0320 名寄市立大　　 保健福祉 社会福祉　　 後 　　　 社会福祉学
2006-64-0410 名寄市立大　　 保健福祉 社会保育　　 前 　　　 児童学　　
2006-64-0420 名寄市立大　　 保健福祉 社会保育　　 後 　　　 児童学　　
2010-55-0010 札幌医大　　　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 医　　　　
2010-55-0111 札幌医大　　　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 医　　　　
2010-55-0112 札幌医大　　　 医　　　 医　　　　　 前 医療枠 医　　　　
2010-64-0010 札幌医大　　　 保健医療 　　　　　　 前 　　　 看護　　　
2010-64-0110 札幌医大　　　 保健医療 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
2010-64-0210 札幌医大　　　 保健医療 作業療法　　 前 　　　 作業療法　
2010-64-0310 札幌医大　　　 保健医療 理学療法　　 前 　　　 理学療法　
2013-64-0010 青森県立保健大 健康科学 　　　　　　 前 　　　 社会福祉学
2013-64-0020 青森県立保健大 健康科学 　　　　　　 後 　　　 社会福祉学
2013-64-0110 青森県立保健大 健康科学 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
2013-64-0120 青森県立保健大 健康科学 看護　　　　 後 　　　 看護　　　
2013-64-0210 青森県立保健大 健康科学 理学療法　　 前 　　　 理学療法　
2013-64-0220 青森県立保健大 健康科学 理学療法　　 後 　　　 理学療法　
2013-64-0310 青森県立保健大 健康科学 社会福祉　　 前 　　　 社会福祉学



2013-64-0320 青森県立保健大 健康科学 社会福祉　　 後 　　　 社会福祉学
2013-64-0410 青森県立保健大 健康科学 栄養　　　　 前 　　　 食物・栄養
2013-64-0420 青森県立保健大 健康科学 栄養　　　　 後 　　　 食物・栄養
2015-21-0010 青森公立大　　 経営経済 　　　　　　 前 　　　 経営学・商
2015-21-0020 青森公立大　　 経営経済 　　　　　　 後 　　　 経済学　　
2015-21-0211 青森公立大　　 経営経済 経営　　　　 前 国数　 経営学・商
2015-21-0212 青森公立大　　 経営経済 経営　　　　 前 国英　 経営学・商
2015-21-0220 青森公立大　　 経営経済 経営　　　　 後 　　　 経営学・商
2015-21-0311 青森公立大　　 経営経済 経済　　　　 前 国数　 経済学　　
2015-21-0312 青森公立大　　 経営経済 経済　　　　 前 国英　 経済学　　
2015-21-0320 青森公立大　　 経営経済 経済　　　　 後 　　　 経済学　　
2015-21-0411 青森公立大　　 経営経済 地域みらい　 前 国数　 経営学・商
2015-21-0412 青森公立大　　 経営経済 地域みらい　 前 国英　 経営学・商
2018-13-0010 岩手県立大　　 総合政策 　　　　　　 前 　　　 政治学　　
2018-13-0020 岩手県立大　　 総合政策 　　　　　　 後 　　　 政治学　　
2018-13-0110 岩手県立大　　 総合政策 総合政策　　 前 　　　 総合科学　
2018-13-0120 岩手県立大　　 総合政策 総合政策　　 後 　　　 総合科学　
2018-26-0010 岩手県立大　　 社会福祉 　　　　　　 前 　　　 社会福祉学
2018-26-0020 岩手県立大　　 社会福祉 　　　　　　 後 　　　 社会福祉学
2018-26-0110 岩手県立大　　 社会福祉 社会福祉　　 前 　　　 社会福祉学
2018-26-0120 岩手県立大　　 社会福祉 社会福祉　　 後 　　　 社会福祉学
2018-26-0210 岩手県立大　　 社会福祉 人間福祉　　 前 　　　 社会福祉学
2018-26-0220 岩手県立大　　 社会福祉 人間福祉　　 後 　　　 社会福祉学
2018-47-0010 岩手県立大　　 ソフトウ 　　　　　　 前 　　　 情報工学　
2018-47-0020 岩手県立大　　 ソフトウ 　　　　　　 後 　　　 情報工学　
2018-47-0110 岩手県立大　　 ソフトウ ソフトウェア 前 　　　 情報工学　
2018-47-0120 岩手県立大　　 ソフトウ ソフトウェア 後 　　　 情報工学　
2018-64-0010 岩手県立大　　 看護　　 　　　　　　 前 　　　 看護　　　
2018-64-0020 岩手県立大　　 看護　　 　　　　　　 後 　　　 看護　　　
2018-64-0110 岩手県立大　　 看護　　 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
2018-64-0120 岩手県立大　　 看護　　 看護　　　　 後 　　　 看護　　　
2023-22-0010 宮城大　　　　 事業構想 　　　　　　 前 　　　 経営学・商
2023-22-0020 宮城大　　　　 事業構想 　　　　　　 後 　　　 経営学・商
2023-65-0010 宮城大　　　　 看護　　 　　　　　　 前 　　　 看護　　　
2023-65-0020 宮城大　　　　 看護　　 　　　　　　 後 　　　 看護　　　
2023-65-0110 宮城大　　　　 看護　　 看護学類　　 前 　　　 看護　　　
2023-65-0120 宮城大　　　　 看護　　 看護学類　　 後 　　　 看護　　　
2023-75-0010 宮城大　　　　 食産業　 　　　　　　 前 　　　 農学　　　
2023-75-0020 宮城大　　　　 食産業　 　　　　　　 後 　　　 農学　　　
2028-47-0010 秋田県立大　　 システム 　　　　　　 前 　　　 機械工学　
2028-47-0020 秋田県立大　　 システム 　　　　　　 後 　　　 機械工学　
2028-47-0310 秋田県立大　　 システム 建築環境シス 前 　　　 建築・土木
2028-47-0320 秋田県立大　　 システム 建築環境シス 後 　　　 建築・土木
2028-47-0410 秋田県立大　　 システム 経営シス工　 前 　　　 経営工学　
2028-47-0420 秋田県立大　　 システム 経営シス工　 後 　　　 経営工学　
2028-47-0510 秋田県立大　　 システム 機械工　　　 前 　　　 機械工学　
2028-47-0520 秋田県立大　　 システム 機械工　　　 後 　　　 機械工学　
2028-47-0610 秋田県立大　　 システム 知能メカトロ 前 　　　 機械工学　
2028-47-0620 秋田県立大　　 システム 知能メカトロ 後 　　　 機械工学　
2028-47-0710 秋田県立大　　 システム 情報工　　　 前 　　　 情報工学　
2028-47-0720 秋田県立大　　 システム 情報工　　　 後 　　　 情報工学　
2028-74-0010 秋田県立大　　 生物資源 　　　　　　 前 　　　 農学　　　
2028-74-0020 秋田県立大　　 生物資源 　　　　　　 後 　　　 農学　　　
2028-74-0110 秋田県立大　　 生物資源 応用生物科学 前 　　　 生物工学　
2028-74-0120 秋田県立大　　 生物資源 応用生物科学 後 　　　 生物工学　
2028-74-0210 秋田県立大　　 生物資源 生物生産科学 前 　　　 農学　　　
2028-74-0220 秋田県立大　　 生物資源 生物生産科学 後 　　　 農学　　　
2028-74-0310 秋田県立大　　 生物資源 生物環境科学 前 　　　 農学　　　
2028-74-0320 秋田県立大　　 生物資源 生物環境科学 後 　　　 農学　　　



2028-74-0410 秋田県立大　　 生物資源 アグリビジネ 前 　　　 農業経済学
2028-74-0420 秋田県立大　　 生物資源 アグリビジネ 後 　　　 農業経済学
2029-83-0010 秋田公立美大　 美術　　 　　　　　　 前 　　　 美術・デザ
2029-83-0050 秋田公立美大　 美術　　 　　　　　　 中 　　　 美術・デザ
2029-83-0110 秋田公立美大　 美術　　 美術　　　　 前 　　　 美術・デザ
2029-83-0150 秋田公立美大　 美術　　 美術　　　　 中 　　　 美術・デザ
2030-37-0060 国際教養大　　 国際教養 　　　　　　 独 　　　 国際関係学
2030-37-0061 国際教養大　　 国際教養 　　　　　　 独 Ａ　　 国際関係学
2030-37-0062 国際教養大　　 国際教養 　　　　　　 独 Ｃ　　 国際関係学
2030-37-0063 国際教養大　　 国際教養 　　　　　　 独 Ｂ　　 国際関係学
2033-64-0010 山形県米沢栄大 健康栄養 　　　　　　 前 　　　 食物・栄養
2033-64-0020 山形県米沢栄大 健康栄養 　　　　　　 後 　　　 食物・栄養
2033-64-0110 山形県米沢栄大 健康栄養 健康栄養　　 前 　　　 食物・栄養
2033-64-0120 山形県米沢栄大 健康栄養 健康栄養　　 後 　　　 食物・栄養
2035-64-0010 山形保健医療大 保健医療 　　　　　　 前 　　　 看護　　　
2035-64-0110 山形保健医療大 保健医療 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
2035-64-0210 山形保健医療大 保健医療 理学療法　　 前 　　　 理学療法　
2035-64-0310 山形保健医療大 保健医療 作業療法　　 前 　　　 作業療法　
2040-47-0010 会津大　　　　 コン理工 　　　　　　 前 　　　 情報科学　
2040-47-0311 会津大　　　　 コン理工 コンピュータ 前 Ａ　　 情報科学　
2040-47-0312 会津大　　　　 コン理工 コンピュータ 前 Ｂ　　 情報科学　
2045-55-0010 福島県立医大　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 医　　　　
2045-55-0020 福島県立医大　 医　　　 　　　　　　 後 　　　 医　　　　
2045-55-0111 福島県立医大　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 医　　　　
2045-55-0112 福島県立医大　 医　　　 医　　　　　 前 地域枠 医　　　　
2045-55-0120 福島県立医大　 医　　　 医　　　　　 後 　　　 医　　　　
2045-64-0010 福島県立医大　 看護　　 　　　　　　 前 　　　 看護　　　
2045-64-0020 福島県立医大　 看護　　 　　　　　　 後 　　　 看護　　　
2045-64-0110 福島県立医大　 看護　　 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
2045-64-0120 福島県立医大　 看護　　 看護　　　　 後 　　　 看護　　　
2050-64-0010 茨城県立医療大 保健医療 　　　　　　 前 　　　 看護　　　
2050-64-0020 茨城県立医療大 保健医療 　　　　　　 後 　　　 看護　　　
2050-64-0110 茨城県立医療大 保健医療 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
2050-64-0120 茨城県立医療大 保健医療 看護　　　　 後 　　　 看護　　　
2050-64-0210 茨城県立医療大 保健医療 作業療法　　 前 　　　 作業療法　
2050-64-0220 茨城県立医療大 保健医療 作業療法　　 後 　　　 作業療法　
2050-64-0310 茨城県立医療大 保健医療 放射線技術科 前 　　　 放射線技術
2050-64-0320 茨城県立医療大 保健医療 放射線技術科 後 　　　 放射線技術
2050-64-0410 茨城県立医療大 保健医療 理学療法　　 前 　　　 理学療法　
2050-64-0420 茨城県立医療大 保健医療 理学療法　　 後 　　　 理学療法　
2058-46-0010 前橋工科大　　 工　　　 　　　　　　 前 　　　 建築・土木
2058-46-0020 前橋工科大　　 工　　　 　　　　　　 後 　　　 建築・土木
2058-46-0110 前橋工科大　　 工　　　 社会環境工　 前 　　　 建築・土木
2058-46-0120 前橋工科大　　 工　　　 社会環境工　 後 　　　 建築・土木
2058-46-0210 前橋工科大　　 工　　　 建築　　　　 前 　　　 建築・土木
2058-46-0220 前橋工科大　　 工　　　 建築　　　　 後 　　　 建築・土木
2058-46-0410 前橋工科大　　 工　　　 生命情報　　 前 　　　 情報工学　
2058-46-0420 前橋工科大　　 工　　　 生命情報　　 後 　　　 情報工学　
2058-46-0510 前橋工科大　　 工　　　 システム生体 前 　　　 機械工学　
2058-46-0520 前橋工科大　　 工　　　 システム生体 後 　　　 機械工学　
2058-46-0610 前橋工科大　　 工　　　 生物工　　　 前 　　　 生物工学　
2058-46-0620 前橋工科大　　 工　　　 生物工　　　 後 　　　 生物工学　
2058-54-0010 前橋工科大　　 工夜　　 　　　　　　 前 　　　 建築・土木
2058-54-0020 前橋工科大　　 工夜　　 　　　　　　 後 　　　 建築・土木
2058-54-0410 前橋工科大　　 工夜　　 総合デザイン 前 　　　 建築・土木
2058-54-0420 前橋工科大　　 工夜　　 総合デザイン 後 　　　 建築・土木
2059-64-0010 群馬健康科学大 看護　　 　　　　　　 前 　　　 看護　　　
2059-64-0110 群馬健康科学大 看護　　 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
2059-65-0010 群馬健康科学大 診療放射 　　　　　　 前 　　　 放射線技術



2059-65-0110 群馬健康科学大 診療放射 診療放射線　 前 　　　 放射線技術
2060-01-0010 群馬県立女子大 文　　　 　　　　　　 前 　　　 日本文学　
2060-01-0020 群馬県立女子大 文　　　 　　　　　　 後 　　　 日本文学　
2060-01-0110 群馬県立女子大 文　　　 英米文化　　 前 　　　 文化学　　
2060-01-0120 群馬県立女子大 文　　　 英米文化　　 後 　　　 文化学　　
2060-01-0210 群馬県立女子大 文　　　 国文　　　　 前 　　　 日本文学　
2060-01-0220 群馬県立女子大 文　　　 国文　　　　 後 　　　 日本文学　
2060-01-0310 群馬県立女子大 文　　　 美学美術史　 前 　　　 哲学倫理宗
2060-01-0320 群馬県立女子大 文　　　 美学美術史　 後 　　　 哲学倫理宗
2060-01-0410 群馬県立女子大 文　　　 総合教養　　 前 　　　 総合科学　
2060-37-0010 群馬県立女子大 国際コミ 　　　　　　 前 　　　 英米語　　
2060-37-0020 群馬県立女子大 国際コミ 　　　　　　 後 　　　 英米語　　
2065-13-0010 高崎経大　　　 地域政策 　　　　　　 前 　　　 政治学　　
2065-13-0011 高崎経大　　　 地域政策 　　　　　　 前 ５教科 政治学　　
2065-13-0012 高崎経大　　　 地域政策 　　　　　　 前 ３教科 政治学　　
2065-13-0020 高崎経大　　　 地域政策 　　　　　　 後 　　　 政治学　　
2065-18-0010 高崎経大　　　 経済　　 　　　　　　 前 　　　 経済学　　
2065-18-0050 高崎経大　　　 経済　　 　　　　　　 中 　　　 経済学　　
2070-64-0010 埼玉県立大　　 保健医療 　　　　　　 前 　　　 社会福祉学
2070-64-0020 埼玉県立大　　 保健医療 　　　　　　 後 　　　 社会福祉学
2070-64-0110 埼玉県立大　　 保健医療 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
2070-64-0120 埼玉県立大　　 保健医療 看護　　　　 後 　　　 看護　　　
2070-64-0210 埼玉県立大　　 保健医療 理学療法　　 前 　　　 理学療法　
2070-64-0220 埼玉県立大　　 保健医療 理学療法　　 後 　　　 理学療法　
2070-64-0310 埼玉県立大　　 保健医療 作業療法　　 前 　　　 作業療法　
2070-64-0320 埼玉県立大　　 保健医療 作業療法　　 後 　　　 作業療法　
2070-64-0510 埼玉県立大　　 保健医療 健康／健康行 前 　　　 保健　　　
2070-64-0520 埼玉県立大　　 保健医療 健康／健康行 後 　　　 保健　　　
2070-64-0610 埼玉県立大　　 保健医療 健康／検査技 前 　　　 検査技術　
2070-64-0620 埼玉県立大　　 保健医療 健康／検査技 後 　　　 検査技術　
2070-64-0710 埼玉県立大　　 保健医療 健康／口腔保 前 　　　 医療技術　
2070-64-0720 埼玉県立大　　 保健医療 健康／口腔保 後 　　　 医療技術　
2070-64-0810 埼玉県立大　　 保健医療 社会／社会福 前 　　　 社会福祉学
2070-64-0820 埼玉県立大　　 保健医療 社会／社会福 後 　　　 社会福祉学
2070-64-0910 埼玉県立大　　 保健医療 社会／福祉子 前 　　　 幼稚園　　
2070-64-0920 埼玉県立大　　 保健医療 社会／福祉子 後 　　　 幼稚園　　
2075-64-0010 千葉保健医療大 健康科学 　　　　　　 前 　　　 食物・栄養
2075-64-0110 千葉保健医療大 健康科学 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
2075-64-0210 千葉保健医療大 健康科学 栄養　　　　 前 　　　 食物・栄養
2075-64-0310 千葉保健医療大 健康科学 歯科衛生　　 前 　　　 医療技術　
2075-64-0410 千葉保健医療大 健康科学 リハ／理学療 前 　　　 理学療法　
2075-64-0510 千葉保健医療大 健康科学 リハ／作業療 前 　　　 作業療法　
2079-12-0010 首都大東京　　 法　　　 　　　　　　 前 　　　 法学　　　
2079-12-0110 首都大東京　　 法　　　 法　　　　　 前 　　　 法学　　　
2079-21-0010 首都大東京　　 経済経営 　　　　　　 前 　　　 経済学　　
2079-21-0020 首都大東京　　 経済経営 　　　　　　 後 　　　 経済学　　
2079-21-0111 首都大東京　　 経済経営 経済経営　　 前 一般　 経済学　　
2079-21-0112 首都大東京　　 経済経営 経済経営　　 前 数理　 経済学　　
2079-21-0120 首都大東京　　 経済経営 経済経営　　 後 　　　 経済学　　
2079-27-0010 首都大東京　　 人文社会 　　　　　　 前 　　　 文化学　　
2079-27-0020 首都大東京　　 人文社会 　　　　　　 後 　　　 文化学　　
2079-27-0110 首都大東京　　 人文社会 人間社会　　 前 　　　 社会学　　
2079-27-0120 首都大東京　　 人文社会 人間社会　　 後 　　　 社会学　　
2079-27-0210 首都大東京　　 人文社会 人文　　　　 前 　　　 文化学　　
2079-27-0220 首都大東京　　 人文社会 人文　　　　 後 　　　 文化学　　
2079-38-0010 首都大東京　　 都市環境 　　　　　　 前 　　　 建築・土木
2079-38-0020 首都大東京　　 都市環境 　　　　　　 後 　　　 建築・土木
2079-38-0910 首都大東京　　 都市環境 地理環境　　 前 　　　 地球科学　
2079-38-0920 首都大東京　　 都市環境 地理環境　　 後 　　　 地球科学　



2079-38-1010 首都大東京　　 都市環境 都市基盤環境 前 　　　 建築・土木
2079-38-1020 首都大東京　　 都市環境 都市基盤環境 後 　　　 建築・土木
2079-38-1110 首都大東京　　 都市環境 建築　　　　 前 　　　 建築・土木
2079-38-1120 首都大東京　　 都市環境 建築　　　　 後 　　　 建築・土木
2079-38-1210 首都大東京　　 都市環境 環境応用化　 前 　　　 応用化学　
2079-38-1220 首都大東京　　 都市環境 環境応用化　 後 　　　 応用化学　
2079-38-1310 首都大東京　　 都市環境 観光科学　　 前 　　　 観光学　　
2079-38-1320 首都大東京　　 都市環境 観光科学　　 後 　　　 観光学　　
2079-38-1411 首都大東京　　 都市環境 都市政策科学 前 文系　 総合科学　
2079-38-1412 首都大東京　　 都市環境 都市政策科学 前 理系　 総合科学　
2079-38-1420 首都大東京　　 都市環境 都市政策科学 後 　　　 総合科学　
2079-42-0010 首都大東京　　 理　　　 　　　　　　 前 　　　 数学　　　
2079-42-0020 首都大東京　　 理　　　 　　　　　　 後 　　　 数学　　　
2079-42-0110 首都大東京　　 理　　　 数理科学　　 前 　　　 数学　　　
2079-42-0120 首都大東京　　 理　　　 数理科学　　 後 　　　 数学　　　
2079-42-0210 首都大東京　　 理　　　 物理　　　　 前 　　　 物理学　　
2079-42-0220 首都大東京　　 理　　　 物理　　　　 後 　　　 物理学　　
2079-42-0310 首都大東京　　 理　　　 化学　　　　 前 　　　 化学　　　
2079-42-0320 首都大東京　　 理　　　 化学　　　　 後 　　　 化学　　　
2079-42-0410 首都大東京　　 理　　　 生命科学　　 前 　　　 生物学　　
2079-42-0420 首都大東京　　 理　　　 生命科学　　 後 　　　 生物学　　
2079-47-0010 首都大東京　　 システム 　　　　　　 前 　　　 情報工学　
2079-47-0020 首都大東京　　 システム 　　　　　　 後 　　　 情報工学　
2079-47-1010 首都大東京　　 システム 情報科学　　 前 　　　 情報工学　
2079-47-1020 首都大東京　　 システム 情報科学　　 後 　　　 情報工学　
2079-47-1110 首都大東京　　 システム 電子情報シス 前 　　　 情報工学　
2079-47-1120 首都大東京　　 システム 電子情報シス 後 　　　 情報工学　
2079-47-1210 首都大東京　　 システム 機械シス工　 前 　　　 機械工学　
2079-47-1220 首都大東京　　 システム 機械シス工　 後 　　　 機械工学　
2079-47-1310 首都大東京　　 システム 航空宇宙シス 前 　　　 航空・宇宙
2079-47-1320 首都大東京　　 システム 航空宇宙シス 後 　　　 航空・宇宙
2079-47-1410 首都大東京　　 システム インダストリ 前 　　　 デザイン工
2079-47-1420 首都大東京　　 システム インダストリ 後 　　　 デザイン工
2079-64-0010 首都大東京　　 健康福祉 　　　　　　 前 　　　 看護　　　
2079-64-0020 首都大東京　　 健康福祉 　　　　　　 後 　　　 看護　　　
2079-64-0110 首都大東京　　 健康福祉 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
2079-64-0120 首都大東京　　 健康福祉 看護　　　　 後 　　　 看護　　　
2079-64-0210 首都大東京　　 健康福祉 理学療法　　 前 　　　 理学療法　
2079-64-0220 首都大東京　　 健康福祉 理学療法　　 後 　　　 理学療法　
2079-64-0310 首都大東京　　 健康福祉 作業療法　　 前 　　　 作業療法　
2079-64-0320 首都大東京　　 健康福祉 作業療法　　 後 　　　 作業療法　
2079-64-0410 首都大東京　　 健康福祉 放射線　　　 前 　　　 放射線技術
2079-64-0420 首都大東京　　 健康福祉 放射線　　　 後 　　　 放射線技術
2088-64-0010 神奈川保福大　 保健福祉 　　　　　　 前 　　　 社会福祉学
2088-64-0020 神奈川保福大　 保健福祉 　　　　　　 後 　　　 社会福祉学
2088-64-0110 神奈川保福大　 保健福祉 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
2088-64-0120 神奈川保福大　 保健福祉 看護　　　　 後 　　　 看護　　　
2088-64-0210 神奈川保福大　 保健福祉 栄養　　　　 前 　　　 食物・栄養
2088-64-0220 神奈川保福大　 保健福祉 栄養　　　　 後 　　　 食物・栄養
2088-64-0310 神奈川保福大　 保健福祉 社会福祉　　 前 　　　 社会福祉学
2088-64-0320 神奈川保福大　 保健福祉 社会福祉　　 後 　　　 社会福祉学
2088-64-0410 神奈川保福大　 保健福祉 リハ／理学療 前 　　　 理学療法　
2088-64-0510 神奈川保福大　 保健福祉 リハ／作業療 前 　　　 作業療法　
2090-21-0010 横浜市立大　　 国際商　 　　　　　　 前 　　　 経済学　　
2090-21-0111 横浜市立大　　 国際商　 国際商　　　 前 Ａ　　 経営学・商
2090-21-0112 横浜市立大　　 国際商　 国際商　　　 前 Ｂ　　 経営学・商
2090-37-0010 横浜市立大　　 データサ 　　　　　　 前 　　　 総合情報学
2090-37-0020 横浜市立大　　 データサ 　　　　　　 後 　　　 総合情報学
2090-37-0110 横浜市立大　　 データサ データサイエ 前 　　　 総合情報学



2090-37-0120 横浜市立大　　 データサ データサイエ 後 　　　 総合情報学
2090-39-0010 横浜市立大　　 国際教養 　　　　　　 前 　　　 文化学　　
2090-39-0111 横浜市立大　　 国際教養 国際教養　　 前 Ａ　　 国際関係学
2090-39-0112 横浜市立大　　 国際教養 国際教養　　 前 Ｂ　　 国際関係学
2090-42-0010 横浜市立大　　 理　　　 　　　　　　 前 　　　 総合理学　
2090-42-0411 横浜市立大　　 理　　　 理　　　　　 前 Ａ　　 総合理学　
2090-42-0412 横浜市立大　　 理　　　 理　　　　　 前 Ｂ　　 総合理学　
2090-55-0010 横浜市立大　　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 医　　　　
2090-55-0111 横浜市立大　　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 医　　　　
2090-55-0112 横浜市立大　　 医　　　 医　　　　　 前 医療枠 医　　　　
2090-55-0113 横浜市立大　　 医　　　 医　　　　　 前 診療枠 医　　　　
2090-55-0310 横浜市立大　　 医　　　 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
2093-64-0010 新潟県立看護大 看護　　 　　　　　　 前 　　　 看護　　　
2093-64-0020 新潟県立看護大 看護　　 　　　　　　 後 　　　 看護　　　
2093-64-0110 新潟県立看護大 看護　　 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
2093-64-0120 新潟県立看護大 看護　　 看護　　　　 後 　　　 看護　　　
2094-33-0060 新潟県立大　　 国際地域 　　　　　　 独 　　　 文化学　　
2094-33-0161 新潟県立大　　 国際地域 国際地域　　 独 Ａ　　 国際関係学
2094-33-0162 新潟県立大　　 国際地域 国際地域　　 独 Ｂ　　 国際関係学
2094-33-0163 新潟県立大　　 国際地域 国際地域　　 独 Ｃ　　 国際関係学
2094-79-0060 新潟県立大　　 人間生活 　　　　　　 独 　　　 食物・栄養
2094-79-0161 新潟県立大　　 人間生活 子ども　　　 独 Ａ　　 児童学　　
2094-79-0162 新潟県立大　　 人間生活 子ども　　　 独 Ｂ　　 児童学　　
2094-79-0163 新潟県立大　　 人間生活 子ども　　　 独 Ｃ　　 児童学　　
2094-79-0261 新潟県立大　　 人間生活 健康栄養　　 独 Ａ　　 食物・栄養
2094-79-0262 新潟県立大　　 人間生活 健康栄養　　 独 Ｂ　　 食物・栄養
2094-79-0263 新潟県立大　　 人間生活 健康栄養　　 独 Ｃ　　 食物・栄養
2095-83-0010 長岡造形大　　 造形　　 　　　　　　 前 　　　 美術・デザ
2095-83-0050 長岡造形大　　 造形　　 　　　　　　 中 　　　 美術・デザ
2095-83-0110 長岡造形大　　 造形　　 プロダクトデ 前 　　　 デザイン工
2095-83-0150 長岡造形大　　 造形　　 プロダクトデ 中 　　　 デザイン工
2095-83-0210 長岡造形大　　 造形　　 視覚デザイン 前 　　　 美術・デザ
2095-83-0250 長岡造形大　　 造形　　 視覚デザイン 中 　　　 美術・デザ
2095-83-0310 長岡造形大　　 造形　　 美術・工芸　 前 　　　 美術・デザ
2095-83-0350 長岡造形大　　 造形　　 美術・工芸　 中 　　　 美術・デザ
2095-83-0410 長岡造形大　　 造形　　 建築・環境デ 前 　　　 建築・土木
2095-83-0450 長岡造形大　　 造形　　 建築・環境デ 中 　　　 建築・土木
2100-46-0010 富山県立大　　 工　　　 　　　　　　 前 　　　 機械工学　
2100-46-0020 富山県立大　　 工　　　 　　　　　　 後 　　　 機械工学　
2100-46-0110 富山県立大　　 工　　　 機械シス工　 前 　　　 機械工学　
2100-46-0120 富山県立大　　 工　　　 機械シス工　 後 　　　 機械工学　
2100-46-0310 富山県立大　　 工　　　 生物工　　　 前 　　　 生物工学　
2100-46-0320 富山県立大　　 工　　　 生物工　　　 後 　　　 生物工学　
2100-46-0410 富山県立大　　 工　　　 電子・情報工 前 　　　 情報工学　
2100-46-0420 富山県立大　　 工　　　 電子・情報工 後 　　　 情報工学　
2100-46-0510 富山県立大　　 工　　　 知能ロボット 前 　　　 情報工学　
2100-46-0520 富山県立大　　 工　　　 知能ロボット 後 　　　 情報工学　
2100-46-0610 富山県立大　　 工　　　 環境・社会基 前 　　　 建築・土木
2100-46-0620 富山県立大　　 工　　　 環境・社会基 後 　　　 建築・土木
2100-46-0710 富山県立大　　 工　　　 医薬品工　　 前 　　　 応用化学　
2100-46-0720 富山県立大　　 工　　　 医薬品工　　 後 　　　 応用化学　
2100-64-0010 富山県立大　　 看護　　 　　　　　　 前 　　　 看護　　　
2100-64-0020 富山県立大　　 看護　　 　　　　　　 後 　　　 看護　　　
2100-64-0110 富山県立大　　 看護　　 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
2100-64-0120 富山県立大　　 看護　　 看護　　　　 後 　　　 看護　　　
2103-64-0010 石川県立看護大 看護　　 　　　　　　 前 　　　 看護　　　
2103-64-0020 石川県立看護大 看護　　 　　　　　　 後 　　　 看護　　　
2103-64-0110 石川県立看護大 看護　　 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
2103-64-0120 石川県立看護大 看護　　 看護　　　　 後 　　　 看護　　　



2104-74-0010 石川県立大　　 生物資源 　　　　　　 前 　　　 農学　　　
2104-74-0020 石川県立大　　 生物資源 　　　　　　 後 　　　 農学　　　
2104-74-0110 石川県立大　　 生物資源 生産科学　　 前 　　　 農学　　　
2104-74-0120 石川県立大　　 生物資源 生産科学　　 後 　　　 農学　　　
2104-74-0210 石川県立大　　 生物資源 環境科学　　 前 　　　 農業工学・
2104-74-0220 石川県立大　　 生物資源 環境科学　　 後 　　　 農業工学・
2104-74-0310 石川県立大　　 生物資源 食品科学　　 前 　　　 農芸化学　
2104-74-0320 石川県立大　　 生物資源 食品科学　　 後 　　　 農芸化学　
2105-83-0050 金沢美術工芸大 美術工芸 　　　　　　 中 　　　 美術・デザ
2105-83-0150 金沢美術工芸大 美術工芸 デザ／製品デ 中 　　　 デザイン工
2105-83-0350 金沢美術工芸大 美術工芸 デザ／視覚デ 中 　　　 美術・デザ
2105-83-0650 金沢美術工芸大 美術工芸 美術／芸術学 中 　　　 芸術理論　
2105-83-0750 金沢美術工芸大 美術工芸 美術／彫刻　 中 　　　 美術・デザ
2105-83-0850 金沢美術工芸大 美術工芸 工芸　　　　 中 　　　 美術・デザ
2105-83-1250 金沢美術工芸大 美術工芸 デザ／環境デ 中 　　　 住居学　　
2105-83-1350 金沢美術工芸大 美術工芸 美術／日本画 中 　　　 美術・デザ
2105-83-1450 金沢美術工芸大 美術工芸 美術／油画　 中 　　　 美術・デザ
2106-33-0010 公立小松大　　 国際文化 　　　　　　 前 　　　 文化学　　
2106-33-0050 公立小松大　　 国際文化 　　　　　　 中 　　　 文化学　　
2106-33-0110 公立小松大　　 国際文化 国際文化交流 前 　　　 国際関係学
2106-33-0150 公立小松大　　 国際文化 国際文化交流 中 　　　 国際関係学
2106-47-0010 公立小松大　　 生産シス 　　　　　　 前 　　　 機械工学　
2106-47-0050 公立小松大　　 生産シス 　　　　　　 中 　　　 機械工学　
2106-47-0110 公立小松大　　 生産シス 生産システム 前 　　　 機械工学　
2106-47-0150 公立小松大　　 生産シス 生産システム 中 　　　 機械工学　
2106-64-0010 公立小松大　　 保健医療 　　　　　　 前 　　　 看護　　　
2106-64-0050 公立小松大　　 保健医療 　　　　　　 中 　　　 看護　　　
2106-64-0110 公立小松大　　 保健医療 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
2106-64-0150 公立小松大　　 保健医療 看護　　　　 中 　　　 看護　　　
2106-64-0210 公立小松大　　 保健医療 臨床工　　　 前 　　　 医療技術　
2106-64-0250 公立小松大　　 保健医療 臨床工　　　 中 　　　 医療技術　
2108-64-0010 敦賀市立看護大 看護　　 　　　　　　 前 　　　 看護　　　
2108-64-0020 敦賀市立看護大 看護　　 　　　　　　 後 　　　 看護　　　
2108-64-0110 敦賀市立看護大 看護　　 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
2108-64-0120 敦賀市立看護大 看護　　 看護　　　　 後 　　　 看護　　　
2110-18-0010 福井県立大　　 経済　　 　　　　　　 前 　　　 経済学　　
2110-18-0020 福井県立大　　 経済　　 　　　　　　 後 　　　 経済学　　
2110-18-0110 福井県立大　　 経済　　 経営　　　　 前 　　　 経営学・商
2110-18-0120 福井県立大　　 経済　　 経営　　　　 後 　　　 経営学・商
2110-18-0210 福井県立大　　 経済　　 経済　　　　 前 　　　 経済学　　
2110-18-0220 福井県立大　　 経済　　 経済　　　　 後 　　　 経済学　　
2110-64-0010 福井県立大　　 看護福祉 　　　　　　 前 　　　 看護　　　
2110-64-0020 福井県立大　　 看護福祉 　　　　　　 後 　　　 社会福祉学
2110-64-0111 福井県立大　　 看護福祉 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
2110-64-0112 福井県立大　　 看護福祉 看護　　　　 前 地域枠 看護　　　
2110-64-0120 福井県立大　　 看護福祉 看護　　　　 後 　　　 看護　　　
2110-64-0210 福井県立大　　 看護福祉 社会福祉　　 前 　　　 社会福祉学
2110-64-0220 福井県立大　　 看護福祉 社会福祉　　 後 　　　 社会福祉学
2110-74-0010 福井県立大　　 生物資源 　　　　　　 前 　　　 農芸化学　
2110-74-0020 福井県立大　　 生物資源 　　　　　　 後 　　　 農芸化学　
2110-74-0210 福井県立大　　 生物資源 生物資源　　 前 　　　 農芸化学　
2110-74-0220 福井県立大　　 生物資源 生物資源　　 後 　　　 農芸化学　
2110-75-0010 福井県立大　　 海洋生物 　　　　　　 前 　　　 水産学　　
2110-75-0020 福井県立大　　 海洋生物 　　　　　　 後 　　　 水産学　　
2110-75-0110 福井県立大　　 海洋生物 海洋生物資源 前 　　　 水産学　　
2110-75-0120 福井県立大　　 海洋生物 海洋生物資源 後 　　　 水産学　　
2114-13-0010 山梨県立大　　 国際政策 　　　　　　 前 　　　 国際関係学
2114-13-0020 山梨県立大　　 国際政策 　　　　　　 後 　　　 国際関係学
2114-13-0110 山梨県立大　　 国際政策 総合政策　　 前 　　　 政治学　　



2114-13-0120 山梨県立大　　 国際政策 総合政策　　 後 　　　 政治学　　
2114-13-0210 山梨県立大　　 国際政策 国際コミュニ 前 　　　 国際関係学
2114-13-0220 山梨県立大　　 国際政策 国際コミュニ 後 　　　 国際関係学
2114-27-0010 山梨県立大　　 人間福祉 　　　　　　 前 　　　 社会福祉学
2114-27-0020 山梨県立大　　 人間福祉 　　　　　　 後 　　　 社会福祉学
2114-27-0110 山梨県立大　　 人間福祉 福祉コミュニ 前 　　　 社会福祉学
2114-27-0120 山梨県立大　　 人間福祉 福祉コミュニ 後 　　　 社会福祉学
2114-27-0210 山梨県立大　　 人間福祉 人間形成　　 前 　　　 児童学　　
2114-27-0220 山梨県立大　　 人間福祉 人間形成　　 後 　　　 児童学　　
2114-64-0010 山梨県立大　　 看護　　 　　　　　　 前 　　　 看護　　　
2114-64-0020 山梨県立大　　 看護　　 　　　　　　 後 　　　 看護　　　
2114-64-0110 山梨県立大　　 看護　　 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
2114-64-0120 山梨県立大　　 看護　　 看護　　　　 後 　　　 看護　　　
2115-01-0010 都留文科大　　 文　　　 　　　　　　 前 　　　 英米語　　
2115-01-0050 都留文科大　　 文　　　 　　　　　　 中 　　　 英米語　　
2115-01-0110 都留文科大　　 文　　　 英文　　　　 前 　　　 英米語　　
2115-01-0150 都留文科大　　 文　　　 英文　　　　 中 　　　 英米語　　
2115-01-0210 都留文科大　　 文　　　 国文　　　　 前 　　　 日本文学　
2115-01-0250 都留文科大　　 文　　　 国文　　　　 中 　　　 日本文学　
2115-01-0510 都留文科大　　 文　　　 比較文化　　 前 　　　 文化学　　
2115-01-0550 都留文科大　　 文　　　 比較文化　　 中 　　　 文化学　　
2115-01-0810 都留文科大　　 文　　　 国際教育　　 前 　　　 英米語　　
2115-01-0850 都留文科大　　 文　　　 国際教育　　 中 　　　 英米語　　
2115-37-0010 都留文科大　　 教養　　 　　　　　　 前 　　　 小学校　　
2115-37-0050 都留文科大　　 教養　　 　　　　　　 中 　　　 小学校　　
2115-37-0111 都留文科大　　 教養　　 学校教育　　 前 ５科目 小学校　　
2115-37-0112 都留文科大　　 教養　　 学校教育　　 前 ３科目 小学校　　
2115-37-0151 都留文科大　　 教養　　 学校教育　　 中 ５科目 小学校　　
2115-37-0152 都留文科大　　 教養　　 学校教育　　 中 ３科目 小学校　　
2115-37-0210 都留文科大　　 教養　　 地域社会　　 前 　　　 社会学　　
2115-37-0250 都留文科大　　 教養　　 地域社会　　 中 　　　 社会学　　
2118-21-0010 長野大　　　　 企業情報 　　　　　　 前 　　　 経営学・商
2118-21-0050 長野大　　　　 企業情報 　　　　　　 中 　　　 経営学・商
2118-21-0110 長野大　　　　 企業情報 企業情報　　 前 　　　 経営学・商
2118-21-0150 長野大　　　　 企業情報 企業情報　　 中 　　　 経営学・商
2118-26-0010 長野大　　　　 社会福祉 　　　　　　 前 　　　 心理学　　
2118-26-0050 長野大　　　　 社会福祉 　　　　　　 中 　　　 心理学　　
2118-26-0110 長野大　　　　 社会福祉 社会福祉　　 前 　　　 社会福祉学
2118-26-0150 長野大　　　　 社会福祉 社会福祉　　 中 　　　 社会福祉学
2118-37-0010 長野大　　　　 環境ツー 　　　　　　 前 　　　 観光学　　
2118-37-0050 長野大　　　　 環境ツー 　　　　　　 中 　　　 観光学　　
2118-37-0110 長野大　　　　 環境ツー 環境ツーリズ 前 　　　 総合科学　
2118-37-0150 長野大　　　　 環境ツー 環境ツーリズ 中 　　　 総合科学　
2119-21-0010 長野県立大　　 グローバ 　　　　　　 前 　　　 政治学　　
2119-21-0050 長野県立大　　 グローバ 　　　　　　 中 　　　 政治学　　
2119-21-0111 長野県立大　　 グローバ グローバルマ 前 Ａ　　 経営学・商
2119-21-0112 長野県立大　　 グローバ グローバルマ 前 Ｂ　　 経営学・商
2119-21-0150 長野県立大　　 グローバ グローバルマ 中 　　　 経営学・商
2119-79-0010 長野県立大　　 健康発達 　　　　　　 前 　　　 幼稚園　　
2119-79-0050 長野県立大　　 健康発達 　　　　　　 中 　　　 幼稚園　　
2119-79-0110 長野県立大　　 健康発達 食健康　　　 前 　　　 保健　　　
2119-79-0150 長野県立大　　 健康発達 食健康　　　 中 　　　 保健　　　
2119-79-0210 長野県立大　　 健康発達 こども　　　 前 　　　 児童学　　
2119-79-0250 長野県立大　　 健康発達 こども　　　 中 　　　 児童学　　
2120-64-0010 長野県看護大　 看護　　 　　　　　　 前 　　　 看護　　　
2120-64-0020 長野県看護大　 看護　　 　　　　　　 後 　　　 看護　　　
2120-64-0110 長野県看護大　 看護　　 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
2120-64-0120 長野県看護大　 看護　　 看護　　　　 後 　　　 看護　　　
2121-46-0010 諏訪東京理大　 工　　　 　　　　　　 前 　　　 機械工学　



2121-46-0050 諏訪東京理大　 工　　　 　　　　　　 中 　　　 機械工学　
2121-46-0111 諏訪東京理大　 工　　　 情報応用工　 前 Ａ　　 情報工学　
2121-46-0112 諏訪東京理大　 工　　　 情報応用工　 前 Ｂ　　 情報工学　
2121-46-0150 諏訪東京理大　 工　　　 情報応用工　 中 　　　 情報工学　
2121-46-0211 諏訪東京理大　 工　　　 機械電気工　 前 Ａ　　 機械工学　
2121-46-0212 諏訪東京理大　 工　　　 機械電気工　 前 Ｂ　　 機械工学　
2121-46-0250 諏訪東京理大　 工　　　 機械電気工　 中 　　　 機械工学　
2123-64-0010 岐阜県立看護大 看護　　 　　　　　　 前 　　　 看護　　　
2123-64-0110 岐阜県立看護大 看護　　 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
2125-61-0050 岐阜薬大　　　 薬　　　 　　　　　　 中 　　　 薬　　　　
2125-61-0350 岐阜薬大　　　 薬　　　 薬　　　　　 中 　　　 薬　　　　
2128-03-0010 静岡文化芸大　 文化政策 　　　　　　 前 　　　 文化学　　
2128-03-0020 静岡文化芸大　 文化政策 　　　　　　 後 　　　 文化学　　
2128-03-0110 静岡文化芸大　 文化政策 国際文化　　 前 　　　 文化学　　
2128-03-0120 静岡文化芸大　 文化政策 国際文化　　 後 　　　 文化学　　
2128-03-0210 静岡文化芸大　 文化政策 文化政策　　 前 　　　 総合科学　
2128-03-0220 静岡文化芸大　 文化政策 文化政策　　 後 　　　 総合科学　
2128-03-0310 静岡文化芸大　 文化政策 芸術文化　　 前 　　　 芸術理論　
2128-03-0320 静岡文化芸大　 文化政策 芸術文化　　 後 　　　 芸術理論　
2128-83-0010 静岡文化芸大　 デザイン 　　　　　　 前 　　　 美術・デザ
2128-83-0020 静岡文化芸大　 デザイン 　　　　　　 後 　　　 美術・デザ
2128-83-0411 静岡文化芸大　 デザイン デザイン　　 前 Ⅰ数学 美術・デザ
2128-83-0412 静岡文化芸大　 デザイン デザイン　　 前 Ⅱ実技 美術・デザ
2128-83-0420 静岡文化芸大　 デザイン デザイン　　 後 　　　 美術・デザ
2130-21-0010 静岡県立大　　 経営情報 　　　　　　 前 　　　 経営情報学
2130-21-0020 静岡県立大　　 経営情報 　　　　　　 後 　　　 経営情報学
2130-21-0110 静岡県立大　　 経営情報 経営情報　　 前 　　　 経営情報学
2130-21-0120 静岡県立大　　 経営情報 経営情報　　 後 　　　 経営情報学
2130-33-0010 静岡県立大　　 国際関係 　　　　　　 前 　　　 文化学　　
2130-33-0110 静岡県立大　　 国際関係 国際関係　　 前 　　　 国際関係学
2130-33-0210 静岡県立大　　 国際関係 国際言語文化 前 　　　 文化学　　
2130-61-0050 静岡県立大　　 薬　　　 　　　　　　 中 　　　 薬　　　　
2130-61-0250 静岡県立大　　 薬　　　 薬　　　　　 中 　　　 薬　　　　
2130-61-0350 静岡県立大　　 薬　　　 薬科学　　　 中 　　　 薬　　　　
2130-64-0010 静岡県立大　　 看護　　 　　　　　　 前 　　　 看護　　　
2130-64-0020 静岡県立大　　 看護　　 　　　　　　 後 　　　 看護　　　
2130-64-0110 静岡県立大　　 看護　　 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
2130-64-0120 静岡県立大　　 看護　　 看護　　　　 後 　　　 看護　　　
2130-79-0010 静岡県立大　　 食品栄養 　　　　　　 前 　　　 食物・栄養
2130-79-0020 静岡県立大　　 食品栄養 　　　　　　 後 　　　 食物・栄養
2130-79-0110 静岡県立大　　 食品栄養 栄養生命科学 前 　　　 保健　　　
2130-79-0120 静岡県立大　　 食品栄養 栄養生命科学 後 　　　 保健　　　
2130-79-0210 静岡県立大　　 食品栄養 食品生命科学 前 　　　 農芸化学　
2130-79-0220 静岡県立大　　 食品栄養 食品生命科学 後 　　　 農芸化学　
2130-79-0310 静岡県立大　　 食品栄養 環境生命科学 前 　　　 総合科学　
2130-79-0320 静岡県立大　　 食品栄養 環境生命科学 後 　　　 総合科学　
2135-03-0010 愛知県立大　　 日本文化 　　　　　　 前 　　　 日本文学　
2135-03-0020 愛知県立大　　 日本文化 　　　　　　 後 　　　 日本文学　
2135-03-0110 愛知県立大　　 日本文化 国語国文　　 前 　　　 日本文学　
2135-03-0120 愛知県立大　　 日本文化 国語国文　　 後 　　　 日本文学　
2135-03-0210 愛知県立大　　 日本文化 歴史文化　　 前 　　　 日本史　　
2135-03-0220 愛知県立大　　 日本文化 歴史文化　　 後 　　　 日本史　　
2135-08-0010 愛知県立大　　 外国語　 　　　　　　 前 　　　 英米語　　
2135-08-0020 愛知県立大　　 外国語　 　　　　　　 後 　　　 英米語　　
2135-08-0110 愛知県立大　　 外国語　 英米　　　　 前 　　　 英米語　　
2135-08-0120 愛知県立大　　 外国語　 英米　　　　 後 　　　 英米語　　
2135-08-0510 愛知県立大　　 外国語　 中国　　　　 前 　　　 中国語　　
2135-08-0520 愛知県立大　　 外国語　 中国　　　　 後 　　　 中国語　　
2135-08-0810 愛知県立大　　 外国語　 国際関係　　 前 　　　 国際関係学



2135-08-0820 愛知県立大　　 外国語　 国際関係　　 後 　　　 国際関係学
2135-08-0910 愛知県立大　　 外国語　 ヨー／フラン 前 　　　 フランス語
2135-08-0920 愛知県立大　　 外国語　 ヨー／フラン 後 　　　 フランス語
2135-08-1010 愛知県立大　　 外国語　 ヨー／スペイ 前 　　　 スペイン語
2135-08-1020 愛知県立大　　 外国語　 ヨー／スペイ 後 　　　 スペイン語
2135-08-1110 愛知県立大　　 外国語　 ヨー／ドイツ 前 　　　 ドイツ語　
2135-08-1120 愛知県立大　　 外国語　 ヨー／ドイツ 後 　　　 ドイツ語　
2135-31-0010 愛知県立大　　 教育福祉 　　　　　　 前 　　　 ０免課程　
2135-31-0020 愛知県立大　　 教育福祉 　　　　　　 後 　　　 ０免課程　
2135-31-0210 愛知県立大　　 教育福祉 社会福祉　　 前 　　　 ０免課程　
2135-31-0220 愛知県立大　　 教育福祉 社会福祉　　 後 　　　 ０免課程　
2135-31-0310 愛知県立大　　 教育福祉 教育／小学校 前 　　　 ０免課程　
2135-31-0320 愛知県立大　　 教育福祉 教育／小学校 後 　　　 ０免課程　
2135-31-0410 愛知県立大　　 教育福祉 教育／保育幼 前 　　　 ０免課程　
2135-31-0420 愛知県立大　　 教育福祉 教育／保育幼 後 　　　 ０免課程　
2135-37-0010 愛知県立大　　 情報科学 　　　　　　 前 　　　 情報科学　
2135-37-0020 愛知県立大　　 情報科学 　　　　　　 後 　　　 情報科学　
2135-37-0310 愛知県立大　　 情報科学 情報科学　　 前 　　　 情報科学　
2135-37-0320 愛知県立大　　 情報科学 情報科学　　 後 　　　 情報科学　
2135-64-0010 愛知県立大　　 看護　　 　　　　　　 前 　　　 看護　　　
2135-64-0020 愛知県立大　　 看護　　 　　　　　　 後 　　　 看護　　　
2135-64-0110 愛知県立大　　 看護　　 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
2135-64-0120 愛知県立大　　 看護　　 看護　　　　 後 　　　 看護　　　
2145-83-0020 愛知県立芸大　 美術　　 　　　　　　 後 　　　 美術・デザ
2145-83-0120 愛知県立芸大　 美術　　 デザ／デザイ 後 　　　 美術・デザ
2145-83-0220 愛知県立芸大　 美術　　 デザ／陶磁　 後 　　　 美術・デザ
2145-83-0320 愛知県立芸大　 美術　　 美術／油画　 後 　　　 美術・デザ
2145-83-0420 愛知県立芸大　 美術　　 美術／彫刻　 後 　　　 美術・デザ
2145-83-0520 愛知県立芸大　 美術　　 美術／日本画 後 　　　 美術・デザ
2145-83-0620 愛知県立芸大　 美術　　 美術／芸術学 後 　　　 芸術理論　
2145-84-0020 愛知県立芸大　 音楽　　 　　　　　　 後 　　　 音楽　　　
2145-84-0120 愛知県立芸大　 音楽　　 音楽／管打楽 後 　　　 音楽　　　
2145-84-0220 愛知県立芸大　 音楽　　 音楽／弦楽器 後 　　　 音楽　　　
2145-84-0320 愛知県立芸大　 音楽　　 音楽／ピアノ 後 　　　 音楽　　　
2145-84-0420 愛知県立芸大　 音楽　　 音楽／音楽学 後 　　　 音楽　　　
2145-84-0520 愛知県立芸大　 音楽　　 音楽／作曲　 後 　　　 音楽　　　
2145-84-0620 愛知県立芸大　 音楽　　 音楽／声楽　 後 　　　 音楽　　　
2150-18-0010 名古屋市立大　 経済　　 　　　　　　 前 　　　 経済学　　
2150-18-0020 名古屋市立大　 経済　　 　　　　　　 後 　　　 政治学　　
2150-18-0021 名古屋市立大　 経済　　 　　　　　　 後 Ｅ　　 経済学　　
2150-18-0022 名古屋市立大　 経済　　 　　　　　　 後 Ｍ　　 経済学　　
2150-27-0010 名古屋市立大　 人文社会 　　　　　　 前 　　　 心理学　　
2150-27-0020 名古屋市立大　 人文社会 　　　　　　 後 　　　 心理学　　
2150-27-0110 名古屋市立大　 人文社会 心理教育　　 前 　　　 心理学　　
2150-27-0120 名古屋市立大　 人文社会 心理教育　　 後 　　　 心理学　　
2150-27-0210 名古屋市立大　 人文社会 現代社会　　 前 　　　 社会学　　
2150-27-0220 名古屋市立大　 人文社会 現代社会　　 後 　　　 社会学　　
2150-27-0310 名古屋市立大　 人文社会 国際文化　　 前 　　　 文化学　　
2150-27-0320 名古屋市立大　 人文社会 国際文化　　 後 　　　 文化学　　
2150-43-0020 名古屋市立大　 総合生命 　　　　　　 後 　　　 総合理学　
2150-43-0120 名古屋市立大　 総合生命 総合生命理　 後 　　　 総合理学　
2150-47-0010 名古屋市立大　 芸術工　 　　　　　　 前 　　　 美術・デザ
2150-47-0020 名古屋市立大　 芸術工　 　　　　　　 後 　　　 建築・土木
2150-47-0110 名古屋市立大　 芸術工　 情報環境デザ 前 　　　 映像　　　
2150-47-0120 名古屋市立大　 芸術工　 情報環境デザ 後 　　　 映像　　　
2150-47-0210 名古屋市立大　 芸術工　 建築都市デザ 前 　　　 建築・土木
2150-47-0221 名古屋市立大　 芸術工　 建築都市デザ 後 小論文 建築・土木
2150-47-0222 名古屋市立大　 芸術工　 建築都市デザ 後 実技　 建築・土木
2150-47-0310 名古屋市立大　 芸術工　 産業イノベー 前 　　　 デザイン工



2150-47-0320 名古屋市立大　 芸術工　 産業イノベー 後 　　　 デザイン工
2150-55-0010 名古屋市立大　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 医　　　　
2150-55-0110 名古屋市立大　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 医　　　　
2150-61-0050 名古屋市立大　 薬　　　 　　　　　　 中 　　　 薬　　　　
2150-61-0250 名古屋市立大　 薬　　　 薬　　　　　 中 　　　 薬　　　　
2150-61-0350 名古屋市立大　 薬　　　 生命薬科学　 中 　　　 薬　　　　
2150-64-0010 名古屋市立大　 看護　　 　　　　　　 前 　　　 看護　　　
2150-64-0110 名古屋市立大　 看護　　 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
2153-64-0010 三重県立看護大 看護　　 　　　　　　 前 　　　 看護　　　
2153-64-0020 三重県立看護大 看護　　 　　　　　　 後 　　　 看護　　　
2153-64-0111 三重県立看護大 看護　　 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
2153-64-0112 三重県立看護大 看護　　 看護　　　　 前 地域枠 看護　　　
2153-64-0120 三重県立看護大 看護　　 看護　　　　 後 　　　 看護　　　
2160-37-0010 滋賀県立大　　 人間文化 　　　　　　 前 　　　 文化学　　
2160-37-0020 滋賀県立大　　 人間文化 　　　　　　 後 　　　 文化学　　
2160-37-0210 滋賀県立大　　 人間文化 地域文化　　 前 　　　 文化学　　
2160-37-0220 滋賀県立大　　 人間文化 地域文化　　 後 　　　 文化学　　
2160-37-0610 滋賀県立大　　 人間文化 生活デザイン 前 　　　 生活科学　
2160-37-0620 滋賀県立大　　 人間文化 生活デザイン 後 　　　 生活科学　
2160-37-0710 滋賀県立大　　 人間文化 生活栄養　　 前 　　　 食物・栄養
2160-37-0720 滋賀県立大　　 人間文化 生活栄養　　 後 　　　 食物・栄養
2160-37-0810 滋賀県立大　　 人間文化 人間関係　　 前 　　　 人間科学　
2160-37-0820 滋賀県立大　　 人間文化 人間関係　　 後 　　　 人間科学　
2160-37-0910 滋賀県立大　　 人間文化 国際コミュニ 前 　　　 英米語　　
2160-37-0920 滋賀県立大　　 人間文化 国際コミュニ 後 　　　 英米語　　
2160-38-0010 滋賀県立大　　 環境科学 　　　　　　 前 　　　 総合理学　
2160-38-0020 滋賀県立大　　 環境科学 　　　　　　 後 　　　 総合理学　
2160-38-0310 滋賀県立大　　 環境科学 環境生態　　 前 　　　 総合理学　
2160-38-0320 滋賀県立大　　 環境科学 環境生態　　 後 　　　 総合理学　
2160-38-0410 滋賀県立大　　 環境科学 生物資源管理 前 　　　 農学　　　
2160-38-0420 滋賀県立大　　 環境科学 生物資源管理 後 　　　 農学　　　
2160-38-0510 滋賀県立大　　 環境科学 環境政策・計 前 　　　 総合科学　
2160-38-0520 滋賀県立大　　 環境科学 環境政策・計 後 　　　 総合科学　
2160-38-0610 滋賀県立大　　 環境科学 環境建築デザ 前 　　　 建築・土木
2160-38-0620 滋賀県立大　　 環境科学 環境建築デザ 後 　　　 建築・土木
2160-46-0010 滋賀県立大　　 工　　　 　　　　　　 前 　　　 機械工学　
2160-46-0020 滋賀県立大　　 工　　　 　　　　　　 後 　　　 機械工学　
2160-46-0110 滋賀県立大　　 工　　　 機械シス工　 前 　　　 機械工学　
2160-46-0120 滋賀県立大　　 工　　　 機械シス工　 後 　　　 機械工学　
2160-46-0210 滋賀県立大　　 工　　　 材料科学　　 前 　　　 金属・材料
2160-46-0220 滋賀県立大　　 工　　　 材料科学　　 後 　　　 金属・材料
2160-46-0310 滋賀県立大　　 工　　　 電子シス工　 前 　　　 電気・電子
2160-46-0320 滋賀県立大　　 工　　　 電子シス工　 後 　　　 電気・電子
2160-64-0010 滋賀県立大　　 人間看護 　　　　　　 前 　　　 看護　　　
2160-64-0020 滋賀県立大　　 人間看護 　　　　　　 後 　　　 看護　　　
2160-64-0110 滋賀県立大　　 人間看護 人間看護　　 前 　　　 看護　　　
2160-64-0120 滋賀県立大　　 人間看護 人間看護　　 後 　　　 看護　　　
2163-21-0010 福知山公立大　 地域経営 　　　　　　 前 　　　 経営学・商
2163-21-0020 福知山公立大　 地域経営 　　　　　　 後 　　　 経営学・商
2163-21-0111 福知山公立大　 地域経営 地域経営　　 前 ５教科 経営学・商
2163-21-0112 福知山公立大　 地域経営 地域経営　　 前 ３教科 経営学・商
2163-21-0120 福知山公立大　 地域経営 地域経営　　 後 　　　 経営学・商
2163-21-0211 福知山公立大　 地域経営 医療福祉経営 前 ５教科 経営学・商
2163-21-0212 福知山公立大　 地域経営 医療福祉経営 前 ３教科 経営学・商
2163-21-0220 福知山公立大　 地域経営 医療福祉経営 後 　　　 経営学・商
2165-83-0010 京都市立芸大　 美術　　 　　　　　　 前 　　　 美術・デザ
2165-83-0110 京都市立芸大　 美術　　 工芸　　　　 前 　　　 美術・デザ
2165-83-0210 京都市立芸大　 美術　　 デザイン　　 前 　　　 美術・デザ
2165-83-0310 京都市立芸大　 美術　　 美術　　　　 前 　　　 美術・デザ



2165-83-0410 京都市立芸大　 美術　　 総合芸術　　 前 　　　 芸術理論　
2165-84-0020 京都市立芸大　 音楽　　 　　　　　　 後 　　　 音楽　　　
2165-84-0220 京都市立芸大　 音楽　　 音楽／作曲　 後 　　　 音楽　　　
2165-84-0320 京都市立芸大　 音楽　　 音楽／指揮　 後 　　　 音楽　　　
2165-84-0420 京都市立芸大　 音楽　　 音楽／ピアノ 後 　　　 音楽　　　
2165-84-0520 京都市立芸大　 音楽　　 音楽／弦楽　 後 　　　 音楽　　　
2165-84-0620 京都市立芸大　 音楽　　 音楽／管・打 後 　　　 音楽　　　
2165-84-0720 京都市立芸大　 音楽　　 音楽／声楽　 後 　　　 音楽　　　
2165-84-0820 京都市立芸大　 音楽　　 音楽／音楽学 後 　　　 音楽　　　
2170-01-0010 京都府立大　　 文　　　 　　　　　　 前 　　　 文化学　　
2170-01-0020 京都府立大　　 文　　　 　　　　　　 後 　　　 文化学　　
2170-01-0610 京都府立大　　 文　　　 日本・中国文 前 　　　 日本文学　
2170-01-0620 京都府立大　　 文　　　 日本・中国文 後 　　　 日本文学　
2170-01-0710 京都府立大　　 文　　　 欧米言語文化 前 　　　 文化学　　
2170-01-0720 京都府立大　　 文　　　 欧米言語文化 後 　　　 文化学　　
2170-01-0810 京都府立大　　 文　　　 歴史　　　　 前 　　　 日本史　　
2170-01-0820 京都府立大　　 文　　　 歴史　　　　 後 　　　 日本史　　
2170-01-0910 京都府立大　　 文　　　 和食文化　　 前 　　　 文化学　　
2170-01-0920 京都府立大　　 文　　　 和食文化　　 後 　　　 文化学　　
2170-13-0010 京都府立大　　 公共政策 　　　　　　 前 　　　 政治学　　
2170-13-0020 京都府立大　　 公共政策 　　　　　　 後 　　　 政治学　　
2170-13-0110 京都府立大　　 公共政策 公共政策　　 前 　　　 政治学　　
2170-13-0120 京都府立大　　 公共政策 公共政策　　 後 　　　 政治学　　
2170-13-0210 京都府立大　　 公共政策 福祉社会　　 前 　　　 社会福祉学
2170-13-0220 京都府立大　　 公共政策 福祉社会　　 後 　　　 社会福祉学
2170-38-0010 京都府立大　　 生命環境 　　　　　　 前 　　　 食物・栄養
2170-38-0020 京都府立大　　 生命環境 　　　　　　 後 　　　 住居学　　
2170-38-0110 京都府立大　　 生命環境 食保健　　　 前 　　　 食物・栄養
2170-38-0210 京都府立大　　 生命環境 環境デザイン 前 　　　 建築・土木
2170-38-0220 京都府立大　　 生命環境 環境デザイン 後 　　　 建築・土木
2170-38-0310 京都府立大　　 生命環境 環境・情報科 前 　　　 情報科学　
2170-38-0410 京都府立大　　 生命環境 農学生命科学 前 　　　 農学　　　
2170-38-0420 京都府立大　　 生命環境 農学生命科学 後 　　　 農学　　　
2170-38-0510 京都府立大　　 生命環境 森林科学　　 前 　　　 森林科学　
2170-38-0520 京都府立大　　 生命環境 森林科学　　 後 　　　 森林科学　
2170-38-0610 京都府立大　　 生命環境 生命分子化　 前 　　　 農芸化学　
2170-38-0620 京都府立大　　 生命環境 生命分子化　 後 　　　 農芸化学　
2175-55-0010 京都府立医大　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 医　　　　
2175-55-0110 京都府立医大　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 医　　　　
2175-55-0210 京都府立医大　 医　　　 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
2185-01-0010 大阪市立大　　 文　　　 　　　　　　 前 　　　 文化学　　
2185-01-0020 大阪市立大　　 文　　　 　　　　　　 後 　　　 文化学　　
2185-12-0010 大阪市立大　　 法　　　 　　　　　　 前 　　　 法学　　　
2185-12-0020 大阪市立大　　 法　　　 　　　　　　 後 　　　 法学　　　
2185-12-0110 大阪市立大　　 法　　　 法　　　　　 前 　　　 法学　　　
2185-12-0120 大阪市立大　　 法　　　 法　　　　　 後 　　　 法学　　　
2185-18-0010 大阪市立大　　 経済　　 　　　　　　 前 　　　 経済学　　
2185-18-0020 大阪市立大　　 経済　　 　　　　　　 後 　　　 経済学　　
2185-18-0110 大阪市立大　　 経済　　 経済　　　　 前 　　　 経済学　　
2185-18-0121 大阪市立大　　 経済　　 経済　　　　 後 高得点 経済学　　
2185-18-0122 大阪市立大　　 経済　　 経済　　　　 後 ユニー 経済学　　
2185-20-0010 大阪市立大　　 商　　　 　　　　　　 前 　　　 経営学・商
2185-20-0020 大阪市立大　　 商　　　 　　　　　　 後 　　　 経営学・商
2185-42-0010 大阪市立大　　 理　　　 　　　　　　 前 　　　 物理学　　
2185-42-0020 大阪市立大　　 理　　　 　　　　　　 後 　　　 数学　　　
2185-42-0110 大阪市立大　　 理　　　 化学　　　　 前 　　　 化学　　　
2185-42-0120 大阪市立大　　 理　　　 化学　　　　 後 　　　 化学　　　
2185-42-0210 大阪市立大　　 理　　　 数学　　　　 前 　　　 数学　　　
2185-42-0220 大阪市立大　　 理　　　 数学　　　　 後 　　　 数学　　　



2185-42-0310 大阪市立大　　 理　　　 生物　　　　 前 　　　 生物学　　
2185-42-0320 大阪市立大　　 理　　　 生物　　　　 後 　　　 生物学　　
2185-42-0410 大阪市立大　　 理　　　 地球　　　　 前 　　　 地球科学　
2185-42-0420 大阪市立大　　 理　　　 地球　　　　 後 　　　 地球科学　
2185-42-0610 大阪市立大　　 理　　　 物理　　　　 前 　　　 物理学　　
2185-42-0620 大阪市立大　　 理　　　 物理　　　　 後 　　　 物理学　　
2185-42-0710 大阪市立大　　 理　　　 除数学　　　 前 理選択 化学　　　
2185-46-0010 大阪市立大　　 工　　　 　　　　　　 前 　　　 電気・電子
2185-46-0020 大阪市立大　　 工　　　 　　　　　　 後 　　　 電気・電子
2185-46-0310 大阪市立大　　 工　　　 機械工　　　 前 　　　 機械工学　
2185-46-0320 大阪市立大　　 工　　　 機械工　　　 後 　　　 機械工学　
2185-46-0410 大阪市立大　　 工　　　 建築　　　　 前 　　　 建築・土木
2185-46-0420 大阪市立大　　 工　　　 建築　　　　 後 　　　 建築・土木
2185-46-0510 大阪市立大　　 工　　　 電気情報工　 前 　　　 情報工学　
2185-46-0520 大阪市立大　　 工　　　 電気情報工　 後 　　　 情報工学　
2185-46-1110 大阪市立大　　 工　　　 電子・物理工 前 　　　 電気・電子
2185-46-1120 大阪市立大　　 工　　　 電子・物理工 後 　　　 電気・電子
2185-46-1210 大阪市立大　　 工　　　 化学バイオ工 前 　　　 応用化学　
2185-46-1220 大阪市立大　　 工　　　 化学バイオ工 後 　　　 応用化学　
2185-46-1310 大阪市立大　　 工　　　 都市　　　　 前 　　　 建築・土木
2185-46-1320 大阪市立大　　 工　　　 都市　　　　 後 　　　 建築・土木
2185-55-0010 大阪市立大　　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 医　　　　
2185-55-0111 大阪市立大　　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 医　　　　
2185-55-0113 大阪市立大　　 医　　　 医　　　　　 前 指定枠 医　　　　
2185-55-0210 大阪市立大　　 医　　　 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
2185-79-0010 大阪市立大　　 生活科学 　　　　　　 前 　　　 心理学　　
2185-79-0110 大阪市立大　　 生活科学 食品栄養科学 前 　　　 食物・栄養
2185-79-0210 大阪市立大　　 生活科学 居住環境　　 前 　　　 住居学　　
2185-79-0310 大阪市立大　　 生活科学 人間福祉　　 前 　　　 社会福祉学
2190-91-0010 大阪府立大　　 現代シス 　　　　　　 前 　　　 人間科学　
2190-91-0020 大阪府立大　　 現代シス 　　　　　　 後 　　　 総合情報学
2190-91-0110 大阪府立大　　 現代シス 知識情報シス 前 　　　 総合情報学
2190-91-0210 大阪府立大　　 現代シス マネジメント 前 　　　 経済学　　
2190-91-0311 大阪府立大　　 現代シス 環境システム 前 英小論 総合科学　
2190-91-0312 大阪府立大　　 現代シス 環境システム 前 理数型 総合科学　
2190-92-0050 大阪府立大　　 工学域　 　　　　　　 中 　　　 機械工学　
2190-92-0150 大阪府立大　　 工学域　 電気電子系学 中 　　　 電気・電子
2190-92-0250 大阪府立大　　 工学域　 物質化学系学 中 　　　 応用化学　
2190-92-0350 大阪府立大　　 工学域　 機械系学類　 中 　　　 機械工学　
2190-93-0010 大阪府立大　　 生命環境 　　　　　　 前 　　　 数学　　　
2190-93-0020 大阪府立大　　 生命環境 　　　　　　 後 　　　 数学　　　
2190-93-0110 大阪府立大　　 生命環境 獣医学類　　 前 　　　 獣医学　　
2190-93-0120 大阪府立大　　 生命環境 獣医学類　　 後 　　　 獣医学　　
2190-93-0210 大阪府立大　　 生命環境 応用生命科学 前 　　　 生物工学　
2190-93-0220 大阪府立大　　 生命環境 応用生命科学 後 　　　 生物工学　
2190-93-0310 大阪府立大　　 生命環境 緑地環境科学 前 　　　 農学　　　
2190-93-0320 大阪府立大　　 生命環境 緑地環境科学 後 　　　 農学　　　
2190-93-0511 大阪府立大　　 生命環境 理学類　　　 前 数学型 数学　　　
2190-93-0512 大阪府立大　　 生命環境 理学類　　　 前 物理型 数学　　　
2190-93-0513 大阪府立大　　 生命環境 理学類　　　 前 化学型 数学　　　
2190-93-0514 大阪府立大　　 生命環境 理学類　　　 前 生物型 数学　　　
2190-93-0521 大阪府立大　　 生命環境 理学類　　　 後 数学型 数学　　　
2190-93-0522 大阪府立大　　 生命環境 理学類　　　 後 物理型 数学　　　
2190-93-0523 大阪府立大　　 生命環境 理学類　　　 後 化学型 数学　　　
2190-93-0524 大阪府立大　　 生命環境 理学類　　　 後 生物型 数学　　　
2190-94-0010 大阪府立大　　 地域保健 　　　　　　 前 　　　 社会福祉学
2190-94-0020 大阪府立大　　 地域保健 　　　　　　 後 　　　 社会福祉学
2190-94-0110 大阪府立大　　 地域保健 看護学類　　 前 　　　 看護　　　
2190-94-0120 大阪府立大　　 地域保健 看護学類　　 後 　　　 看護　　　



2190-94-0210 大阪府立大　　 地域保健 総合／理学療 前 　　　 理学療法　
2190-94-0220 大阪府立大　　 地域保健 総合／理学療 後 　　　 理学療法　
2190-94-0310 大阪府立大　　 地域保健 総合／作業療 前 　　　 作業療法　
2190-94-0320 大阪府立大　　 地域保健 総合／作業療 後 　　　 作業療法　
2190-94-0410 大阪府立大　　 地域保健 総合／栄養療 前 　　　 食物・栄養
2190-94-0420 大阪府立大　　 地域保健 総合／栄養療 後 　　　 食物・栄養
2190-94-0510 大阪府立大　　 地域保健 教育福祉学類 前 　　　 社会福祉学
2190-94-0520 大阪府立大　　 地域保健 教育福祉学類 後 　　　 社会福祉学
2198-64-0010 神戸市看護大　 看護　　 　　　　　　 前 　　　 看護　　　
2198-64-0020 神戸市看護大　 看護　　 　　　　　　 後 　　　 看護　　　
2198-64-0110 神戸市看護大　 看護　　 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
2198-64-0120 神戸市看護大　 看護　　 看護　　　　 後 　　　 看護　　　
2199-21-0010 兵庫県立大　　 国際商経 　　　　　　 前 　　　 経済学　　
2199-21-0020 兵庫県立大　　 国際商経 　　　　　　 後 　　　 経済学　　
2199-21-0210 兵庫県立大　　 国際商経 国際／経済学 前 　　　 経済学　　
2199-21-0220 兵庫県立大　　 国際商経 国際／経済学 後 　　　 経済学　　
2199-21-0310 兵庫県立大　　 国際商経 国際／グロー 前 　　　 国際関係学
2199-37-0010 兵庫県立大　　 環境人間 　　　　　　 前 　　　 食物・栄養
2199-37-0020 兵庫県立大　　 環境人間 　　　　　　 後 　　　 国際関係学
2199-37-0110 兵庫県立大　　 環境人間 環境人間　　 前 　　　 総合科学　
2199-37-0120 兵庫県立大　　 環境人間 環境人間　　 後 　　　 総合科学　
2199-37-0210 兵庫県立大　　 環境人間 環境／食環境 前 　　　 食物・栄養
2199-38-0010 兵庫県立大　　 社会情報 　　　　　　 前 　　　 総合情報学
2199-38-0050 兵庫県立大　　 社会情報 　　　　　　 中 　　　 総合情報学
2199-38-0110 兵庫県立大　　 社会情報 社会情報科学 前 　　　 総合情報学
2199-38-0150 兵庫県立大　　 社会情報 社会情報科学 中 　　　 総合情報学
2199-42-0050 兵庫県立大　　 理　　　 　　　　　　 中 　　　 物理学　　
2199-42-0150 兵庫県立大　　 理　　　 生命科学　　 中 　　　 生物学　　
2199-42-0250 兵庫県立大　　 理　　　 物質科学　　 中 　　　 物理学　　
2199-46-0010 兵庫県立大　　 工　　　 　　　　　　 前 　　　 金属・材料
2199-46-0020 兵庫県立大　　 工　　　 　　　　　　 後 　　　 金属・材料
2199-46-0110 兵庫県立大　　 工　　　 電気電子情報 前 　　　 電気・電子
2199-46-0120 兵庫県立大　　 工　　　 電気電子情報 後 　　　 電気・電子
2199-46-0210 兵庫県立大　　 工　　　 機械・材料工 前 　　　 機械工学　
2199-46-0220 兵庫県立大　　 工　　　 機械・材料工 後 　　　 機械工学　
2199-46-0310 兵庫県立大　　 工　　　 応用化学工　 前 　　　 応用化学　
2199-46-0320 兵庫県立大　　 工　　　 応用化学工　 後 　　　 応用化学　
2199-64-0010 兵庫県立大　　 看護　　 　　　　　　 前 　　　 看護　　　
2199-64-0020 兵庫県立大　　 看護　　 　　　　　　 後 　　　 看護　　　
2199-64-0110 兵庫県立大　　 看護　　 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
2199-64-0120 兵庫県立大　　 看護　　 看護　　　　 後 　　　 看護　　　
2200-08-0010 神戸市外大　　 外国語　 　　　　　　 前 　　　 国際関係学
2200-08-0020 神戸市外大　　 外国語　 　　　　　　 後 　　　 国際関係学
2200-08-0110 神戸市外大　　 外国語　 イスパニア　 前 　　　 スペイン語
2200-08-0120 神戸市外大　　 外国語　 イスパニア　 後 　　　 スペイン語
2200-08-0210 神戸市外大　　 外国語　 英米　　　　 前 　　　 英米語　　
2200-08-0220 神戸市外大　　 外国語　 英米　　　　 後 　　　 英米語　　
2200-08-0310 神戸市外大　　 外国語　 国際関係　　 前 　　　 国際関係学
2200-08-0320 神戸市外大　　 外国語　 国際関係　　 後 　　　 国際関係学
2200-08-0410 神戸市外大　　 外国語　 中国　　　　 前 　　　 中国語　　
2200-08-0420 神戸市外大　　 外国語　 中国　　　　 後 　　　 中国語　　
2200-08-0510 神戸市外大　　 外国語　 ロシア　　　 前 　　　 ロシア語　
2200-08-0520 神戸市外大　　 外国語　 ロシア　　　 後 　　　 ロシア語　
2200-11-0010 神戸市外大　　 外国語２ 　　　　　　 前 　　　 外国文学　
2200-11-0020 神戸市外大　　 外国語２ 　　　　　　 後 　　　 外国文学　
2200-11-0110 神戸市外大　　 外国語２ 英米　　　　 前 　　　 英米語　　
2200-11-0120 神戸市外大　　 外国語２ 英米　　　　 後 　　　 英米語　　
2220-55-0010 奈良県立医大　 医　　　 　　　　　　 前 　　　 看護　　　
2220-55-0020 奈良県立医大　 医　　　 　　　　　　 後 　　　 医　　　　



2220-55-0110 奈良県立医大　 医　　　 医　　　　　 前 　　　 医　　　　
2220-55-0120 奈良県立医大　 医　　　 医　　　　　 後 　　　 医　　　　
2220-55-0311 奈良県立医大　 医　　　 看護　　　　 前 一般枠 看護　　　
2220-55-0312 奈良県立医大　 医　　　 看護　　　　 前 地域枠 看護　　　
2225-23-0010 奈良県立大　　 地域創造 　　　　　　 前 　　　 総合科学　
2225-23-0050 奈良県立大　　 地域創造 　　　　　　 中 　　　 総合科学　
2225-23-0310 奈良県立大　　 地域創造 地域創造　　 前 　　　 総合科学　
2225-23-0350 奈良県立大　　 地域創造 地域創造　　 中 　　　 総合科学　
2230-55-0010 和歌山県立医大 医　　　 　　　　　　 前 　　　 医　　　　
2230-55-0111 和歌山県立医大 医　　　 医　　　　　 前 　　　 医　　　　
2230-55-0112 和歌山県立医大 医　　　 医　　　　　 前 医療枠 医　　　　
2230-64-0010 和歌山県立医大 保健看護 　　　　　　 前 　　　 看護　　　
2230-64-0020 和歌山県立医大 保健看護 　　　　　　 後 　　　 看護　　　
2230-64-0110 和歌山県立医大 保健看護 保健看護　　 前 　　　 看護　　　
2230-64-0120 和歌山県立医大 保健看護 保健看護　　 後 　　　 看護　　　
2235-19-0010 公立鳥取環境大 経営　　 　　　　　　 前 　　　 経営学・商
2235-19-0020 公立鳥取環境大 経営　　 　　　　　　 後 　　　 経営学・商
2235-19-0111 公立鳥取環境大 経営　　 経営　　　　 前 Ａ　　 経営学・商
2235-19-0112 公立鳥取環境大 経営　　 経営　　　　 前 Ｂ　　 経営学・商
2235-19-0120 公立鳥取環境大 経営　　 経営　　　　 後 　　　 経営学・商
2235-47-0010 公立鳥取環境大 環境　　 　　　　　　 前 　　　 総合科学　
2235-47-0020 公立鳥取環境大 環境　　 　　　　　　 後 　　　 総合科学　
2235-47-0111 公立鳥取環境大 環境　　 環境　　　　 前 Ａ　　 総合科学　
2235-47-0112 公立鳥取環境大 環境　　 環境　　　　 前 Ｂ　　 総合科学　
2235-47-0120 公立鳥取環境大 環境　　 環境　　　　 後 　　　 総合科学　
2240-13-0010 島根県立大　　 総合政策 　　　　　　 前 　　　 政治学　　
2240-13-0020 島根県立大　　 総合政策 　　　　　　 後 　　　 政治学　　
2240-13-0111 島根県立大　　 総合政策 総合政策　　 前 ３教科 経営学・商
2240-13-0112 島根県立大　　 総合政策 総合政策　　 前 ５教科 経営学・商
2240-13-0120 島根県立大　　 総合政策 総合政策　　 後 　　　 経営学・商
2240-37-0010 島根県立大　　 人間文化 　　　　　　 前 　　　 文化学　　
2240-37-0020 島根県立大　　 人間文化 　　　　　　 後 　　　 文化学　　
2240-37-0110 島根県立大　　 人間文化 保育教育　　 前 　　　 児童学　　
2240-37-0210 島根県立大　　 人間文化 地域文化　　 前 　　　 文化学　　
2240-37-0220 島根県立大　　 人間文化 地域文化　　 後 　　　 文化学　　
2240-64-0010 島根県立大　　 看護栄養 　　　　　　 前 　　　 食物・栄養
2240-64-0110 島根県立大　　 看護栄養 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
2240-64-0210 島根県立大　　 看護栄養 健康栄養　　 前 　　　 食物・栄養
2243-64-0010 新見公立大　　 健康科学 　　　　　　 前 　　　 社会福祉学
2243-64-0020 新見公立大　　 健康科学 　　　　　　 後 　　　 幼稚園　　
2243-64-0050 新見公立大　　 健康科学 　　　　　　 中 　　　 社会福祉学
2243-64-0110 新見公立大　　 健康科学 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
2243-64-0120 新見公立大　　 健康科学 看護　　　　 後 　　　 看護　　　
2243-64-0210 新見公立大　　 健康科学 地域福祉　　 前 　　　 社会福祉学
2243-64-0250 新見公立大　　 健康科学 地域福祉　　 中 　　　 社会福祉学
2243-64-0310 新見公立大　　 健康科学 健康保育　　 前 　　　 児童学　　
2243-64-0320 新見公立大　　 健康科学 健康保育　　 後 　　　 児童学　　
2245-47-0010 岡山県立大　　 情報工　 　　　　　　 前 　　　 情報工学　
2245-47-0050 岡山県立大　　 情報工　 　　　　　　 中 　　　 情報工学　
2245-47-0110 岡山県立大　　 情報工　 情報シス工　 前 　　　 情報工学　
2245-47-0150 岡山県立大　　 情報工　 情報シス工　 中 　　　 情報工学　
2245-47-0210 岡山県立大　　 情報工　 情報通信工　 前 　　　 電気・電子
2245-47-0250 岡山県立大　　 情報工　 情報通信工　 中 　　　 電気・電子
2245-47-0310 岡山県立大　　 情報工　 人間情報工　 前 　　　 体育・健康
2245-47-0350 岡山県立大　　 情報工　 人間情報工　 中 　　　 体育・健康
2245-64-0010 岡山県立大　　 保健福祉 　　　　　　 前 　　　 社会福祉学
2245-64-0020 岡山県立大　　 保健福祉 　　　　　　 後 　　　 社会福祉学
2245-64-0110 岡山県立大　　 保健福祉 栄養　　　　 前 　　　 食物・栄養
2245-64-0120 岡山県立大　　 保健福祉 栄養　　　　 後 　　　 食物・栄養



2245-64-0210 岡山県立大　　 保健福祉 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
2245-64-0220 岡山県立大　　 保健福祉 看護　　　　 後 　　　 看護　　　
2245-64-0410 岡山県立大　　 保健福祉 保健／社会福 前 　　　 社会福祉学
2245-64-0420 岡山県立大　　 保健福祉 保健／社会福 後 　　　 社会福祉学
2245-64-0510 岡山県立大　　 保健福祉 保健／子ども 前 　　　 児童学　　
2245-64-0520 岡山県立大　　 保健福祉 保健／子ども 後 　　　 児童学　　
2245-83-0010 岡山県立大　　 デザイン 　　　　　　 前 　　　 美術・デザ
2245-83-0310 岡山県立大　　 デザイン デザイン工　 前 　　　 デザイン工
2245-83-0410 岡山県立大　　 デザイン 造形デザイン 前 　　　 美術・デザ
2249-21-0010 尾道市立大　　 経済情報 　　　　　　 前 　　　 経済学　　
2249-21-0020 尾道市立大　　 経済情報 　　　　　　 後 　　　 経済学　　
2249-21-0110 尾道市立大　　 経済情報 経済情報　　 前 　　　 経済学　　
2249-21-0121 尾道市立大　　 経済情報 経済情報　　 後 Ａ　　 経済学　　
2249-21-0122 尾道市立大　　 経済情報 経済情報　　 後 Ｂ　　 経済学　　
2249-83-0010 尾道市立大　　 芸術文化 　　　　　　 前 　　　 日本文学　
2249-83-0020 尾道市立大　　 芸術文化 　　　　　　 後 　　　 日本文学　
2249-83-0110 尾道市立大　　 芸術文化 日本文　　　 前 　　　 日本文学　
2249-83-0120 尾道市立大　　 芸術文化 日本文　　　 後 　　　 日本文学　
2249-83-0210 尾道市立大　　 芸術文化 美術　　　　 前 　　　 美術・デザ
2249-83-0220 尾道市立大　　 芸術文化 美術　　　　 後 　　　 美術・デザ
2251-21-0010 県立広島大　　 経営情報 　　　　　　 前 　　　 経営学・商
2251-21-0020 県立広島大　　 経営情報 　　　　　　 後 　　　 経営学・商
2251-21-0110 県立広島大　　 経営情報 経営　　　　 前 　　　 経営学・商
2251-21-0120 県立広島大　　 経営情報 経営　　　　 後 　　　 経営学・商
2251-21-0210 県立広島大　　 経営情報 経営情報　　 前 　　　 経営情報学
2251-21-0220 県立広島大　　 経営情報 経営情報　　 後 　　　 経営情報学
2251-37-0010 県立広島大　　 人間文化 　　　　　　 前 　　　 文化学　　
2251-37-0020 県立広島大　　 人間文化 　　　　　　 後 　　　 文化学　　
2251-37-0110 県立広島大　　 人間文化 国際文化　　 前 　　　 国際関係学
2251-37-0120 県立広島大　　 人間文化 国際文化　　 後 　　　 国際関係学
2251-37-0210 県立広島大　　 人間文化 健康科学　　 前 　　　 食物・栄養
2251-37-0220 県立広島大　　 人間文化 健康科学　　 後 　　　 食物・栄養
2251-38-0010 県立広島大　　 生命環境 　　　　　　 前 　　　 総合理学　
2251-38-0020 県立広島大　　 生命環境 　　　　　　 後 　　　 総合理学　
2251-38-0110 県立広島大　　 生命環境 生命科学　　 前 　　　 農芸化学　
2251-38-0120 県立広島大　　 生命環境 生命科学　　 後 　　　 農芸化学　
2251-38-0210 県立広島大　　 生命環境 環境科学　　 前 　　　 総合理学　
2251-38-0220 県立広島大　　 生命環境 環境科学　　 後 　　　 総合理学　
2251-64-0010 県立広島大　　 保健福祉 　　　　　　 前 　　　 社会福祉学
2251-64-0020 県立広島大　　 保健福祉 　　　　　　 後 　　　 社会福祉学
2251-64-0110 県立広島大　　 保健福祉 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
2251-64-0120 県立広島大　　 保健福祉 看護　　　　 後 　　　 看護　　　
2251-64-0210 県立広島大　　 保健福祉 理学療法　　 前 　　　 理学療法　
2251-64-0220 県立広島大　　 保健福祉 理学療法　　 後 　　　 理学療法　
2251-64-0310 県立広島大　　 保健福祉 作業療法　　 前 　　　 作業療法　
2251-64-0320 県立広島大　　 保健福祉 作業療法　　 後 　　　 作業療法　
2251-64-0410 県立広島大　　 保健福祉 コミュニケー 前 　　　 医療技術　
2251-64-0420 県立広島大　　 保健福祉 コミュニケー 後 　　　 医療技術　
2251-64-0510 県立広島大　　 保健福祉 人間福祉　　 前 　　　 社会福祉学
2251-64-0520 県立広島大　　 保健福祉 人間福祉　　 後 　　　 社会福祉学
2252-21-0010 福山市立大　　 都市経営 　　　　　　 前 　　　 総合科学　
2252-21-0020 福山市立大　　 都市経営 　　　　　　 後 　　　 総合科学　
2252-21-0110 福山市立大　　 都市経営 都市経営　　 前 　　　 総合科学　
2252-21-0120 福山市立大　　 都市経営 都市経営　　 後 　　　 総合科学　
2252-30-0010 福山市立大　　 教育　　 　　　　　　 前 　　　 心理学　　
2252-30-0020 福山市立大　　 教育　　 　　　　　　 後 　　　 心理学　　
2252-30-0110 福山市立大　　 教育　　 児童／教育　 前 　　　 小学校　　
2252-30-0120 福山市立大　　 教育　　 児童／教育　 後 　　　 小学校　　
2252-30-0210 福山市立大　　 教育　　 児童／保育　 前 　　　 児童学　　



2252-30-0220 福山市立大　　 教育　　 児童／保育　 後 　　　 児童学　　
2260-33-0010 広島市立大　　 国際　　 　　　　　　 前 　　　 文化学　　
2260-33-0020 広島市立大　　 国際　　 　　　　　　 後 　　　 文化学　　
2260-33-0110 広島市立大　　 国際　　 国際　　　　 前 　　　 国際関係学
2260-33-0120 広島市立大　　 国際　　 国際　　　　 後 　　　 国際関係学
2260-37-0010 広島市立大　　 情報科学 　　　　　　 前 　　　 情報工学　
2260-37-0020 広島市立大　　 情報科学 　　　　　　 後 　　　 情報工学　
2260-83-0010 広島市立大　　 芸術　　 　　　　　　 前 　　　 美術・デザ
2260-83-0020 広島市立大　　 芸術　　 　　　　　　 後 　　　 美術・デザ
2260-83-0110 広島市立大　　 芸術　　 デザイン工芸 前 　　　 美術・デザ
2260-83-0120 広島市立大　　 芸術　　 デザイン工芸 後 　　　 美術・デザ
2260-83-0210 広島市立大　　 芸術　　 美術／油絵　 前 　　　 美術・デザ
2260-83-0320 広島市立大　　 芸術　　 美術／彫刻　 後 　　　 美術・デザ
2260-83-0420 広島市立大　　 芸術　　 美術／日本画 後 　　　 美術・デザ
2263-46-0010 山口東京理科大 工　　　 　　　　　　 前 　　　 機械工学　
2263-46-0050 山口東京理科大 工　　　 　　　　　　 中 　　　 機械工学　
2263-46-0111 山口東京理科大 工　　　 機械工　　　 前 Ａ　　 機械工学　
2263-46-0112 山口東京理科大 工　　　 機械工　　　 前 Ｂ　　 機械工学　
2263-46-0150 山口東京理科大 工　　　 機械工　　　 中 　　　 機械工学　
2263-46-0211 山口東京理科大 工　　　 電気工　　　 前 Ａ　　 電気・電子
2263-46-0212 山口東京理科大 工　　　 電気工　　　 前 Ｂ　　 電気・電子
2263-46-0250 山口東京理科大 工　　　 電気工　　　 中 　　　 電気・電子
2263-46-0311 山口東京理科大 工　　　 応用化　　　 前 Ａ　　 応用化学　
2263-46-0312 山口東京理科大 工　　　 応用化　　　 前 Ｂ　　 応用化学　
2263-46-0350 山口東京理科大 工　　　 応用化　　　 中 　　　 応用化学　
2263-61-0050 山口東京理科大 薬　　　 　　　　　　 中 　　　 薬　　　　
2263-61-0150 山口東京理科大 薬　　　 薬　　　　　 中 　　　 薬　　　　
2265-18-0010 下関市立大　　 経済　　 　　　　　　 前 　　　 経営学・商
2265-18-0050 下関市立大　　 経済　　 　　　　　　 中 　　　 経営学・商
2265-18-0111 下関市立大　　 経済　　 経済　　　　 前 Ａ　　 経済学　　
2265-18-0112 下関市立大　　 経済　　 経済　　　　 前 Ｂ　　 経済学　　
2265-18-0150 下関市立大　　 経済　　 経済　　　　 中 　　　 経済学　　
2265-18-0211 下関市立大　　 経済　　 国際商　　　 前 Ａ　　 経営学・商
2265-18-0212 下関市立大　　 経済　　 国際商　　　 前 Ｂ　　 経営学・商
2265-18-0250 下関市立大　　 経済　　 国際商　　　 中 　　　 経営学・商
2265-18-0311 下関市立大　　 経済　　 公共マネジメ 前 Ａ　　 経営学・商
2265-18-0312 下関市立大　　 経済　　 公共マネジメ 前 Ｂ　　 経営学・商
2265-18-0350 下関市立大　　 経済　　 公共マネジメ 中 　　　 経営学・商
2270-26-0010 山口県立大　　 社会福祉 　　　　　　 前 　　　 社会福祉学
2270-26-0020 山口県立大　　 社会福祉 　　　　　　 後 　　　 社会福祉学
2270-26-0110 山口県立大　　 社会福祉 社会福祉　　 前 　　　 社会福祉学
2270-26-0120 山口県立大　　 社会福祉 社会福祉　　 後 　　　 社会福祉学
2270-33-0010 山口県立大　　 国際文化 　　　　　　 前 　　　 文化学　　
2270-33-0020 山口県立大　　 国際文化 　　　　　　 後 　　　 文化学　　
2270-33-0110 山口県立大　　 国際文化 国際文化　　 前 　　　 文化学　　
2270-33-0120 山口県立大　　 国際文化 国際文化　　 後 　　　 文化学　　
2270-33-0210 山口県立大　　 国際文化 文化創造　　 前 　　　 文化学　　
2270-33-0220 山口県立大　　 国際文化 文化創造　　 後 　　　 文化学　　
2270-65-0010 山口県立大　　 看護栄養 　　　　　　 前 　　　 食物・栄養
2270-65-0020 山口県立大　　 看護栄養 　　　　　　 後 　　　 食物・栄養
2270-65-0110 山口県立大　　 看護栄養 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
2270-65-0120 山口県立大　　 看護栄養 看護　　　　 後 　　　 看護　　　
2270-65-0210 山口県立大　　 看護栄養 栄養　　　　 前 　　　 食物・栄養
2270-65-0220 山口県立大　　 看護栄養 栄養　　　　 後 　　　 食物・栄養
2280-64-0010 香川保健医療大 保健医療 　　　　　　 前 　　　 看護　　　
2280-64-0020 香川保健医療大 保健医療 　　　　　　 後 　　　 看護　　　
2280-64-0110 香川保健医療大 保健医療 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
2280-64-0120 香川保健医療大 保健医療 看護　　　　 後 　　　 看護　　　
2280-64-0210 香川保健医療大 保健医療 臨床検査　　 前 　　　 検査技術　



2285-64-0010 愛媛医療技術大 保健科学 　　　　　　 前 　　　 看護　　　
2285-64-0020 愛媛医療技術大 保健科学 　　　　　　 後 　　　 看護　　　
2285-64-0110 愛媛医療技術大 保健科学 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
2285-64-0120 愛媛医療技術大 保健科学 看護　　　　 後 　　　 看護　　　
2285-64-0210 愛媛医療技術大 保健科学 臨床検査　　 前 　　　 検査技術　
2288-22-0010 高知工科大　　 経済マネ 　　　　　　 前 　　　 経済学　　
2288-22-0011 高知工科大　　 経済マネ 　　　　　　 前 Ａ　　 経済学　　
2288-22-0012 高知工科大　　 経済マネ 　　　　　　 前 Ｂ　　 経済学　　
2288-22-0013 高知工科大　　 経済マネ 　　　　　　 前 Ｃ　　 経済学　　
2288-22-0020 高知工科大　　 経済マネ 　　　　　　 後 　　　 経済学　　
2288-37-0010 高知工科大　　 情報　　 　　　　　　 前 　　　 電気・電子
2288-37-0011 高知工科大　　 情報　　 　　　　　　 前 Ａ　　 総合情報学
2288-37-0012 高知工科大　　 情報　　 　　　　　　 前 Ｂ　　 総合情報学
2288-37-0020 高知工科大　　 情報　　 　　　　　　 後 　　　 総合情報学
2288-47-0010 高知工科大　　 シス工　 　　　　　　 前 　　　 機械工学　
2288-47-0011 高知工科大　　 シス工　 　　　　　　 前 Ａ　　 機械工学　
2288-47-0012 高知工科大　　 シス工　 　　　　　　 前 Ｂ　　 機械工学　
2288-47-0020 高知工科大　　 シス工　 　　　　　　 後 　　　 機械工学　
2288-48-0010 高知工科大　　 環境理工 　　　　　　 前 Ａ　　 応用化学　
2288-48-0020 高知工科大　　 環境理工 　　　　　　 後 　　　 総合理学　
2288-48-0021 高知工科大　　 環境理工 　　　　　　 後 　　　 応用化学　
2288-48-0022 高知工科大　　 環境理工 　　　　　　 後 セのみ 応用化学　
2290-03-0010 高知県立大　　 文化　　 　　　　　　 前 　　　 日本文学　
2290-03-0020 高知県立大　　 文化　　 　　　　　　 後 　　　 日本文学　
2290-03-0110 高知県立大　　 文化　　 文化　　　　 前 　　　 文化学　　
2290-03-0120 高知県立大　　 文化　　 文化　　　　 後 　　　 文化学　　
2290-26-0010 高知県立大　　 社会福祉 　　　　　　 前 　　　 社会福祉学
2290-26-0020 高知県立大　　 社会福祉 　　　　　　 後 　　　 社会福祉学
2290-26-0110 高知県立大　　 社会福祉 社会福祉　　 前 　　　 社会福祉学
2290-26-0120 高知県立大　　 社会福祉 社会福祉　　 後 　　　 社会福祉学
2290-64-0010 高知県立大　　 看護　　 　　　　　　 前 　　　 看護　　　
2290-64-0020 高知県立大　　 看護　　 　　　　　　 後 　　　 看護　　　
2290-64-0110 高知県立大　　 看護　　 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
2290-64-0120 高知県立大　　 看護　　 看護　　　　 後 　　　 看護　　　
2290-65-0010 高知県立大　　 健康栄養 　　　　　　 前 　　　 食物・栄養
2290-65-0110 高知県立大　　 健康栄養 健康栄養　　 前 　　　 食物・栄養
2295-01-0010 北九州市立大　 文　　　 　　　　　　 前 　　　 心理学　　
2295-01-0020 北九州市立大　 文　　　 　　　　　　 後 　　　 心理学　　
2295-01-0110 北九州市立大　 文　　　 人間関係　　 前 　　　 心理学　　
2295-01-0120 北九州市立大　 文　　　 人間関係　　 後 　　　 心理学　　
2295-01-0210 北九州市立大　 文　　　 比較文化　　 前 　　　 文化学　　
2295-01-0220 北九州市立大　 文　　　 比較文化　　 後 　　　 文化学　　
2295-08-0010 北九州市立大　 外国語　 　　　　　　 前 　　　 国際関係学
2295-08-0020 北九州市立大　 外国語　 　　　　　　 後 　　　 国際関係学
2295-08-0310 北九州市立大　 外国語　 国際関係　　 前 　　　 国際関係学
2295-08-0320 北九州市立大　 外国語　 国際関係　　 後 　　　 国際関係学
2295-08-0410 北九州市立大　 外国語　 英米　　　　 前 　　　 英米語　　
2295-08-0420 北九州市立大　 外国語　 英米　　　　 後 　　　 英米語　　
2295-08-0510 北九州市立大　 外国語　 中国　　　　 前 　　　 中国語　　
2295-08-0520 北九州市立大　 外国語　 中国　　　　 後 　　　 中国語　　
2295-12-0010 北九州市立大　 法　　　 　　　　　　 前 　　　 法学　　　
2295-12-0020 北九州市立大　 法　　　 　　　　　　 後 　　　 法学　　　
2295-12-0110 北九州市立大　 法　　　 政策科学　　 前 　　　 政治学　　
2295-12-0120 北九州市立大　 法　　　 政策科学　　 後 　　　 政治学　　
2295-12-0210 北九州市立大　 法　　　 法律　　　　 前 　　　 法学　　　
2295-12-0220 北九州市立大　 法　　　 法律　　　　 後 　　　 法学　　　
2295-18-0010 北九州市立大　 経済　　 　　　　　　 前 　　　 経営情報学
2295-18-0020 北九州市立大　 経済　　 　　　　　　 後 　　　 経営情報学
2295-18-0113 北九州市立大　 経済　　 経営情報　　 前 英語　 経営情報学



2295-18-0114 北九州市立大　 経済　　 経営情報　　 前 数学　 経営情報学
2295-18-0120 北九州市立大　 経済　　 経営情報　　 後 　　　 経営情報学
2295-18-0213 北九州市立大　 経済　　 経済　　　　 前 英語　 経済学　　
2295-18-0214 北九州市立大　 経済　　 経済　　　　 前 数学　 経済学　　
2295-18-0220 北九州市立大　 経済　　 経済　　　　 後 　　　 経済学　　
2295-37-0010 北九州市立大　 国際環境 　　　　　　 前 　　　 機械工学　
2295-37-0020 北九州市立大　 国際環境 　　　　　　 後 　　　 機械工学　
2295-37-0210 北九州市立大　 国際環境 機械シス工　 前 　　　 機械工学　
2295-37-0220 北九州市立大　 国際環境 機械シス工　 後 　　　 機械工学　
2295-37-0310 北九州市立大　 国際環境 情報シス工　 前 　　　 情報工学　
2295-37-0320 北九州市立大　 国際環境 情報シス工　 後 　　　 情報工学　
2295-37-0410 北九州市立大　 国際環境 建築デザイン 前 　　　 建築・土木
2295-37-0420 北九州市立大　 国際環境 建築デザイン 後 　　　 建築・土木
2295-37-0510 北九州市立大　 国際環境 エネルギー循 前 　　　 原子力・エ
2295-37-0520 北九州市立大　 国際環境 エネルギー循 後 　　　 原子力・エ
2295-37-0610 北九州市立大　 国際環境 環境生命工　 前 　　　 生物工学　
2295-37-0620 北九州市立大　 国際環境 環境生命工　 後 　　　 生物工学　
2295-38-0010 北九州市立大　 地域創生 　　　　　　 前 　　　 政治学　　
2295-38-0110 北九州市立大　 地域創生 地域創生学類 前 　　　 経済学　　
2295-41-0010 北九州市立大　 地域創夜 　　　　　　 前 　　　 政治学　　
2295-41-0110 北九州市立大　 地域創夜 地域創生学類 前 　　　 経済学　　
2300-58-0010 九州歯大　　　 歯　　　 　　　　　　 前 　　　 歯　　　　
2300-58-0110 九州歯大　　　 歯　　　 歯　　　　　 前 　　　 歯　　　　
2300-58-0210 九州歯大　　　 歯　　　 口腔保健　　 前 　　　 医療技術　
2305-27-0010 福岡県立大　　 人間社会 　　　　　　 前 　　　 社会学　　
2305-27-0020 福岡県立大　　 人間社会 　　　　　　 後 　　　 社会学　　
2305-27-0110 福岡県立大　　 人間社会 公共社会　　 前 　　　 社会学　　
2305-27-0120 福岡県立大　　 人間社会 公共社会　　 後 　　　 社会学　　
2305-27-0210 福岡県立大　　 人間社会 社会福祉　　 前 　　　 社会福祉学
2305-27-0220 福岡県立大　　 人間社会 社会福祉　　 後 　　　 社会福祉学
2305-27-0310 福岡県立大　　 人間社会 人間形成　　 前 　　　 人間科学　
2305-27-0320 福岡県立大　　 人間社会 人間形成　　 後 　　　 人間科学　
2305-64-0010 福岡県立大　　 看護　　 　　　　　　 前 　　　 看護　　　
2305-64-0020 福岡県立大　　 看護　　 　　　　　　 後 　　　 看護　　　
2305-64-0110 福岡県立大　　 看護　　 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
2305-64-0120 福岡県立大　　 看護　　 看護　　　　 後 　　　 看護　　　
2310-38-0010 福岡女子大　　 国際文理 　　　　　　 前 　　　 日本文学　
2310-38-0020 福岡女子大　　 国際文理 　　　　　　 後 　　　 日本文学　
2310-38-0110 福岡女子大　　 国際文理 国際教養　　 前 　　　 国際関係学
2310-38-0120 福岡女子大　　 国際文理 国際教養　　 後 　　　 国際関係学
2310-38-0210 福岡女子大　　 国際文理 環境科学　　 前 　　　 総合科学　
2310-38-0220 福岡女子大　　 国際文理 環境科学　　 後 　　　 総合科学　
2310-38-0310 福岡女子大　　 国際文理 食・健康　　 前 　　　 食物・栄養
2310-38-0320 福岡女子大　　 国際文理 食・健康　　 後 　　　 食物・栄養
2320-19-0010 長崎県立大　　 経営　　 　　　　　　 前 　　　 経営学・商
2320-19-0020 長崎県立大　　 経営　　 　　　　　　 後 　　　 経営学・商
2320-19-0110 長崎県立大　　 経営　　 経営　　　　 前 　　　 経営学・商
2320-19-0120 長崎県立大　　 経営　　 経営　　　　 後 　　　 経営学・商
2320-19-0310 長崎県立大　　 経営　　 国際経営　　 前 　　　 経営学・商
2320-19-0320 長崎県立大　　 経営　　 国際経営　　 後 　　　 経営学・商
2320-21-0010 長崎県立大　　 地域創造 　　　　　　 前 　　　 政治学　　
2320-21-0020 長崎県立大　　 地域創造 　　　　　　 後 　　　 政治学　　
2320-21-0111 長崎県立大　　 地域創造 公共政策　　 前 英語　 政治学　　
2320-21-0112 長崎県立大　　 地域創造 公共政策　　 前 数学　 政治学　　
2320-21-0120 長崎県立大　　 地域創造 公共政策　　 後 　　　 政治学　　
2320-21-0211 長崎県立大　　 地域創造 実践経済　　 前 英語　 経済学　　
2320-21-0212 長崎県立大　　 地域創造 実践経済　　 前 数学　 経済学　　
2320-21-0220 長崎県立大　　 地域創造 実践経済　　 後 　　　 経済学　　
2320-27-0010 長崎県立大　　 国際社会 　　　　　　 前 　　　 国際関係学



2320-27-0020 長崎県立大　　 国際社会 　　　　　　 後 　　　 国際関係学
2320-27-0110 長崎県立大　　 国際社会 国際社会　　 前 　　　 国際関係学
2320-27-0120 長崎県立大　　 国際社会 国際社会　　 後 　　　 国際関係学
2320-47-0010 長崎県立大　　 情報シス 　　　　　　 前 　　　 情報工学　
2320-47-0020 長崎県立大　　 情報シス 　　　　　　 後 　　　 情報工学　
2320-47-0110 長崎県立大　　 情報シス 情報システム 前 　　　 情報工学　
2320-47-0120 長崎県立大　　 情報シス 情報システム 後 　　　 情報工学　
2320-47-0210 長崎県立大　　 情報シス 情報セキュリ 前 　　　 情報工学　
2320-47-0220 長崎県立大　　 情報シス 情報セキュリ 後 　　　 情報工学　
2320-64-0010 長崎県立大　　 看護栄養 　　　　　　 前 　　　 食物・栄養
2320-64-0020 長崎県立大　　 看護栄養 　　　　　　 後 　　　 食物・栄養
2320-64-0110 長崎県立大　　 看護栄養 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
2320-64-0120 長崎県立大　　 看護栄養 看護　　　　 後 　　　 看護　　　
2320-64-0210 長崎県立大　　 看護栄養 栄養健康　　 前 　　　 食物・栄養
2320-64-0220 長崎県立大　　 看護栄養 栄養健康　　 後 　　　 食物・栄養
2325-01-0010 熊本県立大　　 文　　　 　　　　　　 前 　　　 文化学　　
2325-01-0020 熊本県立大　　 文　　　 　　　　　　 後 　　　 文化学　　
2325-01-0110 熊本県立大　　 文　　　 英語英米文　 前 　　　 外国文学　
2325-01-0120 熊本県立大　　 文　　　 英語英米文　 後 　　　 外国文学　
2325-01-0210 熊本県立大　　 文　　　 日本語日本文 前 　　　 日本文学　
2325-01-0220 熊本県立大　　 文　　　 日本語日本文 後 　　　 日本文学　
2325-37-0010 熊本県立大　　 総合管理 　　　　　　 前 　　　 政治学　　
2325-37-0020 熊本県立大　　 総合管理 　　　　　　 後 　　　 政治学　　
2325-37-0111 熊本県立大　　 総合管理 総合管理　　 前 Ａ　　 政治学　　
2325-37-0112 熊本県立大　　 総合管理 総合管理　　 前 Ｂ　　 政治学　　
2325-37-0121 熊本県立大　　 総合管理 総合管理　　 後 Ａ　　 政治学　　
2325-37-0122 熊本県立大　　 総合管理 総合管理　　 後 Ｂ　　 政治学　　
2325-80-0010 熊本県立大　　 環境共生 　　　　　　 前 　　　 食物・栄養
2325-80-0020 熊本県立大　　 環境共生 　　　　　　 後 　　　 食物・栄養
2325-80-0410 熊本県立大　　 環境共生 環境資源　　 前 　　　 総合科学　
2325-80-0420 熊本県立大　　 環境共生 環境資源　　 後 　　　 総合科学　
2325-80-0510 熊本県立大　　 環境共生 居住環境　　 前 　　　 住居学　　
2325-80-0520 熊本県立大　　 環境共生 居住環境　　 後 　　　 住居学　　
2325-80-0610 熊本県立大　　 環境共生 食健康科学　 前 　　　 食物・栄養
2325-80-0620 熊本県立大　　 環境共生 食健康科学　 後 　　　 食物・栄養
2328-64-0010 大分看護科学大 看護　　 　　　　　　 前 　　　 看護　　　
2328-64-0020 大分看護科学大 看護　　 　　　　　　 後 　　　 看護　　　
2328-64-0110 大分看護科学大 看護　　 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
2328-64-0120 大分看護科学大 看護　　 看護　　　　 後 　　　 看護　　　
2333-64-0010 宮崎県立看護大 看護　　 　　　　　　 前 　　　 看護　　　
2333-64-0020 宮崎県立看護大 看護　　 　　　　　　 後 　　　 看護　　　
2333-64-0110 宮崎県立看護大 看護　　 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
2333-64-0120 宮崎県立看護大 看護　　 看護　　　　 後 　　　 看護　　　
2335-02-0010 宮崎公立大　　 人文　　 　　　　　　 前 　　　 文化学　　
2335-02-0020 宮崎公立大　　 人文　　 　　　　　　 後 　　　 文化学　　
2335-02-0110 宮崎公立大　　 人文　　 国際文化　　 前 　　　 文化学　　
2335-02-0120 宮崎公立大　　 人文　　 国際文化　　 後 　　　 文化学　　
2343-64-0010 沖縄県立看護大 看護　　 　　　　　　 前 　　　 看護　　　
2343-64-0020 沖縄県立看護大 看護　　 　　　　　　 後 　　　 看護　　　
2343-64-0110 沖縄県立看護大 看護　　 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
2343-64-0120 沖縄県立看護大 看護　　 看護　　　　 後 　　　 看護　　　
2344-33-0010 名桜大　　　　 国際　　 　　　　　　 前 　　　 文化学　　
2344-33-0020 名桜大　　　　 国際　　 　　　　　　 後 　　　 文化学　　
2344-33-0111 名桜大　　　　 国際　　 国際学類　　 前 Ａ　　 経営学・商
2344-33-0112 名桜大　　　　 国際　　 国際学類　　 前 Ｂ　　 経営学・商
2344-33-0120 名桜大　　　　 国際　　 国際学類　　 後 　　　 経営学・商
2344-64-0010 名桜大　　　　 人間健康 　　　　　　 前 　　　 心理学　　
2344-64-0020 名桜大　　　　 人間健康 　　　　　　 後 　　　 心理学　　
2344-64-0111 名桜大　　　　 人間健康 スポーツ健康 前 論文　 体育・健康



2344-64-0112 名桜大　　　　 人間健康 スポーツ健康 前 スポー 体育・健康
2344-64-0120 名桜大　　　　 人間健康 スポーツ健康 後 　　　 体育・健康
2344-64-0210 名桜大　　　　 人間健康 看護　　　　 前 　　　 看護　　　
2344-64-0220 名桜大　　　　 人間健康 看護　　　　 後 　　　 看護　　　
2345-83-0010 沖縄県立芸大　 美術工芸 　　　　　　 前 　　　 美術・デザ
2345-83-0020 沖縄県立芸大　 美術工芸 　　　　　　 後 　　　 美術・デザ
2345-83-0110 沖縄県立芸大　 美術工芸 デザ／工芸　 前 　　　 美術・デザ
2345-83-0210 沖縄県立芸大　 美術工芸 デザ／デザイ 前 　　　 美術・デザ
2345-83-0310 沖縄県立芸大　 美術工芸 美術／絵画　 前 　　　 美術・デザ
2345-83-0320 沖縄県立芸大　 美術工芸 美術／絵画　 後 　　　 美術・デザ
2345-83-0410 沖縄県立芸大　 美術工芸 美術／彫刻　 前 　　　 美術・デザ
2345-83-0420 沖縄県立芸大　 美術工芸 美術／彫刻　 後 　　　 美術・デザ
2345-83-0510 沖縄県立芸大　 美術工芸 美術／芸術学 前 　　　 芸術理論　
2345-84-0010 沖縄県立芸大　 音楽　　 　　　　　　 前 　　　 音楽　　　
2345-84-0410 沖縄県立芸大　 音楽　　 音楽／琉球芸 前 　　　 音楽　　　
2345-84-0710 沖縄県立芸大　 音楽　　 音楽／音楽表 前 　　　 音楽　　　
2345-84-0810 沖縄県立芸大　 音楽　　 音楽／音楽文 前 　　　 音楽　　　
3001-18-0000 旭川大　　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3001-18-0302 旭川大　　　　 経済　　 経営経済　　 　 １期　 経済学　　
3001-18-0371 旭川大　　　　 経済　　 経営経済　　 セ 前期　 経済学　　
3001-64-0000 旭川大　　　　 保健福祉 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3001-64-0101 旭川大　　　　 保健福祉 コミュニティ 　 １期　 社会福祉学
3001-64-0171 旭川大　　　　 保健福祉 コミュニティ セ 前期　 社会福祉学
3001-64-0201 旭川大　　　　 保健福祉 保健看護　　 　 １期　 看護　　　
3001-64-0271 旭川大　　　　 保健福祉 保健看護　　 セ 前期　 看護　　　
3002-91-0000 札幌大　　　　 地域共創 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3002-91-1501 札幌大　　　　 地域共創 学群一括　　 　 Ａ　　 経済学　　
3002-91-1571 札幌大　　　　 地域共創 学群一括　　 セ Ａ　　 経済学　　
3002-91-1601 札幌大　　　　 地域共創 経済学　　　 　 Ａ　　 経済学　　
3002-91-1671 札幌大　　　　 地域共創 経済学　　　 セ Ａ　　 経済学　　
3002-91-1701 札幌大　　　　 地域共創 地域創生　　 　 Ａ　　 経済学　　
3002-91-1771 札幌大　　　　 地域共創 地域創生　　 セ Ａ　　 経済学　　
3002-91-1801 札幌大　　　　 地域共創 経営学　　　 　 Ａ　　 経営学・商
3002-91-1871 札幌大　　　　 地域共創 経営学　　　 セ Ａ　　 経営学・商
3002-91-1901 札幌大　　　　 地域共創 法学　　　　 　 Ａ　　 法学　　　
3002-91-1971 札幌大　　　　 地域共創 法学　　　　 セ Ａ　　 法学　　　
3002-91-2001 札幌大　　　　 地域共創 現代政治　　 　 Ａ　　 政治学　　
3002-91-2071 札幌大　　　　 地域共創 現代政治　　 セ Ａ　　 政治学　　
3002-91-2101 札幌大　　　　 地域共創 英語　　　　 　 Ａ　　 英米語　　
3002-91-2171 札幌大　　　　 地域共創 英語　　　　 セ Ａ　　 英米語　　
3002-91-2201 札幌大　　　　 地域共創 ロシア語　　 　 Ａ　　 ロシア語　
3002-91-2271 札幌大　　　　 地域共創 ロシア語　　 セ Ａ　　 ロシア語　
3002-91-2301 札幌大　　　　 地域共創 歴史文化　　 　 Ａ　　 日本史　　
3002-91-2371 札幌大　　　　 地域共創 歴史文化　　 セ Ａ　　 日本史　　
3002-91-2401 札幌大　　　　 地域共創 日本語・日本 　 Ａ　　 日本語　　
3002-91-2471 札幌大　　　　 地域共創 日本語・日本 セ Ａ　　 日本語　　
3002-91-2501 札幌大　　　　 地域共創 中国語・中国 　 Ａ　　 中国語　　
3002-91-2571 札幌大　　　　 地域共創 中国語・中国 セ Ａ　　 中国語　　
3002-91-2601 札幌大　　　　 地域共創 異文化コミュ 　 Ａ　　 文化学　　
3002-91-2671 札幌大　　　　 地域共創 異文化コミュ セ Ａ　　 文化学　　
3002-91-2701 札幌大　　　　 地域共創 スポーツ文化 　 Ａ　　 体育・健康
3002-91-2771 札幌大　　　　 地域共創 スポーツ文化 セ Ａ　　 体育・健康
3002-91-2901 札幌大　　　　 地域共創 リベラルアー 　 Ａ　　 総合科学　
3002-91-2971 札幌大　　　　 地域共創 リベラルアー セ Ａ　　 総合科学　
3003-02-0000 札幌学院大　　 人文　　 　　　　　　 　 　　　 外国文学　
3003-02-0102 札幌学院大　　 人文　　 英語英米文　 　 Ａ　　 英米語　　
3003-02-0171 札幌学院大　　 人文　　 英語英米文　 セ Ａ　　 英米語　　
3003-02-0202 札幌学院大　　 人文　　 人間科学　　 　 Ａ　　 人間科学　
3003-02-0271 札幌学院大　　 人文　　 人間科学　　 セ Ａ　　 人間科学　



3003-02-0401 札幌学院大　　 人文　　 こども発達　 　 Ａ　　 児童学　　
3003-02-0471 札幌学院大　　 人文　　 こども発達　 セ Ａ　　 児童学　　
3003-03-0000 札幌学院大　　 心理　　 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3003-03-0101 札幌学院大　　 心理　　 臨床心理　　 　 Ａ　　 心理学　　
3003-03-0171 札幌学院大　　 心理　　 臨床心理　　 セ Ａ　　 心理学　　
3003-12-0000 札幌学院大　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3003-12-0102 札幌学院大　　 法　　　 法律　　　　 　 Ａ　　 法学　　　
3003-12-0171 札幌学院大　　 法　　　 法律　　　　 セ Ａ　　 法学　　　
3003-18-0000 札幌学院大　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3003-18-0102 札幌学院大　　 経済　　 経済　　　　 　 Ａ　　 経済学　　
3003-18-0171 札幌学院大　　 経済　　 経済　　　　 セ Ａ　　 経済学　　
3003-19-0000 札幌学院大　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3003-19-0101 札幌学院大　　 経営　　 会計ファイナ 　 Ａ　　 経営学・商
3003-19-0171 札幌学院大　　 経営　　 会計ファイナ セ Ａ　　 経営学・商
3003-19-0201 札幌学院大　　 経営　　 経営　　　　 　 Ａ　　 経営学・商
3003-19-0271 札幌学院大　　 経営　　 経営　　　　 セ Ａ　　 経営学・商
3004-02-0000 札幌国際大　　 人文　　 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3004-02-0103 札幌国際大　　 人文　　 現代文化　　 　 １期　 文化学　　
3004-02-0171 札幌国際大　　 人文　　 現代文化　　 セ １期　 文化学　　
3004-02-0203 札幌国際大　　 人文　　 心理／臨床心 　 １期　 心理学　　
3004-02-0271 札幌国際大　　 人文　　 心理／臨床心 セ １期　 心理学　　
3004-02-0401 札幌国際大　　 人文　　 心理／子ども 　 １期　 児童学　　
3004-02-0471 札幌国際大　　 人文　　 心理／子ども セ １期　 児童学　　
3004-28-0000 札幌国際大　　 観光　　 　　　　　　 　 　　　 観光学　　
3004-28-0201 札幌国際大　　 観光　　 観光ビジネス 　 １期　 観光学　　
3004-28-0271 札幌国際大　　 観光　　 観光ビジネス セ １期　 観光学　　
3004-28-0301 札幌国際大　　 観光　　 国際観光　　 　 １期　 観光学　　
3004-28-0371 札幌国際大　　 観光　　 国際観光　　 セ １期　 観光学　　
3004-64-0000 札幌国際大　　 スポーツ 　　　　　　 　 　　　 体育・健康
3004-64-0101 札幌国際大　　 スポーツ スポーツビジ 　 １期　 体育・健康
3004-64-0171 札幌国際大　　 スポーツ スポーツビジ セ １期　 体育・健康
3004-64-0201 札幌国際大　　 スポーツ スポーツ指導 　 １期　 体育・健康
3004-64-0271 札幌国際大　　 スポーツ スポーツ指導 セ １期　 体育・健康
3005-19-0000 星槎道都大　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3005-19-0101 星槎道都大　　 経営　　 経営　　　　 　 Ａ　　 経営学・商
3005-19-0171 星槎道都大　　 経営　　 経営　　　　 セ Ａ　　 経営学・商
3005-26-0000 星槎道都大　　 社会福祉 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3005-26-0102 星槎道都大　　 社会福祉 社会福祉　　 　 Ａ　　 社会福祉学
3005-26-0171 星槎道都大　　 社会福祉 社会福祉　　 セ Ａ　　 社会福祉学
3005-83-0000 星槎道都大　　 美術　　 　　　　　　 　 　　　 美術・デザ
3005-83-0101 星槎道都大　　 美術　　 建築　　　　 　 Ａ　　 建築・土木
3005-83-0171 星槎道都大　　 美術　　 建築　　　　 セ Ａ　　 建築・土木
3005-83-0202 星槎道都大　　 美術　　 デザイン　　 　 Ａ　　 美術・デザ
3005-83-0271 星槎道都大　　 美術　　 デザイン　　 セ Ａ　　 美術・デザ
3006-20-0000 函館大　　　　 商　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3006-20-0103 函館大　　　　 商　　　 商　　　　　 　 Ａ　　 経営学・商
3006-20-0173 函館大　　　　 商　　　 商　　　　　 セ Ａ２　 経営学・商
3006-20-0174 函館大　　　　 商　　　 商　　　　　 セ Ａ４　 経営学・商
3007-01-0000 藤女子大　　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3007-01-0100 藤女子大　　　 文　　　 英語文化　　 　 Ａ全学 英米語　　
3007-01-0101 藤女子大　　　 文　　　 英語文化　　 　 Ａ学科 英米語　　
3007-01-0171 藤女子大　　　 文　　　 英語文化　　 セ Ａ　　 英米語　　
3007-01-0200 藤女子大　　　 文　　　 日本語・日本 　 Ａ全学 日本文学　
3007-01-0201 藤女子大　　　 文　　　 日本語・日本 　 Ａ学科 日本文学　
3007-01-0271 藤女子大　　　 文　　　 日本語・日本 セ Ａ　　 日本文学　
3007-01-0300 藤女子大　　　 文　　　 文化総合　　 　 Ａ全学 文化学　　
3007-01-0301 藤女子大　　　 文　　　 文化総合　　 　 Ａ学科 文化学　　
3007-01-0371 藤女子大　　　 文　　　 文化総合　　 セ Ａ　　 文化学　　
3007-79-0000 藤女子大　　　 人間生活 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学



3007-79-0100 藤女子大　　　 人間生活 食物栄養　　 　 Ａ全学 食物・栄養
3007-79-0101 藤女子大　　　 人間生活 食物栄養　　 　 Ａ学科 食物・栄養
3007-79-0171 藤女子大　　　 人間生活 食物栄養　　 セ Ａ　　 食物・栄養
3007-79-0200 藤女子大　　　 人間生活 人間生活　　 　 Ａ全学 生活科学　
3007-79-0201 藤女子大　　　 人間生活 人間生活　　 　 Ａ学科 生活科学　
3007-79-0271 藤女子大　　　 人間生活 人間生活　　 セ Ａ　　 生活科学　
3007-79-0300 藤女子大　　　 人間生活 保育　　　　 　 Ａ全学 児童学　　
3007-79-0301 藤女子大　　　 人間生活 保育　　　　 　 Ａ学科 児童学　　
3007-79-0371 藤女子大　　　 人間生活 保育　　　　 セ Ａ　　 児童学　　
3008-01-0000 北星学園大　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 外国文学　
3008-01-0101 北星学園大　　 文　　　 英文　　　　 　 　　　 英米語　　
3008-01-0171 北星学園大　　 文　　　 英文　　　　 セ Ⅰ期　 英米語　　
3008-01-0401 北星学園大　　 文　　　 心理・応用コ 　 　　　 心理学　　
3008-01-0471 北星学園大　　 文　　　 心理・応用コ セ Ⅰ期　 心理学　　
3008-18-0000 北星学園大　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3008-18-0101 北星学園大　　 経済　　 経営情報　　 　 　　　 経営情報学
3008-18-0171 北星学園大　　 経済　　 経営情報　　 セ Ⅰ期　 経営情報学
3008-18-0201 北星学園大　　 経済　　 経済　　　　 　 　　　 経済学　　
3008-18-0271 北星学園大　　 経済　　 経済　　　　 セ Ⅰ期　 経済学　　
3008-18-0301 北星学園大　　 経済　　 経済法　　　 　 　　　 法学　　　
3008-18-0371 北星学園大　　 経済　　 経済法　　　 セ Ⅰ期　 法学　　　
3008-26-0000 北星学園大　　 社会福祉 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3008-26-0101 北星学園大　　 社会福祉 福祉計画　　 　 　　　 社会福祉学
3008-26-0171 北星学園大　　 社会福祉 福祉計画　　 セ Ⅰ期　 社会福祉学
3008-26-0201 北星学園大　　 社会福祉 福祉臨床　　 　 　　　 社会福祉学
3008-26-0271 北星学園大　　 社会福祉 福祉臨床　　 セ Ⅰ期　 社会福祉学
3008-26-0301 北星学園大　　 社会福祉 福祉心理　　 　 　　　 心理学　　
3008-26-0371 北星学園大　　 社会福祉 福祉心理　　 セ Ⅰ期　 心理学　　
3009-02-0000 北海学園大　　 人文　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3009-02-0101 北海学園大　　 人文　　 英米文化　　 　 　　　 英米語　　
3009-02-0171 北海学園大　　 人文　　 英米文化　　 セ Ⅰ期　 英米語　　
3009-02-0201 北海学園大　　 人文　　 日本文化　　 　 　　　 文化学　　
3009-02-0271 北海学園大　　 人文　　 日本文化　　 セ Ⅰ期　 文化学　　
3009-07-0000 北海学園大　　 人文２　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3009-07-0100 北海学園大　　 人文２　 英米文化　　 　 　　　 英米語　　
3009-07-0172 北海学園大　　 人文２　 英米文化　　 セ Ⅰ期　 英米語　　
3009-07-0200 北海学園大　　 人文２　 日本文化　　 　 　　　 文化学　　
3009-07-0272 北海学園大　　 人文２　 日本文化　　 セ Ⅰ期　 文化学　　
3009-12-0000 北海学園大　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3009-12-0001 北海学園大　　 法　　　 　　　　　　 　 Ⅰ　　 法学　　　
3009-12-0002 北海学園大　　 法　　　 　　　　　　 　 Ⅱ　　 法学　　　
3009-12-0072 北海学園大　　 法　　　 　　　　　　 セ Ⅰ期Ａ 法学　　　
3009-12-0073 北海学園大　　 法　　　 　　　　　　 セ Ⅰ期Ｂ 法学　　　
3009-17-0000 北海学園大　　 法２　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3009-17-0001 北海学園大　　 法２　　 　　　　　　 　 Ⅰ　　 法学　　　
3009-17-0002 北海学園大　　 法２　　 　　　　　　 　 Ⅱ　　 法学　　　
3009-17-0003 北海学園大　　 法２　　 　　　　　　 　 小論文 法学　　　
3009-17-0071 北海学園大　　 法２　　 　　　　　　 セ Ⅱ期　 法学　　　
3009-18-0000 北海学園大　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 政治学　　
3009-18-0001 北海学園大　　 経済　　 　　　　　　 　 Ⅰ　　 経済学　　
3009-18-0002 北海学園大　　 経済　　 　　　　　　 　 Ⅱ　　 経済学　　
3009-18-0071 北海学園大　　 経済　　 　　　　　　 セ Ⅰ期　 経済学　　
3009-19-0000 北海学園大　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3009-19-0101 北海学園大　　 経営　　 経営　　　　 　 　　　 経営学・商
3009-19-0173 北海学園大　　 経営　　 経営　　　　 セ Ⅰ期Ａ 経営学・商
3009-19-0174 北海学園大　　 経営　　 経営　　　　 セ Ⅰ期Ｂ 経営学・商
3009-19-0200 北海学園大　　 経営　　 経営情報　　 　 　　　 経営情報学
3009-19-0273 北海学園大　　 経営　　 経営情報　　 セ Ⅰ期Ａ 経営情報学
3009-19-0274 北海学園大　　 経営　　 経営情報　　 セ Ⅰ期Ｂ 経営情報学



3009-23-0000 北海学園大　　 経営２　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3009-23-0100 北海学園大　　 経営２　 経営　　　　 　 　　　 経営学・商
3009-23-0171 北海学園大　　 経営２　 経営　　　　 セ Ⅱ期　 経営学・商
3009-24-0000 北海学園大　　 経済２　 　　　　　　 　 　　　 政治学　　
3009-24-0001 北海学園大　　 経済２　 　　　　　　 　 Ⅰ　　 経済学　　
3009-24-0002 北海学園大　　 経済２　 　　　　　　 　 Ⅱ　　 経済学　　
3009-46-0000 北海学園大　　 工　　　 　　　　　　 　 　　　 情報工学　
3009-46-0101 北海学園大　　 工　　　 建築　　　　 　 　　　 建築・土木
3009-46-0171 北海学園大　　 工　　　 建築　　　　 セ Ⅰ期　 建築・土木
3009-46-0201 北海学園大　　 工　　　 電子情報工　 　 　　　 電気・電子
3009-46-0272 北海学園大　　 工　　　 電子情報工　 セ Ⅰ期　 電気・電子
3009-46-1001 北海学園大　　 工　　　 社会／社会環 　 　　　 建築・土木
3009-46-1071 北海学園大　　 工　　　 社会／社会環 セ Ⅰ期　 建築・土木
3009-46-1101 北海学園大　　 工　　　 社会／環境情 　 　　　 総合科学　
3009-46-1171 北海学園大　　 工　　　 社会／環境情 セ Ⅰ期　 総合科学　
3009-46-1201 北海学園大　　 工　　　 生命工　　　 　 　　　 生物工学　
3009-46-1271 北海学園大　　 工　　　 生命工　　　 セ Ⅰ期　 生物工学　
3010-20-0000 北海商大　　　 商　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3010-20-0001 北海商大　　　 商　　　 　　　　　　 　 Ⅰ　　 経営学・商
3010-20-0002 北海商大　　　 商　　　 　　　　　　 　 Ⅱ　　 経営学・商
3010-20-0071 北海商大　　　 商　　　 　　　　　　 セ Ⅰ期　 経営学・商
3011-03-0000 北海道医療大　 心理科学 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3011-03-0101 北海道医療大　 心理科学 臨床心理　　 　 前期　 心理学　　
3011-03-0173 北海道医療大　 心理科学 臨床心理　　 セ 前期Ａ 心理学　　
3011-03-0174 北海道医療大　 心理科学 臨床心理　　 セ 前期Ｂ 心理学　　
3011-58-0000 北海道医療大　 歯　　　 　　　　　　 　 　　　 歯　　　　
3011-58-0101 北海道医療大　 歯　　　 歯　　　　　 　 前期　 歯　　　　
3011-58-0173 北海道医療大　 歯　　　 歯　　　　　 セ 前期Ａ 歯　　　　
3011-58-0174 北海道医療大　 歯　　　 歯　　　　　 セ 前期Ｂ 歯　　　　
3011-61-0000 北海道医療大　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3011-61-0301 北海道医療大　 薬　　　 薬　　　　　 　 前期　 薬　　　　
3011-61-0373 北海道医療大　 薬　　　 薬　　　　　 セ 前期Ａ 薬　　　　
3011-61-0374 北海道医療大　 薬　　　 薬　　　　　 セ 前期Ｂ 薬　　　　
3011-64-0000 北海道医療大　 看護福祉 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3011-64-0301 北海道医療大　 看護福祉 看護　　　　 　 前期　 看護　　　
3011-64-0373 北海道医療大　 看護福祉 看護　　　　 セ 前期Ａ 看護　　　
3011-64-0374 北海道医療大　 看護福祉 看護　　　　 セ 前期Ｂ 看護　　　
3011-64-0401 北海道医療大　 看護福祉 臨床福祉　　 　 前期　 社会福祉学
3011-64-0473 北海道医療大　 看護福祉 臨床福祉　　 セ 前期Ａ 社会福祉学
3011-64-0474 北海道医療大　 看護福祉 臨床福祉　　 セ 前期Ｂ 社会福祉学
3011-65-0000 北海道医療大　 リハビリ 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
3011-65-0101 北海道医療大　 リハビリ 理学療法　　 　 前期　 理学療法　
3011-65-0171 北海道医療大　 リハビリ 理学療法　　 セ 前期Ａ 理学療法　
3011-65-0172 北海道医療大　 リハビリ 理学療法　　 セ 前期Ｂ 理学療法　
3011-65-0201 北海道医療大　 リハビリ 作業療法　　 　 前期　 作業療法　
3011-65-0271 北海道医療大　 リハビリ 作業療法　　 セ 前期Ａ 作業療法　
3011-65-0272 北海道医療大　 リハビリ 作業療法　　 セ 前期Ｂ 作業療法　
3011-65-0301 北海道医療大　 リハビリ 言語聴覚療法 　 前期　 医療技術　
3011-65-0371 北海道医療大　 リハビリ 言語聴覚療法 セ 前期Ａ 医療技術　
3011-65-0372 北海道医療大　 リハビリ 言語聴覚療法 セ 前期Ｂ 医療技術　
3011-66-0000 北海道医療大　 医療技術 　　　　　　 　 　　　 検査技術　
3011-66-0101 北海道医療大　 医療技術 臨床検査　　 　 前期　 検査技術　
3011-66-0171 北海道医療大　 医療技術 臨床検査　　 セ 前期Ａ 検査技術　
3011-66-0172 北海道医療大　 医療技術 臨床検査　　 セ 前期Ｂ 検査技術　
3012-37-0000 北海道科学大　 未来デザ 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3012-37-0101 北海道科学大　 未来デザ 人間社会　　 　 前期　 経営学・商
3012-37-0171 北海道科学大　 未来デザ 人間社会　　 セ 前期　 経営学・商
3012-37-0201 北海道科学大　 未来デザ メディアデザ 　 前期　 総合情報学
3012-37-0271 北海道科学大　 未来デザ メディアデザ セ 前期　 総合情報学



3012-46-0000 北海道科学大　 工　　　 　　　　　　 　 　　　 建築・土木
3012-46-0201 北海道科学大　 工　　　 機械工　　　 　 前期　 機械工学　
3012-46-0271 北海道科学大　 工　　　 機械工　　　 セ 前期　 機械工学　
3012-46-0703 北海道科学大　 工　　　 電気電子工　 　 前期　 電気・電子
3012-46-0774 北海道科学大　 工　　　 電気電子工　 セ 前期　 電気・電子
3012-46-1401 北海道科学大　 工　　　 建築　　　　 　 前期　 建築・土木
3012-46-1471 北海道科学大　 工　　　 建築　　　　 セ 前期　 建築・土木
3012-46-2101 北海道科学大　 工　　　 情報工　　　 　 前期　 情報工学　
3012-46-2171 北海道科学大　 工　　　 情報工　　　 セ 前期　 情報工学　
3012-46-2201 北海道科学大　 工　　　 都市環境　　 　 前期　 建築・土木
3012-46-2271 北海道科学大　 工　　　 都市環境　　 セ 前期　 建築・土木
3012-61-0000 北海道科学大　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3012-61-0101 北海道科学大　 薬　　　 薬　　　　　 　 前期　 薬　　　　
3012-61-0171 北海道科学大　 薬　　　 薬　　　　　 セ 前期　 薬　　　　
3012-64-0000 北海道科学大　 保健医療 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
3012-64-0101 北海道科学大　 保健医療 臨床工　　　 　 前期　 医療技術　
3012-64-0171 北海道科学大　 保健医療 臨床工　　　 セ 前期　 医療技術　
3012-64-0201 北海道科学大　 保健医療 義肢装具　　 　 前期　 医療技術　
3012-64-0271 北海道科学大　 保健医療 義肢装具　　 セ 前期　 医療技術　
3012-64-0301 北海道科学大　 保健医療 診療放射線　 　 前期　 放射線技術
3012-64-0371 北海道科学大　 保健医療 診療放射線　 セ 前期　 放射線技術
3012-64-0401 北海道科学大　 保健医療 理学療法　　 　 前期　 理学療法　
3012-64-0471 北海道科学大　 保健医療 理学療法　　 セ 前期　 理学療法　
3012-64-0501 北海道科学大　 保健医療 看護　　　　 　 前期　 看護　　　
3012-64-0571 北海道科学大　 保健医療 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3013-21-0000 北海道情報大　 経営情報 　　　　　　 　 　　　 経営情報学
3013-21-0101 北海道情報大　 経営情報 先端経営　　 　 １期　 経営情報学
3013-21-0171 北海道情報大　 経営情報 先端経営　　 セ 前期　 経営情報学
3013-21-0201 北海道情報大　 経営情報 システム情報 　 １期　 経営情報学
3013-21-0271 北海道情報大　 経営情報 システム情報 セ 前期　 経営情報学
3013-22-0000 北海道情報大　 医療情報 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
3013-22-0201 北海道情報大　 医療情報 医療／診療情 　 １期　 経営学・商
3013-22-0271 北海道情報大　 医療情報 医療／診療情 セ 前期　 経営学・商
3013-22-0301 北海道情報大　 医療情報 医療／臨床工 　 １期　 医療技術　
3013-22-0371 北海道情報大　 医療情報 医療／臨床工 セ 前期　 医療技術　
3013-37-0000 北海道情報大　 情報メデ 　　　　　　 　 　　　 映像　　　
3013-37-0101 北海道情報大　 情報メデ 情報メディア 　 １期　 情報工学　
3013-37-0171 北海道情報大　 情報メデ 情報メディア セ 前期　 情報工学　
3016-76-0000 酪農学園大　　 農食環境 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3016-76-0101 酪農学園大　　 農食環境 循環農学類　 　 １期Ｂ 畜産学　　
3016-76-0171 酪農学園大　　 農食環境 循環農学類　 セ 前期　 畜産学　　
3016-76-0201 酪農学園大　　 農食環境 食と健康学類 　 １期Ｂ 食物・栄養
3016-76-0271 酪農学園大　　 農食環境 食と健康学類 セ 前期　 食物・栄養
3016-76-0301 酪農学園大　　 農食環境 環境共生学類 　 １期Ｂ 総合科学　
3016-76-0371 酪農学園大　　 農食環境 環境共生学類 セ 前期　 総合科学　
3016-76-0373 酪農学園大　　 農食環境 環境共生学類 セ １期併 総合科学　
3016-76-1101 酪農学園大　　 農食環境 食と／管理栄 　 １期Ｂ 食物・栄養
3016-76-1171 酪農学園大　　 農食環境 食と／管理栄 セ 前期　 食物・栄養
3016-77-0000 酪農学園大　　 獣医　　 　　　　　　 　 　　　 獣医学　　
3016-77-0101 酪農学園大　　 獣医　　 獣医学類　　 　 １期Ａ 獣医学　　
3016-77-0171 酪農学園大　　 獣医　　 獣医学類　　 セ 前期　 獣医学　　
3016-77-0201 酪農学園大　　 獣医　　 獣医保健看護 　 １期Ｂ 獣医学　　
3016-77-0271 酪農学園大　　 獣医　　 獣医保健看護 セ 前期　 獣医学　　
3017-31-0000 北翔大　　　　 教育文化 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3017-31-0101 北翔大　　　　 教育文化 教育　　　　 　 Ａ　　 児童学　　
3017-31-0171 北翔大　　　　 教育文化 教育　　　　 セ Ａ　　 児童学　　
3017-31-0201 北翔大　　　　 教育文化 芸術　　　　 　 Ａ　　 美術・デザ
3017-31-0271 北翔大　　　　 教育文化 芸術　　　　 セ Ａ　　 美術・デザ
3017-31-0301 北翔大　　　　 教育文化 心理カウンセ 　 Ａ　　 心理学　　



3017-31-0371 北翔大　　　　 教育文化 心理カウンセ セ Ａ　　 心理学　　
3017-64-0000 北翔大　　　　 生涯スポ 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3017-64-0101 北翔大　　　　 生涯スポ スポーツ教育 　 Ａ　　 体育・健康
3017-64-0171 北翔大　　　　 生涯スポ スポーツ教育 セ Ａ　　 体育・健康
3017-64-0201 北翔大　　　　 生涯スポ 健康福祉　　 　 Ａ　　 社会福祉学
3017-64-0271 北翔大　　　　 生涯スポ 健康福祉　　 セ Ａ　　 社会福祉学
3018-33-0000 苫小牧駒澤大　 国際文化 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3018-33-0301 苫小牧駒澤大　 国際文化 キャリア創造 　 Ａ　　 経営学・商
3018-33-0371 苫小牧駒澤大　 国際文化 キャリア創造 セ Ａ　　 経営学・商
3019-47-0000 千歳科学技大　 理工　　 　　　　　　 　 　　　 電気・電子
3019-47-0001 千歳科学技大　 理工　　 　　　　　　 　 Ⅰ期　 電気・電子
3019-47-0073 千歳科学技大　 理工　　 　　　　　　 セ Ⅰ期　 電気・電子
3020-64-0000 日赤北海道看大 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3020-64-0101 日赤北海道看大 看護　　 看護　　　　 　 　　　 看護　　　
3020-64-0171 日赤北海道看大 看護　　 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3021-08-0000 北海道文教大　 外国語　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3021-08-0401 北海道文教大　 外国語　 国際言語　　 　 Ⅰ期　 英米語　　
3021-08-0471 北海道文教大　 外国語　 国際言語　　 セ 前期　 英米語　　
3021-37-0000 北海道文教大　 人間科学 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3021-37-0100 北海道文教大　 人間科学 健康栄養　　 　 Ⅰ期　 食物・栄養
3021-37-0171 北海道文教大　 人間科学 健康栄養　　 セ 前期　 食物・栄養
3021-37-0201 北海道文教大　 人間科学 理学療法　　 　 Ⅰ期　 理学療法　
3021-37-0271 北海道文教大　 人間科学 理学療法　　 セ 前期　 理学療法　
3021-37-0301 北海道文教大　 人間科学 作業療法　　 　 Ⅰ期　 作業療法　
3021-37-0371 北海道文教大　 人間科学 作業療法　　 セ 前期　 作業療法　
3021-37-0401 北海道文教大　 人間科学 看護　　　　 　 Ⅰ期　 看護　　　
3021-37-0471 北海道文教大　 人間科学 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3021-37-0501 北海道文教大　 人間科学 こども発達　 　 Ⅰ期　 幼稚園　　
3021-37-0571 北海道文教大　 人間科学 こども発達　 セ 前期　 幼稚園　　
3022-64-0000 天使大　　　　 看護栄養 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3022-64-0101 天使大　　　　 看護栄養 看護　　　　 　 　　　 看護　　　
3022-64-0171 天使大　　　　 看護栄養 看護　　　　 セ 　　　 看護　　　
3022-64-0201 天使大　　　　 看護栄養 栄養　　　　 　 　　　 食物・栄養
3022-64-0271 天使大　　　　 看護栄養 栄養　　　　 セ 　　　 食物・栄養
3023-37-0000 稚内北星学園大 情報メデ 　　　　　　 　 　　　 観光学　　
3023-37-0101 稚内北星学園大 情報メデ 情報メディア 　 Ⅰ期　 情報科学　
3023-37-0171 稚内北星学園大 情報メデ 情報メディア セ Ⅰ期　 情報科学　
3024-25-0000 札幌大谷大　　 社会　　 　　　　　　 　 　　　 社会学　　
3024-25-0101 札幌大谷大　　 社会　　 地域社会　　 　 Ⅰ期　 社会学　　
3024-25-0171 札幌大谷大　　 社会　　 地域社会　　 セ Ⅰ期　 社会学　　
3024-83-0000 札幌大谷大　　 芸術　　 　　　　　　 　 　　　 美術・デザ
3024-83-0101 札幌大谷大　　 芸術　　 音楽　　　　 　 Ⅰ期　 音楽　　　
3024-83-0201 札幌大谷大　　 芸術　　 美術　　　　 　 Ⅰ期　 美術・デザ
3025-64-0000 札幌保健医療大 保健医療 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3025-64-0101 札幌保健医療大 保健医療 看護　　　　 　 前期　 看護　　　
3025-64-0173 札幌保健医療大 保健医療 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3025-64-0201 札幌保健医療大 保健医療 栄養　　　　 　 前期　 食物・栄養
3025-64-0272 札幌保健医療大 保健医療 栄養　　　　 セ 前期　 食物・栄養
3026-64-0000 日本医療大　　 保健医療 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3026-64-0101 日本医療大　　 保健医療 看護　　　　 　 前期　 看護　　　
3026-64-0171 日本医療大　　 保健医療 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3026-64-0201 日本医療大　　 保健医療 リハ／理学療 　 前期　 理学療法　
3026-64-0271 日本医療大　　 保健医療 リハ／理学療 セ 前期　 理学療法　
3026-64-0301 日本医療大　　 保健医療 リハ／作業療 　 前期　 作業療法　
3026-64-0371 日本医療大　　 保健医療 リハ／作業療 セ 前期　 作業療法　
3026-64-0401 日本医療大　　 保健医療 診療放射線　 　 前期　 放射線技術
3026-64-0471 日本医療大　　 保健医療 診療放射線　 セ 前期　 放射線技術
3027-64-0000 千歳リハビリ大 健康科学 　　　　　　 　 　　　 理学療法　
3027-64-0102 千歳リハビリ大 健康科学 リハ／理学療 　 Ａ　　 理学療法　



3027-64-0171 千歳リハビリ大 健康科学 リハ／理学療 セ 前期　 理学療法　
3027-64-0202 千歳リハビリ大 健康科学 リハ／作業療 　 Ａ　　 作業療法　
3027-64-0271 千歳リハビリ大 健康科学 リハ／作業療 セ 前期　 作業療法　
3041-21-0000 青森大　　　　 総合経営 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3041-21-0101 青森大　　　　 総合経営 経営　　　　 　 Ａ　　 経営学・商
3041-21-0102 青森大　　　　 総合経営 経営　　　　 　 Ｂ　　 経営学・商
3041-21-0171 青森大　　　　 総合経営 経営　　　　 セ 前期　 経営学・商
3041-25-0000 青森大　　　　 社会　　 　　　　　　 　 　　　 社会学　　
3041-25-0101 青森大　　　　 社会　　 社会　　　　 　 Ａ　　 社会学　　
3041-25-0102 青森大　　　　 社会　　 社会　　　　 　 Ｂ　　 社会学　　
3041-25-0171 青森大　　　　 社会　　 社会　　　　 セ 前期　 社会学　　
3041-47-0000 青森大　　　　 ソフトウ 　　　　　　 　 　　　 情報工学　
3041-47-0101 青森大　　　　 ソフトウ ソフトウェア 　 Ａ　　 情報工学　
3041-47-0102 青森大　　　　 ソフトウ ソフトウェア 　 Ｂ　　 情報工学　
3041-47-0171 青森大　　　　 ソフトウ ソフトウェア セ 前期　 情報工学　
3041-61-0000 青森大　　　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3041-61-0101 青森大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 　 Ａ　　 薬　　　　
3041-61-0102 青森大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 　 Ｂ　　 薬　　　　
3041-61-0171 青森大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 セ 前期　 薬　　　　
3042-79-0000 東北女子大　　 家政　　 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3042-79-0171 東北女子大　　 家政　　 健康栄養　　 セ 前期　 食物・栄養
3042-79-0200 東北女子大　　 家政　　 児童　　　　 　 前期　 小学校　　
3042-79-0271 東北女子大　　 家政　　 児童　　　　 セ 前期　 小学校　　
3043-22-0000 八戸学院大　　 地域経営 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3043-22-0101 八戸学院大　　 地域経営 地域経営　　 　 前期　 経営学・商
3043-22-0171 八戸学院大　　 地域経営 地域経営　　 セ Ａ　　 経営学・商
3043-64-0000 八戸学院大　　 健康医療 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3043-64-0102 八戸学院大　　 健康医療 人間健康　　 　 前期　 体育・健康
3043-64-0171 八戸学院大　　 健康医療 人間健康　　 セ Ａ　　 体育・健康
3043-64-0201 八戸学院大　　 健康医療 看護　　　　 　 前期　 看護　　　
3043-64-0272 八戸学院大　　 健康医療 看護　　　　 セ Ａ　　 看護　　　
3044-37-0000 八戸工大　　　 感性デザ 　　　　　　 　 　　　 住居学　　
3044-37-0102 八戸工大　　　 感性デザ 創生デザイン 　 前期　 住居学　　
3044-37-0171 八戸工大　　　 感性デザ 創生デザイン セ 前期　 住居学　　
3044-46-0000 八戸工大　　　 工　　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
3044-46-0202 八戸工大　　　 工　　　 機械工　　　 　 前期　 機械工学　
3044-46-0272 八戸工大　　　 工　　　 機械工　　　 セ 前期　 機械工学　
3044-46-0402 八戸工大　　　 工　　　 電気電子工　 　 前期　 電気・電子
3044-46-0472 八戸工大　　　 工　　　 電気電子工　 セ 前期　 電気・電子
3044-46-0602 八戸工大　　　 工　　　 システム情報 　 前期　 情報工学　
3044-46-0671 八戸工大　　　 工　　　 システム情報 セ 前期　 情報工学　
3044-46-0702 八戸工大　　　 工　　　 生命環境科学 　 前期　 生物工学　
3044-46-0771 八戸工大　　　 工　　　 生命環境科学 セ 前期　 生物工学　
3044-46-0802 八戸工大　　　 工　　　 土木建築工　 　 前期　 建築・土木
3044-46-0871 八戸工大　　　 工　　　 土木建築工　 セ 前期　 建築・土木
3045-01-0000 弘前学院大　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3045-01-0100 弘前学院大　　 文　　　 英語・英米文 　 Ⅰ期　 外国文学　
3045-01-0172 弘前学院大　　 文　　　 英語・英米文 セ Ａ　　 外国文学　
3045-01-0200 弘前学院大　　 文　　　 日本語・日本 　 Ⅰ期　 日本文学　
3045-01-0272 弘前学院大　　 文　　　 日本語・日本 セ Ａ　　 日本文学　
3045-26-0000 弘前学院大　　 社会福祉 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3045-26-0100 弘前学院大　　 社会福祉 社会福祉　　 　 Ⅰ期　 社会福祉学
3045-26-0172 弘前学院大　　 社会福祉 社会福祉　　 セ Ａ　　 社会福祉学
3045-64-0000 弘前学院大　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3045-64-0101 弘前学院大　　 看護　　 看護　　　　 　 Ⅰ期　 看護　　　
3045-64-0171 弘前学院大　　 看護　　 看護　　　　 セ Ａ　　 看護　　　
3046-21-0000 青森中央学院大 経営法　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3046-21-0101 青森中央学院大 経営法　 経営法　　　 　 第１期 経営学・商
3046-21-0174 青森中央学院大 経営法　 経営法　　　 セ 第１期 経営学・商



3046-64-0000 青森中央学院大 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3046-64-0101 青森中央学院大 看護　　 看護　　　　 　 第１期 看護　　　
3046-64-0171 青森中央学院大 看護　　 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3047-64-0000 弘前医療福祉大 保健　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3047-64-0101 弘前医療福祉大 保健　　 看護　　　　 　 前期　 看護　　　
3047-64-0171 弘前医療福祉大 保健　　 看護　　　　 セ Ａ　　 看護　　　
3047-64-0201 弘前医療福祉大 保健　　 医療／作業療 　 前期　 作業療法　
3047-64-0271 弘前医療福祉大 保健　　 医療／作業療 セ Ａ　　 作業療法　
3047-64-0301 弘前医療福祉大 保健　　 医療／言語聴 　 前期　 医療技術　
3047-64-0371 弘前医療福祉大 保健　　 医療／言語聴 セ Ａ　　 医療技術　
3056-55-0000 岩手医大　　　 医　　　 　　　　　　 　 　　　 医　　　　
3056-55-0100 岩手医大　　　 医　　　 医　　　　　 　 　　　 医　　　　
3056-58-0000 岩手医大　　　 歯　　　 　　　　　　 　 　　　 歯　　　　
3056-58-0100 岩手医大　　　 歯　　　 歯　　　　　 　 前期　 歯　　　　
3056-58-0171 岩手医大　　　 歯　　　 歯　　　　　 セ 前期　 歯　　　　
3056-61-0000 岩手医大　　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3056-61-0102 岩手医大　　　 薬　　　 薬　　　　　 　 前期　 薬　　　　
3056-61-0171 岩手医大　　　 薬　　　 薬　　　　　 セ 前期　 薬　　　　
3056-64-0000 岩手医大　　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3056-64-0101 岩手医大　　　 看護　　 看護　　　　 　 前期　 看護　　　
3057-18-0000 富士大　　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3057-18-0101 富士大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 Ⅰ期　 経済学　　
3057-18-0171 富士大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ Ⅰ期　 経済学　　
3057-18-0201 富士大　　　　 経済　　 経営法　　　 　 Ⅰ期　 経営学・商
3057-18-0271 富士大　　　　 経済　　 経営法　　　 セ Ⅰ期　 経営学・商
3058-01-0000 盛岡大　　　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3058-01-0101 盛岡大　　　　 文　　　 英語文化　　 　 前期　 外国文学　
3058-01-0171 盛岡大　　　　 文　　　 英語文化　　 セ 前期　 外国文学　
3058-01-0301 盛岡大　　　　 文　　　 日本文　　　 　 前期　 日本文学　
3058-01-0371 盛岡大　　　　 文　　　 日本文　　　 セ 前期　 日本文学　
3058-01-0401 盛岡大　　　　 文　　　 社会文化　　 　 前期　 文化学　　
3058-01-0471 盛岡大　　　　 文　　　 社会文化　　 セ 前期　 文化学　　
3058-01-0501 盛岡大　　　　 文　　　 児童／児童教 　 前期　 幼稚園　　
3058-01-0571 盛岡大　　　　 文　　　 児童／児童教 セ 前期　 幼稚園　　
3058-01-0601 盛岡大　　　　 文　　　 児童／保育幼 　 前期　 児童学　　
3058-01-0671 盛岡大　　　　 文　　　 児童／保育幼 セ 前期　 児童学　　
3058-79-0000 盛岡大　　　　 栄養科学 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3058-79-0101 盛岡大　　　　 栄養科学 栄養科学　　 　 前期　 食物・栄養
3058-79-0171 盛岡大　　　　 栄養科学 栄養科学　　 セ 前期　 食物・栄養
3059-64-0000 岩手保健医療大 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3059-64-0101 岩手保健医療大 看護　　 看護　　　　 　 Ａ　　 看護　　　
3066-19-0000 石巻専修大　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3066-19-0101 石巻専修大　　 経営　　 経営　　　　 　 Ａ　　 経営学・商
3066-19-0171 石巻専修大　　 経営　　 経営　　　　 セ Ａ　　 経営学・商
3066-19-0174 石巻専修大　　 経営　　 経営　　　　 セ Ａプラ 経営学・商
3066-37-0000 石巻専修大　　 人間　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3066-37-0001 石巻専修大　　 人間　　 　　　　　　 　 Ａ　　 文化学　　
3066-37-0071 石巻専修大　　 人間　　 　　　　　　 セ Ａ　　 文化学　　
3066-37-0074 石巻専修大　　 人間　　 　　　　　　 セ Ａプラ 文化学　　
3066-47-0000 石巻専修大　　 理工　　 　　　　　　 　 　　　 生物学　　
3066-47-0001 石巻専修大　　 理工　　 　　　　　　 　 Ａ　　 機械工学　
3066-47-0071 石巻専修大　　 理工　　 　　　　　　 セ Ａ　　 機械工学　
3066-47-0074 石巻専修大　　 理工　　 　　　　　　 セ Ａプラ 機械工学　
3067-64-0000 仙台大　　　　 体育　　 　　　　　　 　 　　　 体育・健康
3067-64-0100 仙台大　　　　 体育　　 健康福祉　　 　 前期Ａ 社会福祉学
3067-64-0101 仙台大　　　　 体育　　 健康福祉　　 　 前期Ｂ 社会福祉学
3067-64-0171 仙台大　　　　 体育　　 健康福祉　　 セ 前期　 社会福祉学
3067-64-0201 仙台大　　　　 体育　　 体育　　　　 　 前期Ａ 体育・健康
3067-64-0202 仙台大　　　　 体育　　 体育　　　　 　 前期Ｂ 体育・健康



3067-64-0271 仙台大　　　　 体育　　 体育　　　　 セ 前期　 体育・健康
3067-64-0300 仙台大　　　　 体育　　 運動栄養　　 　 前期Ａ 食物・栄養
3067-64-0301 仙台大　　　　 体育　　 運動栄養　　 　 前期Ｂ 食物・栄養
3067-64-0371 仙台大　　　　 体育　　 運動栄養　　 セ 前期　 食物・栄養
3067-64-0401 仙台大　　　　 体育　　 スポーツ情報 　 前期Ａ 総合情報学
3067-64-0402 仙台大　　　　 体育　　 スポーツ情報 　 前期Ｂ 総合情報学
3067-64-0471 仙台大　　　　 体育　　 スポーツ情報 セ 前期　 総合情報学
3067-64-0501 仙台大　　　　 体育　　 現代武道　　 　 前期Ａ 体育・健康
3067-64-0502 仙台大　　　　 体育　　 現代武道　　 　 前期Ｂ 体育・健康
3067-64-0571 仙台大　　　　 体育　　 現代武道　　 セ 前期　 体育・健康
3067-64-0602 仙台大　　　　 体育　　 子ども運動教 　 前期Ａ 幼稚園　　
3067-64-0603 仙台大　　　　 体育　　 子ども運動教 　 前期Ｂ 幼稚園　　
3067-64-0671 仙台大　　　　 体育　　 子ども運動教 セ 前期　 幼稚園　　
3068-01-0000 東北学院大　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 外国文学　
3068-01-0103 東北学院大　　 文　　　 英文　　　　 　 全学部 英米語　　
3068-01-0104 東北学院大　　 文　　　 英文　　　　 　 分割型 英米語　　
3068-01-0171 東北学院大　　 文　　　 英文　　　　 セ 前期　 英米語　　
3068-01-0303 東北学院大　　 文　　　 歴史　　　　 　 全学部 日本史　　
3068-01-0304 東北学院大　　 文　　　 歴史　　　　 　 分割型 日本史　　
3068-01-0371 東北学院大　　 文　　　 歴史　　　　 セ 前期　 日本史　　
3068-01-0401 東北学院大　　 文　　　 総合人文　　 　 全学部 哲学倫理宗
3068-01-0402 東北学院大　　 文　　　 総合人文　　 　 分割型 哲学倫理宗
3068-01-0471 東北学院大　　 文　　　 総合人文　　 セ 前期　 哲学倫理宗
3068-01-0502 東北学院大　　 文　　　 教育　　　　 　 全学部 小学校　　
3068-01-0503 東北学院大　　 文　　　 教育　　　　 　 分割型 小学校　　
3068-01-0571 東北学院大　　 文　　　 教育　　　　 セ 前期　 小学校　　
3068-12-0000 東北学院大　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3068-12-0103 東北学院大　　 法　　　 法律　　　　 　 全学部 法学　　　
3068-12-0104 東北学院大　　 法　　　 法律　　　　 　 分割型 法学　　　
3068-12-0171 東北学院大　　 法　　　 法律　　　　 セ 前期　 法学　　　
3068-18-0000 東北学院大　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3068-18-0103 東北学院大　　 経済　　 経済　　　　 　 全学部 経済学　　
3068-18-0104 東北学院大　　 経済　　 経済　　　　 　 分割型 経済学　　
3068-18-0171 東北学院大　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期　 経済学　　
3068-18-0301 東北学院大　　 経済　　 共生社会経済 　 全学部 経済学　　
3068-18-0302 東北学院大　　 経済　　 共生社会経済 　 分割型 経済学　　
3068-18-0371 東北学院大　　 経済　　 共生社会経済 セ 前期　 経済学　　
3068-19-0000 東北学院大　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3068-19-0101 東北学院大　　 経営　　 経営　　　　 　 全学部 経営学・商
3068-19-0102 東北学院大　　 経営　　 経営　　　　 　 分割型 経営学・商
3068-19-0171 東北学院大　　 経営　　 経営　　　　 セ 前期　 経営学・商
3068-37-0000 東北学院大　　 教養　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3068-37-0402 東北学院大　　 教養　　 言語文化　　 　 全学部 言語学　　
3068-37-0403 東北学院大　　 教養　　 言語文化　　 　 分割型 言語学　　
3068-37-0471 東北学院大　　 教養　　 言語文化　　 セ 前期　 言語学　　
3068-37-0502 東北学院大　　 教養　　 情報科学　　 　 全学部 情報科学　
3068-37-0503 東北学院大　　 教養　　 情報科学　　 　 分割型 情報科学　
3068-37-0571 東北学院大　　 教養　　 情報科学　　 セ 前期　 情報科学　
3068-37-0602 東北学院大　　 教養　　 人間科学　　 　 全学部 人間科学　
3068-37-0603 東北学院大　　 教養　　 人間科学　　 　 分割型 人間科学　
3068-37-0671 東北学院大　　 教養　　 人間科学　　 セ 前期　 人間科学　
3068-37-0702 東北学院大　　 教養　　 地域構想　　 　 全学部 総合科学　
3068-37-0703 東北学院大　　 教養　　 地域構想　　 　 分割型 総合科学　
3068-37-0771 東北学院大　　 教養　　 地域構想　　 セ 前期　 総合科学　
3068-46-0000 東北学院大　　 工　　　 　　　　　　 　 　　　 電気・電子
3068-46-0303 東北学院大　　 工　　　 電気電子工　 　 全学部 電気・電子
3068-46-0304 東北学院大　　 工　　　 電気電子工　 　 分割型 電気・電子
3068-46-0371 東北学院大　　 工　　　 電気電子工　 セ 前期　 電気・電子
3068-46-0502 東北学院大　　 工　　　 機械知能工　 　 全学部 機械工学　



3068-46-0503 東北学院大　　 工　　　 機械知能工　 　 分割型 機械工学　
3068-46-0571 東北学院大　　 工　　　 機械知能工　 セ 前期　 機械工学　
3068-46-0702 東北学院大　　 工　　　 環境建設工　 　 全学部 建築・土木
3068-46-0703 東北学院大　　 工　　　 環境建設工　 　 分割型 建築・土木
3068-46-0771 東北学院大　　 工　　　 環境建設工　 セ 前期　 建築・土木
3068-46-0802 東北学院大　　 工　　　 情報基盤工　 　 全学部 情報工学　
3068-46-0803 東北学院大　　 工　　　 情報基盤工　 　 分割型 情報工学　
3068-46-0872 東北学院大　　 工　　　 情報基盤工　 セ 前期　 情報工学　
3069-46-0000 東北工大　　　 工　　　 　　　　　　 　 　　　 建築・土木
3069-46-0102 東北工大　　　 工　　　 建築　　　　 　 Ａ併願 建築・土木
3069-46-0103 東北工大　　　 工　　　 建築　　　　 　 Ａ指定 建築・土木
3069-46-0171 東北工大　　　 工　　　 建築　　　　 セ １期　 建築・土木
3069-46-0302 東北工大　　　 工　　　 情報通信工　 　 Ａ併願 電気・電子
3069-46-0303 東北工大　　　 工　　　 情報通信工　 　 Ａ指定 電気・電子
3069-46-0371 東北工大　　　 工　　　 情報通信工　 セ １期　 電気・電子
3069-46-0402 東北工大　　　 工　　　 電気電子工　 　 Ａ併願 電気・電子
3069-46-0403 東北工大　　　 工　　　 電気電子工　 　 Ａ指定 電気・電子
3069-46-0471 東北工大　　　 工　　　 電気電子工　 セ １期　 電気・電子
3069-46-0702 東北工大　　　 工　　　 都市マネジメ 　 Ａ併願 建築・土木
3069-46-0703 東北工大　　　 工　　　 都市マネジメ 　 Ａ指定 建築・土木
3069-46-0771 東北工大　　　 工　　　 都市マネジメ セ １期　 建築・土木
3069-46-0802 東北工大　　　 工　　　 環境エネルギ 　 Ａ併願 原子力・エ
3069-46-0803 東北工大　　　 工　　　 環境エネルギ 　 Ａ指定 原子力・エ
3069-46-0871 東北工大　　　 工　　　 環境エネルギ セ １期　 原子力・エ
3069-79-0000 東北工大　　　 ライフデ 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3069-79-0102 東北工大　　　 ライフデ クリエイティ 　 Ａ併願 デザイン工
3069-79-0103 東北工大　　　 ライフデ クリエイティ 　 Ａ指定 デザイン工
3069-79-0171 東北工大　　　 ライフデ クリエイティ セ １期　 デザイン工
3069-79-0202 東北工大　　　 ライフデ 安全安心生活 　 Ａ併願 生活科学　
3069-79-0203 東北工大　　　 ライフデ 安全安心生活 　 Ａ指定 生活科学　
3069-79-0271 東北工大　　　 ライフデ 安全安心生活 セ １期　 生活科学　
3069-79-0302 東北工大　　　 ライフデ 経営コミュニ 　 Ａ併願 経営学・商
3069-79-0303 東北工大　　　 ライフデ 経営コミュニ 　 Ａ指定 経営学・商
3069-79-0371 東北工大　　　 ライフデ 経営コミュニ セ １期　 経営学・商
3070-79-0000 東北生活文化大 家政　　 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3070-79-0301 東北生活文化大 家政　　 家政／服飾文 　 Ａ　　 被服・服飾
3070-79-0371 東北生活文化大 家政　　 家政／服飾文 セ Ａ　　 被服・服飾
3070-79-0401 東北生活文化大 家政　　 家政／健康栄 　 Ａ　　 食物・栄養
3070-79-0471 東北生活文化大 家政　　 家政／健康栄 セ Ａ　　 食物・栄養
3070-83-0000 東北生活文化大 美術　　 　　　　　　 　 　　　 美術・デザ
3070-83-0101 東北生活文化大 美術　　 美術表現　　 　 Ａ　　 美術・デザ
3070-83-0171 東北生活文化大 美術　　 美術表現　　 セ Ａ　　 美術・デザ
3071-21-0000 東北福祉大　　 総合マネ 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3071-21-0101 東北福祉大　　 総合マネ 産業福祉マネ 　 Ａ分割 経営学・商
3071-21-0102 東北福祉大　　 総合マネ 産業福祉マネ 　 Ａ統一 経営学・商
3071-21-0172 東北福祉大　　 総合マネ 産業福祉マネ セ 前期　 経営学・商
3071-21-0201 東北福祉大　　 総合マネ 情報福祉マネ 　 Ａ分割 総合情報学
3071-21-0202 東北福祉大　　 総合マネ 情報福祉マネ 　 Ａ統一 総合情報学
3071-21-0272 東北福祉大　　 総合マネ 情報福祉マネ セ 前期　 総合情報学
3071-27-0000 東北福祉大　　 総合福祉 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3071-27-0300 東北福祉大　　 総合福祉 社会福祉　　 　 Ａ分割 社会福祉学
3071-27-0301 東北福祉大　　 総合福祉 社会福祉　　 　 Ａ統一 社会福祉学
3071-27-0372 東北福祉大　　 総合福祉 社会福祉　　 セ 前期　 社会福祉学
3071-27-0400 東北福祉大　　 総合福祉 福祉心理　　 　 Ａ分割 心理学　　
3071-27-0401 東北福祉大　　 総合福祉 福祉心理　　 　 Ａ統一 心理学　　
3071-27-0472 東北福祉大　　 総合福祉 福祉心理　　 セ 前期　 心理学　　
3071-27-0601 東北福祉大　　 総合福祉 福祉行政　　 　 Ａ分割 政治学　　
3071-27-0602 東北福祉大　　 総合福祉 福祉行政　　 　 Ａ統一 政治学　　
3071-27-0671 東北福祉大　　 総合福祉 福祉行政　　 セ 前期　 政治学　　



3071-30-0000 東北福祉大　　 教育　　 　　　　　　 　 　　　 特別支援教
3071-30-0101 東北福祉大　　 教育　　 教育／初等教 　 Ａ分割 児童学　　
3071-30-0102 東北福祉大　　 教育　　 教育／初等教 　 Ａ統一 児童学　　
3071-30-0171 東北福祉大　　 教育　　 教育／初等教 セ 前期　 児童学　　
3071-30-0201 東北福祉大　　 教育　　 教育／中等教 　 Ａ分割 中高－社会
3071-30-0202 東北福祉大　　 教育　　 教育／中等教 　 Ａ統一 中高－社会
3071-30-0271 東北福祉大　　 教育　　 教育／中等教 セ 前期　 中高－社会
3071-64-0000 東北福祉大　　 健康科学 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3071-64-0102 東北福祉大　　 健康科学 保健看護　　 　 Ａ分割 看護　　　
3071-64-0103 東北福祉大　　 健康科学 保健看護　　 　 Ａ統一 看護　　　
3071-64-0172 東北福祉大　　 健康科学 保健看護　　 セ 前期　 看護　　　
3071-64-0201 東北福祉大　　 健康科学 リハ／作業療 　 Ａ分割 作業療法　
3071-64-0202 東北福祉大　　 健康科学 リハ／作業療 　 Ａ統一 作業療法　
3071-64-0272 東北福祉大　　 健康科学 リハ／作業療 セ 前期　 作業療法　
3071-64-0301 東北福祉大　　 健康科学 リハ／理学療 　 Ａ分割 理学療法　
3071-64-0302 東北福祉大　　 健康科学 リハ／理学療 　 Ａ統一 理学療法　
3071-64-0372 東北福祉大　　 健康科学 リハ／理学療 セ 前期　 理学療法　
3071-64-0401 東北福祉大　　 健康科学 医療経営管理 　 Ａ分割 経営学・商
3071-64-0402 東北福祉大　　 健康科学 医療経営管理 　 Ａ統一 経営学・商
3071-64-0472 東北福祉大　　 健康科学 医療経営管理 セ 前期　 経営学・商
3072-55-0000 東北医薬大　　 医　　　 　　　　　　 　 　　　 医　　　　
3072-55-0102 東北医薬大　　 医　　　 医　　　　　 　 一般枠 医　　　　
3072-55-0103 東北医薬大　　 医　　　 医　　　　　 　 修学Ａ 医　　　　
3072-55-0104 東北医薬大　　 医　　　 医　　　　　 　 修学Ｂ 医　　　　
3072-61-0000 東北医薬大　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3072-61-0301 東北医薬大　　 薬　　　 薬　　　　　 　 前期　 薬　　　　
3072-61-0302 東北医薬大　　 薬　　　 薬　　　　　 　 後期　 薬　　　　
3072-61-0371 東北医薬大　　 薬　　　 薬　　　　　 セ 前期　 薬　　　　
3072-61-0373 東北医薬大　　 薬　　　 薬　　　　　 セ 中期　 薬　　　　
3072-61-0401 東北医薬大　　 薬　　　 生命薬科学　 　 前期　 薬　　　　
3072-61-0402 東北医薬大　　 薬　　　 生命薬科学　 　 後期　 薬　　　　
3072-61-0471 東北医薬大　　 薬　　　 生命薬科学　 セ 前期　 薬　　　　
3072-61-0473 東北医薬大　　 薬　　　 生命薬科学　 セ 中期　 薬　　　　
3073-03-0000 宮城学院女子大 学芸　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3073-03-0100 宮城学院女子大 学芸　　 英文　　　　 　 Ａ前期 外国文学　
3073-03-0171 宮城学院女子大 学芸　　 英文　　　　 セ Ａ　　 外国文学　
3073-03-0201 宮城学院女子大 学芸　　 音楽　　　　 　 Ａ前期 音楽　　　
3073-03-0271 宮城学院女子大 学芸　　 音楽　　　　 セ Ａ　　 音楽　　　
3073-03-0500 宮城学院女子大 学芸　　 日本文　　　 　 Ａ前期 日本文学　
3073-03-0571 宮城学院女子大 学芸　　 日本文　　　 セ Ａ　　 日本文学　
3073-03-0600 宮城学院女子大 学芸　　 人間文化　　 　 Ａ前期 文化学　　
3073-03-0671 宮城学院女子大 学芸　　 人間文化　　 セ Ａ　　 文化学　　
3073-03-1301 宮城学院女子大 学芸　　 心理行動科学 　 Ａ前期 心理学　　
3073-03-1371 宮城学院女子大 学芸　　 心理行動科学 セ Ａ　　 心理学　　
3073-21-0000 宮城学院女子大 現代ビジ 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3073-21-0101 宮城学院女子大 現代ビジ 現代ビジネス 　 Ａ前期 経営学・商
3073-21-0171 宮城学院女子大 現代ビジ 現代ビジネス セ Ａ　　 経営学・商
3073-30-0000 宮城学院女子大 教育　　 　　　　　　 　 　　　 ０免課程　
3073-30-0101 宮城学院女子大 教育　　 教育／幼児教 　 Ａ前期 児童学　　
3073-30-0171 宮城学院女子大 教育　　 教育／幼児教 セ Ａ　　 児童学　　
3073-30-0201 宮城学院女子大 教育　　 教育／児童教 　 Ａ前期 小学校　　
3073-30-0271 宮城学院女子大 教育　　 教育／児童教 セ Ａ　　 小学校　　
3073-30-0301 宮城学院女子大 教育　　 教育／健康教 　 Ａ前期 体育・健康
3073-30-0371 宮城学院女子大 教育　　 教育／健康教 セ Ａ　　 体育・健康
3073-79-0000 宮城学院女子大 生活科学 　　　　　　 　 　　　 生活科学　
3073-79-0101 宮城学院女子大 生活科学 食品栄養　　 　 Ａ前期 食物・栄養
3073-79-0171 宮城学院女子大 生活科学 食品栄養　　 セ Ａ　　 食物・栄養
3073-79-0201 宮城学院女子大 生活科学 生活文化デザ 　 Ａ前期 生活科学　
3073-79-0271 宮城学院女子大 生活科学 生活文化デザ セ Ａ　　 生活科学　



3074-37-0000 仙台白百合女大 人間　　 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3074-37-0100 仙台白百合女大 人間　　 人間発達　　 　 Ａ　　 児童学　　
3074-37-0173 仙台白百合女大 人間　　 人間発達　　 セ Ａ　　 児童学　　
3074-37-1001 仙台白百合女大 人間　　 健康栄養　　 　 Ａ　　 食物・栄養
3074-37-1071 仙台白百合女大 人間　　 健康栄養　　 セ Ａ　　 食物・栄養
3074-37-1301 仙台白百合女大 人間　　 グローバルス 　 Ａ　　 英米語　　
3074-37-1371 仙台白百合女大 人間　　 グローバルス セ Ａ　　 英米語　　
3074-37-1401 仙台白百合女大 人間　　 心理福祉　　 　 Ａ　　 心理学　　
3074-37-1471 仙台白百合女大 人間　　 心理福祉　　 セ Ａ　　 心理学　　
3075-13-0000 東北文化学園大 総合政策 　　　　　　 　 　　　 総合科学　
3075-13-0100 東北文化学園大 総合政策 総合政策　　 　 前期　 総合科学　
3075-13-0171 東北文化学園大 総合政策 総合政策　　 セ 前期　 総合科学　
3075-47-0000 東北文化学園大 科学技術 　　　　　　 　 　　　 住居学　　
3075-47-0100 東北文化学園大 科学技術 知能情報シス 　 前期　 情報工学　
3075-47-0171 東北文化学園大 科学技術 知能情報シス セ 前期　 情報工学　
3075-47-0200 東北文化学園大 科学技術 建築環境　　 　 前期　 建築・土木
3075-47-0271 東北文化学園大 科学技術 建築環境　　 セ 前期　 建築・土木
3075-47-0301 東北文化学園大 科学技術 臨床工　　　 　 前期　 医療技術　
3075-47-0371 東北文化学園大 科学技術 臨床工　　　 セ 前期　 医療技術　
3075-64-0000 東北文化学園大 医療福祉 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3075-64-0100 東北文化学園大 医療福祉 リハ／理学療 　 前期　 理学療法　
3075-64-0172 東北文化学園大 医療福祉 リハ／理学療 セ 前期　 理学療法　
3075-64-0200 東北文化学園大 医療福祉 リハ／作業療 　 前期　 作業療法　
3075-64-0272 東北文化学園大 医療福祉 リハ／作業療 セ 前期　 作業療法　
3075-64-0300 東北文化学園大 医療福祉 保健／保健福 　 前期　 社会福祉学
3075-64-0372 東北文化学園大 医療福祉 保健／保健福 セ 前期　 社会福祉学
3075-64-0400 東北文化学園大 医療福祉 保健／生活福 　 前期　 社会福祉学
3075-64-0472 東北文化学園大 医療福祉 保健／生活福 セ 前期　 社会福祉学
3075-64-0601 東北文化学園大 医療福祉 リハ／視覚機 　 前期　 医療技術　
3075-64-0671 東北文化学園大 医療福祉 リハ／視覚機 セ 前期　 医療技術　
3075-64-0701 東北文化学園大 医療福祉 リハ／言語聴 　 前期　 医療技術　
3075-64-0771 東北文化学園大 医療福祉 リハ／言語聴 セ 前期　 医療技術　
3075-64-0801 東北文化学園大 医療福祉 看護　　　　 　 前期　 看護　　　
3075-64-0871 東北文化学園大 医療福祉 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3076-03-0000 尚絅学院大　　 心理教育 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3076-03-0101 尚絅学院大　　 心理教育 心理学類　　 　 Ａ　　 心理学　　
3076-03-0171 尚絅学院大　　 心理教育 心理学類　　 セ Ａ　　 心理学　　
3076-03-0201 尚絅学院大　　 心理教育 子ども学類　 　 Ａ　　 児童学　　
3076-03-0271 尚絅学院大　　 心理教育 子ども学類　 セ Ａ　　 児童学　　
3076-03-0301 尚絅学院大　　 心理教育 学校教育学類 　 Ａ　　 小学校　　
3076-03-0371 尚絅学院大　　 心理教育 学校教育学類 セ Ａ　　 小学校　　
3076-27-0000 尚絅学院大　　 人文社会 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3076-27-0101 尚絅学院大　　 人文社会 人文社会学類 　 Ａ　　 社会学　　
3076-27-0171 尚絅学院大　　 人文社会 人文社会学類 セ Ａ　　 社会学　　
3076-64-0000 尚絅学院大　　 健康栄養 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3076-64-0101 尚絅学院大　　 健康栄養 健康栄養学類 　 Ａ　　 食物・栄養
3076-64-0171 尚絅学院大　　 健康栄養 健康栄養学類 セ Ａ　　 食物・栄養
3081-12-0000 ノースアジア大 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3081-12-0100 ノースアジア大 法　　　 法律　　　　 　 Ａ　　 法学　　　
3081-12-0171 ノースアジア大 法　　　 法律　　　　 セ 前期　 法学　　　
3081-12-0201 ノースアジア大 法　　　 観光　　　　 　 Ａ　　 観光学　　
3081-12-0271 ノースアジア大 法　　　 観光　　　　 セ 前期　 観光学　　
3081-18-0000 ノースアジア大 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3081-18-0301 ノースアジア大 経済　　 経済　　　　 　 Ａ　　 経済学　　
3081-18-0371 ノースアジア大 経済　　 経済　　　　 セ 前期　 経済学　　
3082-64-0000 秋田看護福祉大 看護福祉 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3082-64-0101 秋田看護福祉大 看護福祉 看護　　　　 　 前期　 看護　　　
3082-64-0171 秋田看護福祉大 看護福祉 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3082-64-0202 秋田看護福祉大 看護福祉 福祉　　　　 　 前期　 社会福祉学



3082-64-0271 秋田看護福祉大 看護福祉 福祉　　　　 セ 前期　 社会福祉学
3083-64-0000 日赤秋田看護大 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3083-64-0101 日赤秋田看護大 看護　　 看護　　　　 　 　　　 看護　　　
3083-64-0171 日赤秋田看護大 看護　　 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3090-47-0000 東北芸術工大　 デザイン 　　　　　　 　 　　　 美術・デザ
3090-47-0100 東北芸術工大　 デザイン 建築・環境デ 　 前期　 建築・土木
3090-47-0101 東北芸術工大　 デザイン 建築・環境デ 　 専願型 建築・土木
3090-47-0172 東北芸術工大　 デザイン 建築・環境デ セ ２科前 建築・土木
3090-47-0173 東北芸術工大　 デザイン 建築・環境デ セ １科目 建築・土木
3090-47-0300 東北芸術工大　 デザイン プロダクトデ 　 前期　 美術・デザ
3090-47-0301 東北芸術工大　 デザイン プロダクトデ 　 専願型 美術・デザ
3090-47-0372 東北芸術工大　 デザイン プロダクトデ セ ２科前 美術・デザ
3090-47-0373 東北芸術工大　 デザイン プロダクトデ セ １科目 美術・デザ
3090-47-0901 東北芸術工大　 デザイン グラフィック 　 前期　 美術・デザ
3090-47-0902 東北芸術工大　 デザイン グラフィック 　 専願型 美術・デザ
3090-47-0971 東北芸術工大　 デザイン グラフィック セ １科目 美術・デザ
3090-47-0972 東北芸術工大　 デザイン グラフィック セ ２科前 美術・デザ
3090-47-1001 東北芸術工大　 デザイン 映像　　　　 　 前期　 映像　　　
3090-47-1002 東北芸術工大　 デザイン 映像　　　　 　 専願型 映像　　　
3090-47-1071 東北芸術工大　 デザイン 映像　　　　 セ １科目 映像　　　
3090-47-1072 東北芸術工大　 デザイン 映像　　　　 セ ２科前 映像　　　
3090-47-1101 東北芸術工大　 デザイン 企画構想　　 　 前期　 その他芸術
3090-47-1102 東北芸術工大　 デザイン 企画構想　　 　 専願型 その他芸術
3090-47-1171 東北芸術工大　 デザイン 企画構想　　 セ １科目 その他芸術
3090-47-1172 東北芸術工大　 デザイン 企画構想　　 セ ２科前 その他芸術
3090-47-1201 東北芸術工大　 デザイン コミュニティ 　 前期　 総合科学　
3090-47-1202 東北芸術工大　 デザイン コミュニティ 　 専願型 総合科学　
3090-47-1271 東北芸術工大　 デザイン コミュニティ セ １科目 総合科学　
3090-47-1272 東北芸術工大　 デザイン コミュニティ セ ２科前 総合科学　
3090-83-0000 東北芸術工大　 芸術　　 　　　　　　 　 　　　 美術・デザ
3090-83-0500 東北芸術工大　 芸術　　 文化財保存修 　 前期　 考古学・文
3090-83-0501 東北芸術工大　 芸術　　 文化財保存修 　 専願型 考古学・文
3090-83-0572 東北芸術工大　 芸術　　 文化財保存修 セ ２科前 考古学・文
3090-83-0573 東北芸術工大　 芸術　　 文化財保存修 セ １科目 考古学・文
3090-83-0600 東北芸術工大　 芸術　　 歴史遺産　　 　 前期　 考古学・文
3090-83-0601 東北芸術工大　 芸術　　 歴史遺産　　 　 専願型 考古学・文
3090-83-0672 東北芸術工大　 芸術　　 歴史遺産　　 セ ２科前 考古学・文
3090-83-0673 東北芸術工大　 芸術　　 歴史遺産　　 セ １科目 考古学・文
3090-83-0701 東北芸術工大　 芸術　　 美術／彫刻　 　 前期　 美術・デザ
3090-83-0702 東北芸術工大　 芸術　　 美術／彫刻　 　 専願型 美術・デザ
3090-83-0771 東北芸術工大　 芸術　　 美術／彫刻　 セ １科目 美術・デザ
3090-83-0772 東北芸術工大　 芸術　　 美術／彫刻　 セ ２科前 美術・デザ
3090-83-0801 東北芸術工大　 芸術　　 美術／工芸　 　 前期　 美術・デザ
3090-83-0802 東北芸術工大　 芸術　　 美術／工芸　 　 専願型 美術・デザ
3090-83-0871 東北芸術工大　 芸術　　 美術／工芸　 セ １科目 美術・デザ
3090-83-0872 東北芸術工大　 芸術　　 美術／工芸　 セ ２科前 美術・デザ
3090-83-0901 東北芸術工大　 芸術　　 美術／日本画 　 前期　 美術・デザ
3090-83-0902 東北芸術工大　 芸術　　 美術／日本画 　 専願型 美術・デザ
3090-83-0971 東北芸術工大　 芸術　　 美術／日本画 セ １科目 美術・デザ
3090-83-1001 東北芸術工大　 芸術　　 美術／洋画　 　 前期　 美術・デザ
3090-83-1002 東北芸術工大　 芸術　　 美術／洋画　 　 専願型 美術・デザ
3090-83-1071 東北芸術工大　 芸術　　 美術／洋画　 セ １科目 美術・デザ
3090-83-1101 東北芸術工大　 芸術　　 美術／総合美 　 前期　 美術・デザ
3090-83-1102 東北芸術工大　 芸術　　 美術／総合美 　 専願型 美術・デザ
3090-83-1171 東北芸術工大　 芸術　　 美術／総合美 セ １科目 美術・デザ
3090-83-1172 東北芸術工大　 芸術　　 美術／総合美 セ ２科前 美術・デザ
3090-83-1201 東北芸術工大　 芸術　　 美術／版画　 　 前期　 美術・デザ
3090-83-1202 東北芸術工大　 芸術　　 美術／版画　 　 専願型 美術・デザ
3090-83-1271 東北芸術工大　 芸術　　 美術／版画　 セ １科目 美術・デザ



3090-83-1272 東北芸術工大　 芸術　　 美術／版画　 セ ２科前 美術・デザ
3090-83-1301 東北芸術工大　 芸術　　 美術／テキス 　 前期　 美術・デザ
3090-83-1302 東北芸術工大　 芸術　　 美術／テキス 　 専願型 美術・デザ
3090-83-1371 東北芸術工大　 芸術　　 美術／テキス セ １科目 美術・デザ
3090-83-1372 東北芸術工大　 芸術　　 美術／テキス セ ２科前 美術・デザ
3090-83-1401 東北芸術工大　 芸術　　 文芸　　　　 　 前期　 その他芸術
3090-83-1402 東北芸術工大　 芸術　　 文芸　　　　 　 専願型 その他芸術
3090-83-1471 東北芸術工大　 芸術　　 文芸　　　　 セ １科目 その他芸術
3090-83-1472 東北芸術工大　 芸術　　 文芸　　　　 セ ２科前 その他芸術
3091-21-0000 東北公益文科大 公益　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3091-21-0100 東北公益文科大 公益　　 公益　　　　 　 Ａ　　 経営学・商
3091-21-0171 東北公益文科大 公益　　 公益　　　　 セ Ａ　　 経営学・商
3092-37-0000 東北文教大　　 人間科学 　　　　　　 　 　　　 児童学　　
3092-37-0101 東北文教大　　 人間科学 子ども教育　 　 前期　 児童学　　
3092-37-0172 東北文教大　　 人間科学 子ども教育　 セ 前期　 児童学　　
3098-61-0000 医療創生大　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3098-61-0101 医療創生大　　 薬　　　 薬　　　　　 　 前期２ 薬　　　　
3098-61-0102 医療創生大　　 薬　　　 薬　　　　　 　 前期３ 薬　　　　
3098-61-0171 医療創生大　　 薬　　　 薬　　　　　 セ 前期　 薬　　　　
3098-64-0000 医療創生大　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3098-64-0101 医療創生大　　 看護　　 看護　　　　 　 前期２ 看護　　　
3098-64-0102 医療創生大　　 看護　　 看護　　　　 　 前期３ 看護　　　
3098-64-0171 医療創生大　　 看護　　 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3098-65-0000 医療創生大　　 健康医療 　　　　　　 　 　　　 理学療法　
3098-65-0101 医療創生大　　 健康医療 作業療法　　 　 前期２ 作業療法　
3098-65-0102 医療創生大　　 健康医療 作業療法　　 　 前期３ 作業療法　
3098-65-0171 医療創生大　　 健康医療 作業療法　　 セ 前期　 作業療法　
3098-65-0201 医療創生大　　 健康医療 理学療法　　 　 前期２ 理学療法　
3098-65-0202 医療創生大　　 健康医療 理学療法　　 　 前期３ 理学療法　
3098-65-0271 医療創生大　　 健康医療 理学療法　　 セ 前期　 理学療法　
3099-58-0000 奥羽大　　　　 歯　　　 　　　　　　 　 　　　 歯　　　　
3099-58-0100 奥羽大　　　　 歯　　　 歯　　　　　 　 一期　 歯　　　　
3099-61-0000 奥羽大　　　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3099-61-0101 奥羽大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 　 一期　 薬　　　　
3100-79-0000 郡山女子大　　 家政　　 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3100-79-0101 郡山女子大　　 家政　　 食物栄養　　 　 Ⅰ期Ａ 食物・栄養
3100-79-0102 郡山女子大　　 家政　　 食物栄養　　 　 Ⅱ期Ａ 食物・栄養
3100-79-0174 郡山女子大　　 家政　　 食物栄養　　 セ Ⅰ期Ｂ 食物・栄養
3100-79-0175 郡山女子大　　 家政　　 食物栄養　　 セ Ⅰ期Ｃ 食物・栄養
3100-79-0176 郡山女子大　　 家政　　 食物栄養　　 セ Ⅱ期Ｂ 食物・栄養
3100-79-0177 郡山女子大　　 家政　　 食物栄養　　 セ Ⅱ期Ｃ 食物・栄養
3100-79-0301 郡山女子大　　 家政　　 人間／福祉　 　 Ⅰ期Ａ 社会福祉学
3100-79-0302 郡山女子大　　 家政　　 人間／福祉　 　 Ⅱ期Ａ 社会福祉学
3100-79-0374 郡山女子大　　 家政　　 人間／福祉　 セ Ⅰ期Ｂ 社会福祉学
3100-79-0375 郡山女子大　　 家政　　 人間／福祉　 セ Ⅰ期Ｃ 社会福祉学
3100-79-0376 郡山女子大　　 家政　　 人間／福祉　 セ Ⅱ期Ｂ 社会福祉学
3100-79-0377 郡山女子大　　 家政　　 人間／福祉　 セ Ⅱ期Ｃ 社会福祉学
3100-79-0501 郡山女子大　　 家政　　 人間／生活総 　 Ⅰ期Ａ 生活科学　
3100-79-0502 郡山女子大　　 家政　　 人間／生活総 　 Ⅱ期Ａ 生活科学　
3100-79-0574 郡山女子大　　 家政　　 人間／生活総 セ Ⅰ期Ｂ 生活科学　
3100-79-0575 郡山女子大　　 家政　　 人間／生活総 セ Ⅰ期Ｃ 生活科学　
3100-79-0576 郡山女子大　　 家政　　 人間／生活総 セ Ⅱ期Ｂ 生活科学　
3100-79-0577 郡山女子大　　 家政　　 人間／生活総 セ Ⅱ期Ｃ 生活科学　
3100-79-0601 郡山女子大　　 家政　　 人間／建築デ 　 Ⅰ期Ａ 建築・土木
3100-79-0602 郡山女子大　　 家政　　 人間／建築デ 　 Ⅱ期Ａ 建築・土木
3100-79-0674 郡山女子大　　 家政　　 人間／建築デ セ Ⅰ期Ｂ 建築・土木
3100-79-0675 郡山女子大　　 家政　　 人間／建築デ セ Ⅰ期Ｃ 建築・土木
3100-79-0676 郡山女子大　　 家政　　 人間／建築デ セ Ⅱ期Ｂ 建築・土木
3100-79-0677 郡山女子大　　 家政　　 人間／建築デ セ Ⅱ期Ｃ 建築・土木



3101-21-0000 東日本国際大　 経済経営 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3101-21-0101 東日本国際大　 経済経営 経済経営　　 　 Ａ　　 経済学　　
3101-21-0171 東日本国際大　 経済経営 経済経営　　 セ Ⅰ期　 経済学　　
3101-64-0000 東日本国際大　 健康福祉 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3101-64-0101 東日本国際大　 健康福祉 社会福祉　　 　 Ａ　　 社会福祉学
3101-64-0171 東日本国際大　 健康福祉 社会福祉　　 セ Ⅰ期　 社会福祉学
3102-27-0000 福島学院大　　 福祉　　 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3102-27-0100 福島学院大　　 福祉　　 福祉心理　　 　 Ａ　　 社会福祉学
3102-27-0501 福島学院大　　 福祉　　 こども　　　 　 Ａ　　 幼稚園　　
3106-01-0000 茨城キリスト大 文　　　 　　　　　　 　 　　　 児童学　　
3106-01-0100 茨城キリスト大 文　　　 現代英語　　 　 Ａ　　 英米語　　
3106-01-0171 茨城キリスト大 文　　　 現代英語　　 セ Ⅰ期　 英米語　　
3106-01-0400 茨城キリスト大 文　　　 文化交流　　 　 Ａ　　 文化学　　
3106-01-0471 茨城キリスト大 文　　　 文化交流　　 セ Ⅰ期　 文化学　　
3106-01-0501 茨城キリスト大 文　　　 児童／児童教 　 Ａ　　 小学校　　
3106-01-0571 茨城キリスト大 文　　　 児童／児童教 セ Ⅰ期　 小学校　　
3106-01-0601 茨城キリスト大 文　　　 児童／幼児保 　 Ａ　　 児童学　　
3106-01-0671 茨城キリスト大 文　　　 児童／幼児保 セ Ⅰ期　 児童学　　
3106-19-0000 茨城キリスト大 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3106-19-0101 茨城キリスト大 経営　　 経営　　　　 　 Ａ　　 経営学・商
3106-19-0171 茨城キリスト大 経営　　 経営　　　　 セ Ⅰ期　 経営学・商
3106-64-0000 茨城キリスト大 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3106-64-0101 茨城キリスト大 看護　　 看護　　　　 　 Ａ　　 看護　　　
3106-64-0171 茨城キリスト大 看護　　 看護　　　　 セ Ⅰ期　 看護　　　
3106-79-0000 茨城キリスト大 生活科学 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3106-79-0100 茨城キリスト大 生活科学 心理福祉　　 　 Ａ　　 社会福祉学
3106-79-0171 茨城キリスト大 生活科学 心理福祉　　 セ Ⅰ期　 社会福祉学
3106-79-0200 茨城キリスト大 生活科学 食物健康科学 　 Ａ　　 食物・栄養
3106-79-0271 茨城キリスト大 生活科学 食物健康科学 セ Ⅰ期　 食物・栄養
3107-64-0000 つくば国際大　 医療保健 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3107-64-0101 つくば国際大　 医療保健 理学療法　　 　 １期　 理学療法　
3107-64-0171 つくば国際大　 医療保健 理学療法　　 セ １期　 理学療法　
3107-64-0201 つくば国際大　 医療保健 看護　　　　 　 １期　 看護　　　
3107-64-0271 つくば国際大　 医療保健 看護　　　　 セ １期　 看護　　　
3107-64-0301 つくば国際大　 医療保健 保健栄養　　 　 １期　 食物・栄養
3107-64-0371 つくば国際大　 医療保健 保健栄養　　 セ １期　 食物・栄養
3107-64-0401 つくば国際大　 医療保健 診療放射線　 　 １期　 放射線技術
3107-64-0471 つくば国際大　 医療保健 診療放射線　 セ １期　 放射線技術
3107-64-0501 つくば国際大　 医療保健 臨床検査　　 　 １期　 検査技術　
3107-64-0571 つくば国際大　 医療保健 臨床検査　　 セ １期　 検査技術　
3107-64-0601 つくば国際大　 医療保健 医療技術　　 　 １期　 医療技術　
3107-64-0671 つくば国際大　 医療保健 医療技術　　 セ １期　 医療技術　
3108-13-0000 常磐大　　　　 総合政策 　　　　　　 　 　　　 政治学　　
3108-13-0101 常磐大　　　　 総合政策 経営　　　　 　 Ⅰ期　 経営学・商
3108-13-0171 常磐大　　　　 総合政策 経営　　　　 セ Ⅰ期　 経営学・商
3108-13-0201 常磐大　　　　 総合政策 法律行政　　 　 Ⅰ期　 法学　　　
3108-13-0271 常磐大　　　　 総合政策 法律行政　　 セ Ⅰ期　 法学　　　
3108-13-0301 常磐大　　　　 総合政策 総合政策　　 　 Ⅰ期　 政治学　　
3108-13-0371 常磐大　　　　 総合政策 総合政策　　 セ Ⅰ期　 政治学　　
3108-37-0000 常磐大　　　　 人間科学 　　　　　　 　 　　　 社会学　　
3108-37-0101 常磐大　　　　 人間科学 コミュニケー 　 Ⅰ期　 社会学　　
3108-37-0171 常磐大　　　　 人間科学 コミュニケー セ Ⅰ期　 社会学　　
3108-37-0601 常磐大　　　　 人間科学 現代社会　　 　 Ⅰ期　 社会学　　
3108-37-0671 常磐大　　　　 人間科学 現代社会　　 セ Ⅰ期　 社会学　　
3108-37-0801 常磐大　　　　 人間科学 心理　　　　 　 Ⅰ期　 心理学　　
3108-37-0871 常磐大　　　　 人間科学 心理　　　　 セ Ⅰ期　 心理学　　
3108-37-1001 常磐大　　　　 人間科学 健康栄養　　 　 Ⅰ期　 食物・栄養
3108-37-1071 常磐大　　　　 人間科学 健康栄養　　 セ Ⅰ期　 食物・栄養
3108-37-1101 常磐大　　　　 人間科学 教育／初等教 　 Ⅰ期　 児童学　　



3108-37-1171 常磐大　　　　 人間科学 教育／初等教 セ Ⅰ期　 児童学　　
3108-37-1201 常磐大　　　　 人間科学 教育／中等教 　 Ⅰ期　 教育学　　
3108-37-1271 常磐大　　　　 人間科学 教育／中等教 セ Ⅰ期　 教育学　　
3108-64-0000 常磐大　　　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3108-64-0101 常磐大　　　　 看護　　 看護　　　　 　 Ⅰ期　 看護　　　
3108-64-0171 常磐大　　　　 看護　　 看護　　　　 セ Ⅰ期　 看護　　　
3109-12-0000 流通経済大　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3109-12-0101 流通経済大　　 法　　　 ビジネス法　 　 得意Ⅰ 法学　　　
3109-12-0102 流通経済大　　 法　　　 ビジネス法　 　 ２科Ⅰ 法学　　　
3109-12-0106 流通経済大　　 法　　　 ビジネス法　 　 ３科Ⅰ 法学　　　
3109-12-0171 流通経済大　　 法　　　 ビジネス法　 セ ３科Ⅰ 法学　　　
3109-12-0175 流通経済大　　 法　　　 ビジネス法　 セ 高得Ⅰ 法学　　　
3109-12-0201 流通経済大　　 法　　　 自治行政　　 　 得意Ⅰ 政治学　　
3109-12-0202 流通経済大　　 法　　　 自治行政　　 　 ２科Ⅰ 政治学　　
3109-12-0206 流通経済大　　 法　　　 自治行政　　 　 ３科Ⅰ 政治学　　
3109-12-0271 流通経済大　　 法　　　 自治行政　　 セ ３科Ⅰ 政治学　　
3109-12-0275 流通経済大　　 法　　　 自治行政　　 セ 高得Ⅰ 政治学　　
3109-18-0000 流通経済大　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3109-18-0102 流通経済大　　 経済　　 経営　　　　 　 得意Ⅰ 経営学・商
3109-18-0103 流通経済大　　 経済　　 経営　　　　 　 ２科Ⅰ 経営学・商
3109-18-0106 流通経済大　　 経済　　 経営　　　　 　 ３科Ⅰ 経営学・商
3109-18-0171 流通経済大　　 経済　　 経営　　　　 セ ３科Ⅰ 経営学・商
3109-18-0175 流通経済大　　 経済　　 経営　　　　 セ 高得Ⅰ 経営学・商
3109-18-0202 流通経済大　　 経済　　 経済　　　　 　 得意Ⅰ 経済学　　
3109-18-0203 流通経済大　　 経済　　 経済　　　　 　 ２科Ⅰ 経済学　　
3109-18-0206 流通経済大　　 経済　　 経済　　　　 　 ３科Ⅰ 経済学　　
3109-18-0271 流通経済大　　 経済　　 経済　　　　 セ ３科Ⅰ 経済学　　
3109-18-0275 流通経済大　　 経済　　 経済　　　　 セ 高得Ⅰ 経済学　　
3109-21-0000 流通経済大　　 流通情報 　　　　　　 　 　　　 経営情報学
3109-21-0102 流通経済大　　 流通情報 流通情報　　 　 得意Ⅰ 経営情報学
3109-21-0103 流通経済大　　 流通情報 流通情報　　 　 ２科Ⅰ 経営情報学
3109-21-0106 流通経済大　　 流通情報 流通情報　　 　 ３科Ⅰ 経営情報学
3109-21-0171 流通経済大　　 流通情報 流通情報　　 セ ３科Ⅰ 経営情報学
3109-21-0175 流通経済大　　 流通情報 流通情報　　 セ 高得Ⅰ 経営情報学
3109-25-0000 流通経済大　　 社会　　 　　　　　　 　 　　　 社会学　　
3109-25-0102 流通経済大　　 社会　　 国際観光　　 　 得意Ⅰ 観光学　　
3109-25-0103 流通経済大　　 社会　　 国際観光　　 　 ２科Ⅰ 観光学　　
3109-25-0106 流通経済大　　 社会　　 国際観光　　 　 ３科Ⅰ 観光学　　
3109-25-0171 流通経済大　　 社会　　 国際観光　　 セ ３科Ⅰ 観光学　　
3109-25-0175 流通経済大　　 社会　　 国際観光　　 セ 高得Ⅰ 観光学　　
3109-25-0202 流通経済大　　 社会　　 社会　　　　 　 得意Ⅰ 社会学　　
3109-25-0203 流通経済大　　 社会　　 社会　　　　 　 ２科Ⅰ 社会学　　
3109-25-0206 流通経済大　　 社会　　 社会　　　　 　 ３科Ⅰ 社会学　　
3109-25-0271 流通経済大　　 社会　　 社会　　　　 セ ３科Ⅰ 社会学　　
3109-25-0275 流通経済大　　 社会　　 社会　　　　 セ 高得Ⅰ 社会学　　
3109-64-0000 流通経済大　　 スポーツ 　　　　　　 　 　　　 体育・健康
3109-64-0102 流通経済大　　 スポーツ スポーツ健康 　 ３科Ⅰ 体育・健康
3109-64-0103 流通経済大　　 スポーツ スポーツ健康 　 得意Ⅰ 体育・健康
3109-64-0104 流通経済大　　 スポーツ スポーツ健康 　 ２科Ⅰ 体育・健康
3109-64-0171 流通経済大　　 スポーツ スポーツ健康 セ ３科Ⅰ 体育・健康
3109-64-0175 流通経済大　　 スポーツ スポーツ健康 セ 高得Ⅰ 体育・健康
3109-64-0201 流通経済大　　 スポーツ スポーツコミ 　 ３科Ⅰ 体育・健康
3109-64-0202 流通経済大　　 スポーツ スポーツコミ 　 ２科Ⅰ 体育・健康
3109-64-0203 流通経済大　　 スポーツ スポーツコミ 　 得意Ⅰ 体育・健康
3109-64-0271 流通経済大　　 スポーツ スポーツコミ セ ３科Ⅰ 体育・健康
3109-64-0274 流通経済大　　 スポーツ スポーツコミ セ 高得Ⅰ 体育・健康
3110-21-0000 筑波学院大　　 経営情報 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3110-21-0101 筑波学院大　　 経営情報 ビジネスデザ 　 Ａ　　 経営学・商
3110-21-0171 筑波学院大　　 経営情報 ビジネスデザ セ Ａ　　 経営学・商



3112-64-0000 ウェルネス大　 スポーツ 　　　　　　 　 　　　 体育・健康
3112-64-0101 ウェルネス大　 スポーツ スポーツプロ 　 Ａ　　 体育・健康
3119-46-0000 足利大　　　　 工　　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
3119-46-1201 足利大　　　　 工　　　 創生／機械　 　 Ａ　　 機械工学　
3119-46-1271 足利大　　　　 工　　　 創生／機械　 セ Ａ　　 機械工学　
3119-46-1301 足利大　　　　 工　　　 創生／電気電 　 Ａ　　 電気・電子
3119-46-1371 足利大　　　　 工　　　 創生／電気電 セ Ａ　　 電気・電子
3119-46-1401 足利大　　　　 工　　　 創生／システ 　 Ａ　　 情報工学　
3119-46-1471 足利大　　　　 工　　　 創生／システ セ Ａ　　 情報工学　
3119-46-1501 足利大　　　　 工　　　 創生／建築土 　 Ａ　　 建築・土木
3119-46-1571 足利大　　　　 工　　　 創生／建築土 セ Ａ　　 建築・土木
3119-64-0000 足利大　　　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3119-64-0101 足利大　　　　 看護　　 看護　　　　 　 Ａ　　 看護　　　
3119-64-0171 足利大　　　　 看護　　 看護　　　　 セ Ａ　　 看護　　　
3120-55-0000 国際医療福祉大 医　　　 　　　　　　 　 　　　 医　　　　
3120-55-0101 国際医療福祉大 医　　　 医　　　　　 　 　　　 医　　　　
3120-55-0171 国際医療福祉大 医　　　 医　　　　　 セ 　　　 医　　　　
3120-61-0000 国際医療福祉大 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3120-61-0101 国際医療福祉大 薬　　　 薬　　　　　 　 前期　 薬　　　　
3120-61-0172 国際医療福祉大 薬　　　 薬　　　　　 セ 　　　 薬　　　　
3120-64-0000 国際医療福祉大 保健医療 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
3120-64-0101 国際医療福祉大 保健医療 看護　　　　 　 前期　 看護　　　
3120-64-0173 国際医療福祉大 保健医療 看護　　　　 セ 　　　 看護　　　
3120-64-0201 国際医療福祉大 保健医療 言語聴覚　　 　 前期　 医療技術　
3120-64-0273 国際医療福祉大 保健医療 言語聴覚　　 セ 　　　 医療技術　
3120-64-0301 国際医療福祉大 保健医療 作業療法　　 　 前期　 作業療法　
3120-64-0373 国際医療福祉大 保健医療 作業療法　　 セ 　　　 作業療法　
3120-64-0401 国際医療福祉大 保健医療 放射線・情報 　 前期　 放射線技術
3120-64-0473 国際医療福祉大 保健医療 放射線・情報 セ 　　　 放射線技術
3120-64-0501 国際医療福祉大 保健医療 理学療法　　 　 前期　 理学療法　
3120-64-0573 国際医療福祉大 保健医療 理学療法　　 セ 　　　 理学療法　
3120-64-0601 国際医療福祉大 保健医療 視機能療法　 　 前期　 医療技術　
3120-64-0673 国際医療福祉大 保健医療 視機能療法　 セ 　　　 医療技術　
3120-65-0000 国際医療福祉大 医療福祉 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3120-65-0301 国際医療福祉大 医療福祉 医療福祉・マ 　 前期　 社会福祉学
3120-65-0371 国際医療福祉大 医療福祉 医療福祉・マ セ 　　　 社会福祉学
3120-66-0000 国際医療福祉大 福岡保健 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
3120-66-0101 国際医療福祉大 福岡保健 理学療法　　 　 前期　 理学療法　
3120-66-0172 国際医療福祉大 福岡保健 理学療法　　 セ 　　　 理学療法　
3120-66-0201 国際医療福祉大 福岡保健 作業療法　　 　 前期　 作業療法　
3120-66-0272 国際医療福祉大 福岡保健 作業療法　　 セ 　　　 作業療法　
3120-66-0301 国際医療福祉大 福岡保健 言語聴覚　　 　 前期　 医療技術　
3120-66-0371 国際医療福祉大 福岡保健 言語聴覚　　 セ 　　　 医療技術　
3120-66-0401 国際医療福祉大 福岡保健 医学検査　　 　 前期　 検査技術　
3120-66-0471 国際医療福祉大 福岡保健 医学検査　　 セ 　　　 検査技術　
3120-67-0000 国際医療福祉大 小田原保 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3120-67-0101 国際医療福祉大 小田原保 看護　　　　 　 前期　 看護　　　
3120-67-0172 国際医療福祉大 小田原保 看護　　　　 セ 　　　 看護　　　
3120-67-0201 国際医療福祉大 小田原保 理学療法　　 　 前期　 理学療法　
3120-67-0272 国際医療福祉大 小田原保 理学療法　　 セ 　　　 理学療法　
3120-67-0301 国際医療福祉大 小田原保 作業療法　　 　 前期　 作業療法　
3120-67-0372 国際医療福祉大 小田原保 作業療法　　 セ 　　　 作業療法　
3120-68-0000 国際医療福祉大 福岡看護 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3120-68-0101 国際医療福祉大 福岡看護 看護　　　　 　 前期　 看護　　　
3120-68-0171 国際医療福祉大 福岡看護 看護　　　　 セ 　　　 看護　　　
3120-69-0000 国際医療福祉大 成田看護 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3120-69-0101 国際医療福祉大 成田看護 看護　　　　 　 前期　 看護　　　
3120-69-0171 国際医療福祉大 成田看護 看護　　　　 セ 　　　 看護　　　
3120-70-0000 国際医療福祉大 成田保健 　　　　　　 　 　　　 医療技術　



3120-70-0101 国際医療福祉大 成田保健 理学療法　　 　 前期　 理学療法　
3120-70-0171 国際医療福祉大 成田保健 理学療法　　 セ 　　　 理学療法　
3120-70-0201 国際医療福祉大 成田保健 作業療法　　 　 前期　 作業療法　
3120-70-0271 国際医療福祉大 成田保健 作業療法　　 セ 　　　 作業療法　
3120-70-0301 国際医療福祉大 成田保健 言語聴覚　　 　 前期　 医療技術　
3120-70-0371 国際医療福祉大 成田保健 言語聴覚　　 セ 　　　 医療技術　
3120-70-0401 国際医療福祉大 成田保健 医学検査　　 　 前期　 検査技術　
3120-70-0471 国際医療福祉大 成田保健 医学検査　　 セ 　　　 検査技術　
3120-71-0000 国際医療福祉大 赤坂心理 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3120-71-0101 国際医療福祉大 赤坂心理 心理　　　　 　 前期　 心理学　　
3120-71-0171 国際医療福祉大 赤坂心理 心理　　　　 セ 　　　 心理学　　
3120-71-0201 国際医療福祉大 赤坂心理 医療マネジメ 　 前期　 経営学・商
3120-71-0271 国際医療福祉大 赤坂心理 医療マネジメ セ 　　　 経営学・商
3121-19-0000 作新学院大　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3121-19-0101 作新学院大　　 経営　　 経営　　　　 　 第１回 経営学・商
3121-19-0102 作新学院大　　 経営　　 経営　　　　 　 第２回 経営学・商
3121-19-0171 作新学院大　　 経営　　 経営　　　　 セ Ⅰ期　 経営学・商
3121-19-0201 作新学院大　　 経営　　 スポーツマネ 　 第１回 経営学・商
3121-19-0202 作新学院大　　 経営　　 スポーツマネ 　 第２回 経営学・商
3121-19-0271 作新学院大　　 経営　　 スポーツマネ セ Ⅰ期　 経営学・商
3121-37-0000 作新学院大　　 人間文化 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3121-37-0201 作新学院大　　 人間文化 発達教育　　 　 第１回 小学校　　
3121-37-0202 作新学院大　　 人間文化 発達教育　　 　 第２回 小学校　　
3121-37-0271 作新学院大　　 人間文化 発達教育　　 セ Ⅰ期　 小学校　　
3121-37-0301 作新学院大　　 人間文化 心理コミュニ 　 第１回 心理学　　
3121-37-0302 作新学院大　　 人間文化 心理コミュニ 　 第２回 心理学　　
3121-37-0371 作新学院大　　 人間文化 心理コミュニ セ Ⅰ期　 心理学　　
3122-55-0000 自治医大　　　 医　　　 　　　　　　 　 　　　 医　　　　
3122-55-0100 自治医大　　　 医　　　 医　　　　　 　 　　　 医　　　　
3122-64-0000 自治医大　　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3122-64-0100 自治医大　　　 看護　　 看護　　　　 　 　　　 看護　　　
3123-55-0000 獨協医大　　　 医　　　 　　　　　　 　 　　　 医　　　　
3123-55-0101 獨協医大　　　 医　　　 医　　　　　 　 　　　 医　　　　
3123-55-0102 獨協医大　　　 医　　　 医　　　　　 　 地域枠 医　　　　
3123-55-0171 獨協医大　　　 医　　　 医　　　　　 セ 　　　 医　　　　
3123-55-0172 獨協医大　　　 医　　　 医　　　　　 セ 地域枠 医　　　　
3123-64-0000 獨協医大　　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3123-64-0101 獨協医大　　　 看護　　 看護　　　　 　 Ａ　　 看護　　　
3123-64-0171 獨協医大　　　 看護　　 看護　　　　 セ 　　　 看護　　　
3124-12-0000 白鴎大　　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3124-12-0101 白鴎大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 １２月 法学　　　
3124-12-0103 白鴎大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 　　　 法学　　　
3124-12-0104 白鴎大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 １月　 法学　　　
3124-12-0170 白鴎大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ 単前１ 法学　　　
3124-19-0000 白鴎大　　　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3124-19-0101 白鴎大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 １２月 経営学・商
3124-19-0102 白鴎大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 １月　 経営学・商
3124-19-0104 白鴎大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 　　　 経営学・商
3124-19-0170 白鴎大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ 単前１ 経営学・商
3124-30-0000 白鴎大　　　　 教育　　 　　　　　　 　 　　　 ０免課程　
3124-30-0102 白鴎大　　　　 教育　　 発達／児童教 　 １２月 幼稚園　　
3124-30-0103 白鴎大　　　　 教育　　 発達／児童教 　 　　　 幼稚園　　
3124-30-0104 白鴎大　　　　 教育　　 発達／児童教 　 １月　 幼稚園　　
3124-30-0170 白鴎大　　　　 教育　　 発達／児童教 セ 単前１ 幼稚園　　
3124-30-0202 白鴎大　　　　 教育　　 発達／スポー 　 １２月 中高－体育
3124-30-0203 白鴎大　　　　 教育　　 発達／スポー 　 　　　 中高－体育
3124-30-0204 白鴎大　　　　 教育　　 発達／スポー 　 １月　 中高－体育
3124-30-0270 白鴎大　　　　 教育　　 発達／スポー セ 単前１ 中高－体育
3124-30-0302 白鴎大　　　　 教育　　 発達／英語教 　 １２月 中高－英語



3124-30-0303 白鴎大　　　　 教育　　 発達／英語教 　 　　　 中高－英語
3124-30-0304 白鴎大　　　　 教育　　 発達／英語教 　 １月　 中高－英語
3124-30-0370 白鴎大　　　　 教育　　 発達／英語教 セ 単前１ 中高－英語
3124-30-0402 白鴎大　　　　 教育　　 発達／心理学 　 １２月 心理学　　
3124-30-0403 白鴎大　　　　 教育　　 発達／心理学 　 　　　 心理学　　
3124-30-0404 白鴎大　　　　 教育　　 発達／心理学 　 １月　 心理学　　
3124-30-0470 白鴎大　　　　 教育　　 発達／心理学 セ 単前１ 心理学　　
3125-37-0000 宇都宮共和大　 シティラ 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3125-37-0101 宇都宮共和大　 シティラ シティライフ 　 Ⅰ期　 経済学　　
3125-37-0104 宇都宮共和大　 シティラ シティライフ 　 特待生 経済学　　
3125-37-0171 宇都宮共和大　 シティラ シティライフ セ Ⅰ期　 経済学　　
3125-79-0000 宇都宮共和大　 子ども生 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
3125-79-0101 宇都宮共和大　 子ども生 子ども生活　 　 Ⅰ期　 児童学　　
3125-79-0102 宇都宮共和大　 子ども生 子ども生活　 　 特待生 児童学　　
3125-79-0171 宇都宮共和大　 子ども生 子ども生活　 セ Ⅰ期　 児童学　　
3126-83-0000 文星芸大　　　 美術　　 　　　　　　 　 　　　 哲学倫理宗
3126-83-0100 文星芸大　　　 美術　　 美術　　　　 　 Ⅰ期　 美術・デザ
3132-18-0000 関東学園大　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 国際関係学
3132-18-0102 関東学園大　　 経済　　 経営　　　　 　 Ａ　　 経営学・商
3132-18-0171 関東学園大　　 経済　　 経営　　　　 セ １期　 経営学・商
3132-18-0172 関東学園大　　 経済　　 経営　　　　 セ ２期　 経営学・商
3132-18-0202 関東学園大　　 経済　　 経済　　　　 　 Ａ　　 経済学　　
3132-18-0271 関東学園大　　 経済　　 経済　　　　 セ １期　 経済学　　
3132-18-0272 関東学園大　　 経済　　 経済　　　　 セ ２期　 経済学　　
3133-22-0000 上武大　　　　 ビジネス 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3133-22-0601 上武大　　　　 ビジネス スポ／柔道整 　 Ⅰ期　 医療技術　
3133-22-0671 上武大　　　　 ビジネス スポ／柔道整 セ 前期　 医療技術　
3133-22-0701 上武大　　　　 ビジネス 国際ビジネス 　 Ⅰ期　 経営学・商
3133-22-0771 上武大　　　　 ビジネス 国際ビジネス セ 前期　 経営学・商
3133-22-0801 上武大　　　　 ビジネス スポ／マネジ 　 Ⅰ期　 体育・健康
3133-22-0871 上武大　　　　 ビジネス スポ／マネジ セ 前期　 体育・健康
3133-22-0901 上武大　　　　 ビジネス スポ／トレー 　 Ⅰ期　 体育・健康
3133-22-0971 上武大　　　　 ビジネス スポ／トレー セ 前期　 体育・健康
3133-22-1001 上武大　　　　 ビジネス スポ／救急救 　 　　　 医療技術　
3133-64-0000 上武大　　　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3133-64-0102 上武大　　　　 看護　　 看護　　　　 　 Ⅰ期　 看護　　　
3133-64-0171 上武大　　　　 看護　　 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3134-27-0000 共愛前橋国際大 国際社会 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3134-27-0207 共愛前橋国際大 国際社会 国際／地域児 　 Ａ　　 小学校　　
3134-27-0273 共愛前橋国際大 国際社会 国際／地域児 セ 前期　 小学校　　
3134-27-0304 共愛前橋国際大 国際社会 国際／国際社 　 Ａ　　 国際関係学
3134-27-0371 共愛前橋国際大 国際社会 国際／国際社 セ 前期　 国際関係学
3135-03-0000 東京福祉大　　 心理　　 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3135-03-0102 東京福祉大　　 心理　　 心理　　　　 　 １期　 心理学　　
3135-03-0104 東京福祉大　　 心理　　 心理　　　　 　 ２期２ 心理学　　
3135-03-0105 東京福祉大　　 心理　　 心理　　　　 　 ２期３ 心理学　　
3135-03-0171 東京福祉大　　 心理　　 心理　　　　 セ ２期　 心理学　　
3135-26-0000 東京福祉大　　 社会福祉 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3135-26-0401 東京福祉大　　 社会福祉 社会福祉　　 　 １期　 社会福祉学
3135-26-0403 東京福祉大　　 社会福祉 社会福祉　　 　 ２期２ 社会福祉学
3135-26-0404 東京福祉大　　 社会福祉 社会福祉　　 　 ２期３ 社会福祉学
3135-26-0471 東京福祉大　　 社会福祉 社会福祉　　 セ ２期　 社会福祉学
3135-30-0000 東京福祉大　　 教育　　 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3135-30-0102 東京福祉大　　 教育　　 教育　　　　 　 １期　 小学校　　
3135-30-0104 東京福祉大　　 教育　　 教育　　　　 　 ２期２ 小学校　　
3135-30-0105 東京福祉大　　 教育　　 教育　　　　 　 ２期３ 小学校　　
3135-30-0171 東京福祉大　　 教育　　 教育　　　　 セ ２期　 小学校　　
3135-79-0000 東京福祉大　　 保育児童 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
3135-79-0101 東京福祉大　　 保育児童 保育児童　　 　 １期　 児童学　　



3135-79-0103 東京福祉大　　 保育児童 保育児童　　 　 ２期２ 児童学　　
3135-79-0104 東京福祉大　　 保育児童 保育児童　　 　 ２期３ 児童学　　
3135-79-0171 東京福祉大　　 保育児童 保育児童　　 セ ２期　 児童学　　
3136-61-0000 高崎健康福祉大 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3136-61-0101 高崎健康福祉大 薬　　　 薬　　　　　 　 Ａ　　 薬　　　　
3136-61-0171 高崎健康福祉大 薬　　　 薬　　　　　 セ 前期　 薬　　　　
3136-64-0000 高崎健康福祉大 健康福祉 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3136-64-0101 高崎健康福祉大 健康福祉 医療情報　　 　 Ａ　　 総合情報学
3136-64-0171 高崎健康福祉大 健康福祉 医療情報　　 セ 前期　 総合情報学
3136-64-0201 高崎健康福祉大 健康福祉 社会福祉　　 　 Ａ　　 社会福祉学
3136-64-0271 高崎健康福祉大 健康福祉 社会福祉　　 セ 前期　 社会福祉学
3136-64-0301 高崎健康福祉大 健康福祉 健康栄養　　 　 Ａ　　 食物・栄養
3136-64-0371 高崎健康福祉大 健康福祉 健康栄養　　 セ 前期　 食物・栄養
3136-66-0000 高崎健康福祉大 保健医療 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3136-66-0101 高崎健康福祉大 保健医療 看護　　　　 　 Ａ　　 看護　　　
3136-66-0171 高崎健康福祉大 保健医療 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3136-66-0201 高崎健康福祉大 保健医療 理学療法　　 　 Ａ　　 理学療法　
3136-66-0271 高崎健康福祉大 保健医療 理学療法　　 セ 前期　 理学療法　
3136-72-0000 高崎健康福祉大 農　　　 　　　　　　 　 　　　 生物工学　
3136-72-0101 高崎健康福祉大 農　　　 生物生産　　 　 Ａ　　 生物工学　
3136-72-0171 高崎健康福祉大 農　　　 生物生産　　 セ 前期　 生物工学　
3136-79-0000 高崎健康福祉大 人間発達 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3136-79-0101 高崎健康福祉大 人間発達 子ども教育　 　 Ａ　　 幼稚園　　
3136-79-0171 高崎健康福祉大 人間発達 子ども教育　 セ 前期　 幼稚園　　
3137-20-0000 高崎商大　　　 商　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3137-20-0201 高崎商大　　　 商　　　 経営　　　　 　 前期　 経営学・商
3137-20-0271 高崎商大　　　 商　　　 経営　　　　 セ 前期　 経営学・商
3137-20-0274 高崎商大　　　 商　　　 経営　　　　 セ ３科目 経営学・商
3137-20-0301 高崎商大　　　 商　　　 会計　　　　 　 前期　 経営学・商
3137-20-0371 高崎商大　　　 商　　　 会計　　　　 セ 前期　 経営学・商
3137-20-0374 高崎商大　　　 商　　　 会計　　　　 セ ３科目 経営学・商
3138-26-0000 群馬医療福祉大 社会福祉 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3138-26-0101 群馬医療福祉大 社会福祉 社会／社会福 　 Ⅰ期　 社会福祉学
3138-26-0172 群馬医療福祉大 社会福祉 社会／社会福 セ Ⅰ期　 社会福祉学
3138-26-0201 群馬医療福祉大 社会福祉 社会／子ども 　 Ⅰ期　 社会福祉学
3138-26-0272 群馬医療福祉大 社会福祉 社会／子ども セ Ⅰ期　 社会福祉学
3138-64-0000 群馬医療福祉大 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3138-64-0101 群馬医療福祉大 看護　　 看護　　　　 　 Ⅰ期　 看護　　　
3138-64-0171 群馬医療福祉大 看護　　 看護　　　　 セ Ⅰ期　 看護　　　
3138-65-0000 群馬医療福祉大 リハビリ 　　　　　　 　 　　　 理学療法　
3138-65-0101 群馬医療福祉大 リハビリ リハ／理学療 　 Ⅰ期　 理学療法　
3138-65-0171 群馬医療福祉大 リハビリ リハ／理学療 セ Ⅰ期　 理学療法　
3138-65-0201 群馬医療福祉大 リハビリ リハ／作業療 　 Ⅰ期　 作業療法　
3138-65-0271 群馬医療福祉大 リハビリ リハ／作業療 セ Ⅰ期　 作業療法　
3140-64-0000 群馬パース大　 保健科学 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3140-64-0101 群馬パース大　 保健科学 看護　　　　 　 前期　 看護　　　
3140-64-0171 群馬パース大　 保健科学 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3140-64-0201 群馬パース大　 保健科学 理学療法　　 　 前期　 理学療法　
3140-64-0271 群馬パース大　 保健科学 理学療法　　 セ 前期　 理学療法　
3140-64-0301 群馬パース大　 保健科学 検査技術　　 　 前期　 検査技術　
3140-64-0371 群馬パース大　 保健科学 検査技術　　 セ 前期　 検査技術　
3140-64-0401 群馬パース大　 保健科学 放射線　　　 　 前期　 放射線技術
3140-64-0471 群馬パース大　 保健科学 放射線　　　 セ 前期　 放射線技術
3140-64-0501 群馬パース大　 保健科学 臨床工　　　 　 前期　 医療技術　
3140-64-0571 群馬パース大　 保健科学 臨床工　　　 セ 前期　 医療技術　
3141-64-0000 桐生大　　　　 医療保健 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3141-64-0101 桐生大　　　　 医療保健 看護　　　　 　 Ⅰ期　 看護　　　
3141-64-0171 桐生大　　　　 医療保健 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3141-64-0201 桐生大　　　　 医療保健 栄養　　　　 　 Ⅰ期　 食物・栄養



3141-64-0271 桐生大　　　　 医療保健 栄養　　　　 セ 前期　 食物・栄養
3142-30-0000 育英大　　　　 教育　　 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3142-30-0101 育英大　　　　 教育　　 教育／児童教 　 Ⅰ　　 幼稚園　　
3142-30-0171 育英大　　　　 教育　　 教育／児童教 セ Ⅰ　　 幼稚園　　
3142-30-0201 育英大　　　　 教育　　 教育／スポー 　 Ⅰ　　 中高－体育
3142-30-0271 育英大　　　　 教育　　 教育／スポー セ Ⅰ　　 中高－体育
3147-01-0000 跡見学園女子大 文　　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3147-01-0602 跡見学園女子大 文　　　 人文　　　　 　 Ａ　　 文化学　　
3147-01-0604 跡見学園女子大 文　　　 人文　　　　 　 Ｂ１　 文化学　　
3147-01-0671 跡見学園女子大 文　　　 人文　　　　 セ Ⅰ期　 文化学　　
3147-01-0702 跡見学園女子大 文　　　 コミュニケー 　 Ａ　　 文化学　　
3147-01-0704 跡見学園女子大 文　　　 コミュニケー 　 Ｂ１　 文化学　　
3147-01-0771 跡見学園女子大 文　　　 コミュニケー セ Ⅰ期　 文化学　　
3147-01-0802 跡見学園女子大 文　　　 現代文化表現 　 Ａ　　 文化学　　
3147-01-0804 跡見学園女子大 文　　　 現代文化表現 　 Ｂ１　 文化学　　
3147-01-0871 跡見学園女子大 文　　　 現代文化表現 セ Ⅰ期　 文化学　　
3147-03-0000 跡見学園女子大 心理　　 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3147-03-0101 跡見学園女子大 心理　　 臨床心理　　 　 Ａ　　 心理学　　
3147-03-0102 跡見学園女子大 心理　　 臨床心理　　 　 Ｂ１　 心理学　　
3147-03-0171 跡見学園女子大 心理　　 臨床心理　　 セ Ⅰ期　 心理学　　
3147-21-0000 跡見学園女子大 マネジメ 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3147-21-0102 跡見学園女子大 マネジメ マネジメント 　 Ａ　　 経営学・商
3147-21-0104 跡見学園女子大 マネジメ マネジメント 　 Ｂ１　 経営学・商
3147-21-0171 跡見学園女子大 マネジメ マネジメント セ Ⅰ期　 経営学・商
3147-21-0202 跡見学園女子大 マネジメ 生活環境マネ 　 Ａ　　 生活科学　
3147-21-0204 跡見学園女子大 マネジメ 生活環境マネ 　 Ｂ１　 生活科学　
3147-21-0271 跡見学園女子大 マネジメ 生活環境マネ セ Ⅰ期　 生活科学　
3147-27-0000 跡見学園女子大 観光コミ 　　　　　　 　 　　　 社会学　　
3147-27-0101 跡見学園女子大 観光コミ 観光デザイン 　 Ａ　　 観光学　　
3147-27-0103 跡見学園女子大 観光コミ 観光デザイン 　 Ｂ１　 観光学　　
3147-27-0171 跡見学園女子大 観光コミ 観光デザイン セ Ⅰ期　 観光学　　
3147-27-0201 跡見学園女子大 観光コミ コミュニティ 　 Ａ　　 社会学　　
3147-27-0203 跡見学園女子大 観光コミ コミュニティ 　 Ｂ１　 社会学　　
3147-27-0271 跡見学園女子大 観光コミ コミュニティ セ Ⅰ期　 社会学　　
3148-55-0000 埼玉医大　　　 医　　　 　　　　　　 　 　　　 医　　　　
3148-55-0100 埼玉医大　　　 医　　　 医　　　　　 　 前期　 医　　　　
3148-55-0172 埼玉医大　　　 医　　　 医　　　　　 セ 前期　 医　　　　
3148-64-0000 埼玉医大　　　 保健医療 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3148-64-0101 埼玉医大　　　 保健医療 看護　　　　 　 前期　 看護　　　
3148-64-0201 埼玉医大　　　 保健医療 臨床検査　　 　 前期　 検査技術　
3148-64-0301 埼玉医大　　　 保健医療 臨床工　　　 　 前期　 医療技術　
3148-64-0401 埼玉医大　　　 保健医療 理学療法　　 　 前期　 理学療法　
3149-27-0000 埼玉工大　　　 人間社会 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3149-27-0301 埼玉工大　　　 人間社会 情報／経営シ 　 Ａ　　 経営情報学
3149-27-0371 埼玉工大　　　 人間社会 情報／経営シ セ Ａ　　 経営情報学
3149-27-0401 埼玉工大　　　 人間社会 情報／メディ 　 Ａ　　 映像　　　
3149-27-0471 埼玉工大　　　 人間社会 情報／メディ セ Ａ　　 映像　　　
3149-27-0501 埼玉工大　　　 人間社会 心理／ビジネ 　 Ａ　　 心理学　　
3149-27-0571 埼玉工大　　　 人間社会 心理／ビジネ セ Ａ　　 心理学　　
3149-27-0601 埼玉工大　　　 人間社会 心理／臨床心 　 Ａ　　 心理学　　
3149-27-0671 埼玉工大　　　 人間社会 心理／臨床心 セ Ａ　　 心理学　　
3149-46-0000 埼玉工大　　　 工　　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
3149-46-0801 埼玉工大　　　 工　　　 機械／機械工 　 Ａ　　 機械工学　
3149-46-0871 埼玉工大　　　 工　　　 機械／機械工 セ Ａ　　 機械工学　
3149-46-0901 埼玉工大　　　 工　　　 機械／ロボテ 　 Ａ　　 機械工学　
3149-46-0971 埼玉工大　　　 工　　　 機械／ロボテ セ Ａ　　 機械工学　
3149-46-1001 埼玉工大　　　 工　　　 生命／バイオ 　 Ａ　　 生物工学　
3149-46-1071 埼玉工大　　　 工　　　 生命／バイオ セ Ａ　　 生物工学　
3149-46-1101 埼玉工大　　　 工　　　 生命／応用化 　 Ａ　　 応用化学　



3149-46-1171 埼玉工大　　　 工　　　 生命／応用化 セ Ａ　　 応用化学　
3149-46-1201 埼玉工大　　　 工　　　 情報／ＩＴ　 　 Ａ　　 情報工学　
3149-46-1271 埼玉工大　　　 工　　　 情報／ＩＴ　 セ Ａ　　 情報工学　
3149-46-1301 埼玉工大　　　 工　　　 情報／電気電 　 Ａ　　 電気・電子
3149-46-1371 埼玉工大　　　 工　　　 情報／電気電 セ Ａ　　 電気・電子
3149-46-1401 埼玉工大　　　 工　　　 情報／ＡＩ　 　 Ａ　　 情報工学　
3149-46-1471 埼玉工大　　　 工　　　 情報／ＡＩ　 セ Ａ　　 情報工学　
3150-13-0000 城西大　　　　 現代政策 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3150-13-0101 城西大　　　　 現代政策 社会経済シス 　 Ａ　　 法学　　　
3150-13-0170 城西大　　　　 現代政策 社会経済シス セ Ⅰ期　 法学　　　
3150-13-0171 城西大　　　　 現代政策 社会経済シス セ Ａプラ 法学　　　
3150-13-0178 城西大　　　　 現代政策 社会経済シス セ Ⅱ期　 法学　　　
3150-18-0000 城西大　　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3150-18-0202 城西大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 Ａ　　 経済学　　
3150-18-0271 城西大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ Ⅰ期　 経済学　　
3150-18-0272 城西大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ Ⅱ期　 経済学　　
3150-18-0277 城西大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ Ａプラ 経済学　　
3150-19-0000 城西大　　　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 政治学　　
3150-19-0102 城西大　　　　 経営　　 マネジメント 　 Ａ　　 経営学・商
3150-19-0171 城西大　　　　 経営　　 マネジメント セ Ⅰ期　 経営学・商
3150-19-0172 城西大　　　　 経営　　 マネジメント セ Ⅱ期　 経営学・商
3150-19-0177 城西大　　　　 経営　　 マネジメント セ Ａプラ 経営学・商
3150-42-0000 城西大　　　　 理　　　 　　　　　　 　 　　　 数学　　　
3150-42-0103 城西大　　　　 理　　　 化学　　　　 　 Ａ　　 化学　　　
3150-42-0171 城西大　　　　 理　　　 化学　　　　 セ Ⅰ期　 化学　　　
3150-42-0172 城西大　　　　 理　　　 化学　　　　 セ Ⅱ期　 化学　　　
3150-42-0176 城西大　　　　 理　　　 化学　　　　 セ Ａプラ 化学　　　
3150-42-0301 城西大　　　　 理　　　 数学・坂戸　 　 Ａ　　 数学　　　
3150-42-0371 城西大　　　　 理　　　 数学・坂戸　 セ Ⅰ期Ａ 数学　　　
3150-42-0372 城西大　　　　 理　　　 数学・坂戸　 セ Ⅰ期Ｂ 数学　　　
3150-42-0373 城西大　　　　 理　　　 数学・坂戸　 セ Ⅰ期Ｃ 数学　　　
3150-42-0376 城西大　　　　 理　　　 数学・坂戸　 セ Ａプラ 数学　　　
3150-42-0401 城西大　　　　 理　　　 数学・東京　 　 Ａ　　 数学　　　
3150-42-0471 城西大　　　　 理　　　 数学・東京　 セ Ⅰ期Ａ 数学　　　
3150-42-0472 城西大　　　　 理　　　 数学・東京　 セ Ⅰ期Ｂ 数学　　　
3150-42-0473 城西大　　　　 理　　　 数学・東京　 セ Ⅰ期Ｃ 数学　　　
3150-42-0476 城西大　　　　 理　　　 数学・東京　 セ Ａプラ 数学　　　
3150-61-0000 城西大　　　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3150-61-0203 城西大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 　 Ａ　　 薬　　　　
3150-61-0271 城西大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 セ Ⅰ期　 薬　　　　
3150-61-0272 城西大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 セ Ａプラ 薬　　　　
3150-61-0274 城西大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 セ Ⅱ期　 薬　　　　
3150-61-0303 城西大　　　　 薬　　　 医療栄養　　 　 Ａ　　 食物・栄養
3150-61-0371 城西大　　　　 薬　　　 医療栄養　　 セ Ⅰ期　 食物・栄養
3150-61-0372 城西大　　　　 薬　　　 医療栄養　　 セ Ａプラ 食物・栄養
3150-61-0374 城西大　　　　 薬　　　 医療栄養　　 セ Ⅱ期　 食物・栄養
3150-61-0403 城西大　　　　 薬　　　 薬科学　　　 　 Ａ　　 薬　　　　
3150-61-0471 城西大　　　　 薬　　　 薬科学　　　 セ Ⅰ期　 薬　　　　
3150-61-0472 城西大　　　　 薬　　　 薬科学　　　 セ Ａプラ 薬　　　　
3150-61-0474 城西大　　　　 薬　　　 薬科学　　　 セ Ⅱ期　 薬　　　　
3151-05-0000 駿河台大　　　 心理　　 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3151-05-0101 駿河台大　　　 心理　　 心理　　　　 　 Ａ　　 心理学　　
3151-05-0102 駿河台大　　　 心理　　 心理　　　　 　 Ｓ　　 心理学　　
3151-05-0173 駿河台大　　　 心理　　 心理　　　　 セ １期　 心理学　　
3151-12-0000 駿河台大　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3151-12-0102 駿河台大　　　 法　　　 法律　　　　 　 Ａ　　 法学　　　
3151-12-0103 駿河台大　　　 法　　　 法律　　　　 　 Ｓ　　 法学　　　
3151-12-0174 駿河台大　　　 法　　　 法律　　　　 セ １期　 法学　　　
3151-21-0000 駿河台大　　　 経済経営 　　　　　　 　 　　　 経済学　　



3151-21-0101 駿河台大　　　 経済経営 経済経営　　 　 Ａ　　 経済学　　
3151-21-0102 駿河台大　　　 経済経営 経済経営　　 　 Ｓ　　 経済学　　
3151-21-0171 駿河台大　　　 経済経営 経済経営　　 セ １期　 経済学　　
3151-37-0000 駿河台大　　　 メディア 　　　　　　 　 　　　 映像　　　
3151-37-0101 駿河台大　　　 メディア メディア情報 　 Ａ　　 総合情報学
3151-37-0102 駿河台大　　　 メディア メディア情報 　 Ｓ　　 総合情報学
3151-37-0173 駿河台大　　　 メディア メディア情報 セ １期　 総合情報学
3151-64-0000 駿河台大　　　 スポーツ 　　　　　　 　 　　　 中高－体育
3151-64-0101 駿河台大　　　 スポーツ スポーツ文化 　 Ｓ　　 体育・健康
3151-64-0102 駿河台大　　　 スポーツ スポーツ文化 　 Ａ　　 体育・健康
3151-64-0171 駿河台大　　　 スポーツ スポーツ文化 セ １期　 体育・健康
3152-02-0000 聖学院大　　　 人文　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3152-02-0100 聖学院大　　　 人文　　 欧米文化　　 　 Ａ　　 文化学　　
3152-02-0201 聖学院大　　　 人文　　 児童　　　　 　 Ａ　　 児童学　　
3152-02-0300 聖学院大　　　 人文　　 日本文化　　 　 Ａ　　 文化学　　
3152-03-0000 聖学院大　　　 心理福祉 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3152-03-0101 聖学院大　　　 心理福祉 心理福祉　　 　 Ａ　　 心理学　　
3152-13-0000 聖学院大　　　 政治経済 　　　　　　 　 　　　 政治学　　
3152-13-0100 聖学院大　　　 政治経済 政治経済　　 　 Ａ　　 政治学　　
3153-18-0000 東京国際大　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3153-18-0301 東京国際大　　 経済　　 経済／現代経 　 Ⅰ期３ 経済学　　
3153-18-0302 東京国際大　　 経済　　 経済／現代経 　 Ⅰ期２ 経済学　　
3153-18-0371 東京国際大　　 経済　　 経済／現代経 セ Ⅰ期　 経済学　　
3153-18-0376 東京国際大　　 経済　　 経済／現代経 セ グロⅠ 英米語　　
3153-18-0401 東京国際大　　 経済　　 経済／ビジネ 　 Ⅰ期３ 経済学　　
3153-18-0402 東京国際大　　 経済　　 経済／ビジネ 　 Ⅰ期２ 経済学　　
3153-18-0471 東京国際大　　 経済　　 経済／ビジネ セ Ⅰ期　 経済学　　
3153-18-0476 東京国際大　　 経済　　 経済／ビジネ セ グロⅠ 英米語　　
3153-20-0000 東京国際大　　 商　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3153-20-0202 東京国際大　　 商　　　 商　　　　　 　 Ⅰ期３ 経営学・商
3153-20-0203 東京国際大　　 商　　　 商　　　　　 　 Ⅰ期２ 経営学・商
3153-20-0271 東京国際大　　 商　　　 商　　　　　 セ Ⅰ期　 経営学・商
3153-20-0276 東京国際大　　 商　　　 商　　　　　 セ グロⅠ 英米語　　
3153-20-0501 東京国際大　　 商　　　 経営　　　　 　 Ⅰ期３ 経営学・商
3153-20-0502 東京国際大　　 商　　　 経営　　　　 　 Ⅰ期２ 経営学・商
3153-20-0571 東京国際大　　 商　　　 経営　　　　 セ Ⅰ期　 経営学・商
3153-20-0576 東京国際大　　 商　　　 経営　　　　 セ グロⅠ 英米語　　
3153-27-0000 東京国際大　　 人間社会 　　　　　　 　 　　　 体育・健康
3153-27-0203 東京国際大　　 人間社会 福祉心理　　 　 Ⅰ期３ 心理学　　
3153-27-0204 東京国際大　　 人間社会 福祉心理　　 　 Ⅰ期２ 心理学　　
3153-27-0271 東京国際大　　 人間社会 福祉心理　　 セ Ⅰ期　 心理学　　
3153-27-0278 東京国際大　　 人間社会 福祉心理　　 セ グロⅠ 英米語　　
3153-27-0303 東京国際大　　 人間社会 人間スポーツ 　 Ⅰ期３ 体育・健康
3153-27-0304 東京国際大　　 人間社会 人間スポーツ 　 Ⅰ期２ 体育・健康
3153-27-0371 東京国際大　　 人間社会 人間スポーツ セ Ⅰ期　 体育・健康
3153-27-0378 東京国際大　　 人間社会 人間スポーツ セ グロⅠ 英米語　　
3153-27-0403 東京国際大　　 人間社会 スポーツ科学 　 Ⅰ期３ 体育・健康
3153-27-0404 東京国際大　　 人間社会 スポーツ科学 　 Ⅰ期２ 体育・健康
3153-27-0471 東京国際大　　 人間社会 スポーツ科学 セ Ⅰ期　 体育・健康
3153-27-0478 東京国際大　　 人間社会 スポーツ科学 セ グロⅠ 英米語　　
3153-33-0000 東京国際大　　 国際関係 　　　　　　 　 　　　 国際関係学
3153-33-0103 東京国際大　　 国際関係 国際関係　　 　 Ⅰ期３ 国際関係学
3153-33-0104 東京国際大　　 国際関係 国際関係　　 　 Ⅰ期２ 国際関係学
3153-33-0171 東京国際大　　 国際関係 国際関係　　 セ Ⅰ期　 国際関係学
3153-33-0176 東京国際大　　 国際関係 国際関係　　 セ グロⅠ 英米語　　
3153-33-0203 東京国際大　　 国際関係 国際メディア 　 Ⅰ期３ 国際関係学
3153-33-0204 東京国際大　　 国際関係 国際メディア 　 Ⅰ期２ 国際関係学
3153-33-0271 東京国際大　　 国際関係 国際メディア セ Ⅰ期　 国際関係学
3153-33-0276 東京国際大　　 国際関係 国際メディア セ グロⅠ 英米語　　



3153-38-0000 東京国際大　　 言語コミ 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3153-38-0105 東京国際大　　 言語コミ 英語コミュニ 　 Ⅰ期３ 英米語　　
3153-38-0106 東京国際大　　 言語コミ 英語コミュニ 　 Ⅰ期２ 英米語　　
3153-38-0171 東京国際大　　 言語コミ 英語コミュニ セ Ⅰ期　 英米語　　
3154-83-0000 東邦音大　　　 音楽　　 　　　　　　 　 　　　 音楽　　　
3154-83-0201 東邦音大　　　 音楽　　 音楽／ピアノ 　 前期　 音楽　　　
3154-83-0501 東邦音大　　　 音楽　　 音楽／声楽　 　 前期　 音楽　　　
3154-83-0801 東邦音大　　　 音楽　　 音楽／管弦打 　 前期　 音楽　　　
3154-83-1101 東邦音大　　　 音楽　　 音楽／音楽創 　 前期　 音楽　　　
3154-83-1201 東邦音大　　　 音楽　　 音楽／音楽療 　 前期　 音楽　　　
3154-83-1401 東邦音大　　　 音楽　　 音楽／教職　 　 前期　 音楽　　　
3154-83-1501 東邦音大　　　 音楽　　 音楽／パフォ 　 前期　 芸術理論　
3155-08-0000 獨協大　　　　 外国語　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3155-08-0104 獨協大　　　　 外国語　 英語　　　　 　 Ａ　　 英米語　　
3155-08-0106 獨協大　　　　 外国語　 英語　　　　 　 Ｂ　　 英米語　　
3155-08-0171 獨協大　　　　 外国語　 英語　　　　 セ 前期３ 英米語　　
3155-08-0173 獨協大　　　　 外国語　 英語　　　　 セ 前期２ 英米語　　
3155-08-0174 獨協大　　　　 外国語　 英語　　　　 セ 中期　 英米語　　
3155-08-0175 獨協大　　　　 外国語　 英語　　　　 セ 英語　 英米語　　
3155-08-0203 獨協大　　　　 外国語　 ドイツ語　　 　 Ａ　　 ドイツ語　
3155-08-0204 獨協大　　　　 外国語　 ドイツ語　　 　 Ｂ　　 ドイツ語　
3155-08-0271 獨協大　　　　 外国語　 ドイツ語　　 セ 前期３ ドイツ語　
3155-08-0273 獨協大　　　　 外国語　 ドイツ語　　 セ 前期２ ドイツ語　
3155-08-0274 獨協大　　　　 外国語　 ドイツ語　　 セ 中期　 ドイツ語　
3155-08-0275 獨協大　　　　 外国語　 ドイツ語　　 セ 英語　 ドイツ語　
3155-08-0303 獨協大　　　　 外国語　 フランス語　 　 Ａ　　 フランス語
3155-08-0306 獨協大　　　　 外国語　 フランス語　 　 Ｂ　　 フランス語
3155-08-0371 獨協大　　　　 外国語　 フランス語　 セ 前期３ フランス語
3155-08-0373 獨協大　　　　 外国語　 フランス語　 セ 前期２ フランス語
3155-08-0374 獨協大　　　　 外国語　 フランス語　 セ 中期　 フランス語
3155-08-0375 獨協大　　　　 外国語　 フランス語　 セ 英語　 フランス語
3155-08-0502 獨協大　　　　 外国語　 交流文化　　 　 Ｂ　　 英米語　　
3155-08-0506 獨協大　　　　 外国語　 交流文化　　 　 Ａ　　 英米語　　
3155-08-0571 獨協大　　　　 外国語　 交流文化　　 セ 前期３ 英米語　　
3155-08-0573 獨協大　　　　 外国語　 交流文化　　 セ 前期２ 英米語　　
3155-08-0574 獨協大　　　　 外国語　 交流文化　　 セ 中期　 英米語　　
3155-08-0575 獨協大　　　　 外国語　 交流文化　　 セ 英語　 英米語　　
3155-12-0000 獨協大　　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3155-12-0101 獨協大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 Ａ外部 法学　　　
3155-12-0104 獨協大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 Ａ３　 法学　　　
3155-12-0105 獨協大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 Ｂ　　 法学　　　
3155-12-0171 獨協大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ 前期３ 法学　　　
3155-12-0173 獨協大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ 前期２ 法学　　　
3155-12-0174 獨協大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ 中期　 法学　　　
3155-12-0202 獨協大　　　　 法　　　 国際関係法　 　 Ａ外部 法学　　　
3155-12-0204 獨協大　　　　 法　　　 国際関係法　 　 Ａ３　 法学　　　
3155-12-0205 獨協大　　　　 法　　　 国際関係法　 　 Ｂ　　 法学　　　
3155-12-0271 獨協大　　　　 法　　　 国際関係法　 セ 前期３ 法学　　　
3155-12-0273 獨協大　　　　 法　　　 国際関係法　 セ 前期２ 法学　　　
3155-12-0274 獨協大　　　　 法　　　 国際関係法　 セ 中期　 法学　　　
3155-12-0301 獨協大　　　　 法　　　 総合政策　　 　 Ａ３　 政治学　　
3155-12-0302 獨協大　　　　 法　　　 総合政策　　 　 Ｂ　　 政治学　　
3155-12-0303 獨協大　　　　 法　　　 総合政策　　 　 Ａ外部 政治学　　
3155-12-0371 獨協大　　　　 法　　　 総合政策　　 セ 前期３ 政治学　　
3155-12-0372 獨協大　　　　 法　　　 総合政策　　 セ 前期２ 政治学　　
3155-12-0374 獨協大　　　　 法　　　 総合政策　　 セ 中期　 政治学　　
3155-18-0000 獨協大　　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3155-18-0104 獨協大　　　　 経済　　 経営　　　　 　 Ａ　　 経営学・商
3155-18-0105 獨協大　　　　 経済　　 経営　　　　 　 Ｂ　　 経営学・商



3155-18-0171 獨協大　　　　 経済　　 経営　　　　 セ 前期３ 経営学・商
3155-18-0173 獨協大　　　　 経済　　 経営　　　　 セ 英語　 経営学・商
3155-18-0175 獨協大　　　　 経済　　 経営　　　　 セ 前期２ 経営学・商
3155-18-0176 獨協大　　　　 経済　　 経営　　　　 セ 中期　 経営学・商
3155-18-0204 獨協大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 Ａ　　 経済学　　
3155-18-0205 獨協大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 Ｂ　　 経済学　　
3155-18-0271 獨協大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期３ 経済学　　
3155-18-0273 獨協大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 英語　 経済学　　
3155-18-0275 獨協大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期２ 経済学　　
3155-18-0276 獨協大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 中期　 経済学　　
3155-18-0301 獨協大　　　　 経済　　 国際環境経済 　 Ａ　　 経済学　　
3155-18-0302 獨協大　　　　 経済　　 国際環境経済 　 Ｂ　　 経済学　　
3155-18-0371 獨協大　　　　 経済　　 国際環境経済 セ 前期３ 経済学　　
3155-18-0374 獨協大　　　　 経済　　 国際環境経済 セ 前期２ 経済学　　
3155-18-0375 獨協大　　　　 経済　　 国際環境経済 セ 中期　 経済学　　
3155-18-0377 獨協大　　　　 経済　　 国際環境経済 セ 英語　 経済学　　
3155-37-0000 獨協大　　　　 国際教養 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3155-37-0101 獨協大　　　　 国際教養 言語文化　　 　 Ａ　　 英米語　　
3155-37-0102 獨協大　　　　 国際教養 言語文化　　 　 Ｂ　　 英米語　　
3155-37-0171 獨協大　　　　 国際教養 言語文化　　 セ 前期３ 英米語　　
3155-37-0173 獨協大　　　　 国際教養 言語文化　　 セ 前期４ 英米語　　
3155-37-0174 獨協大　　　　 国際教養 言語文化　　 セ 中期　 英米語　　
3155-37-0175 獨協大　　　　 国際教養 言語文化　　 セ 英語　 英米語　　
3156-47-0000 日本工大　　　 基幹工　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
3156-47-0101 日本工大　　　 基幹工　 機械工　　　 　 Ａ　　 機械工学　
3156-47-0171 日本工大　　　 基幹工　 機械工　　　 セ Ａ　　 機械工学　
3156-47-0201 日本工大　　　 基幹工　 電気電子通信 　 Ａ　　 電気・電子
3156-47-0271 日本工大　　　 基幹工　 電気電子通信 セ Ａ　　 電気・電子
3156-47-0301 日本工大　　　 基幹工　 応用化　　　 　 Ａ　　 応用化学　
3156-47-0371 日本工大　　　 基幹工　 応用化　　　 セ Ａ　　 応用化学　
3156-48-0000 日本工大　　　 先進工　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
3156-48-0101 日本工大　　　 先進工　 ロボティクス 　 Ａ　　 機械工学　
3156-48-0171 日本工大　　　 先進工　 ロボティクス セ Ａ　　 機械工学　
3156-48-0201 日本工大　　　 先進工　 情報メディア 　 Ａ　　 情報工学　
3156-48-0271 日本工大　　　 先進工　 情報メディア セ Ａ　　 情報工学　
3156-49-0000 日本工大　　　 建築　　 　　　　　　 　 　　　 建築・土木
3156-49-0101 日本工大　　　 建築　　 建築／建築　 　 Ａ　　 建築・土木
3156-49-0171 日本工大　　　 建築　　 建築／建築　 セ Ａ　　 建築・土木
3156-49-0201 日本工大　　　 建築　　 建築／生活環 　 Ａ　　 建築・土木
3156-49-0271 日本工大　　　 建築　　 建築／生活環 セ Ａ　　 建築・土木
3157-01-0000 文教大　　　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3157-01-0101 文教大　　　　 文　　　 英米語英米文 　 Ａ１　 英米語　　
3157-01-0102 文教大　　　　 文　　　 英米語英米文 　 Ａ２　 英米語　　
3157-01-0103 文教大　　　　 文　　　 英米語英米文 　 全国　 英米語　　
3157-01-0171 文教大　　　　 文　　　 英米語英米文 セ １期　 英米語　　
3157-01-0173 文教大　　　　 文　　　 英米語英米文 セ ２期　 英米語　　
3157-01-0201 文教大　　　　 文　　　 中国語中国文 　 Ａ１　 中国語　　
3157-01-0202 文教大　　　　 文　　　 中国語中国文 　 Ａ２　 中国語　　
3157-01-0203 文教大　　　　 文　　　 中国語中国文 　 全国　 中国語　　
3157-01-0271 文教大　　　　 文　　　 中国語中国文 セ １期Ｄ 中国語　　
3157-01-0273 文教大　　　　 文　　　 中国語中国文 セ １期Ｅ 中国語　　
3157-01-0274 文教大　　　　 文　　　 中国語中国文 セ ２期　 中国語　　
3157-01-0301 文教大　　　　 文　　　 日本語日本文 　 Ａ１期 日本文学　
3157-01-0302 文教大　　　　 文　　　 日本語日本文 　 全国　 日本文学　
3157-01-0371 文教大　　　　 文　　　 日本語日本文 セ １期　 日本文学　
3157-01-0373 文教大　　　　 文　　　 日本語日本文 セ ２期　 日本文学　
3157-01-0402 文教大　　　　 文　　　 外国語　　　 　 Ａ１　 英米語　　
3157-01-0403 文教大　　　　 文　　　 外国語　　　 　 Ａ２　 英米語　　
3157-01-0404 文教大　　　　 文　　　 外国語　　　 　 全国　 英米語　　



3157-01-0472 文教大　　　　 文　　　 外国語　　　 セ １期　 英米語　　
3157-01-0473 文教大　　　　 文　　　 外国語　　　 セ ２期　 英米語　　
3157-19-0000 文教大　　　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3157-19-0101 文教大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 Ａ１期 経営学・商
3157-19-0102 文教大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 全国　 経営学・商
3157-19-0171 文教大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ １期１ 経営学・商
3157-19-0172 文教大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ １期２ 経営学・商
3157-19-0173 文教大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ ２期１ 経営学・商
3157-19-0174 文教大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ ２期２ 経営学・商
3157-30-0000 文教大　　　　 教育　　 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3157-30-0101 文教大　　　　 教育　　 学校／音楽　 　 Ａ１期 中高－音楽
3157-30-0102 文教大　　　　 教育　　 学校／音楽　 　 全国　 中高－音楽
3157-30-0171 文教大　　　　 教育　　 学校／音楽　 セ １期　 中高－音楽
3157-30-0201 文教大　　　　 教育　　 学校／家庭　 　 Ａ１期 中高－家庭
3157-30-0202 文教大　　　　 教育　　 学校／家庭　 　 全国　 中高－家庭
3157-30-0271 文教大　　　　 教育　　 学校／家庭　 セ １期　 中高－家庭
3157-30-0301 文教大　　　　 教育　　 学校／国語　 　 Ａ１期 中高－国語
3157-30-0302 文教大　　　　 教育　　 学校／国語　 　 全国　 中高－国語
3157-30-0371 文教大　　　　 教育　　 学校／国語　 セ １期　 中高－国語
3157-30-0401 文教大　　　　 教育　　 学校／社会　 　 Ａ１期 中高－社会
3157-30-0402 文教大　　　　 教育　　 学校／社会　 　 全国　 中高－社会
3157-30-0471 文教大　　　　 教育　　 学校／社会　 セ １期　 中高－社会
3157-30-0501 文教大　　　　 教育　　 学校／数学　 　 Ａ１期 中高－数学
3157-30-0502 文教大　　　　 教育　　 学校／数学　 　 全国　 中高－数学
3157-30-0571 文教大　　　　 教育　　 学校／数学　 セ １期　 中高－数学
3157-30-0601 文教大　　　　 教育　　 学校／体育　 　 Ａ１期 中高－体育
3157-30-0602 文教大　　　　 教育　　 学校／体育　 　 全国　 中高－体育
3157-30-0671 文教大　　　　 教育　　 学校／体育　 セ １期　 中高－体育
3157-30-0701 文教大　　　　 教育　　 学校／特別支 　 Ａ１期 特別支援教
3157-30-0702 文教大　　　　 教育　　 学校／特別支 　 全国　 特別支援教
3157-30-0771 文教大　　　　 教育　　 学校／特別支 セ １期　 特別支援教
3157-30-0801 文教大　　　　 教育　　 学校／美術　 　 Ａ１期 中高－美術
3157-30-0802 文教大　　　　 教育　　 学校／美術　 　 全国　 中高－美術
3157-30-0871 文教大　　　　 教育　　 学校／美術　 セ １期　 中高－美術
3157-30-0901 文教大　　　　 教育　　 学校／理科　 　 Ａ１期 中高－理科
3157-30-0902 文教大　　　　 教育　　 学校／理科　 　 全国　 中高－理科
3157-30-0971 文教大　　　　 教育　　 学校／理科　 セ １期　 中高－理科
3157-30-1400 文教大　　　　 教育　　 心理／児童心 　 Ａ１期 教育学　　
3157-30-1401 文教大　　　　 教育　　 心理／児童心 　 全国　 教育学　　
3157-30-1471 文教大　　　　 教育　　 心理／児童心 セ １期　 教育学　　
3157-30-1500 文教大　　　　 教育　　 心理／幼児心 　 Ａ１期 児童学　　
3157-30-1501 文教大　　　　 教育　　 心理／幼児心 　 全国　 児童学　　
3157-30-1571 文教大　　　　 教育　　 心理／幼児心 セ １期　 児童学　　
3157-30-1601 文教大　　　　 教育　　 学校／英語　 　 Ａ１期 中高－英語
3157-30-1602 文教大　　　　 教育　　 学校／英語　 　 全国　 中高－英語
3157-30-1671 文教大　　　　 教育　　 学校／英語　 セ １期　 中高－英語
3157-33-0000 文教大　　　　 国際　　 　　　　　　 　 　　　 国際関係学
3157-33-0201 文教大　　　　 国際　　 国際理解　　 　 Ａ１期 国際関係学
3157-33-0203 文教大　　　　 国際　　 国際理解　　 　 全国　 国際関係学
3157-33-0271 文教大　　　　 国際　　 国際理解　　 セ １期Ａ 国際関係学
3157-33-0272 文教大　　　　 国際　　 国際理解　　 セ １期Ｂ 国際関係学
3157-33-0273 文教大　　　　 国際　　 国際理解　　 セ ２期Ｃ 国際関係学
3157-33-0301 文教大　　　　 国際　　 国際観光　　 　 Ａ１期 国際関係学
3157-33-0303 文教大　　　　 国際　　 国際観光　　 　 全国　 国際関係学
3157-33-0371 文教大　　　　 国際　　 国際観光　　 セ １期Ａ 国際関係学
3157-33-0372 文教大　　　　 国際　　 国際観光　　 セ １期Ｂ 国際関係学
3157-33-0373 文教大　　　　 国際　　 国際観光　　 セ ２期Ｃ 国際関係学
3157-37-0000 文教大　　　　 人間科学 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3157-37-0101 文教大　　　　 人間科学 人間科学　　 　 Ａ１期 社会福祉学



3157-37-0102 文教大　　　　 人間科学 人間科学　　 　 全国　 社会福祉学
3157-37-0171 文教大　　　　 人間科学 人間科学　　 セ １期　 社会福祉学
3157-37-0201 文教大　　　　 人間科学 臨床心理　　 　 Ａ１期 心理学　　
3157-37-0202 文教大　　　　 人間科学 臨床心理　　 　 全国　 心理学　　
3157-37-0271 文教大　　　　 人間科学 臨床心理　　 セ １期　 心理学　　
3157-37-0301 文教大　　　　 人間科学 心理　　　　 　 Ａ１期 心理学　　
3157-37-0302 文教大　　　　 人間科学 心理　　　　 　 全国　 心理学　　
3157-37-0371 文教大　　　　 人間科学 心理　　　　 セ １期　 心理学　　
3157-47-0000 文教大　　　　 情報　　 　　　　　　 　 　　　 総合情報学
3157-47-0201 文教大　　　　 情報　　 メディア表現 　 Ａ１期 マスコミ　
3157-47-0203 文教大　　　　 情報　　 メディア表現 　 全国　 マスコミ　
3157-47-0271 文教大　　　　 情報　　 メディア表現 セ １期２ マスコミ　
3157-47-0272 文教大　　　　 情報　　 メディア表現 セ ２期１ マスコミ　
3157-47-0274 文教大　　　　 情報　　 メディア表現 セ １期１ マスコミ　
3157-47-0276 文教大　　　　 情報　　 メディア表現 セ ２期２ マスコミ　
3157-47-0301 文教大　　　　 情報　　 情報システム 　 Ａ１期 総合情報学
3157-47-0302 文教大　　　　 情報　　 情報システム 　 全国　 総合情報学
3157-47-0371 文教大　　　　 情報　　 情報システム セ １期１ 総合情報学
3157-47-0372 文教大　　　　 情報　　 情報システム セ ２期１ 総合情報学
3157-47-0373 文教大　　　　 情報　　 情報システム セ １期２ 総合情報学
3157-47-0376 文教大　　　　 情報　　 情報システム セ ２期２ 総合情報学
3157-47-0401 文教大　　　　 情報　　 情報社会　　 　 Ａ１期 総合情報学
3157-47-0402 文教大　　　　 情報　　 情報社会　　 　 全国　 総合情報学
3157-47-0471 文教大　　　　 情報　　 情報社会　　 セ １期１ 総合情報学
3157-47-0472 文教大　　　　 情報　　 情報社会　　 セ １期２ 総合情報学
3157-47-0473 文教大　　　　 情報　　 情報社会　　 セ ２期１ 総合情報学
3157-47-0474 文教大　　　　 情報　　 情報社会　　 セ ２期２ 総合情報学
3157-64-0000 文教大　　　　 健康栄養 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3157-64-0101 文教大　　　　 健康栄養 管理栄養　　 　 Ａ１期 食物・栄養
3157-64-0102 文教大　　　　 健康栄養 管理栄養　　 　 全国　 食物・栄養
3157-64-0171 文教大　　　　 健康栄養 管理栄養　　 セ １期　 食物・栄養
3158-08-0000 文京学院大　　 外国語　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3158-08-0201 文京学院大　　 外国語　 英語／国際ビ 　 Ⅰ期　 国際関係学
3158-08-0202 文京学院大　　 外国語　 英語／国際ビ 　 全学　 国際関係学
3158-08-0274 文京学院大　　 外国語　 英語／国際ビ セ Ⅰ期２ 国際関係学
3158-08-0275 文京学院大　　 外国語　 英語／国際ビ セ Ⅱ期２ 国際関係学
3158-08-0276 文京学院大　　 外国語　 英語／国際ビ セ Ⅱ期３ 国際関係学
3158-08-0279 文京学院大　　 外国語　 英語／国際ビ セ Ⅰ期３ 国際関係学
3158-08-0301 文京学院大　　 外国語　 英語／国際教 　 Ⅰ期　 国際関係学
3158-08-0302 文京学院大　　 外国語　 英語／国際教 　 全学　 国際関係学
3158-08-0374 文京学院大　　 外国語　 英語／国際教 セ Ⅰ期２ 国際関係学
3158-08-0375 文京学院大　　 外国語　 英語／国際教 セ Ⅱ期２ 国際関係学
3158-08-0376 文京学院大　　 外国語　 英語／国際教 セ Ⅱ期３ 国際関係学
3158-08-0379 文京学院大　　 外国語　 英語／国際教 セ Ⅰ期３ 国際関係学
3158-19-0000 文京学院大　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3158-19-0201 文京学院大　　 経営　　 経営／マネジ 　 Ⅰ期　 経営学・商
3158-19-0203 文京学院大　　 経営　　 経営／マネジ 　 全学　 経営学・商
3158-19-0270 文京学院大　　 経営　　 経営／マネジ セ Ⅰ期３ 経営学・商
3158-19-0275 文京学院大　　 経営　　 経営／マネジ セ Ⅰ期２ 経営学・商
3158-19-0276 文京学院大　　 経営　　 経営／マネジ セ Ⅱ期２ 経営学・商
3158-19-0277 文京学院大　　 経営　　 経営／マネジ セ Ⅱ期３ 経営学・商
3158-19-0301 文京学院大　　 経営　　 経営／マーケ 　 Ⅰ期　 経営学・商
3158-19-0303 文京学院大　　 経営　　 経営／マーケ 　 全学　 経営学・商
3158-19-0370 文京学院大　　 経営　　 経営／マーケ セ Ⅰ期３ 経営学・商
3158-19-0375 文京学院大　　 経営　　 経営／マーケ セ Ⅰ期２ 経営学・商
3158-19-0376 文京学院大　　 経営　　 経営／マーケ セ Ⅱ期２ 経営学・商
3158-19-0377 文京学院大　　 経営　　 経営／マーケ セ Ⅱ期３ 経営学・商
3158-37-0000 文京学院大　　 人間　　 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3158-37-0400 文京学院大　　 人間　　 コミュニケー 　 Ⅰ期　 社会学　　



3158-37-0401 文京学院大　　 人間　　 コミュニケー 　 全学　 社会学　　
3158-37-0474 文京学院大　　 人間　　 コミュニケー セ Ⅰ期２ 社会学　　
3158-37-0475 文京学院大　　 人間　　 コミュニケー セ Ⅱ期２ 社会学　　
3158-37-0476 文京学院大　　 人間　　 コミュニケー セ Ⅱ期３ 社会学　　
3158-37-0479 文京学院大　　 人間　　 コミュニケー セ Ⅰ期３ 社会学　　
3158-37-0501 文京学院大　　 人間　　 児童発達　　 　 Ⅰ期　 児童学　　
3158-37-0502 文京学院大　　 人間　　 児童発達　　 　 全学　 児童学　　
3158-37-0574 文京学院大　　 人間　　 児童発達　　 セ Ⅰ期２ 児童学　　
3158-37-0575 文京学院大　　 人間　　 児童発達　　 セ Ⅱ期２ 児童学　　
3158-37-0576 文京学院大　　 人間　　 児童発達　　 セ Ⅱ期３ 児童学　　
3158-37-0579 文京学院大　　 人間　　 児童発達　　 セ Ⅰ期３ 児童学　　
3158-37-0601 文京学院大　　 人間　　 人間福祉　　 　 Ⅰ期　 社会福祉学
3158-37-0602 文京学院大　　 人間　　 人間福祉　　 　 全学　 社会福祉学
3158-37-0674 文京学院大　　 人間　　 人間福祉　　 セ Ⅰ期２ 社会福祉学
3158-37-0675 文京学院大　　 人間　　 人間福祉　　 セ Ⅱ期２ 社会福祉学
3158-37-0676 文京学院大　　 人間　　 人間福祉　　 セ Ⅱ期３ 社会福祉学
3158-37-0679 文京学院大　　 人間　　 人間福祉　　 セ Ⅰ期３ 社会福祉学
3158-37-0701 文京学院大　　 人間　　 心理　　　　 　 Ⅰ期　 心理学　　
3158-37-0702 文京学院大　　 人間　　 心理　　　　 　 全学　 心理学　　
3158-37-0774 文京学院大　　 人間　　 心理　　　　 セ Ⅰ期２ 心理学　　
3158-37-0775 文京学院大　　 人間　　 心理　　　　 セ Ⅱ期２ 心理学　　
3158-37-0776 文京学院大　　 人間　　 心理　　　　 セ Ⅱ期３ 心理学　　
3158-37-0779 文京学院大　　 人間　　 心理　　　　 セ Ⅰ期３ 心理学　　
3158-64-0000 文京学院大　　 保健医療 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3158-64-0101 文京学院大　　 保健医療 理学療法　　 　 Ⅰ期　 理学療法　
3158-64-0102 文京学院大　　 保健医療 理学療法　　 　 全学　 理学療法　
3158-64-0173 文京学院大　　 保健医療 理学療法　　 セ Ⅰ期　 理学療法　
3158-64-0201 文京学院大　　 保健医療 作業療法　　 　 Ⅰ期　 作業療法　
3158-64-0202 文京学院大　　 保健医療 作業療法　　 　 全学　 作業療法　
3158-64-0273 文京学院大　　 保健医療 作業療法　　 セ Ⅰ期　 作業療法　
3158-64-0301 文京学院大　　 保健医療 臨床検査　　 　 Ⅰ期　 検査技術　
3158-64-0302 文京学院大　　 保健医療 臨床検査　　 　 全学　 検査技術　
3158-64-0373 文京学院大　　 保健医療 臨床検査　　 セ Ⅰ期　 検査技術　
3158-64-0401 文京学院大　　 保健医療 看護　　　　 　 Ⅰ期　 看護　　　
3158-64-0402 文京学院大　　 保健医療 看護　　　　 　 全学　 看護　　　
3158-64-0471 文京学院大　　 保健医療 看護　　　　 セ Ⅰ期　 看護　　　
3159-08-0000 明海大　　　　 外国語　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3159-08-0101 明海大　　　　 外国語　 英米語　　　 　 統一　 英米語　　
3159-08-0102 明海大　　　　 外国語　 英米語　　　 　 Ａ　　 英米語　　
3159-08-0176 明海大　　　　 外国語　 英米語　　　 セ Ａ　　 英米語　　
3159-08-0201 明海大　　　　 外国語　 中国語　　　 　 統一　 中国語　　
3159-08-0202 明海大　　　　 外国語　 中国語　　　 　 Ａ　　 中国語　　
3159-08-0276 明海大　　　　 外国語　 中国語　　　 セ Ａ　　 中国語　　
3159-08-0301 明海大　　　　 外国語　 日本語　　　 　 統一　 日本語　　
3159-08-0302 明海大　　　　 外国語　 日本語　　　 　 Ａ　　 日本語　　
3159-08-0376 明海大　　　　 外国語　 日本語　　　 セ Ａ　　 日本語　　
3159-18-0000 明海大　　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3159-18-0101 明海大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 統一　 経済学　　
3159-18-0102 明海大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 Ａ　　 経済学　　
3159-18-0176 明海大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ Ａ　　 経済学　　
3159-21-0000 明海大　　　　 不動産　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3159-21-0101 明海大　　　　 不動産　 不動産　　　 　 統一　 経営学・商
3159-21-0102 明海大　　　　 不動産　 不動産　　　 　 Ａ　　 経営学・商
3159-21-0176 明海大　　　　 不動産　 不動産　　　 セ Ａ　　 経営学・商
3159-27-0000 明海大　　　　 ホスピタ 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3159-27-0201 明海大　　　　 ホスピタ ホス／ホスピ 　 Ａ　　 観光学　　
3159-27-0202 明海大　　　　 ホスピタ ホス／ホスピ 　 統一　 観光学　　
3159-27-0271 明海大　　　　 ホスピタ ホス／ホスピ セ Ａ　　 観光学　　
3159-27-0301 明海大　　　　 ホスピタ ホス／グロー 　 Ａ　　 経営学・商



3159-27-0371 明海大　　　　 ホスピタ ホス／グロー セ Ａ　　 経営学・商
3159-58-0000 明海大　　　　 歯　　　 　　　　　　 　 　　　 歯　　　　
3159-58-0101 明海大　　　　 歯　　　 歯　　　　　 　 Ａ　　 歯　　　　
3159-58-0171 明海大　　　　 歯　　　 歯　　　　　 セ Ａ　　 歯　　　　
3159-64-0000 明海大　　　　 保健医療 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
3159-64-0101 明海大　　　　 保健医療 口腔保健　　 　 　　　 医療技術　
3159-64-0171 明海大　　　　 保健医療 口腔保健　　 セ 　　　 医療技術　
3160-08-0000 目白大　　　　 外国語　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3160-08-0101 目白大　　　　 外国語　 英米語　　　 　 Ａ　　 英米語　　
3160-08-0102 目白大　　　　 外国語　 英米語　　　 　 全学部 英米語　　
3160-08-0171 目白大　　　　 外国語　 英米語　　　 セ Ａ　　 英米語　　
3160-08-0174 目白大　　　　 外国語　 英米語　　　 セ 英語　 英米語　　
3160-08-0501 目白大　　　　 外国語　 中国語　　　 　 Ａ　　 中国語　　
3160-08-0502 目白大　　　　 外国語　 中国語　　　 　 全学部 中国語　　
3160-08-0571 目白大　　　　 外国語　 中国語　　　 セ Ａ　　 中国語　　
3160-08-0574 目白大　　　　 外国語　 中国語　　　 セ 英語　 中国語　　
3160-08-0601 目白大　　　　 外国語　 韓国語　　　 　 Ａ　　 韓国語（朝
3160-08-0602 目白大　　　　 外国語　 韓国語　　　 　 全学部 韓国語（朝
3160-08-0671 目白大　　　　 外国語　 韓国語　　　 セ Ａ　　 韓国語（朝
3160-08-0674 目白大　　　　 外国語　 韓国語　　　 セ 英語　 韓国語（朝
3160-08-0701 目白大　　　　 外国語　 日本語・日本 　 Ａ　　 日本語　　
3160-08-0702 目白大　　　　 外国語　 日本語・日本 　 全学部 日本語　　
3160-08-0771 目白大　　　　 外国語　 日本語・日本 セ Ａ　　 日本語　　
3160-08-0774 目白大　　　　 外国語　 日本語・日本 セ 英語　 日本語　　
3160-19-0000 目白大　　　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3160-19-0100 目白大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 Ａ　　 経営学・商
3160-19-0101 目白大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 全学部 経営学・商
3160-19-0171 目白大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ Ａ　　 経営学・商
3160-19-0174 目白大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ 英語　 経営学・商
3160-25-0000 目白大　　　　 社会　　 　　　　　　 　 　　　 社会学　　
3160-25-0101 目白大　　　　 社会　　 社会情報　　 　 Ａ　　 総合情報学
3160-25-0102 目白大　　　　 社会　　 社会情報　　 　 全学部 総合情報学
3160-25-0171 目白大　　　　 社会　　 社会情報　　 セ Ａ　　 総合情報学
3160-25-0174 目白大　　　　 社会　　 社会情報　　 セ 英語　 総合情報学
3160-25-0301 目白大　　　　 社会　　 地域社会　　 　 Ａ　　 社会学　　
3160-25-0302 目白大　　　　 社会　　 地域社会　　 　 全学部 社会学　　
3160-25-0371 目白大　　　　 社会　　 地域社会　　 セ Ａ　　 社会学　　
3160-25-0374 目白大　　　　 社会　　 地域社会　　 セ 英語　 社会学　　
3160-37-0000 目白大　　　　 人間　　 　　　　　　 　 　　　 児童学　　
3160-37-0101 目白大　　　　 人間　　 心理カウンセ 　 Ａ　　 心理学　　
3160-37-0102 目白大　　　　 人間　　 心理カウンセ 　 全学部 心理学　　
3160-37-0171 目白大　　　　 人間　　 心理カウンセ セ Ａ　　 心理学　　
3160-37-0174 目白大　　　　 人間　　 心理カウンセ セ 英語　 心理学　　
3160-37-0201 目白大　　　　 人間　　 人間福祉　　 　 Ａ　　 社会福祉学
3160-37-0202 目白大　　　　 人間　　 人間福祉　　 　 全学部 社会福祉学
3160-37-0271 目白大　　　　 人間　　 人間福祉　　 セ Ａ　　 社会福祉学
3160-37-0274 目白大　　　　 人間　　 人間福祉　　 セ 英語　 社会福祉学
3160-37-0301 目白大　　　　 人間　　 子ども　　　 　 Ａ　　 児童学　　
3160-37-0302 目白大　　　　 人間　　 子ども　　　 　 全学部 児童学　　
3160-37-0371 目白大　　　　 人間　　 子ども　　　 セ Ａ　　 児童学　　
3160-37-0374 目白大　　　　 人間　　 子ども　　　 セ 英語　 児童学　　
3160-37-0401 目白大　　　　 人間　　 児童教育　　 　 Ａ　　 児童学　　
3160-37-0402 目白大　　　　 人間　　 児童教育　　 　 全学部 児童学　　
3160-37-0471 目白大　　　　 人間　　 児童教育　　 セ Ａ　　 児童学　　
3160-37-0474 目白大　　　　 人間　　 児童教育　　 セ 英語　 児童学　　
3160-47-0000 目白大　　　　 メディア 　　　　　　 　 　　　 美術・デザ
3160-47-0102 目白大　　　　 メディア メディア　　 　 Ａ　　 映像　　　
3160-47-0103 目白大　　　　 メディア メディア　　 　 全学部 映像　　　
3160-47-0172 目白大　　　　 メディア メディア　　 セ Ａ　　 映像　　　



3160-47-0175 目白大　　　　 メディア メディア　　 セ 英語　 映像　　　
3160-64-0000 目白大　　　　 保健医療 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
3160-64-0101 目白大　　　　 保健医療 理学療法　　 　 Ａ　　 理学療法　
3160-64-0102 目白大　　　　 保健医療 理学療法　　 　 全学部 理学療法　
3160-64-0171 目白大　　　　 保健医療 理学療法　　 セ Ａ　　 理学療法　
3160-64-0201 目白大　　　　 保健医療 作業療法　　 　 Ａ　　 作業療法　
3160-64-0202 目白大　　　　 保健医療 作業療法　　 　 全学部 作業療法　
3160-64-0271 目白大　　　　 保健医療 作業療法　　 セ Ａ　　 作業療法　
3160-64-0301 目白大　　　　 保健医療 言語聴覚　　 　 Ａ　　 医療技術　
3160-64-0302 目白大　　　　 保健医療 言語聴覚　　 　 全学部 医療技術　
3160-64-0371 目白大　　　　 保健医療 言語聴覚　　 セ Ａ　　 医療技術　
3160-65-0000 目白大　　　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3160-65-0101 目白大　　　　 看護　　 看護　　　　 　 Ａ　　 看護　　　
3160-65-0102 目白大　　　　 看護　　 看護　　　　 　 全学部 看護　　　
3160-65-0171 目白大　　　　 看護　　 看護　　　　 セ Ａ　　 看護　　　
3161-12-0000 平成国際大　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3161-12-0301 平成国際大　　 法　　　 法　　　　　 　 Ａ　　 法学　　　
3161-12-0371 平成国際大　　 法　　　 法　　　　　 セ Ａ　　 法学　　　
3161-64-0000 平成国際大　　 スポーツ 　　　　　　 　 　　　 体育・健康
3161-64-0101 平成国際大　　 スポーツ スポーツ健康 　 Ａ　　 体育・健康
3161-64-0171 平成国際大　　 スポーツ スポーツ健康 セ Ａ　　 体育・健康
3162-79-0000 十文字学園女大 人間生活 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3162-79-0201 十文字学園女大 人間生活 食物栄養　　 　 Ａ　　 食物・栄養
3162-79-0202 十文字学園女大 人間生活 食物栄養　　 　 Ｓ　　 食物・栄養
3162-79-0271 十文字学園女大 人間生活 食物栄養　　 セ Ⅰ期　 食物・栄養
3162-79-0401 十文字学園女大 人間生活 人間発達心理 　 Ａ　　 心理学　　
3162-79-0402 十文字学園女大 人間生活 人間発達心理 　 Ｓ　　 心理学　　
3162-79-0471 十文字学園女大 人間生活 人間発達心理 セ Ⅰ期　 心理学　　
3162-79-0701 十文字学園女大 人間生活 生活情報　　 　 Ａ　　 経営情報学
3162-79-0704 十文字学園女大 人間生活 生活情報　　 　 Ｓ　　 経営情報学
3162-79-0771 十文字学園女大 人間生活 生活情報　　 セ Ⅰ期　 経営情報学
3162-79-0801 十文字学園女大 人間生活 メディアコミ 　 Ａ　　 マスコミ　
3162-79-0803 十文字学園女大 人間生活 メディアコミ 　 Ｓ　　 マスコミ　
3162-79-0871 十文字学園女大 人間生活 メディアコミ セ Ⅰ期　 マスコミ　
3162-79-0901 十文字学園女大 人間生活 幼児教育　　 　 Ａ　　 幼稚園　　
3162-79-0902 十文字学園女大 人間生活 幼児教育　　 　 Ｓ　　 幼稚園　　
3162-79-0971 十文字学園女大 人間生活 幼児教育　　 セ Ⅰ期　 幼稚園　　
3162-79-1001 十文字学園女大 人間生活 児童教育　　 　 Ａ　　 小学校　　
3162-79-1002 十文字学園女大 人間生活 児童教育　　 　 Ｓ　　 小学校　　
3162-79-1071 十文字学園女大 人間生活 児童教育　　 セ Ⅰ期　 小学校　　
3162-79-1101 十文字学園女大 人間生活 文芸文化　　 　 Ａ　　 日本文学　
3162-79-1102 十文字学園女大 人間生活 文芸文化　　 　 Ｓ　　 日本文学　
3162-79-1171 十文字学園女大 人間生活 文芸文化　　 セ Ⅰ期　 日本文学　
3162-79-1201 十文字学園女大 人間生活 健康栄養　　 　 Ａ　　 食物・栄養
3162-79-1202 十文字学園女大 人間生活 健康栄養　　 　 Ｓ　　 食物・栄養
3162-79-1271 十文字学園女大 人間生活 健康栄養　　 セ Ⅰ期　 食物・栄養
3162-79-1301 十文字学園女大 人間生活 人間／社・保 　 Ａ　　 児童学　　
3162-79-1302 十文字学園女大 人間生活 人間／社・保 　 Ｓ　　 児童学　　
3162-79-1371 十文字学園女大 人間生活 人間／社・保 セ Ⅰ期　 児童学　　
3162-79-1401 十文字学園女大 人間生活 人間／社・介 　 Ａ　　 社会福祉学
3162-79-1402 十文字学園女大 人間生活 人間／社・介 　 Ｓ　　 社会福祉学
3162-79-1471 十文字学園女大 人間生活 人間／社・介 セ Ⅰ期　 社会福祉学
3163-21-0000 西武文理大　　 サービス 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3163-21-0001 西武文理大　　 サービス 　　　　　　 　 Ａ　　 経営学・商
3163-21-0071 西武文理大　　 サービス 　　　　　　 セ １期　 経営学・商
3163-64-0000 西武文理大　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3163-64-0101 西武文理大　　 看護　　 看護　　　　 　 Ａ　　 看護　　　
3163-64-0171 西武文理大　　 看護　　 看護　　　　 セ １期　 看護　　　
3164-21-0000 埼玉学園大　　 経済経営 　　　　　　 　 　　　 経済学　　



3164-21-0101 埼玉学園大　　 経済経営 経済経営　　 　 第Ⅰ期 経営学・商
3164-21-0171 埼玉学園大　　 経済経営 経済経営　　 セ 第Ⅰ期 経営学・商
3164-37-0000 埼玉学園大　　 人間　　 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3164-37-0101 埼玉学園大　　 人間　　 人間文化　　 　 第Ⅰ期 人間科学　
3164-37-0171 埼玉学園大　　 人間　　 人間文化　　 セ 第Ⅰ期 人間科学　
3164-37-0201 埼玉学園大　　 人間　　 子ども発達　 　 第Ⅰ期 児童学　　
3164-37-0271 埼玉学園大　　 人間　　 子ども発達　 セ 第Ⅰ期 児童学　　
3164-37-0301 埼玉学園大　　 人間　　 心理　　　　 　 第Ⅰ期 心理学　　
3164-37-0371 埼玉学園大　　 人間　　 心理　　　　 セ 第Ⅰ期 心理学　　
3165-13-0000 尚美学園大　　 総合政策 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3165-13-0103 尚美学園大　　 総合政策 総合政策　　 　 Ａ　　 政治学　　
3165-13-0201 尚美学園大　　 総合政策 ライフマネジ 　 Ａ　　 文化学　　
3165-83-0000 尚美学園大　　 芸術情報 　　　　　　 　 　　　 音楽　　　
3165-83-0100 尚美学園大　　 芸術情報 情報表現　　 　 Ａ　　 映像　　　
3165-83-1001 尚美学園大　　 芸術情報 音楽応用　　 　 Ａ　　 音楽　　　
3165-83-1101 尚美学園大　　 芸術情報 舞台表現　　 　 Ａ　　 演劇　　　
3165-83-1201 尚美学園大　　 芸術情報 音楽／ピアノ 　 Ａ　　 音楽　　　
3165-83-1301 尚美学園大　　 芸術情報 音楽／声楽　 　 Ａ　　 音楽　　　
3165-83-1401 尚美学園大　　 芸術情報 音楽／管弦打 　 Ａ　　 音楽　　　
3165-83-1501 尚美学園大　　 芸術情報 音楽／作曲　 　 Ａ　　 音楽　　　
3165-83-1601 尚美学園大　　 芸術情報 音楽／ジャズ 　 Ａ　　 音楽　　　
3165-83-1701 尚美学園大　　 芸術情報 音楽／ポップ 　 Ａ　　 音楽　　　
3165-83-1801 尚美学園大　　 芸術情報 音楽／教養　 　 Ａ　　 音楽　　　
3165-83-1901 尚美学園大　　 芸術情報 音楽／教育　 　 Ａ　　 音楽　　　
3165-83-2001 尚美学園大　　 芸術情報 音楽／ヴィル 　 特待Ⅰ 音楽　　　
3166-21-0000 共栄大　　　　 国際経営 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3166-21-0101 共栄大　　　　 国際経営 国際経営　　 　 Ａ　　 経営学・商
3166-21-0103 共栄大　　　　 国際経営 国際経営　　 　 Ｂ　　 経営学・商
3166-21-0171 共栄大　　　　 国際経営 国際経営　　 セ Ａ　　 経営学・商
3166-30-0000 共栄大　　　　 教育　　 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3166-30-0101 共栄大　　　　 教育　　 教育　　　　 　 Ａ　　 小学校　　
3166-30-0102 共栄大　　　　 教育　　 教育　　　　 　 Ｂ　　 小学校　　
3166-30-0172 共栄大　　　　 教育　　 教育　　　　 セ Ａ　　 小学校　　
3167-83-0000 ものつくり大　 技能工芸 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
3167-83-0101 ものつくり大　 技能工芸 総合機械　　 　 前期　 機械工学　
3167-83-0171 ものつくり大　 技能工芸 総合機械　　 セ 前期　 機械工学　
3167-83-0201 ものつくり大　 技能工芸 建設　　　　 　 前期　 建築・土木
3167-83-0271 ものつくり大　 技能工芸 建設　　　　 セ 前期　 建築・土木
3168-27-0000 浦和大　　　　 総合福祉 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3168-27-0100 浦和大　　　　 総合福祉 総合福祉　　 　 Ⅰ期　 社会福祉学
3168-27-0172 浦和大　　　　 総合福祉 総合福祉　　 セ Ⅰ期　 社会福祉学
3168-79-0000 浦和大　　　　 こども　 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3168-79-0101 浦和大　　　　 こども　 こども　　　 　 Ⅰ期　 児童学　　
3168-79-0172 浦和大　　　　 こども　 こども　　　 セ Ⅰ期　 児童学　　
3168-79-0201 浦和大　　　　 こども　 学校教育　　 　 Ⅰ期　 小学校　　
3168-79-0271 浦和大　　　　 こども　 学校教育　　 セ Ⅰ期　 小学校　　
3169-61-0000 日本薬大　　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3169-61-0401 日本薬大　　　 薬　　　 薬　　　　　 　 一期前 薬　　　　
3169-61-0471 日本薬大　　　 薬　　　 薬　　　　　 セ 前期　 薬　　　　
3169-61-0501 日本薬大　　　 薬　　　 医療ビジネス 　 一期前 薬　　　　
3169-61-0571 日本薬大　　　 薬　　　 医療ビジネス セ 前期　 薬　　　　
3170-37-0000 武蔵野学院大　 国際コミ 　　　　　　 　 　　　 国際関係学
3170-37-0103 武蔵野学院大　 国際コミ 国際コミュニ 　 １回　 国際関係学
3170-37-0171 武蔵野学院大　 国際コミ 国際コミュニ セ １回　 国際関係学
3171-37-0000 人間総合科学大 人間科学 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3171-37-0101 人間総合科学大 人間科学 健康栄養　　 　 Ａ　　 食物・栄養
3171-37-0171 人間総合科学大 人間科学 健康栄養　　 セ Ａ　　 食物・栄養
3171-37-0201 人間総合科学大 人間科学 ヘルスフード 　 Ａ　　 食物・栄養
3171-37-0271 人間総合科学大 人間科学 ヘルスフード セ Ａ　　 食物・栄養



3171-64-0000 人間総合科学大 保健医療 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3171-64-0101 人間総合科学大 保健医療 看護　　　　 　 Ａ　　 看護　　　
3171-64-0171 人間総合科学大 保健医療 看護　　　　 セ Ａ　　 看護　　　
3171-64-0201 人間総合科学大 保健医療 リハ／理学療 　 Ａ　　 理学療法　
3171-64-0271 人間総合科学大 保健医療 リハ／理学療 セ Ａ　　 理学療法　
3171-64-0301 人間総合科学大 保健医療 リハ／義肢装 　 Ａ　　 医療技術　
3171-64-0371 人間総合科学大 保健医療 リハ／義肢装 セ Ａ　　 医療技術　
3172-64-0000 日本医療科学大 保健医療 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3172-64-0101 日本医療科学大 保健医療 診療放射線　 　 Ⅰ期　 放射線技術
3172-64-0171 日本医療科学大 保健医療 診療放射線　 セ 　　　 放射線技術
3172-64-0201 日本医療科学大 保健医療 リハ／理学療 　 Ⅰ期　 理学療法　
3172-64-0271 日本医療科学大 保健医療 リハ／理学療 セ 　　　 理学療法　
3172-64-0301 日本医療科学大 保健医療 リハ／作業療 　 Ⅰ期　 作業療法　
3172-64-0371 日本医療科学大 保健医療 リハ／作業療 セ 　　　 作業療法　
3172-64-0401 日本医療科学大 保健医療 看護　　　　 　 Ⅰ期　 看護　　　
3172-64-0471 日本医療科学大 保健医療 看護　　　　 セ 　　　 看護　　　
3172-64-0501 日本医療科学大 保健医療 臨床工　　　 　 Ⅰ期　 医療技術　
3172-64-0571 日本医療科学大 保健医療 臨床工　　　 セ 　　　 医療技術　
3173-64-0000 東都医療大　　 ヒューマ 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3173-64-0101 東都医療大　　 ヒューマ 看護　　　　 　 Ⅰ期　 看護　　　
3173-64-0171 東都医療大　　 ヒューマ 看護　　　　 セ 　　　 看護　　　
3173-65-0000 東都医療大　　 幕張ヒュ 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3173-65-0101 東都医療大　　 幕張ヒュ 看護　　　　 　 Ⅰ期　 看護　　　
3173-65-0171 東都医療大　　 幕張ヒュ 看護　　　　 セ 　　　 看護　　　
3173-65-0201 東都医療大　　 幕張ヒュ 理学療法　　 　 Ⅰ期　 理学療法　
3173-65-0271 東都医療大　　 幕張ヒュ 理学療法　　 セ 　　　 理学療法　
3173-79-0000 東都医療大　　 管理栄養 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3173-79-0101 東都医療大　　 管理栄養 管理栄養　　 　 Ⅰ期　 食物・栄養
3173-79-0171 東都医療大　　 管理栄養 管理栄養　　 セ 　　　 食物・栄養
3174-64-0000 日本保健医療大 保健医療 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3174-64-0101 日本保健医療大 保健医療 看護　　　　 　 前期Ａ 看護　　　
3174-64-0171 日本保健医療大 保健医療 看護　　　　 セ 第１回 看護　　　
3174-64-0201 日本保健医療大 保健医療 理学療法　　 　 前期Ａ 理学療法　
3174-64-0271 日本保健医療大 保健医療 理学療法　　 セ 第１回 理学療法　
3191-25-0000 江戸川大　　　 社会　　 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3191-25-0403 江戸川大　　　 社会　　 経営社会　　 　 １期　 経営学・商
3191-25-0471 江戸川大　　　 社会　　 経営社会　　 セ １期　 経営学・商
3191-25-0501 江戸川大　　　 社会　　 人間心理　　 　 １期　 心理学　　
3191-25-0571 江戸川大　　　 社会　　 人間心理　　 セ １期　 心理学　　
3191-25-0601 江戸川大　　　 社会　　 現代社会　　 　 １期　 社会学　　
3191-25-0671 江戸川大　　　 社会　　 現代社会　　 セ １期　 社会学　　
3191-37-0000 江戸川大　　　 メディア 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3191-37-0101 江戸川大　　　 メディア マス・コミュ 　 １期　 マスコミ　
3191-37-0171 江戸川大　　　 メディア マス・コミュ セ １期　 マスコミ　
3191-37-0201 江戸川大　　　 メディア 情報文化　　 　 １期　 総合情報学
3191-37-0271 江戸川大　　　 メディア 情報文化　　 セ １期　 総合情報学
3191-37-0301 江戸川大　　　 メディア こどもコミュ 　 １期　 児童学　　
3191-37-0371 江戸川大　　　 メディア こどもコミュ セ １期　 児童学　　
3192-01-0000 川村学園女子大 文　　　 　　　　　　 　 　　　 地理学　　
3192-01-0101 川村学園女子大 文　　　 国際英語　　 　 Ⅰ期　 英米語　　
3192-01-0171 川村学園女子大 文　　　 国際英語　　 セ Ⅰ期　 英米語　　
3192-01-0201 川村学園女子大 文　　　 史学　　　　 　 Ⅰ期　 西洋史　　
3192-01-0271 川村学園女子大 文　　　 史学　　　　 セ Ⅰ期　 西洋史　　
3192-01-0301 川村学園女子大 文　　　 心理　　　　 　 Ⅰ期　 心理学　　
3192-01-0371 川村学園女子大 文　　　 心理　　　　 セ Ⅰ期　 心理学　　
3192-01-0601 川村学園女子大 文　　　 日本文化　　 　 Ⅰ期　 文化学　　
3192-01-0671 川村学園女子大 文　　　 日本文化　　 セ Ⅰ期　 文化学　　
3192-30-0000 川村学園女子大 教育　　 　　　　　　 　 　　　 ０免課程　
3192-30-0301 川村学園女子大 教育　　 幼児教育　　 　 Ⅰ期　 幼稚園　　



3192-30-0371 川村学園女子大 教育　　 幼児教育　　 セ Ⅰ期　 幼稚園　　
3192-30-0401 川村学園女子大 教育　　 児童教育　　 　 Ⅰ期　 小学校　　
3192-30-0471 川村学園女子大 教育　　 児童教育　　 セ Ⅰ期　 小学校　　
3192-38-0000 川村学園女子大 生活創造 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3192-38-0101 川村学園女子大 生活創造 生活文化　　 　 Ⅰ期　 生活科学　
3192-38-0171 川村学園女子大 生活創造 生活文化　　 セ Ⅰ期　 生活科学　
3192-38-0201 川村学園女子大 生活創造 観光文化　　 　 Ⅰ期　 観光学　　
3192-38-0271 川村学園女子大 生活創造 観光文化　　 セ Ⅰ期　 観光学　　
3193-08-0000 神田外語大　　 外国語　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3193-08-0101 神田外語大　　 外国語　 英米語　　　 　 Ⅰ期　 英米語　　
3193-08-0102 神田外語大　　 外国語　 英米語　　　 　 統一　 英米語　　
3193-08-0171 神田外語大　　 外国語　 英米語　　　 セ 前期２ 英米語　　
3193-08-0172 神田外語大　　 外国語　 英米語　　　 セ 前期３ 英米語　　
3193-08-0173 神田外語大　　 外国語　 英米語　　　 セ 前期４ 英米語　　
3193-08-1101 神田外語大　　 外国語　 国際／国際コ 　 Ⅰ期　 英米語　　
3193-08-1102 神田外語大　　 外国語　 国際／国際コ 　 統一　 英米語　　
3193-08-1171 神田外語大　　 外国語　 国際／国際コ セ 前期２ 英米語　　
3193-08-1172 神田外語大　　 外国語　 国際／国際コ セ 前期３ 英米語　　
3193-08-1173 神田外語大　　 外国語　 国際／国際コ セ 前期４ 英米語　　
3193-08-1201 神田外語大　　 外国語　 国際／国際ビ 　 Ⅰ期　 英米語　　
3193-08-1202 神田外語大　　 外国語　 国際／国際ビ 　 統一　 英米語　　
3193-08-1271 神田外語大　　 外国語　 国際／国際ビ セ 前期３ 英米語　　
3193-08-1272 神田外語大　　 外国語　 国際／国際ビ セ 前期２ 英米語　　
3193-08-1273 神田外語大　　 外国語　 国際／国際ビ セ 前期４ 英米語　　
3193-08-1301 神田外語大　　 外国語　 アジ／中国語 　 Ⅰ期　 中国語　　
3193-08-1302 神田外語大　　 外国語　 アジ／中国語 　 統一　 中国語　　
3193-08-1371 神田外語大　　 外国語　 アジ／中国語 セ 前期２ 中国語　　
3193-08-1372 神田外語大　　 外国語　 アジ／中国語 セ 前期３ 中国語　　
3193-08-1373 神田外語大　　 外国語　 アジ／中国語 セ 前期４ 中国語　　
3193-08-1401 神田外語大　　 外国語　 アジ／韓国語 　 Ⅰ期　 韓国語（朝
3193-08-1402 神田外語大　　 外国語　 アジ／韓国語 　 統一　 韓国語（朝
3193-08-1471 神田外語大　　 外国語　 アジ／韓国語 セ 前期２ 韓国語（朝
3193-08-1472 神田外語大　　 外国語　 アジ／韓国語 セ 前期３ 韓国語（朝
3193-08-1473 神田外語大　　 外国語　 アジ／韓国語 セ 前期４ 韓国語（朝
3193-08-1501 神田外語大　　 外国語　 アジ／インド 　 Ⅰ期　 東南アジア
3193-08-1502 神田外語大　　 外国語　 アジ／インド 　 統一　 東南アジア
3193-08-1571 神田外語大　　 外国語　 アジ／インド セ 前期２ 東南アジア
3193-08-1572 神田外語大　　 外国語　 アジ／インド セ 前期３ 東南アジア
3193-08-1573 神田外語大　　 外国語　 アジ／インド セ 前期４ 東南アジア
3193-08-1601 神田外語大　　 外国語　 アジ／ベトナ 　 Ⅰ期　 東南アジア
3193-08-1602 神田外語大　　 外国語　 アジ／ベトナ 　 統一　 東南アジア
3193-08-1671 神田外語大　　 外国語　 アジ／ベトナ セ 前期２ 東南アジア
3193-08-1672 神田外語大　　 外国語　 アジ／ベトナ セ 前期３ 東南アジア
3193-08-1673 神田外語大　　 外国語　 アジ／ベトナ セ 前期４ 東南アジア
3193-08-1701 神田外語大　　 外国語　 アジ／タイ語 　 Ⅰ期　 東南アジア
3193-08-1702 神田外語大　　 外国語　 アジ／タイ語 　 統一　 東南アジア
3193-08-1771 神田外語大　　 外国語　 アジ／タイ語 セ 前期２ 東南アジア
3193-08-1772 神田外語大　　 外国語　 アジ／タイ語 セ 前期３ 東南アジア
3193-08-1773 神田外語大　　 外国語　 アジ／タイ語 セ 前期４ 東南アジア
3193-08-1801 神田外語大　　 外国語　 イベ／スペイ 　 Ⅰ期　 スペイン語
3193-08-1802 神田外語大　　 外国語　 イベ／スペイ 　 統一　 スペイン語
3193-08-1871 神田外語大　　 外国語　 イベ／スペイ セ 前期２ スペイン語
3193-08-1872 神田外語大　　 外国語　 イベ／スペイ セ 前期３ スペイン語
3193-08-1873 神田外語大　　 外国語　 イベ／スペイ セ 前期４ スペイン語
3193-08-1901 神田外語大　　 外国語　 イベ／ブラジ 　 Ⅰ期　 ポルトガル
3193-08-1902 神田外語大　　 外国語　 イベ／ブラジ 　 統一　 ポルトガル
3193-08-1971 神田外語大　　 外国語　 イベ／ブラジ セ 前期２ ポルトガル
3193-08-1972 神田外語大　　 外国語　 イベ／ブラジ セ 前期３ ポルトガル
3193-08-1973 神田外語大　　 外国語　 イベ／ブラジ セ 前期４ ポルトガル



3194-18-0000 敬愛大　　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3194-18-0001 敬愛大　　　　 経済　　 　　　　　　 　 １期２ 経済学　　
3194-18-0003 敬愛大　　　　 経済　　 　　　　　　 　 １期英 経済学　　
3194-18-0071 敬愛大　　　　 経済　　 　　　　　　 セ １期　 経済学　　
3194-33-0000 敬愛大　　　　 国際　　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3194-33-0201 敬愛大　　　　 国際　　 国際　　　　 　 １期英 国際関係学
3194-33-0203 敬愛大　　　　 国際　　 国際　　　　 　 １期２ 国際関係学
3194-33-0271 敬愛大　　　　 国際　　 国際　　　　 セ １期　 国際関係学
3194-33-0501 敬愛大　　　　 国際　　 こども教育　 　 １期２ 小学校　　
3194-33-0503 敬愛大　　　　 国際　　 こども教育　 　 １期英 小学校　　
3194-33-0571 敬愛大　　　　 国際　　 こども教育　 セ １期　 小学校　　
3195-64-0000 国際武道大　　 体育　　 　　　　　　 　 　　　 体育・健康
3195-64-0101 国際武道大　　 体育　　 体育　　　　 　 　　　 体育・健康
3195-64-0171 国際武道大　　 体育　　 体育　　　　 セ 前期　 体育・健康
3195-64-0201 国際武道大　　 体育　　 武道　　　　 　 　　　 体育・健康
3195-64-0271 国際武道大　　 体育　　 武道　　　　 セ 前期　 体育・健康
3196-02-0000 淑徳大　　　　 人文　　 　　　　　　 　 　　　 東洋史　　
3196-02-0101 淑徳大　　　　 人文　　 表現　　　　 　 Ａ　　 その他芸術
3196-02-0171 淑徳大　　　　 人文　　 表現　　　　 セ Ⅰ期　 その他芸術
3196-02-0201 淑徳大　　　　 人文　　 歴史　　　　 　 Ａ　　 日本史　　
3196-02-0271 淑徳大　　　　 人文　　 歴史　　　　 セ Ⅰ期　 日本史　　
3196-19-0000 淑徳大　　　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3196-19-0101 淑徳大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 Ａ　　 経営学・商
3196-19-0171 淑徳大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ Ⅰ期　 経営学・商
3196-19-0201 淑徳大　　　　 経営　　 観光経営　　 　 Ａ　　 観光学　　
3196-19-0271 淑徳大　　　　 経営　　 観光経営　　 セ Ⅰ期　 観光学　　
3196-27-0000 淑徳大　　　　 総合福祉 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3196-27-0101 淑徳大　　　　 総合福祉 社会福祉　　 　 Ａ　　 社会福祉学
3196-27-0171 淑徳大　　　　 総合福祉 社会福祉　　 セ Ⅰ期　 社会福祉学
3196-27-0201 淑徳大　　　　 総合福祉 実践心理　　 　 Ａ　　 心理学　　
3196-27-0271 淑徳大　　　　 総合福祉 実践心理　　 セ Ⅰ期　 心理学　　
3196-27-0701 淑徳大　　　　 総合福祉 教育／学校教 　 Ａ　　 児童学　　
3196-27-0771 淑徳大　　　　 総合福祉 教育／学校教 セ Ⅰ期　 児童学　　
3196-27-0801 淑徳大　　　　 総合福祉 教育／健康教 　 Ａ　　 体育・健康
3196-27-0871 淑徳大　　　　 総合福祉 教育／健康教 セ Ⅰ期　 体育・健康
3196-28-0000 淑徳大　　　　 コミュニ 　　　　　　 　 　　　 政治学　　
3196-28-0101 淑徳大　　　　 コミュニ コミュニティ 　 Ａ　　 経営学・商
3196-28-0171 淑徳大　　　　 コミュニ コミュニティ セ Ⅰ期　 経営学・商
3196-30-0000 淑徳大　　　　 教育　　 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3196-30-0101 淑徳大　　　　 教育　　 こども教育　 　 Ａ　　 小学校　　
3196-30-0171 淑徳大　　　　 教育　　 こども教育　 セ Ⅰ期　 小学校　　
3196-64-0000 淑徳大　　　　 看護栄養 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3196-64-0101 淑徳大　　　　 看護栄養 看護　　　　 　 Ａ　　 看護　　　
3196-64-0171 淑徳大　　　　 看護栄養 看護　　　　 セ Ⅰ期　 看護　　　
3196-64-0201 淑徳大　　　　 看護栄養 栄養　　　　 　 Ａ　　 食物・栄養
3196-64-0271 淑徳大　　　　 看護栄養 栄養　　　　 セ Ⅰ期　 食物・栄養
3197-21-0000 城西国際大　　 経営情報 　　　　　　 　 　　　 政治学　　
3197-21-0505 城西国際大　　 経営情報 総合経営　　 　 Ａ・Ｂ 経営学・商
3197-21-0571 城西国際大　　 経営情報 総合経営　　 セ 第１期 経営学・商
3197-27-0000 城西国際大　　 福祉総合 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3197-27-0405 城西国際大　　 福祉総合 福祉／子ども 　 Ａ・Ｂ 児童学　　
3197-27-0471 城西国際大　　 福祉総合 福祉／子ども セ 第１期 児童学　　
3197-27-0501 城西国際大　　 福祉総合 福祉／介護福 　 Ａ・Ｂ 社会福祉学
3197-27-0571 城西国際大　　 福祉総合 福祉／介護福 セ 第１期 社会福祉学
3197-27-0901 城西国際大　　 福祉総合 理学療法　　 　 Ａ・Ｂ 理学療法　
3197-27-0971 城西国際大　　 福祉総合 理学療法　　 セ 第１期 理学療法　
3197-27-1001 城西国際大　　 福祉総合 福祉／ソーシ 　 Ａ・Ｂ 社会福祉学
3197-27-1071 城西国際大　　 福祉総合 福祉／ソーシ セ 第１期 社会福祉学
3197-28-0000 城西国際大　　 観光　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商



3197-28-0105 城西国際大　　 観光　　 観光　　　　 　 Ａ・Ｂ 観光学　　
3197-28-0171 城西国際大　　 観光　　 観光　　　　 セ 第１期 観光学　　
3197-33-0000 城西国際大　　 国際人文 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3197-33-0105 城西国際大　　 国際人文 国際文化　　 　 Ａ・Ｂ 文化学　　
3197-33-0171 城西国際大　　 国際人文 国際文化　　 セ 第１期 文化学　　
3197-33-0205 城西国際大　　 国際人文 国際交流　　 　 Ａ・Ｂ 英米語　　
3197-33-0271 城西国際大　　 国際人文 国際交流　　 セ 第１期 英米語　　
3197-61-0000 城西国際大　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3197-61-0102 城西国際大　　 薬　　　 医療薬　　　 　 ３Ａ　 薬　　　　
3197-61-0103 城西国際大　　 薬　　　 医療薬　　　 　 ２Ｂ　 薬　　　　
3197-61-0172 城西国際大　　 薬　　　 医療薬　　　 セ Ａ１　 薬　　　　
3197-64-0000 城西国際大　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3197-64-0101 城西国際大　　 看護　　 看護　　　　 　 Ａ・Ｂ 看護　　　
3197-64-0171 城西国際大　　 看護　　 看護　　　　 セ 第１期 看護　　　
3197-83-0000 城西国際大　　 メディア 　　　　　　 　 　　　 音楽　　　
3197-83-0203 城西国際大　　 メディア メデ／クロス 　 Ａ・Ｂ 映像　　　
3197-83-0272 城西国際大　　 メディア メデ／クロス セ 　　　 映像　　　
3197-83-0303 城西国際大　　 メディア メデ／映像芸 　 Ａ・Ｂ 映像　　　
3197-83-0372 城西国際大　　 メディア メデ／映像芸 セ 　　　 映像　　　
3198-01-0000 聖徳大　　　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3198-01-0102 聖徳大　　　　 文　　　 文学　　　　 　 Ａ　　 日本文学　
3198-01-0172 聖徳大　　　　 文　　　 文学　　　　 セ Ａ　　 日本文学　
3198-03-0000 聖徳大　　　　 心理福祉 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3198-03-0108 聖徳大　　　　 心理福祉 心理　　　　 　 Ａ　　 心理学　　
3198-03-0178 聖徳大　　　　 心理福祉 心理　　　　 セ Ａ　　 心理学　　
3198-03-0208 聖徳大　　　　 心理福祉 社会福祉　　 　 Ａ　　 社会福祉学
3198-03-0278 聖徳大　　　　 心理福祉 社会福祉　　 セ Ａ　　 社会福祉学
3198-64-0000 聖徳大　　　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3198-64-0105 聖徳大　　　　 看護　　 看護　　　　 　 Ａ　　 看護　　　
3198-64-0178 聖徳大　　　　 看護　　 看護　　　　 セ Ａ　　 看護　　　
3198-79-0000 聖徳大　　　　 児童　　 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3198-79-0108 聖徳大　　　　 児童　　 児童　　　　 　 Ａ　　 児童学　　
3198-79-0174 聖徳大　　　　 児童　　 児童　　　　 セ Ａ　　 児童学　　
3198-80-0000 聖徳大　　　　 人間栄養 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3198-80-0108 聖徳大　　　　 人間栄養 人間栄養　　 　 Ａ　　 食物・栄養
3198-80-0174 聖徳大　　　　 人間栄養 人間栄養　　 セ Ａ　　 食物・栄養
3198-82-0000 聖徳大　　　　 児童夜　 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3198-82-0108 聖徳大　　　　 児童夜　 児童　　　　 　 Ａ　　 児童学　　
3198-82-0174 聖徳大　　　　 児童夜　 児童　　　　 セ Ａ　　 児童学　　
3198-83-0000 聖徳大　　　　 音楽　　 　　　　　　 　 　　　 音楽　　　
3198-83-0106 聖徳大　　　　 音楽　　 演奏　　　　 　 Ａ　　 音楽　　　
3198-83-0174 聖徳大　　　　 音楽　　 演奏　　　　 セ Ａ　　 音楽　　　
3198-83-0206 聖徳大　　　　 音楽　　 音楽総合　　 　 Ａ　　 音楽　　　
3198-83-0274 聖徳大　　　　 音楽　　 音楽総合　　 セ Ａ　　 音楽　　　
3199-12-0000 清和大　　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3199-12-0201 清和大　　　　 法　　　 法律／法学　 　 Ⅰ期　 法学　　　
3199-12-0271 清和大　　　　 法　　　 法律／法学　 セ Ⅰ期　 法学　　　
3199-12-0301 清和大　　　　 法　　　 法律／情報法 　 Ⅰ期　 法学　　　
3199-12-0371 清和大　　　　 法　　　 法律／情報法 セ Ⅰ期　 法学　　　
3200-18-0000 千葉経大　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3200-18-0003 千葉経大　　　 経済　　 　　　　　　 　 Ａ３　 経済学　　
3200-18-0004 千葉経大　　　 経済　　 　　　　　　 　 Ａ２　 経済学　　
3201-21-0000 千葉工大　　　 社会シス 　　　　　　 　 　　　 経営情報学
3201-21-0101 千葉工大　　　 社会シス 経営情報科学 　 Ａ　　 経営情報学
3201-21-0171 千葉工大　　　 社会シス 経営情報科学 セ 前期Ⅰ 経営情報学
3201-21-0172 千葉工大　　　 社会シス 経営情報科学 セ 前期Ⅱ 経営情報学
3201-21-0201 千葉工大　　　 社会シス プロジェクト 　 Ａ　　 経営工学　
3201-21-0271 千葉工大　　　 社会シス プロジェクト セ 前期Ⅰ 経営工学　
3201-21-0272 千葉工大　　　 社会シス プロジェクト セ 前期Ⅱ 経営工学　



3201-21-0301 千葉工大　　　 社会シス 金融・経営リ 　 Ａ　　 経営学・商
3201-21-0371 千葉工大　　　 社会シス 金融・経営リ セ 前期Ⅰ 経営学・商
3201-21-0372 千葉工大　　　 社会シス 金融・経営リ セ 前期Ⅱ 経営学・商
3201-37-0000 千葉工大　　　 情報科学 　　　　　　 　 　　　 情報工学　
3201-37-0101 千葉工大　　　 情報科学 情報工　　　 　 Ａ　　 情報工学　
3201-37-0171 千葉工大　　　 情報科学 情報工　　　 セ 前期Ⅰ 情報工学　
3201-37-0172 千葉工大　　　 情報科学 情報工　　　 セ 前期Ⅱ 情報工学　
3201-37-0201 千葉工大　　　 情報科学 情報ネットワ 　 Ａ　　 情報工学　
3201-37-0271 千葉工大　　　 情報科学 情報ネットワ セ 前期Ⅰ 情報工学　
3201-37-0272 千葉工大　　　 情報科学 情報ネットワ セ 前期Ⅱ 情報工学　
3201-46-0000 千葉工大　　　 工　　　 　　　　　　 　 　　　 電気・電子
3201-46-0101 千葉工大　　　 工　　　 機械工　　　 　 Ａ　　 機械工学　
3201-46-0172 千葉工大　　　 工　　　 機械工　　　 セ 前期Ⅰ 機械工学　
3201-46-0173 千葉工大　　　 工　　　 機械工　　　 セ 前期Ⅱ 機械工学　
3201-46-2001 千葉工大　　　 工　　　 機械電子創成 　 Ａ　　 機械工学　
3201-46-2072 千葉工大　　　 工　　　 機械電子創成 セ 前期Ⅰ 機械工学　
3201-46-2073 千葉工大　　　 工　　　 機械電子創成 セ 前期Ⅱ 機械工学　
3201-46-2101 千葉工大　　　 工　　　 先端材料工　 　 Ａ　　 金属・材料
3201-46-2172 千葉工大　　　 工　　　 先端材料工　 セ 前期Ⅰ 金属・材料
3201-46-2173 千葉工大　　　 工　　　 先端材料工　 セ 前期Ⅱ 金属・材料
3201-46-2201 千葉工大　　　 工　　　 電気電子工　 　 Ａ　　 電気・電子
3201-46-2272 千葉工大　　　 工　　　 電気電子工　 セ 前期Ⅰ 電気・電子
3201-46-2273 千葉工大　　　 工　　　 電気電子工　 セ 前期Ⅱ 電気・電子
3201-46-2301 千葉工大　　　 工　　　 情報通信シス 　 Ａ　　 情報工学　
3201-46-2372 千葉工大　　　 工　　　 情報通信シス セ 前期Ⅰ 情報工学　
3201-46-2373 千葉工大　　　 工　　　 情報通信シス セ 前期Ⅱ 情報工学　
3201-46-2401 千葉工大　　　 工　　　 応用化　　　 　 Ａ　　 応用化学　
3201-46-2472 千葉工大　　　 工　　　 応用化　　　 セ 前期Ⅰ 応用化学　
3201-46-2473 千葉工大　　　 工　　　 応用化　　　 セ 前期Ⅱ 応用化学　
3201-47-0000 千葉工大　　　 創造工　 　　　　　　 　 　　　 建築・土木
3201-47-0101 千葉工大　　　 創造工　 建築　　　　 　 Ａ　　 建築・土木
3201-47-0172 千葉工大　　　 創造工　 建築　　　　 セ 前期Ⅰ 建築・土木
3201-47-0173 千葉工大　　　 創造工　 建築　　　　 セ 前期Ⅱ 建築・土木
3201-47-0201 千葉工大　　　 創造工　 都市環境工　 　 Ａ　　 建築・土木
3201-47-0272 千葉工大　　　 創造工　 都市環境工　 セ 前期Ⅰ 建築・土木
3201-47-0273 千葉工大　　　 創造工　 都市環境工　 セ 前期Ⅱ 建築・土木
3201-47-0301 千葉工大　　　 創造工　 デザイン科学 　 Ａ　　 デザイン工
3201-47-0372 千葉工大　　　 創造工　 デザイン科学 セ 前期Ⅰ デザイン工
3201-47-0373 千葉工大　　　 創造工　 デザイン科学 セ 前期Ⅱ デザイン工
3201-48-0000 千葉工大　　　 先進工　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
3201-48-0101 千葉工大　　　 先進工　 未来ロボティ 　 Ａ　　 機械工学　
3201-48-0172 千葉工大　　　 先進工　 未来ロボティ セ 前期Ⅰ 機械工学　
3201-48-0173 千葉工大　　　 先進工　 未来ロボティ セ 前期Ⅱ 機械工学　
3201-48-0201 千葉工大　　　 先進工　 生命科学　　 　 Ａ　　 生物工学　
3201-48-0272 千葉工大　　　 先進工　 生命科学　　 セ 前期Ⅰ 生物工学　
3201-48-0273 千葉工大　　　 先進工　 生命科学　　 セ 前期Ⅱ 生物工学　
3201-48-0301 千葉工大　　　 先進工　 知能メディア 　 Ａ　　 情報工学　
3201-48-0372 千葉工大　　　 先進工　 知能メディア セ 前期Ⅰ 情報工学　
3201-48-0373 千葉工大　　　 先進工　 知能メディア セ 前期Ⅱ 情報工学　
3202-13-0000 千葉商大　　　 政策情報 　　　　　　 　 　　　 総合科学　
3202-13-0103 千葉商大　　　 政策情報 政策情報　　 　 前３給 総合科学　
3202-13-0104 千葉商大　　　 政策情報 政策情報　　 　 前期２ 総合科学　
3202-13-0105 千葉商大　　　 政策情報 政策情報　　 　 前３全 総合科学　
3202-13-0170 千葉商大　　　 政策情報 政策情報　　 セ 前期　 総合科学　
3202-21-0000 千葉商大　　　 商経　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3202-21-0100 千葉商大　　　 商経　　 経営　　　　 　 前３給 経営学・商
3202-21-0101 千葉商大　　　 商経　　 経営　　　　 　 前期２ 経営学・商
3202-21-0103 千葉商大　　　 商経　　 経営　　　　 　 前３全 経営学・商
3202-21-0170 千葉商大　　　 商経　　 経営　　　　 セ 前期　 経営学・商



3202-21-0200 千葉商大　　　 商経　　 経済　　　　 　 前３給 経済学　　
3202-21-0201 千葉商大　　　 商経　　 経済　　　　 　 前期２ 経済学　　
3202-21-0203 千葉商大　　　 商経　　 経済　　　　 　 前３全 経済学　　
3202-21-0270 千葉商大　　　 商経　　 経済　　　　 セ 前期　 経済学　　
3202-21-0300 千葉商大　　　 商経　　 商　　　　　 　 前３給 経営学・商
3202-21-0301 千葉商大　　　 商経　　 商　　　　　 　 前期２ 経営学・商
3202-21-0303 千葉商大　　　 商経　　 商　　　　　 　 前３全 経営学・商
3202-21-0370 千葉商大　　　 商経　　 商　　　　　 セ 前期　 経営学・商
3202-22-0000 千葉商大　　　 サービス 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3202-22-0102 千葉商大　　　 サービス サービス創造 　 前３給 経営学・商
3202-22-0103 千葉商大　　　 サービス サービス創造 　 前期２ 経営学・商
3202-22-0104 千葉商大　　　 サービス サービス創造 　 前３全 経営学・商
3202-22-0175 千葉商大　　　 サービス サービス創造 セ 前期　 経営学・商
3202-27-0000 千葉商大　　　 人間社会 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3202-27-0101 千葉商大　　　 人間社会 人間社会　　 　 前３給 社会学　　
3202-27-0102 千葉商大　　　 人間社会 人間社会　　 　 前期２ 社会学　　
3202-27-0103 千葉商大　　　 人間社会 人間社会　　 　 前３全 社会学　　
3202-27-0173 千葉商大　　　 人間社会 人間社会　　 セ 前期　 社会学　　
3202-37-0000 千葉商大　　　 国際教養 　　　　　　 　 　　　 国際関係学
3202-37-0101 千葉商大　　　 国際教養 国際教養　　 　 前３給 国際関係学
3202-37-0102 千葉商大　　　 国際教養 国際教養　　 　 前期２ 国際関係学
3202-37-0103 千葉商大　　　 国際教養 国際教養　　 　 前３全 国際関係学
3202-37-0171 千葉商大　　　 国際教養 国際教養　　 セ 前期　 国際関係学
3203-12-0000 中央学院大　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3203-12-0102 中央学院大　　 法　　　 法　　　　　 　 １期３ 法学　　　
3203-12-0103 中央学院大　　 法　　　 法　　　　　 　 １期１ 法学　　　
3203-12-0104 中央学院大　　 法　　　 法　　　　　 　 １期２ 法学　　　
3203-12-0174 中央学院大　　 法　　　 法　　　　　 セ Ⅰ期　 法学　　　
3203-20-0000 中央学院大　　 商　　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3203-20-0103 中央学院大　　 商　　　 商　　　　　 　 １期１ 経営学・商
3203-20-0104 中央学院大　　 商　　　 商　　　　　 　 １期２ 経営学・商
3203-20-0105 中央学院大　　 商　　　 商　　　　　 　 １期３ 経営学・商
3203-20-0171 中央学院大　　 商　　　 商　　　　　 セ Ⅰ期　 経営学・商
3203-37-0000 中央学院大　　 現代教養 　　　　　　 　 　　　 社会学　　
3203-37-0102 中央学院大　　 現代教養 現代教養　　 　 １期１ 社会学　　
3203-37-0103 中央学院大　　 現代教養 現代教養　　 　 １期２ 社会学　　
3203-37-0104 中央学院大　　 現代教養 現代教養　　 　 １期３ 社会学　　
3203-37-0171 中央学院大　　 現代教養 現代教養　　 セ Ⅰ期　 社会学　　
3204-38-0000 帝京平成大　　 現代ライ 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3204-38-0501 帝京平成大　　 現代ライ 人間／メディ 　 Ⅰ期　 映像　　　
3204-38-0571 帝京平成大　　 現代ライ 人間／メディ セ Ⅰ期　 映像　　　
3204-38-0701 帝京平成大　　 現代ライ 経営／経営マ 　 Ⅰ期　 経営学・商
3204-38-0771 帝京平成大　　 現代ライ 経営／経営マ セ Ⅰ期　 経営学・商
3204-38-1001 帝京平成大　　 現代ライ 人間／福祉　 　 Ⅰ期　 社会福祉学
3204-38-1071 帝京平成大　　 現代ライ 人間／福祉　 セ Ⅰ期　 社会福祉学
3204-38-1201 帝京平成大　　 現代ライ 経営／トレー 　 Ⅰ期　 体育・健康
3204-38-1271 帝京平成大　　 現代ライ 経営／トレー セ Ⅰ期　 体育・健康
3204-38-1901 帝京平成大　　 現代ライ 経営／情報シ 　 Ⅰ期　 経営情報学
3204-38-1971 帝京平成大　　 現代ライ 経営／情報シ セ Ⅰ期　 経営情報学
3204-38-2001 帝京平成大　　 現代ライ 児童／小学校 　 Ⅰ期　 小学校　　
3204-38-2071 帝京平成大　　 現代ライ 児童／小学校 セ Ⅰ期　 小学校　　
3204-38-2101 帝京平成大　　 現代ライ 児童／保育幼 　 Ⅰ期　 児童学　　
3204-38-2171 帝京平成大　　 現代ライ 児童／保育幼 セ Ⅰ期　 児童学　　
3204-38-2201 帝京平成大　　 現代ライ 観光経営　　 　 Ⅰ期　 観光学　　
3204-38-2271 帝京平成大　　 現代ライ 観光経営　　 セ Ⅰ期　 観光学　　
3204-38-2301 帝京平成大　　 現代ライ 人間／グロー 　 Ⅰ期　 国際関係学
3204-38-2371 帝京平成大　　 現代ライ 人間／グロー セ Ⅰ期　 国際関係学
3204-61-0000 帝京平成大　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3204-61-0101 帝京平成大　　 薬　　　 薬　　　　　 　 Ⅰ期　 薬　　　　



3204-61-0171 帝京平成大　　 薬　　　 薬　　　　　 セ Ⅰ期　 薬　　　　
3204-64-0000 帝京平成大　　 健康メデ 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
3204-64-0100 帝京平成大　　 健康メデ 理学療法　　 　 Ⅰ期　 理学療法　
3204-64-0171 帝京平成大　　 健康メデ 理学療法　　 セ Ⅰ期　 理学療法　
3204-64-0200 帝京平成大　　 健康メデ 作業療法　　 　 Ⅰ期　 作業療法　
3204-64-0271 帝京平成大　　 健康メデ 作業療法　　 セ Ⅰ期　 作業療法　
3204-64-0300 帝京平成大　　 健康メデ 言語聴覚　　 　 Ⅰ期　 医療技術　
3204-64-0371 帝京平成大　　 健康メデ 言語聴覚　　 セ Ⅰ期　 医療技術　
3204-64-0400 帝京平成大　　 健康メデ 臨床心理　　 　 Ⅰ期　 心理学　　
3204-64-0471 帝京平成大　　 健康メデ 臨床心理　　 セ Ⅰ期　 心理学　　
3204-64-0701 帝京平成大　　 健康メデ 健康栄養　　 　 Ⅰ期　 食物・栄養
3204-64-0771 帝京平成大　　 健康メデ 健康栄養　　 セ Ⅰ期　 食物・栄養
3204-64-0901 帝京平成大　　 健康メデ 医療／救急救 　 Ⅰ期　 医療技術　
3204-64-0971 帝京平成大　　 健康メデ 医療／救急救 セ Ⅰ期　 医療技術　
3204-64-1001 帝京平成大　　 健康メデ 医療／臨床工 　 Ⅰ期　 医療技術　
3204-64-1071 帝京平成大　　 健康メデ 医療／臨床工 セ Ⅰ期　 医療技術　
3204-65-0000 帝京平成大　　 ヒューマ 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
3204-65-0101 帝京平成大　　 ヒューマ 看護　　　　 　 Ⅰ期　 看護　　　
3204-65-0171 帝京平成大　　 ヒューマ 看護　　　　 セ Ⅰ期　 看護　　　
3204-65-0501 帝京平成大　　 ヒューマ 柔道整復　　 　 Ⅰ期　 医療技術　
3204-65-0571 帝京平成大　　 ヒューマ 柔道整復　　 セ Ⅰ期　 医療技術　
3204-65-0601 帝京平成大　　 ヒューマ 鍼灸　　　　 　 Ⅰ期　 医療技術　
3204-65-0671 帝京平成大　　 ヒューマ 鍼灸　　　　 セ Ⅰ期　 医療技術　
3204-66-0000 帝京平成大　　 健康医療 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
3204-66-0101 帝京平成大　　 健康医療 柔道整復　　 　 Ⅰ期　 医療技術　
3204-66-0171 帝京平成大　　 健康医療 柔道整復　　 セ Ⅰ期　 医療技術　
3204-66-0201 帝京平成大　　 健康医療 作業療法　　 　 Ⅰ期　 作業療法　
3204-66-0271 帝京平成大　　 健康医療 作業療法　　 セ Ⅰ期　 作業療法　
3204-66-0301 帝京平成大　　 健康医療 理学療法　　 　 Ⅰ期　 理学療法　
3204-66-0371 帝京平成大　　 健康医療 理学療法　　 セ Ⅰ期　 理学療法　
3204-66-0501 帝京平成大　　 健康医療 医療／救急救 　 Ⅰ期　 医療技術　
3204-66-0571 帝京平成大　　 健康医療 医療／救急救 セ Ⅰ期　 医療技術　
3204-66-0601 帝京平成大　　 健康医療 医療／トレー 　 Ⅰ期　 体育・健康
3204-66-0671 帝京平成大　　 健康医療 医療／トレー セ Ⅰ期　 体育・健康
3204-66-0701 帝京平成大　　 健康医療 医療／アスリ 　 Ⅰ期　 体育・健康
3204-66-0771 帝京平成大　　 健康医療 医療／アスリ セ Ⅰ期　 体育・健康
3204-66-0801 帝京平成大　　 健康医療 看護　　　　 　 Ⅰ期　 看護　　　
3204-66-0871 帝京平成大　　 健康医療 看護　　　　 セ Ⅰ期　 看護　　　
3205-03-0000 東京基督教大　 神　　　 　　　　　　 　 　　　 哲学倫理宗
3205-03-0200 東京基督教大　 神　　　 神　　　　　 　 第Ⅰ期 哲学倫理宗
3205-03-0301 東京基督教大　 神　　　 国際／国際キ 　 第Ⅰ期 哲学倫理宗
3205-03-0401 東京基督教大　 神　　　 国際／キリス 　 第Ⅰ期 社会福祉学
3206-58-0000 東京歯大　　　 歯　　　 　　　　　　 　 　　　 歯　　　　
3206-58-0100 東京歯大　　　 歯　　　 歯　　　　　 　 Ⅰ期　 歯　　　　
3206-58-0171 東京歯大　　　 歯　　　 歯　　　　　 セ Ⅰ期　 歯　　　　
3207-37-0000 東京情報大　　 総合情報 　　　　　　 　 　　　 情報科学　
3207-37-0601 東京情報大　　 総合情報 総合情報　　 　 Ⅰ期　 総合情報学
3207-37-0671 東京情報大　　 総合情報 総合情報　　 セ Ⅰ期２ 総合情報学
3207-37-0672 東京情報大　　 総合情報 総合情報　　 セ Ⅰ期３ 総合情報学
3207-64-0000 東京情報大　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3207-64-0101 東京情報大　　 看護　　 看護　　　　 　 Ⅰ期　 看護　　　
3207-64-0175 東京情報大　　 看護　　 看護　　　　 セ Ⅰ期　 看護　　　
3208-03-0000 東京成徳大　　 応用心理 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3208-03-0202 東京成徳大　　 応用心理 臨床心理　　 　 Ａ　　 心理学　　
3208-03-0203 東京成徳大　　 応用心理 臨床心理　　 　 Ｂ　　 心理学　　
3208-03-0271 東京成徳大　　 応用心理 臨床心理　　 セ １期　 心理学　　
3208-03-0272 東京成徳大　　 応用心理 臨床心理　　 セ ２期　 心理学　　
3208-03-0302 東京成徳大　　 応用心理 健康・スポー 　 Ａ　　 心理学　　
3208-03-0303 東京成徳大　　 応用心理 健康・スポー 　 Ｂ　　 心理学　　



3208-03-0371 東京成徳大　　 応用心理 健康・スポー セ １期　 心理学　　
3208-03-0372 東京成徳大　　 応用心理 健康・スポー セ ２期　 心理学　　
3208-19-0000 東京成徳大　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3208-19-0101 東京成徳大　　 経営　　 経営　　　　 　 Ａ　　 経営学・商
3208-19-0102 東京成徳大　　 経営　　 経営　　　　 　 Ｂ　　 経営学・商
3208-19-0171 東京成徳大　　 経営　　 経営　　　　 セ １期　 経営学・商
3208-19-0172 東京成徳大　　 経営　　 経営　　　　 セ ２期　 経営学・商
3208-33-0000 東京成徳大　　 国際　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3208-33-0101 東京成徳大　　 国際　　 国際　　　　 　 Ａ　　 英米語　　
3208-33-0102 東京成徳大　　 国際　　 国際　　　　 　 Ｂ　　 英米語　　
3208-33-0171 東京成徳大　　 国際　　 国際　　　　 セ １期　 英米語　　
3208-33-0172 東京成徳大　　 国際　　 国際　　　　 セ ２期　 英米語　　
3208-79-0000 東京成徳大　　 子ども　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
3208-79-0101 東京成徳大　　 子ども　 子ども　　　 　 Ａ　　 児童学　　
3208-79-0102 東京成徳大　　 子ども　 子ども　　　 　 Ｂ　　 児童学　　
3208-79-0171 東京成徳大　　 子ども　 子ども　　　 セ １期　 児童学　　
3208-79-0172 東京成徳大　　 子ども　 子ども　　　 セ ２期　 児童学　　
3209-21-0000 東洋学園大　　 現代経営 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3209-21-0104 東洋学園大　　 現代経営 現代経営　　 　 １期２ 経営学・商
3209-21-0105 東洋学園大　　 現代経営 現代経営　　 　 １期１ 経営学・商
3209-21-0106 東洋学園大　　 現代経営 現代経営　　 　 １期３ 経営学・商
3209-21-0174 東洋学園大　　 現代経営 現代経営　　 セ １期Ａ 経営学・商
3209-21-0175 東洋学園大　　 現代経営 現代経営　　 セ １期Ｂ 経営学・商
3209-33-0000 東洋学園大　　 グローバ 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3209-33-0101 東洋学園大　　 グローバ グローバルコ 　 １期１ 文化学　　
3209-33-0102 東洋学園大　　 グローバ グローバルコ 　 １期２ 文化学　　
3209-33-0103 東洋学園大　　 グローバ グローバルコ 　 １期３ 文化学　　
3209-33-0171 東洋学園大　　 グローバ グローバルコ セ １期Ａ 文化学　　
3209-33-0172 東洋学園大　　 グローバ グローバルコ セ １期Ｂ 文化学　　
3209-33-0201 東洋学園大　　 グローバ 英語コミュニ 　 １期１ 英米語　　
3209-33-0202 東洋学園大　　 グローバ 英語コミュニ 　 １期２ 英米語　　
3209-33-0203 東洋学園大　　 グローバ 英語コミュニ 　 １期３ 英米語　　
3209-33-0271 東洋学園大　　 グローバ 英語コミュニ セ １期Ａ 英米語　　
3209-33-0272 東洋学園大　　 グローバ 英語コミュニ セ １期Ｂ 英米語　　
3209-37-0000 東洋学園大　　 人間科学 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3209-37-0101 東洋学園大　　 人間科学 人間科学　　 　 １期１ 人間科学　
3209-37-0102 東洋学園大　　 人間科学 人間科学　　 　 １期２ 人間科学　
3209-37-0103 東洋学園大　　 人間科学 人間科学　　 　 １期３ 人間科学　
3209-37-0171 東洋学園大　　 人間科学 人間科学　　 セ １期Ａ 人間科学　
3209-37-0172 東洋学園大　　 人間科学 人間科学　　 セ １期Ｂ 人間科学　
3210-21-0000 秀明大　　　　 総合経営 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3210-21-0101 秀明大　　　　 総合経営 企業経営　　 　 　　　 経営学・商
3210-21-0171 秀明大　　　　 総合経営 企業経営　　 セ 　　　 経営学・商
3210-22-0000 秀明大　　　　 英語情報 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3210-22-0101 秀明大　　　　 英語情報 英語情報マネ 　 　　　 英米語　　
3210-22-0174 秀明大　　　　 英語情報 英語情報マネ セ 　　　 英米語　　
3210-27-0000 秀明大　　　　 観光ビジ 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3210-27-0101 秀明大　　　　 観光ビジ 観光ビジネス 　 　　　 観光学　　
3210-27-0173 秀明大　　　　 観光ビジ 観光ビジネス セ 　　　 観光学　　
3210-31-0000 秀明大　　　　 学校教師 　　　　　　 　 　　　 中高－国語
3210-31-0101 秀明大　　　　 学校教師 中等／国語　 　 １期　 中高－国語
3210-31-0171 秀明大　　　　 学校教師 中等／国語　 セ Ａ　　 中高－国語
3210-31-0201 秀明大　　　　 学校教師 中等／社会　 　 １期　 中高－社会
3210-31-0271 秀明大　　　　 学校教師 中等／社会　 セ Ａ　　 中高－社会
3210-31-0301 秀明大　　　　 学校教師 中等／数学　 　 １期　 中高－数学
3210-31-0371 秀明大　　　　 学校教師 中等／数学　 セ Ａ　　 中高－数学
3210-31-0401 秀明大　　　　 学校教師 中等／理科　 　 １期　 中高－理科
3210-31-0471 秀明大　　　　 学校教師 中等／理科　 セ Ａ　　 中高－理科
3210-31-0501 秀明大　　　　 学校教師 中等／英語　 　 １期　 中高－英語



3210-31-0571 秀明大　　　　 学校教師 中等／英語　 セ Ａ　　 中高－英語
3210-31-0701 秀明大　　　　 学校教師 中等／初等教 　 １期　 小学校　　
3210-31-0771 秀明大　　　　 学校教師 中等／初等教 セ Ａ　　 小学校　　
3210-31-0801 秀明大　　　　 学校教師 中等／保健体 　 １期　 中高－体育
3210-31-0871 秀明大　　　　 学校教師 中等／保健体 セ Ａ　　 中高－体育
3210-64-0000 秀明大　　　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3210-64-0101 秀明大　　　　 看護　　 看護　　　　 　 １期　 看護　　　
3210-64-0171 秀明大　　　　 看護　　 看護　　　　 セ Ａ　　 看護　　　
3211-08-0000 麗澤大　　　　 外国語　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3211-08-0501 麗澤大　　　　 外国語　 外国／英語コ 　 ２月２ 英米語　　
3211-08-0502 麗澤大　　　　 外国語　 外国／英語コ 　 ２月３ 英米語　　
3211-08-0571 麗澤大　　　　 外国語　 外国／英語コ セ Ⅰ期２ 英米語　　
3211-08-0573 麗澤大　　　　 外国語　 外国／英語コ セ Ⅰ期３ 英米語　　
3211-08-0574 麗澤大　　　　 外国語　 外国／英語コ セ Ⅰ期４ 英米語　　
3211-08-0575 麗澤大　　　　 外国語　 外国／英語コ セ プラⅠ 英米語　　
3211-08-0577 麗澤大　　　　 外国語　 外国／英語コ セ 英語２ 英米語　　
3211-08-0578 麗澤大　　　　 外国語　 外国／英語コ セ 英語３ 英米語　　
3211-08-0601 麗澤大　　　　 外国語　 外国／英語リ 　 ２月２ 英米語　　
3211-08-0602 麗澤大　　　　 外国語　 外国／英語リ 　 ２月３ 英米語　　
3211-08-0671 麗澤大　　　　 外国語　 外国／英語リ セ Ⅰ期２ 英米語　　
3211-08-0673 麗澤大　　　　 外国語　 外国／英語リ セ Ⅰ期３ 英米語　　
3211-08-0674 麗澤大　　　　 外国語　 外国／英語リ セ Ⅰ期４ 英米語　　
3211-08-0675 麗澤大　　　　 外国語　 外国／英語リ セ プラⅠ 英米語　　
3211-08-0677 麗澤大　　　　 外国語　 外国／英語リ セ 英語２ 英米語　　
3211-08-0678 麗澤大　　　　 外国語　 外国／英語リ セ 英語３ 英米語　　
3211-08-0701 麗澤大　　　　 外国語　 外国／国際交 　 ２月２ 国際関係学
3211-08-0702 麗澤大　　　　 外国語　 外国／国際交 　 ２月３ 国際関係学
3211-08-0771 麗澤大　　　　 外国語　 外国／国際交 セ Ⅰ期２ 国際関係学
3211-08-0773 麗澤大　　　　 外国語　 外国／国際交 セ Ⅰ期３ 国際関係学
3211-08-0774 麗澤大　　　　 外国語　 外国／国際交 セ Ⅰ期４ 国際関係学
3211-08-0775 麗澤大　　　　 外国語　 外国／国際交 セ プラⅠ 国際関係学
3211-08-0777 麗澤大　　　　 外国語　 外国／国際交 セ 英語２ 国際関係学
3211-08-0778 麗澤大　　　　 外国語　 外国／国際交 セ 英語３ 国際関係学
3211-08-0801 麗澤大　　　　 外国語　 外国／ドイツ 　 ２月２ ドイツ語　
3211-08-0802 麗澤大　　　　 外国語　 外国／ドイツ 　 ２月３ ドイツ語　
3211-08-0871 麗澤大　　　　 外国語　 外国／ドイツ セ Ⅰ期２ ドイツ語　
3211-08-0873 麗澤大　　　　 外国語　 外国／ドイツ セ Ⅰ期３ ドイツ語　
3211-08-0874 麗澤大　　　　 外国語　 外国／ドイツ セ Ⅰ期４ ドイツ語　
3211-08-0875 麗澤大　　　　 外国語　 外国／ドイツ セ プラⅠ ドイツ語　
3211-08-0877 麗澤大　　　　 外国語　 外国／ドイツ セ 英語２ ドイツ語　
3211-08-0878 麗澤大　　　　 外国語　 外国／ドイツ セ 英語３ ドイツ語　
3211-08-0901 麗澤大　　　　 外国語　 外国／中国語 　 ２月２ 中国語　　
3211-08-0902 麗澤大　　　　 外国語　 外国／中国語 　 ２月３ 中国語　　
3211-08-0971 麗澤大　　　　 外国語　 外国／中国語 セ Ⅰ期２ 中国語　　
3211-08-0973 麗澤大　　　　 外国語　 外国／中国語 セ Ⅰ期３ 中国語　　
3211-08-0974 麗澤大　　　　 外国語　 外国／中国語 セ Ⅰ期４ 中国語　　
3211-08-0975 麗澤大　　　　 外国語　 外国／中国語 セ プラⅠ 中国語　　
3211-08-0977 麗澤大　　　　 外国語　 外国／中国語 セ 英語２ 中国語　　
3211-08-0978 麗澤大　　　　 外国語　 外国／中国語 セ 英語３ 中国語　　
3211-08-1001 麗澤大　　　　 外国語　 外国／日本語 　 ２月２ 日本語　　
3211-08-1002 麗澤大　　　　 外国語　 外国／日本語 　 ２月３ 日本語　　
3211-08-1071 麗澤大　　　　 外国語　 外国／日本語 セ Ⅰ期２ 日本語　　
3211-08-1073 麗澤大　　　　 外国語　 外国／日本語 セ Ⅰ期３ 日本語　　
3211-08-1074 麗澤大　　　　 外国語　 外国／日本語 セ Ⅰ期４ 日本語　　
3211-08-1075 麗澤大　　　　 外国語　 外国／日本語 セ プラⅠ 日本語　　
3211-08-1077 麗澤大　　　　 外国語　 外国／日本語 セ 英語２ 日本語　　
3211-08-1078 麗澤大　　　　 外国語　 外国／日本語 セ 英語３ 日本語　　
3211-18-0000 麗澤大　　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3211-18-0501 麗澤大　　　　 経済　　 経済／経済　 　 ２月２ 経済学　　



3211-18-0502 麗澤大　　　　 経済　　 経済／経済　 　 ２月３ 経済学　　
3211-18-0571 麗澤大　　　　 経済　　 経済／経済　 セ Ⅰ期２ 経済学　　
3211-18-0574 麗澤大　　　　 経済　　 経済／経済　 セ Ⅰ期３ 経済学　　
3211-18-0575 麗澤大　　　　 経済　　 経済／経済　 セ Ⅰ期４ 経済学　　
3211-18-0576 麗澤大　　　　 経済　　 経済／経済　 セ プラⅠ 経済学　　
3211-18-0578 麗澤大　　　　 経済　　 経済／経済　 セ 英語２ 経済学　　
3211-18-0579 麗澤大　　　　 経済　　 経済／経済　 セ 英語３ 経済学　　
3211-18-0601 麗澤大　　　　 経済　　 経済／グロー 　 ２月２ 英米語　　
3211-18-0602 麗澤大　　　　 経済　　 経済／グロー 　 ２月３ 英米語　　
3211-18-0671 麗澤大　　　　 経済　　 経済／グロー セ Ⅰ期２ 英米語　　
3211-18-0674 麗澤大　　　　 経済　　 経済／グロー セ Ⅰ期３ 英米語　　
3211-18-0675 麗澤大　　　　 経済　　 経済／グロー セ Ⅰ期４ 英米語　　
3211-18-0676 麗澤大　　　　 経済　　 経済／グロー セ プラⅠ 英米語　　
3211-18-0678 麗澤大　　　　 経済　　 経済／グロー セ 英語２ 英米語　　
3211-18-0679 麗澤大　　　　 経済　　 経済／グロー セ 英語３ 英米語　　
3211-18-0701 麗澤大　　　　 経済　　 経営／経営　 　 ２月２ 経営学・商
3211-18-0702 麗澤大　　　　 経済　　 経営／経営　 　 ２月３ 経営学・商
3211-18-0771 麗澤大　　　　 経済　　 経営／経営　 セ Ⅰ期２ 経営学・商
3211-18-0774 麗澤大　　　　 経済　　 経営／経営　 セ Ⅰ期３ 経営学・商
3211-18-0775 麗澤大　　　　 経済　　 経営／経営　 セ Ⅰ期４ 経営学・商
3211-18-0776 麗澤大　　　　 経済　　 経営／経営　 セ プラⅠ 経営学・商
3211-18-0778 麗澤大　　　　 経済　　 経営／経営　 セ 英語２ 経営学・商
3211-18-0779 麗澤大　　　　 経済　　 経営／経営　 セ 英語３ 経営学・商
3211-18-0801 麗澤大　　　　 経済　　 経営／会計フ 　 ２月２ 経営学・商
3211-18-0802 麗澤大　　　　 経済　　 経営／会計フ 　 ２月３ 経営学・商
3211-18-0871 麗澤大　　　　 経済　　 経営／会計フ セ Ⅰ期２ 経営学・商
3211-18-0874 麗澤大　　　　 経済　　 経営／会計フ セ Ⅰ期３ 経営学・商
3211-18-0875 麗澤大　　　　 経済　　 経営／会計フ セ Ⅰ期４ 経営学・商
3211-18-0876 麗澤大　　　　 経済　　 経営／会計フ セ プラⅠ 経営学・商
3211-18-0878 麗澤大　　　　 経済　　 経営／会計フ セ 英語２ 経営学・商
3211-18-0879 麗澤大　　　　 経済　　 経営／会計フ セ 英語３ 経営学・商
3211-18-0901 麗澤大　　　　 経済　　 経営／スポー 　 ２月２ 経営学・商
3211-18-0902 麗澤大　　　　 経済　　 経営／スポー 　 ２月３ 経営学・商
3211-18-0971 麗澤大　　　　 経済　　 経営／スポー セ Ⅰ期２ 経営学・商
3211-18-0972 麗澤大　　　　 経済　　 経営／スポー セ Ⅰ期３ 経営学・商
3211-18-0973 麗澤大　　　　 経済　　 経営／スポー セ Ⅰ期４ 経営学・商
3211-18-0976 麗澤大　　　　 経済　　 経営／スポー セ プラⅠ 経営学・商
3211-18-0978 麗澤大　　　　 経済　　 経営／スポー セ 英語２ 経営学・商
3211-18-0979 麗澤大　　　　 経済　　 経営／スポー セ 英語３ 経営学・商
3212-02-0000 和洋女子大　　 人文　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3212-02-0501 和洋女子大　　 人文　　 国際　　　　 　 Ａ　　 英米語　　
3212-02-0571 和洋女子大　　 人文　　 国際　　　　 セ Ⅰ期　 英米語　　
3212-02-0601 和洋女子大　　 人文　　 日本文学文化 　 Ａ　　 日本文学　
3212-02-0671 和洋女子大　　 人文　　 日本文学文化 セ Ⅰ期　 日本文学　
3212-02-0701 和洋女子大　　 人文　　 心理　　　　 　 Ａ　　 心理学　　
3212-02-0771 和洋女子大　　 人文　　 心理　　　　 セ Ⅰ期　 心理学　　
3212-02-0801 和洋女子大　　 人文　　 こども発達　 　 Ａ　　 幼稚園　　
3212-02-0871 和洋女子大　　 人文　　 こども発達　 セ Ⅰ期　 幼稚園　　
3212-64-0000 和洋女子大　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3212-64-0101 和洋女子大　　 看護　　 看護　　　　 　 Ａ　　 看護　　　
3212-64-0171 和洋女子大　　 看護　　 看護　　　　 セ Ⅰ期　 看護　　　
3212-79-0000 和洋女子大　　 家政　　 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3212-79-0101 和洋女子大　　 家政　　 健康栄養　　 　 Ａ　　 食物・栄養
3212-79-0171 和洋女子大　　 家政　　 健康栄養　　 セ Ⅰ期　 食物・栄養
3212-79-0301 和洋女子大　　 家政　　 服飾造形　　 　 Ａ　　 被服・服飾
3212-79-0371 和洋女子大　　 家政　　 服飾造形　　 セ Ⅰ期　 被服・服飾
3212-79-0401 和洋女子大　　 家政　　 家政福祉　　 　 Ａ　　 社会福祉学
3212-79-0471 和洋女子大　　 家政　　 家政福祉　　 セ Ⅰ期　 社会福祉学
3213-37-0000 愛国学園大　　 人間文化 　　　　　　 　 　　　 文化学　　



3213-37-0100 愛国学園大　　 人間文化 人間文化　　 　 前期　 文化学　　
3214-30-0000 開智国際大　　 教育　　 　　　　　　 　 　　　 ０免課程　
3214-30-0102 開智国際大　　 教育　　 教育／初等教 　 Ⅰ期　 小学校　　
3214-30-0174 開智国際大　　 教育　　 教育／初等教 セ Ⅰ期　 小学校　　
3214-30-0202 開智国際大　　 教育　　 教育／中等教 　 Ⅰ期　 中高－国語
3214-30-0274 開智国際大　　 教育　　 教育／中等教 セ Ⅰ期　 中高－国語
3214-38-0000 開智国際大　　 国際教養 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3214-38-0102 開智国際大　　 国際教養 国際教養　　 　 Ⅰ期　 英米語　　
3214-38-0174 開智国際大　　 国際教養 国際教養　　 セ Ⅰ期　 英米語　　
3215-37-0000 千葉科学大　　 危機管理 　　　　　　 　 　　　 航空・宇宙
3215-37-0301 千葉科学大　　 危機管理 危機管理　　 　 前期Ａ 総合科学　
3215-37-0375 千葉科学大　　 危機管理 危機管理　　 セ 前期　 総合科学　
3215-37-0501 千葉科学大　　 危機管理 保健医療　　 　 前期Ａ 医療技術　
3215-37-0575 千葉科学大　　 危機管理 保健医療　　 セ 前期　 医療技術　
3215-37-0601 千葉科学大　　 危機管理 航空技術危機 　 前期Ａ 航空・宇宙
3215-37-0675 千葉科学大　　 危機管理 航空技術危機 セ 前期　 航空・宇宙
3215-37-0801 千葉科学大　　 危機管理 動物危機管理 　 前期Ａ 総合科学　
3215-37-0875 千葉科学大　　 危機管理 動物危機管理 セ 前期　 総合科学　
3215-37-0901 千葉科学大　　 危機管理 航空／パイロ 　 前期Ａ 航空・宇宙
3215-37-0971 千葉科学大　　 危機管理 航空／パイロ セ 　　　 航空・宇宙
3215-61-0000 千葉科学大　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3215-61-0101 千葉科学大　　 薬　　　 薬　　　　　 　 前期Ａ 薬　　　　
3215-61-0175 千葉科学大　　 薬　　　 薬　　　　　 セ 前期　 薬　　　　
3215-64-0000 千葉科学大　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3215-64-0101 千葉科学大　　 看護　　 看護　　　　 　 前期Ａ 看護　　　
3215-64-0175 千葉科学大　　 看護　　 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3216-64-0000 了徳寺大　　　 健康科学 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3216-64-0102 了徳寺大　　　 健康科学 理学療法　　 　 Ａ　　 理学療法　
3216-64-0171 了徳寺大　　　 健康科学 理学療法　　 セ 　　　 理学療法　
3216-64-0202 了徳寺大　　　 健康科学 整復医療・ト 　 Ａ　　 医療技術　
3216-64-0271 了徳寺大　　　 健康科学 整復医療・ト セ 　　　 医療技術　
3216-64-0302 了徳寺大　　　 健康科学 看護　　　　 　 Ａ　　 看護　　　
3216-64-0371 了徳寺大　　　 健康科学 看護　　　　 セ 　　　 看護　　　
3217-31-0000 植草学園大　　 発達教育 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3217-31-0101 植草学園大　　 発達教育 発達支援教育 　 Ａ　　 児童学　　
3217-31-0171 植草学園大　　 発達教育 発達支援教育 セ Ａ　　 児童学　　
3217-64-0000 植草学園大　　 保健医療 　　　　　　 　 　　　 理学療法　
3217-64-0101 植草学園大　　 保健医療 理学療法　　 　 Ａ　　 理学療法　
3217-64-0171 植草学園大　　 保健医療 理学療法　　 セ Ａ　　 理学療法　
3218-64-0000 三育学院大　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3218-64-0101 三育学院大　　 看護　　 看護　　　　 　 Ⅰ期　 看護　　　
3219-64-0000 亀田医療大　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3219-64-0101 亀田医療大　　 看護　　 看護　　　　 　 Ⅰ期　 看護　　　
3219-64-0173 亀田医療大　　 看護　　 看護　　　　 セ 　　　 看護　　　
3231-01-0000 青山学院大　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 外国文学　
3231-01-0101 青山学院大　　 文　　　 英米文　　　 　 個別Ａ 外国文学　
3231-01-0102 青山学院大　　 文　　　 英米文　　　 　 個別Ｂ 外国文学　
3231-01-0103 青山学院大　　 文　　　 英米文　　　 　 全学部 外国文学　
3231-01-0104 青山学院大　　 文　　　 英米文　　　 　 個別Ｃ 外国文学　
3231-01-0171 青山学院大　　 文　　　 英米文　　　 セ 　　　 外国文学　
3231-01-0302 青山学院大　　 文　　　 史学　　　　 　 全学部 西洋史　　
3231-01-0303 青山学院大　　 文　　　 史学　　　　 　 個別　 西洋史　　
3231-01-0371 青山学院大　　 文　　　 史学　　　　 セ 　　　 西洋史　　
3231-01-0401 青山学院大　　 文　　　 日本文　　　 　 個別Ａ 日本文学　
3231-01-0402 青山学院大　　 文　　　 日本文　　　 　 個別Ｂ 日本文学　
3231-01-0403 青山学院大　　 文　　　 日本文　　　 　 全学部 日本文学　
3231-01-0471 青山学院大　　 文　　　 日本文　　　 セ 　　　 日本文学　
3231-01-0501 青山学院大　　 文　　　 フランス文　 　 個別Ａ 外国文学　
3231-01-0502 青山学院大　　 文　　　 フランス文　 　 個別Ｂ 外国文学　



3231-01-0503 青山学院大　　 文　　　 フランス文　 　 全学部 外国文学　
3231-01-0571 青山学院大　　 文　　　 フランス文　 セ 　　　 外国文学　
3231-01-0701 青山学院大　　 文　　　 比較芸術　　 　 全学部 芸術理論　
3231-01-0702 青山学院大　　 文　　　 比較芸術　　 　 個別　 芸術理論　
3231-01-0771 青山学院大　　 文　　　 比較芸術　　 セ 　　　 芸術理論　
3231-03-0000 青山学院大　　 総合文化 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3231-03-0101 青山学院大　　 総合文化 総合文化政策 　 個別Ａ 文化学　　
3231-03-0102 青山学院大　　 総合文化 総合文化政策 　 個別Ｂ 文化学　　
3231-03-0103 青山学院大　　 総合文化 総合文化政策 　 全学部 文化学　　
3231-03-0171 青山学院大　　 総合文化 総合文化政策 セ ３教科 文化学　　
3231-03-0172 青山学院大　　 総合文化 総合文化政策 セ ４教科 文化学　　
3231-12-0000 青山学院大　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3231-12-0303 青山学院大　　 法　　　 法　　　　　 　 個別Ａ 法学　　　
3231-12-0304 青山学院大　　 法　　　 法　　　　　 　 全学部 法学　　　
3231-12-0305 青山学院大　　 法　　　 法　　　　　 　 個別Ｂ 法学　　　
3231-12-0373 青山学院大　　 法　　　 法　　　　　 セ 　　　 法学　　　
3231-13-0000 青山学院大　　 国際政経 　　　　　　 　 　　　 政治学　　
3231-13-0207 青山学院大　　 国際政経 国際経済　　 　 全学部 経済学　　
3231-13-0208 青山学院大　　 国際政経 国際経済　　 　 個別　 経済学　　
3231-13-0272 青山学院大　　 国際政経 国際経済　　 セ ４教科 経済学　　
3231-13-0273 青山学院大　　 国際政経 国際経済　　 セ ３教科 経済学　　
3231-13-0301 青山学院大　　 国際政経 国際政治　　 　 個別Ａ 政治学　　
3231-13-0303 青山学院大　　 国際政経 国際政治　　 　 個別Ｂ 政治学　　
3231-13-0305 青山学院大　　 国際政経 国際政治　　 　 全学部 政治学　　
3231-13-0372 青山学院大　　 国際政経 国際政治　　 セ ４教科 政治学　　
3231-13-0373 青山学院大　　 国際政経 国際政治　　 セ ３教科 政治学　　
3231-13-0401 青山学院大　　 国際政経 国際コミュニ 　 個別Ａ 国際関係学
3231-13-0402 青山学院大　　 国際政経 国際コミュニ 　 個別Ｂ 国際関係学
3231-13-0404 青山学院大　　 国際政経 国際コミュニ 　 全学部 国際関係学
3231-13-0471 青山学院大　　 国際政経 国際コミュニ セ 　　　 国際関係学
3231-18-0000 青山学院大　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3231-18-0101 青山学院大　　 経済　　 経済　　　　 　 個別Ａ 経済学　　
3231-18-0102 青山学院大　　 経済　　 経済　　　　 　 個別Ｂ 経済学　　
3231-18-0104 青山学院大　　 経済　　 経済　　　　 　 全学部 経済学　　
3231-18-0171 青山学院大　　 経済　　 経済　　　　 セ 　　　 経済学　　
3231-18-0201 青山学院大　　 経済　　 現代経済デザ 　 個別Ａ 経済学　　
3231-18-0202 青山学院大　　 経済　　 現代経済デザ 　 個別Ｂ 経済学　　
3231-18-0203 青山学院大　　 経済　　 現代経済デザ 　 全学部 経済学　　
3231-18-0271 青山学院大　　 経済　　 現代経済デザ セ ３教科 経済学　　
3231-18-0272 青山学院大　　 経済　　 現代経済デザ セ ４教科 経済学　　
3231-19-0000 青山学院大　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3231-19-0101 青山学院大　　 経営　　 経営　　　　 　 個別Ａ 経営学・商
3231-19-0102 青山学院大　　 経営　　 経営　　　　 　 個別Ｂ 経営学・商
3231-19-0103 青山学院大　　 経営　　 経営　　　　 　 個別Ｃ 経営学・商
3231-19-0104 青山学院大　　 経営　　 経営　　　　 　 全学部 経営学・商
3231-19-0171 青山学院大　　 経営　　 経営　　　　 セ ３教科 経営学・商
3231-19-0173 青山学院大　　 経営　　 経営　　　　 セ ４教科 経営学・商
3231-19-0201 青山学院大　　 経営　　 マーケティン 　 個別Ａ 経営学・商
3231-19-0202 青山学院大　　 経営　　 マーケティン 　 個別Ｂ 経営学・商
3231-19-0203 青山学院大　　 経営　　 マーケティン 　 個別Ｃ 経営学・商
3231-19-0204 青山学院大　　 経営　　 マーケティン 　 全学部 経営学・商
3231-19-0271 青山学院大　　 経営　　 マーケティン セ ３教科 経営学・商
3231-19-0273 青山学院大　　 経営　　 マーケティン セ ４教科 経営学・商
3231-27-0000 青山学院大　　 社会情報 　　　　　　 　 　　　 総合情報学
3231-27-0102 青山学院大　　 社会情報 社会情報　　 　 個別Ａ 総合情報学
3231-27-0104 青山学院大　　 社会情報 社会情報　　 　 個別Ｂ 総合情報学
3231-27-0105 青山学院大　　 社会情報 社会情報　　 　 全学Ａ 総合情報学
3231-27-0106 青山学院大　　 社会情報 社会情報　　 　 全学Ｂ 総合情報学
3231-27-0171 青山学院大　　 社会情報 社会情報　　 セ 　　　 総合情報学



3231-28-0000 青山学院大　　 コミュニ 　　　　　　 　 　　　 人間科学　
3231-28-0102 青山学院大　　 コミュニ コミュニティ 　 個別Ａ 人間科学　
3231-28-0103 青山学院大　　 コミュニ コミュニティ 　 個別Ｂ 人間科学　
3231-28-0104 青山学院大　　 コミュニ コミュニティ 　 個別Ｃ 人間科学　
3231-28-0105 青山学院大　　 コミュニ コミュニティ 　 全学部 人間科学　
3231-31-0000 青山学院大　　 教育人間 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3231-31-0103 青山学院大　　 教育人間 教育　　　　 　 全学部 教育学　　
3231-31-0104 青山学院大　　 教育人間 教育　　　　 　 個別　 教育学　　
3231-31-0171 青山学院大　　 教育人間 教育　　　　 セ 　　　 教育学　　
3231-31-0201 青山学院大　　 教育人間 心理　　　　 　 個別　 心理学　　
3231-31-0203 青山学院大　　 教育人間 心理　　　　 　 全学部 心理学　　
3231-31-0271 青山学院大　　 教育人間 心理　　　　 セ 　　　 心理学　　
3231-33-0000 青山学院大　　 地球社会 　　　　　　 　 　　　 国際関係学
3231-33-0101 青山学院大　　 地球社会 地球社会共生 　 個別Ａ 国際関係学
3231-33-0102 青山学院大　　 地球社会 地球社会共生 　 個別Ｂ 国際関係学
3231-33-0103 青山学院大　　 地球社会 地球社会共生 　 全学部 国際関係学
3231-33-0171 青山学院大　　 地球社会 地球社会共生 セ 　　　 国際関係学
3231-47-0000 青山学院大　　 理工　　 　　　　　　 　 　　　 数学　　　
3231-47-0400 青山学院大　　 理工　　 電気電子工　 　 個別Ａ 電気・電子
3231-47-0401 青山学院大　　 理工　　 電気電子工　 　 個別Ｂ 電気・電子
3231-47-0402 青山学院大　　 理工　　 電気電子工　 　 全学部 電気・電子
3231-47-0471 青山学院大　　 理工　　 電気電子工　 セ 　　　 電気・電子
3231-47-0600 青山学院大　　 理工　　 機械創造工　 　 個別Ａ 機械工学　
3231-47-0601 青山学院大　　 理工　　 機械創造工　 　 個別Ｂ 機械工学　
3231-47-0602 青山学院大　　 理工　　 機械創造工　 　 全学部 機械工学　
3231-47-0671 青山学院大　　 理工　　 機械創造工　 セ 　　　 機械工学　
3231-47-0700 青山学院大　　 理工　　 経営シス工　 　 個別Ａ 経営工学　
3231-47-0701 青山学院大　　 理工　　 経営シス工　 　 個別Ｂ 経営工学　
3231-47-0702 青山学院大　　 理工　　 経営シス工　 　 全学部 経営工学　
3231-47-0771 青山学院大　　 理工　　 経営シス工　 セ 　　　 経営工学　
3231-47-0800 青山学院大　　 理工　　 情報テクノロ 　 個別Ａ 情報工学　
3231-47-0801 青山学院大　　 理工　　 情報テクノロ 　 個別Ｂ 情報工学　
3231-47-0802 青山学院大　　 理工　　 情報テクノロ 　 全学部 情報工学　
3231-47-0871 青山学院大　　 理工　　 情報テクノロ セ 　　　 情報工学　
3231-47-0901 青山学院大　　 理工　　 化学・生命科 　 個別Ａ 化学　　　
3231-47-0902 青山学院大　　 理工　　 化学・生命科 　 個別Ｂ 化学　　　
3231-47-0903 青山学院大　　 理工　　 化学・生命科 　 全学部 化学　　　
3231-47-0971 青山学院大　　 理工　　 化学・生命科 セ 　　　 化学　　　
3231-47-1001 青山学院大　　 理工　　 物理・数理　 　 個別Ａ 物理学　　
3231-47-1002 青山学院大　　 理工　　 物理・数理　 　 個別Ｂ 物理学　　
3231-47-1003 青山学院大　　 理工　　 物理・数理　 　 全学部 物理学　　
3231-47-1071 青山学院大　　 理工　　 物理・数理　 セ 　　　 物理学　　
3232-12-0000 亜細亜大　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3232-12-0101 亜細亜大　　　 法　　　 法律　　　　 　 ２教科 法学　　　
3232-12-0102 亜細亜大　　　 法　　　 法律　　　　 　 統一前 法学　　　
3232-12-0103 亜細亜大　　　 法　　　 法律　　　　 　 統一中 法学　　　
3232-12-0171 亜細亜大　　　 法　　　 法律　　　　 セ ３教科 法学　　　
3232-12-0172 亜細亜大　　　 法　　　 法律　　　　 セ ２教科 法学　　　
3232-12-0173 亜細亜大　　　 法　　　 法律　　　　 セ 統一前 法学　　　
3232-12-0174 亜細亜大　　　 法　　　 法律　　　　 セ 統一中 法学　　　
3232-18-0000 亜細亜大　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3232-18-0101 亜細亜大　　　 経済　　 経済　　　　 　 ２教科 経済学　　
3232-18-0102 亜細亜大　　　 経済　　 経済　　　　 　 統一前 経済学　　
3232-18-0103 亜細亜大　　　 経済　　 経済　　　　 　 統一中 経済学　　
3232-18-0171 亜細亜大　　　 経済　　 経済　　　　 セ ３教科 経済学　　
3232-18-0172 亜細亜大　　　 経済　　 経済　　　　 セ ２教科 経済学　　
3232-18-0173 亜細亜大　　　 経済　　 経済　　　　 セ 統一前 経済学　　
3232-18-0174 亜細亜大　　　 経済　　 経済　　　　 セ 統一中 経済学　　
3232-19-0000 亜細亜大　　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商



3232-19-0101 亜細亜大　　　 経営　　 経営　　　　 　 ２教科 経営学・商
3232-19-0102 亜細亜大　　　 経営　　 経営　　　　 　 統一前 経営学・商
3232-19-0103 亜細亜大　　　 経営　　 経営　　　　 　 統一中 経営学・商
3232-19-0171 亜細亜大　　　 経営　　 経営　　　　 セ ３教科 経営学・商
3232-19-0172 亜細亜大　　　 経営　　 経営　　　　 セ ２教科 経営学・商
3232-19-0173 亜細亜大　　　 経営　　 経営　　　　 セ 統一前 経営学・商
3232-19-0174 亜細亜大　　　 経営　　 経営　　　　 セ 統一中 経営学・商
3232-19-0401 亜細亜大　　　 経営　　 ホスピタリテ 　 ２教科 経営学・商
3232-19-0402 亜細亜大　　　 経営　　 ホスピタリテ 　 統一前 経営学・商
3232-19-0403 亜細亜大　　　 経営　　 ホスピタリテ 　 統一中 経営学・商
3232-19-0404 亜細亜大　　　 経営　　 ホスピタリテ 　 １教科 経営学・商
3232-19-0471 亜細亜大　　　 経営　　 ホスピタリテ セ １教科 経営学・商
3232-19-0472 亜細亜大　　　 経営　　 ホスピタリテ セ ２教科 経営学・商
3232-19-0473 亜細亜大　　　 経営　　 ホスピタリテ セ 統一前 経営学・商
3232-19-0474 亜細亜大　　　 経営　　 ホスピタリテ セ 統一中 経営学・商
3232-33-0000 亜細亜大　　　 国際関係 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3232-33-0101 亜細亜大　　　 国際関係 国際関係　　 　 ２教科 国際関係学
3232-33-0102 亜細亜大　　　 国際関係 国際関係　　 　 統一前 国際関係学
3232-33-0103 亜細亜大　　　 国際関係 国際関係　　 　 統一中 国際関係学
3232-33-0171 亜細亜大　　　 国際関係 国際関係　　 セ ３教科 国際関係学
3232-33-0172 亜細亜大　　　 国際関係 国際関係　　 セ ２教科 国際関係学
3232-33-0173 亜細亜大　　　 国際関係 国際関係　　 セ 統一前 国際関係学
3232-33-0174 亜細亜大　　　 国際関係 国際関係　　 セ 統一中 国際関係学
3232-33-0201 亜細亜大　　　 国際関係 多文化コミュ 　 ２教科 文化学　　
3232-33-0202 亜細亜大　　　 国際関係 多文化コミュ 　 統一前 文化学　　
3232-33-0203 亜細亜大　　　 国際関係 多文化コミュ 　 統一中 文化学　　
3232-33-0271 亜細亜大　　　 国際関係 多文化コミュ セ ３教科 文化学　　
3232-33-0272 亜細亜大　　　 国際関係 多文化コミュ セ ２教科 文化学　　
3232-33-0273 亜細亜大　　　 国際関係 多文化コミュ セ 統一前 文化学　　
3232-33-0274 亜細亜大　　　 国際関係 多文化コミュ セ 統一中 文化学　　
3232-37-0000 亜細亜大　　　 都市創造 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3232-37-0102 亜細亜大　　　 都市創造 都市創造　　 　 ２教科 経営学・商
3232-37-0103 亜細亜大　　　 都市創造 都市創造　　 　 統一前 経営学・商
3232-37-0104 亜細亜大　　　 都市創造 都市創造　　 　 統一中 経営学・商
3232-37-0171 亜細亜大　　　 都市創造 都市創造　　 セ ３教科 経営学・商
3232-37-0172 亜細亜大　　　 都市創造 都市創造　　 セ ２教科 経営学・商
3232-37-0173 亜細亜大　　　 都市創造 都市創造　　 セ 統一前 経営学・商
3232-37-0174 亜細亜大　　　 都市創造 都市創造　　 セ 統一中 経営学・商
3233-83-0000 上野学園大　　 音楽　　 　　　　　　 　 　　　 音楽　　　
3233-83-0401 上野学園大　　 音楽　　 音楽／器楽　 　 Ａ　　 音楽　　　
3233-83-0501 上野学園大　　 音楽　　 音楽／声楽　 　 Ａ　　 音楽　　　
3233-83-0601 上野学園大　　 音楽　　 音楽／グロー 　 Ａ　　 音楽　　　
3233-83-0701 上野学園大　　 音楽　　 音楽／演奏家 　 Ａ　　 音楽　　　
3234-22-0000 桜美林大　　　 ビジネス 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3234-22-0705 桜美林大　　　 ビジネス ビジネスマネ 　 前期３ 経営学・商
3234-22-0706 桜美林大　　　 ビジネス ビジネスマネ 　 前期２ 経営学・商
3234-22-0771 桜美林大　　　 ビジネス ビジネスマネ セ 前期　 経営学・商
3234-22-0776 桜美林大　　　 ビジネス ビジネスマネ セ 前２プ 経営学・商
3234-22-0777 桜美林大　　　 ビジネス ビジネスマネ セ 前３プ 経営学・商
3234-22-0805 桜美林大　　　 ビジネス アビエーショ 　 前期３ 経営学・商
3234-22-0806 桜美林大　　　 ビジネス アビエーショ 　 前期２ 経営学・商
3234-22-0871 桜美林大　　　 ビジネス アビエーショ セ 前期　 経営学・商
3234-22-0876 桜美林大　　　 ビジネス アビエーショ セ 前２プ 経営学・商
3234-22-0877 桜美林大　　　 ビジネス アビエーショ セ 前３プ 経営学・商
3234-22-0901 桜美林大　　　 ビジネス アビ／フライ 　 　　　 航空・宇宙
3234-22-0971 桜美林大　　　 ビジネス アビ／フライ セ 　　　 航空・宇宙
3234-34-0000 桜美林大　　　 グローバ 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3234-34-0100 桜美林大　　　 グローバ グローバルコ 　 前期２ 英米語　　
3234-34-0101 桜美林大　　　 グローバ グローバルコ 　 前期３ 英米語　　



3234-34-0172 桜美林大　　　 グローバ グローバルコ セ 前期　 英米語　　
3234-34-0175 桜美林大　　　 グローバ グローバルコ セ 前２プ 英米語　　
3234-34-0177 桜美林大　　　 グローバ グローバルコ セ 前３プ 英米語　　
3234-37-0000 桜美林大　　　 リベラル 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3234-37-0002 桜美林大　　　 リベラル 　　　　　　 　 前期２ 総合科学　
3234-37-0003 桜美林大　　　 リベラル 　　　　　　 　 前期３ 総合科学　
3234-37-0006 桜美林大　　　 リベラル 　　　　　　 　 前理２ 総合科学　
3234-37-0007 桜美林大　　　 リベラル 　　　　　　 　 前理３ 総合科学　
3234-37-0071 桜美林大　　　 リベラル 　　　　　　 セ 前期　 総合科学　
3234-37-0076 桜美林大　　　 リベラル 　　　　　　 セ 前２プ 総合科学　
3234-37-0077 桜美林大　　　 リベラル 　　　　　　 セ 理２プ 総合科学　
3234-37-0078 桜美林大　　　 リベラル 　　　　　　 セ 前３プ 総合科学　
3234-37-0079 桜美林大　　　 リベラル 　　　　　　 セ 理３プ 総合科学　
3234-64-0000 桜美林大　　　 健康福祉 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3234-64-0100 桜美林大　　　 健康福祉 社会福祉　　 　 前期２ 社会福祉学
3234-64-0109 桜美林大　　　 健康福祉 社会福祉　　 　 前期３ 社会福祉学
3234-64-0171 桜美林大　　　 健康福祉 社会福祉　　 セ 前期　 社会福祉学
3234-64-0175 桜美林大　　　 健康福祉 社会福祉　　 セ 前２プ 社会福祉学
3234-64-0177 桜美林大　　　 健康福祉 社会福祉　　 セ 前３プ 社会福祉学
3234-64-0200 桜美林大　　　 健康福祉 精神保健福祉 　 前期２ 社会福祉学
3234-64-0209 桜美林大　　　 健康福祉 精神保健福祉 　 前期３ 社会福祉学
3234-64-0271 桜美林大　　　 健康福祉 精神保健福祉 セ 前期　 社会福祉学
3234-64-0275 桜美林大　　　 健康福祉 精神保健福祉 セ 前２プ 社会福祉学
3234-64-0277 桜美林大　　　 健康福祉 精神保健福祉 セ 前３プ 社会福祉学
3234-64-0300 桜美林大　　　 健康福祉 健康科学　　 　 前期２ 体育・健康
3234-64-0309 桜美林大　　　 健康福祉 健康科学　　 　 前期３ 体育・健康
3234-64-0371 桜美林大　　　 健康福祉 健康科学　　 セ 前期　 体育・健康
3234-64-0375 桜美林大　　　 健康福祉 健康科学　　 セ 前２プ 体育・健康
3234-64-0377 桜美林大　　　 健康福祉 健康科学　　 セ 前３プ 体育・健康
3234-64-0400 桜美林大　　　 健康福祉 保育　　　　 　 前期２ 児童学　　
3234-64-0409 桜美林大　　　 健康福祉 保育　　　　 　 前期３ 児童学　　
3234-64-0471 桜美林大　　　 健康福祉 保育　　　　 セ 前期　 児童学　　
3234-64-0475 桜美林大　　　 健康福祉 保育　　　　 セ 前２プ 児童学　　
3234-64-0477 桜美林大　　　 健康福祉 保育　　　　 セ 前３プ 児童学　　
3234-83-0000 桜美林大　　　 芸術文化 　　　　　　 　 　　　 美術・デザ
3234-83-0200 桜美林大　　　 芸術文化 音楽　　　　 　 前期２ 音楽　　　
3234-83-0209 桜美林大　　　 芸術文化 音楽　　　　 　 前期３ 音楽　　　
3234-83-0271 桜美林大　　　 芸術文化 音楽　　　　 セ 前期　 音楽　　　
3234-83-0274 桜美林大　　　 芸術文化 音楽　　　　 セ 前２プ 音楽　　　
3234-83-0276 桜美林大　　　 芸術文化 音楽　　　　 セ 前３プ 音楽　　　
3234-83-0502 桜美林大　　　 芸術文化 演劇・ダンス 　 前期３ 演劇　　　
3234-83-0503 桜美林大　　　 芸術文化 演劇・ダンス 　 前期２ 演劇　　　
3234-83-0572 桜美林大　　　 芸術文化 演劇・ダンス セ 前期　 演劇　　　
3234-83-0573 桜美林大　　　 芸術文化 演劇・ダンス セ 前２プ 演劇　　　
3234-83-0577 桜美林大　　　 芸術文化 演劇・ダンス セ 前３プ 演劇　　　
3234-83-0602 桜美林大　　　 芸術文化 ビジュアルア 　 前期３ 美術・デザ
3234-83-0603 桜美林大　　　 芸術文化 ビジュアルア 　 前期２ 美術・デザ
3234-83-0672 桜美林大　　　 芸術文化 ビジュアルア セ 前期　 美術・デザ
3234-83-0673 桜美林大　　　 芸術文化 ビジュアルア セ 前２プ 美術・デザ
3234-83-0677 桜美林大　　　 芸術文化 ビジュアルア セ 前３プ 美術・デザ
3235-01-0000 大妻女子大　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3235-01-0101 大妻女子大　　 文　　　 英語英文　　 　 ＡⅠ期 外国文学　
3235-01-0171 大妻女子大　　 文　　　 英語英文　　 セ ＢⅠ期 外国文学　
3235-01-0201 大妻女子大　　 文　　　 日本文　　　 　 ＡⅠ期 日本文学　
3235-01-0271 大妻女子大　　 文　　　 日本文　　　 セ ＢⅠ期 日本文学　
3235-01-0301 大妻女子大　　 文　　　 コミュニケー 　 ＡⅠ期 文化学　　
3235-01-0371 大妻女子大　　 文　　　 コミュニケー セ ＢⅠ期 文化学　　
3235-03-0000 大妻女子大　　 比較文化 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3235-03-0101 大妻女子大　　 比較文化 比較文化　　 　 ＡⅠ期 文化学　　



3235-03-0171 大妻女子大　　 比較文化 比較文化　　 セ ＢⅠ期 文化学　　
3235-27-0000 大妻女子大　　 社会情報 　　　　　　 　 　　　 総合情報学
3235-27-0101 大妻女子大　　 社会情報 社会／環境情 　 ＡⅠ期 総合科学　
3235-27-0171 大妻女子大　　 社会情報 社会／環境情 セ ＢⅠ期 総合科学　
3235-27-0201 大妻女子大　　 社会情報 社会／情報デ 　 ＡⅠ期 総合情報学
3235-27-0271 大妻女子大　　 社会情報 社会／情報デ セ ＢⅠ期 総合情報学
3235-27-0301 大妻女子大　　 社会情報 社会／社会生 　 ＡⅠ期 総合情報学
3235-27-0371 大妻女子大　　 社会情報 社会／社会生 セ ＢⅠ期 総合情報学
3235-37-0000 大妻女子大　　 人間関係 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3235-37-0101 大妻女子大　　 人間関係 人関／社会学 　 ＡⅠ期 社会学　　
3235-37-0171 大妻女子大　　 人間関係 人関／社会学 セ ＢⅠ期 社会学　　
3235-37-0201 大妻女子大　　 人間関係 人関／社会臨 　 ＡⅠ期 心理学　　
3235-37-0271 大妻女子大　　 人間関係 人関／社会臨 セ ＢⅠ期 心理学　　
3235-37-0501 大妻女子大　　 人間関係 人間福祉　　 　 ＡⅠ期 社会福祉学
3235-37-0571 大妻女子大　　 人間関係 人間福祉　　 セ ＢⅠ期 社会福祉学
3235-79-0000 大妻女子大　　 家政　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
3235-79-0101 大妻女子大　　 家政　　 食物／管理栄 　 ＡⅠ期 食物・栄養
3235-79-0171 大妻女子大　　 家政　　 食物／管理栄 セ ＢⅠ期 食物・栄養
3235-79-0201 大妻女子大　　 家政　　 食物／食物学 　 ＡⅠ期 食物・栄養
3235-79-0271 大妻女子大　　 家政　　 食物／食物学 セ ＢⅠ期 食物・栄養
3235-79-0301 大妻女子大　　 家政　　 児童／児童学 　 ＡⅠ期 児童学　　
3235-79-0371 大妻女子大　　 家政　　 児童／児童学 セ ＢⅠ期 児童学　　
3235-79-0401 大妻女子大　　 家政　　 児童／児童教 　 ＡⅠ期 小学校　　
3235-79-0471 大妻女子大　　 家政　　 児童／児童教 セ ＢⅠ期 小学校　　
3235-79-0501 大妻女子大　　 家政　　 被服　　　　 　 ＡⅠ期 被服・服飾
3235-79-0571 大妻女子大　　 家政　　 被服　　　　 セ ＢⅠ期 被服・服飾
3235-79-0601 大妻女子大　　 家政　　 ライフデザイ 　 ＡⅠ期 生活科学　
3235-79-0671 大妻女子大　　 家政　　 ライフデザイ セ ＢⅠ期 生活科学　
3236-01-0000 学習院大　　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 外国文学　
3236-01-0100 学習院大　　　 文　　　 英語英米文化 　 コア　 外国文学　
3236-01-0200 学習院大　　　 文　　　 史学　　　　 　 コア　 西洋史　　
3236-01-0300 学習院大　　　 文　　　 心理　　　　 　 コア　 心理学　　
3236-01-0301 学習院大　　　 文　　　 心理　　　　 　 プラス 心理学　　
3236-01-0400 学習院大　　　 文　　　 哲学　　　　 　 コア　 哲学倫理宗
3236-01-0600 学習院大　　　 文　　　 日本語日本文 　 コア　 日本文学　
3236-01-0801 学習院大　　　 文　　　 ドイツ語圏文 　 コア　 ドイツ語　
3236-01-0901 学習院大　　　 文　　　 フランス語圏 　 コア　 フランス語
3236-01-1001 学習院大　　　 文　　　 教育　　　　 　 コア　 小学校　　
3236-01-1002 学習院大　　　 文　　　 教育　　　　 　 プラス 小学校　　
3236-12-0000 学習院大　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3236-12-0100 学習院大　　　 法　　　 政治　　　　 　 コア　 政治学　　
3236-12-0101 学習院大　　　 法　　　 政治　　　　 　 プラス 政治学　　
3236-12-0200 学習院大　　　 法　　　 法　　　　　 　 コア　 法学　　　
3236-12-0201 学習院大　　　 法　　　 法　　　　　 　 プラス 法学　　　
3236-18-0000 学習院大　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3236-18-0100 学習院大　　　 経済　　 経営　　　　 　 コア　 経営学・商
3236-18-0101 学習院大　　　 経済　　 経営　　　　 　 プラス 経営学・商
3236-18-0200 学習院大　　　 経済　　 経済　　　　 　 コア　 経済学　　
3236-18-0201 学習院大　　　 経済　　 経済　　　　 　 プラス 経済学　　
3236-27-0000 学習院大　　　 国際社会 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3236-27-0101 学習院大　　　 国際社会 国際社会科学 　 コア　 国際関係学
3236-27-0102 学習院大　　　 国際社会 国際社会科学 　 プラス 国際関係学
3236-42-0000 学習院大　　　 理　　　 　　　　　　 　 　　　 数学　　　
3236-42-0100 学習院大　　　 理　　　 化学　　　　 　 コア　 化学　　　
3236-42-0101 学習院大　　　 理　　　 化学　　　　 　 プラス 化学　　　
3236-42-0200 学習院大　　　 理　　　 数学　　　　 　 コア　 数学　　　
3236-42-0201 学習院大　　　 理　　　 数学　　　　 　 プラス 数学　　　
3236-42-0300 学習院大　　　 理　　　 物理　　　　 　 コア　 物理学　　
3236-42-0301 学習院大　　　 理　　　 物理　　　　 　 プラス 物理学　　



3236-42-0401 学習院大　　　 理　　　 生命科学　　 　 コア　 生物工学　
3236-42-0402 学習院大　　　 理　　　 生命科学　　 　 プラス 生物工学　
3237-42-0000 北里大　　　　 理　　　 　　　　　　 　 　　　 物理学　　
3237-42-0101 北里大　　　　 理　　　 化学　　　　 　 　　　 化学　　　
3237-42-0171 北里大　　　　 理　　　 化学　　　　 セ 前期　 化学　　　
3237-42-0201 北里大　　　　 理　　　 生物科学　　 　 　　　 生物学　　
3237-42-0271 北里大　　　　 理　　　 生物科学　　 セ 前期　 生物学　　
3237-42-0301 北里大　　　　 理　　　 物理　　　　 　 　　　 物理学　　
3237-42-0371 北里大　　　　 理　　　 物理　　　　 セ 前期　 物理学　　
3237-42-0374 北里大　　　　 理　　　 物理　　　　 セ 中期　 物理学　　
3237-55-0000 北里大　　　　 医　　　 　　　　　　 　 　　　 医　　　　
3237-55-0100 北里大　　　　 医　　　 医　　　　　 　 　　　 医　　　　
3237-55-0101 北里大　　　　 医　　　 医　　　　　 　 山梨枠 医　　　　
3237-55-0102 北里大　　　　 医　　　 医　　　　　 　 茨城枠 医　　　　
3237-55-0103 北里大　　　　 医　　　 医　　　　　 　 相模原 医　　　　
3237-61-0000 北里大　　　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3237-61-0201 北里大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3237-61-0271 北里大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 セ 　　　 薬　　　　
3237-61-0301 北里大　　　　 薬　　　 生命創薬科学 　 　　　 薬　　　　
3237-61-0371 北里大　　　　 薬　　　 生命創薬科学 セ 　　　 薬　　　　
3237-64-0000 北里大　　　　 医療衛生 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
3237-64-0101 北里大　　　　 医療衛生 医療／診療放 　 前期　 放射線技術
3237-64-0201 北里大　　　　 医療衛生 医療／臨床工 　 前期　 医療技術　
3237-64-0501 北里大　　　　 医療衛生 リハ／言語聴 　 前期　 医療技術　
3237-64-0601 北里大　　　　 医療衛生 リハ／作業療 　 前期　 作業療法　
3237-64-0701 北里大　　　　 医療衛生 リハ／視覚機 　 前期　 医療技術　
3237-64-0801 北里大　　　　 医療衛生 リハ／理学療 　 前期　 理学療法　
3237-64-1101 北里大　　　　 医療衛生 健康科学　　 　 前期　 保健　　　
3237-64-1201 北里大　　　　 医療衛生 医療検査　　 　 前期　 検査技術　
3237-65-0000 北里大　　　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3237-65-0100 北里大　　　　 看護　　 看護　　　　 　 　　　 看護　　　
3237-75-0000 北里大　　　　 獣医　　 　　　　　　 　 　　　 農学　　　
3237-75-0101 北里大　　　　 獣医　　 獣医　　　　 　 前期　 獣医学　　
3237-75-0171 北里大　　　　 獣医　　 獣医　　　　 セ ３教科 獣医学　　
3237-75-0172 北里大　　　　 獣医　　 獣医　　　　 セ ５教科 獣医学　　
3237-75-0201 北里大　　　　 獣医　　 動物資源科学 　 Ⅱ期　 畜産学　　
3237-75-0202 北里大　　　　 獣医　　 動物資源科学 　 Ⅰ期　 畜産学　　
3237-75-0271 北里大　　　　 獣医　　 動物資源科学 セ 前３教 畜産学　　
3237-75-0273 北里大　　　　 獣医　　 動物資源科学 セ 前２教 畜産学　　
3237-75-0274 北里大　　　　 獣医　　 動物資源科学 セ プラス 畜産学　　
3237-75-0301 北里大　　　　 獣医　　 生物環境科学 　 Ⅱ期　 農学　　　
3237-75-0302 北里大　　　　 獣医　　 生物環境科学 　 Ⅰ期　 農学　　　
3237-75-0371 北里大　　　　 獣医　　 生物環境科学 セ 前３教 農学　　　
3237-75-0373 北里大　　　　 獣医　　 生物環境科学 セ 前２教 農学　　　
3237-75-0374 北里大　　　　 獣医　　 生物環境科学 セ プラス 農学　　　
3237-76-0000 北里大　　　　 海洋生命 　　　　　　 　 　　　 水産学　　
3237-76-0101 北里大　　　　 海洋生命 海洋生命科学 　 Ⅰ期　 水産学　　
3237-76-0102 北里大　　　　 海洋生命 海洋生命科学 　 Ⅱ期　 水産学　　
3237-76-0171 北里大　　　　 海洋生命 海洋生命科学 セ 前期　 水産学　　
3238-03-0000 共立女子大　　 文芸　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3238-03-0301 共立女子大　　 文芸　　 文芸　　　　 　 ２月　 日本文学　
3238-03-0302 共立女子大　　 文芸　　 文芸　　　　 　 統一　 日本文学　
3238-03-0371 共立女子大　　 文芸　　 文芸　　　　 セ ２月　 日本文学　
3238-34-0000 共立女子大　　 国際　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3238-34-0101 共立女子大　　 国際　　 国際　　　　 　 ２月　 国際関係学
3238-34-0102 共立女子大　　 国際　　 国際　　　　 　 統一　 国際関係学
3238-34-0171 共立女子大　　 国際　　 国際　　　　 セ ２月３ 国際関係学
3238-34-0173 共立女子大　　 国際　　 国際　　　　 セ ２月４ 国際関係学
3238-34-0174 共立女子大　　 国際　　 国際　　　　 セ 併用　 国際関係学



3238-64-0000 共立女子大　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3238-64-0101 共立女子大　　 看護　　 看護　　　　 　 ２月　 看護　　　
3238-64-0102 共立女子大　　 看護　　 看護　　　　 　 統一　 看護　　　
3238-64-0171 共立女子大　　 看護　　 看護　　　　 セ ２月　 看護　　　
3238-79-0000 共立女子大　　 家政　　 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3238-79-0101 共立女子大　　 家政　　 食物／管理栄 　 ２月　 食物・栄養
3238-79-0102 共立女子大　　 家政　　 食物／管理栄 　 統一　 食物・栄養
3238-79-0171 共立女子大　　 家政　　 食物／管理栄 セ ２月　 食物・栄養
3238-79-0201 共立女子大　　 家政　　 食物／食物学 　 ２月　 食物・栄養
3238-79-0202 共立女子大　　 家政　　 食物／食物学 　 統一　 食物・栄養
3238-79-0271 共立女子大　　 家政　　 食物／食物学 セ ２月　 食物・栄養
3238-79-0401 共立女子大　　 家政　　 被服　　　　 　 ２月　 被服・服飾
3238-79-0402 共立女子大　　 家政　　 被服　　　　 　 統一　 被服・服飾
3238-79-0471 共立女子大　　 家政　　 被服　　　　 セ ２月　 被服・服飾
3238-79-0701 共立女子大　　 家政　　 建築・デザイ 　 ２月　 住居学　　
3238-79-0702 共立女子大　　 家政　　 建築・デザイ 　 統一　 住居学　　
3238-79-0771 共立女子大　　 家政　　 建築・デザイ セ ２月　 住居学　　
3238-79-0801 共立女子大　　 家政　　 児童　　　　 　 ２月　 児童学　　
3238-79-0802 共立女子大　　 家政　　 児童　　　　 　 統一　 児童学　　
3238-79-0871 共立女子大　　 家政　　 児童　　　　 セ ２月　 児童学　　
3240-08-0000 杏林大　　　　 外国語　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3240-08-0205 杏林大　　　　 外国語　 中国語　　　 　 前期２ 中国語　　
3240-08-0206 杏林大　　　　 外国語　 中国語　　　 　 前期３ 中国語　　
3240-08-0270 杏林大　　　　 外国語　 中国語　　　 セ Ⅰ期３ 中国語　　
3240-08-0273 杏林大　　　　 外国語　 中国語　　　 セ Ⅰ期２ 中国語　　
3240-08-0506 杏林大　　　　 外国語　 英語　　　　 　 前期２ 英米語　　
3240-08-0507 杏林大　　　　 外国語　 英語　　　　 　 前期３ 英米語　　
3240-08-0570 杏林大　　　　 外国語　 英語　　　　 セ Ⅰ期３ 英米語　　
3240-08-0574 杏林大　　　　 外国語　 英語　　　　 セ Ⅰ期２ 英米語　　
3240-08-0805 杏林大　　　　 外国語　 観光交流文化 　 前期２ 観光学　　
3240-08-0806 杏林大　　　　 外国語　 観光交流文化 　 前期３ 観光学　　
3240-08-0870 杏林大　　　　 外国語　 観光交流文化 セ Ⅰ期３ 観光学　　
3240-08-0873 杏林大　　　　 外国語　 観光交流文化 セ Ⅰ期２ 観光学　　
3240-13-0000 杏林大　　　　 総合政策 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3240-13-0105 杏林大　　　　 総合政策 総合政策　　 　 前期２ 国際関係学
3240-13-0106 杏林大　　　　 総合政策 総合政策　　 　 前期３ 国際関係学
3240-13-0170 杏林大　　　　 総合政策 総合政策　　 セ Ⅰ期２ 国際関係学
3240-13-0178 杏林大　　　　 総合政策 総合政策　　 セ Ⅰ期３ 国際関係学
3240-13-0205 杏林大　　　　 総合政策 企業経営　　 　 前期２ 経営学・商
3240-13-0206 杏林大　　　　 総合政策 企業経営　　 　 前期３ 経営学・商
3240-13-0270 杏林大　　　　 総合政策 企業経営　　 セ Ⅰ期２ 経営学・商
3240-13-0278 杏林大　　　　 総合政策 企業経営　　 セ Ⅰ期３ 経営学・商
3240-55-0000 杏林大　　　　 医　　　 　　　　　　 　 　　　 医　　　　
3240-55-0100 杏林大　　　　 医　　　 医　　　　　 　 前期　 医　　　　
3240-55-0101 杏林大　　　　 医　　　 医　　　　　 　 前東京 医　　　　
3240-55-0102 杏林大　　　　 医　　　 医　　　　　 　 前茨城 医　　　　
3240-55-0171 杏林大　　　　 医　　　 医　　　　　 セ 　　　 医　　　　
3240-64-0000 杏林大　　　　 保健　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3240-64-0201 杏林大　　　　 保健　　 健康福祉　　 　 　　　 保健　　　
3240-64-0271 杏林大　　　　 保健　　 健康福祉　　 セ 　　　 保健　　　
3240-64-0301 杏林大　　　　 保健　　 臨床検査技術 　 　　　 検査技術　
3240-64-0371 杏林大　　　　 保健　　 臨床検査技術 セ 　　　 検査技術　
3240-64-0401 杏林大　　　　 保健　　 臨床工　　　 　 　　　 医療技術　
3240-64-0471 杏林大　　　　 保健　　 臨床工　　　 セ 　　　 医療技術　
3240-64-0501 杏林大　　　　 保健　　 救急救命　　 　 　　　 医療技術　
3240-64-0571 杏林大　　　　 保健　　 救急救命　　 セ 　　　 医療技術　
3240-64-0601 杏林大　　　　 保健　　 理学療法　　 　 　　　 理学療法　
3240-64-0671 杏林大　　　　 保健　　 理学療法　　 セ 　　　 理学療法　
3240-64-0701 杏林大　　　　 保健　　 作業療法　　 　 　　　 作業療法　



3240-64-0771 杏林大　　　　 保健　　 作業療法　　 セ 　　　 作業療法　
3240-64-0801 杏林大　　　　 保健　　 看護／看護学 　 　　　 看護　　　
3240-64-0871 杏林大　　　　 保健　　 看護／看護学 セ 　　　 看護　　　
3240-64-0901 杏林大　　　　 保健　　 看護／看護養 　 　　　 看護　　　
3240-64-0971 杏林大　　　　 保健　　 看護／看護養 セ 　　　 看護　　　
3240-64-1001 杏林大　　　　 保健　　 診療放射技術 　 　　　 放射線技術
3240-64-1071 杏林大　　　　 保健　　 診療放射技術 セ 　　　 放射線技術
3240-64-1101 杏林大　　　　 保健　　 臨床心理　　 　 　　　 心理学　　
3240-64-1171 杏林大　　　　 保健　　 臨床心理　　 セ 　　　 心理学　　
3241-83-0000 国立音大　　　 音楽　　 　　　　　　 　 　　　 音楽　　　
3241-83-1771 国立音大　　　 音楽　　 演奏／声楽　 セ 　　　 音楽　　　
3241-83-1871 国立音大　　　 音楽　　 演奏／ピアノ セ 　　　 音楽　　　
3241-83-1971 国立音大　　　 音楽　　 演奏／オルガ セ 　　　 音楽　　　
3241-83-2071 国立音大　　　 音楽　　 演奏／電子オ セ 　　　 音楽　　　
3241-83-2171 国立音大　　　 音楽　　 演奏／弦管打 セ 　　　 音楽　　　
3241-83-2271 国立音大　　　 音楽　　 演奏／ジャズ セ 　　　 音楽　　　
3241-83-2371 国立音大　　　 音楽　　 演奏／作曲　 セ 　　　 音楽　　　
3241-83-2471 国立音大　　　 音楽　　 演奏／コンピ セ 　　　 音楽　　　
3241-83-2671 国立音大　　　 音楽　　 音楽／音楽教 セ 　　　 音楽　　　
3241-83-2771 国立音大　　　 音楽　　 音楽／音楽療 セ 　　　 医療技術　
3241-83-2871 国立音大　　　 音楽　　 音楽／音楽情 セ 　　　 音楽　　　
3241-83-2971 国立音大　　　 音楽　　 音楽／幼児音 セ 　　　 幼稚園　　
3242-01-0000 慶応大　　　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3242-01-0600 慶応大　　　　 文　　　 人文社会　　 　 　　　 外国文学　
3242-12-0000 慶応大　　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3242-12-0101 慶応大　　　　 法　　　 政治　　　　 　 　　　 政治学　　
3242-12-0201 慶応大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 　　　 法学　　　
3242-13-0000 慶応大　　　　 総合政策 　　　　　　 　 　　　 総合科学　
3242-13-0100 慶応大　　　　 総合政策 総合政策　　 　 　　　 総合科学　
3242-18-0000 慶応大　　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3242-18-0101 慶応大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 Ａ　　 経済学　　
3242-18-0102 慶応大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 Ｂ　　 経済学　　
3242-20-0000 慶応大　　　　 商　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3242-20-0101 慶応大　　　　 商　　　 商　　　　　 　 Ａ　　 経営学・商
3242-20-0102 慶応大　　　　 商　　　 商　　　　　 　 Ｂ　　 経営学・商
3242-47-0000 慶応大　　　　 理工　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
3242-47-1300 慶応大　　　　 理工　　 学門１　　　 　 　　　 物理学　　
3242-47-1400 慶応大　　　　 理工　　 学門２　　　 　 　　　 経営工学　
3242-47-1500 慶応大　　　　 理工　　 学門３　　　 　 　　　 応用化学　
3242-47-1600 慶応大　　　　 理工　　 学門４　　　 　 　　　 機械工学　
3242-47-1700 慶応大　　　　 理工　　 学門５　　　 　 　　　 電気・電子
3242-48-0000 慶応大　　　　 環境情報 　　　　　　 　 　　　 総合情報学
3242-48-0100 慶応大　　　　 環境情報 環境情報　　 　 　　　 総合情報学
3242-55-0000 慶応大　　　　 医　　　 　　　　　　 　 　　　 医　　　　
3242-55-0101 慶応大　　　　 医　　　 医　　　　　 　 　　　 医　　　　
3242-61-0000 慶応大　　　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3242-61-0101 慶応大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3242-61-0201 慶応大　　　　 薬　　　 薬科学　　　 　 　　　 薬　　　　
3242-64-0000 慶応大　　　　 看護医療 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3242-64-0100 慶応大　　　　 看護医療 看護　　　　 　 　　　 看護　　　
3243-02-0000 恵泉女学園大　 人文　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3243-02-0502 恵泉女学園大　 人文　　 英語コミュニ 　 Ａ　　 英米語　　
3243-02-0571 恵泉女学園大　 人文　　 英語コミュニ セ Ⅰ期　 英米語　　
3243-02-0602 恵泉女学園大　 人文　　 日本語日本文 　 Ａ　　 日本文学　
3243-02-0671 恵泉女学園大　 人文　　 日本語日本文 セ Ⅰ期　 日本文学　
3243-27-0000 恵泉女学園大　 人間社会 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3243-27-0102 恵泉女学園大　 人間社会 国際社会　　 　 Ａ　　 国際関係学
3243-27-0171 恵泉女学園大　 人間社会 国際社会　　 セ Ⅰ期　 国際関係学
3243-27-0301 恵泉女学園大　 人間社会 社会園芸　　 　 Ａ　　 農学　　　



3243-27-0371 恵泉女学園大　 人間社会 社会園芸　　 セ Ⅰ期　 農学　　　
3244-37-0000 工学院大　　　 情報　　 　　　　　　 　 　　　 情報工学　
3244-37-0101 工学院大　　　 情報　　 コンピュータ 　 Ａ　　 情報工学　
3244-37-0102 工学院大　　　 情報　　 コンピュータ 　 Ｓ　　 情報工学　
3244-37-0103 工学院大　　　 情報　　 コンピュータ 　 英語　 情報工学　
3244-37-0171 工学院大　　　 情報　　 コンピュータ セ 前期　 情報工学　
3244-37-0201 工学院大　　　 情報　　 情報デザイン 　 Ａ　　 情報工学　
3244-37-0202 工学院大　　　 情報　　 情報デザイン 　 Ｓ　　 情報工学　
3244-37-0203 工学院大　　　 情報　　 情報デザイン 　 英語　 情報工学　
3244-37-0271 工学院大　　　 情報　　 情報デザイン セ 前期　 情報工学　
3244-37-0301 工学院大　　　 情報　　 システム数理 　 Ａ　　 情報工学　
3244-37-0302 工学院大　　　 情報　　 システム数理 　 Ｓ　　 情報工学　
3244-37-0303 工学院大　　　 情報　　 システム数理 　 英語　 情報工学　
3244-37-0371 工学院大　　　 情報　　 システム数理 セ 前期　 情報工学　
3244-37-0401 工学院大　　　 情報　　 情報通信工　 　 Ａ　　 電気・電子
3244-37-0402 工学院大　　　 情報　　 情報通信工　 　 Ｓ　　 電気・電子
3244-37-0403 工学院大　　　 情報　　 情報通信工　 　 英語　 電気・電子
3244-37-0471 工学院大　　　 情報　　 情報通信工　 セ 前期　 電気・電子
3244-37-0501 工学院大　　　 情報　　 学部総合　　 　 Ａ　　 情報工学　
3244-37-0502 工学院大　　　 情報　　 学部総合　　 　 Ｓ　　 情報工学　
3244-37-0503 工学院大　　　 情報　　 学部総合　　 　 英語　 情報工学　
3244-37-0571 工学院大　　　 情報　　 学部総合　　 セ 前期　 情報工学　
3244-46-0000 工学院大　　　 工　　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
3244-46-1101 工学院大　　　 工　　　 機械シス工　 　 Ａ　　 機械工学　
3244-46-1102 工学院大　　　 工　　　 機械シス工　 　 英語　 機械工学　
3244-46-1105 工学院大　　　 工　　　 機械シス工　 　 Ｓ　　 機械工学　
3244-46-1171 工学院大　　　 工　　　 機械シス工　 セ 前期　 機械工学　
3244-46-1201 工学院大　　　 工　　　 機械工　　　 　 Ａ　　 機械工学　
3244-46-1202 工学院大　　　 工　　　 機械工　　　 　 英語　 機械工学　
3244-46-1204 工学院大　　　 工　　　 機械工　　　 　 Ｓ　　 機械工学　
3244-46-1271 工学院大　　　 工　　　 機械工　　　 セ 前期　 機械工学　
3244-46-2101 工学院大　　　 工　　　 電気電子工　 　 Ａ　　 電気・電子
3244-46-2102 工学院大　　　 工　　　 電気電子工　 　 Ｓ　　 電気・電子
3244-46-2103 工学院大　　　 工　　　 電気電子工　 　 英語　 電気・電子
3244-46-2171 工学院大　　　 工　　　 電気電子工　 セ 前期　 電気・電子
3244-46-2501 工学院大　　　 工　　　 学部総合　　 　 Ｓ　　 機械工学　
3244-46-2502 工学院大　　　 工　　　 学部総合　　 　 Ａ　　 機械工学　
3244-46-2571 工学院大　　　 工　　　 学部総合　　 セ 前期　 機械工学　
3244-48-0000 工学院大　　　 建築　　 　　　　　　 　 　　　 建築・土木
3244-48-0101 工学院大　　　 建築　　 建築　　　　 　 Ａ　　 建築・土木
3244-48-0102 工学院大　　　 建築　　 建築　　　　 　 Ｓ　　 建築・土木
3244-48-0105 工学院大　　　 建築　　 建築　　　　 　 英語　 建築・土木
3244-48-0171 工学院大　　　 建築　　 建築　　　　 セ 前期　 建築・土木
3244-48-0201 工学院大　　　 建築　　 建築デザイン 　 Ａ　　 建築・土木
3244-48-0202 工学院大　　　 建築　　 建築デザイン 　 Ｓ　　 建築・土木
3244-48-0205 工学院大　　　 建築　　 建築デザイン 　 英語　 建築・土木
3244-48-0271 工学院大　　　 建築　　 建築デザイン セ 前期　 建築・土木
3244-48-0301 工学院大　　　 建築　　 まちづくり　 　 Ａ　　 建築・土木
3244-48-0302 工学院大　　　 建築　　 まちづくり　 　 Ｓ　　 建築・土木
3244-48-0305 工学院大　　　 建築　　 まちづくり　 　 英語　 建築・土木
3244-48-0371 工学院大　　　 建築　　 まちづくり　 セ 前期　 建築・土木
3244-48-0401 工学院大　　　 建築　　 学部総合　　 　 Ａ　　 建築・土木
3244-48-0402 工学院大　　　 建築　　 学部総合　　 　 Ｓ　　 建築・土木
3244-48-0403 工学院大　　　 建築　　 学部総合　　 　 英語　 建築・土木
3244-48-0471 工学院大　　　 建築　　 学部総合　　 セ 前期　 建築・土木
3244-49-0000 工学院大　　　 先進工　 　　　　　　 　 　　　 化学　　　
3244-49-0101 工学院大　　　 先進工　 生命化　　　 　 Ａ　　 化学　　　
3244-49-0102 工学院大　　　 先進工　 生命化　　　 　 Ｓ　　 化学　　　
3244-49-0103 工学院大　　　 先進工　 生命化　　　 　 英語　 化学　　　



3244-49-0171 工学院大　　　 先進工　 生命化　　　 セ 前期　 化学　　　
3244-49-0201 工学院大　　　 先進工　 応用化　　　 　 Ａ　　 応用化学　
3244-49-0202 工学院大　　　 先進工　 応用化　　　 　 Ｓ　　 応用化学　
3244-49-0203 工学院大　　　 先進工　 応用化　　　 　 英語　 応用化学　
3244-49-0271 工学院大　　　 先進工　 応用化　　　 セ 前期　 応用化学　
3244-49-0301 工学院大　　　 先進工　 環境化　　　 　 Ａ　　 応用化学　
3244-49-0302 工学院大　　　 先進工　 環境化　　　 　 Ｓ　　 応用化学　
3244-49-0303 工学院大　　　 先進工　 環境化　　　 　 英語　 応用化学　
3244-49-0371 工学院大　　　 先進工　 環境化　　　 セ 前期　 応用化学　
3244-49-0401 工学院大　　　 先進工　 応用物理　　 　 Ａ　　 応用物理学
3244-49-0402 工学院大　　　 先進工　 応用物理　　 　 Ｓ　　 応用物理学
3244-49-0403 工学院大　　　 先進工　 応用物理　　 　 英語　 応用物理学
3244-49-0471 工学院大　　　 先進工　 応用物理　　 セ 前期　 応用物理学
3244-49-0601 工学院大　　　 先進工　 学部総合　　 　 Ａ　　 応用化学　
3244-49-0602 工学院大　　　 先進工　 学部総合　　 　 Ｓ　　 応用化学　
3244-49-0603 工学院大　　　 先進工　 学部総合　　 　 英語　 応用化学　
3244-49-0671 工学院大　　　 先進工　 学部総合　　 セ 前期　 応用化学　
3244-49-0701 工学院大　　　 先進工　 機械／機械理 　 Ｓ　　 機械工学　
3244-49-0702 工学院大　　　 先進工　 機械／機械理 　 Ａ　　 機械工学　
3244-49-0703 工学院大　　　 先進工　 機械／機械理 　 英語　 機械工学　
3244-49-0771 工学院大　　　 先進工　 機械／機械理 セ 前期　 機械工学　
3244-49-0801 工学院大　　　 先進工　 機械／航空理 　 Ｓ　　 航空・宇宙
3244-49-0802 工学院大　　　 先進工　 機械／航空理 　 Ａ　　 航空・宇宙
3244-49-0871 工学院大　　　 先進工　 機械／航空理 セ 前期　 航空・宇宙
3245-01-0000 国学院大　　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3245-01-0101 国学院大　　　 文　　　 史学　　　　 　 Ａ得意 西洋史　　
3245-01-0102 国学院大　　　 文　　　 史学　　　　 　 Ａ特色 西洋史　　
3245-01-0103 国学院大　　　 文　　　 史学　　　　 　 Ａ３　 西洋史　　
3245-01-0171 国学院大　　　 文　　　 史学　　　　 セ ＶⅠ期 西洋史　　
3245-01-0301 国学院大　　　 文　　　 哲学　　　　 　 Ａ得意 哲学倫理宗
3245-01-0302 国学院大　　　 文　　　 哲学　　　　 　 Ａ特色 哲学倫理宗
3245-01-0303 国学院大　　　 文　　　 哲学　　　　 　 Ａ３　 哲学倫理宗
3245-01-0371 国学院大　　　 文　　　 哲学　　　　 セ ＶⅠ期 哲学倫理宗
3245-01-0501 国学院大　　　 文　　　 日本文　　　 　 Ａ得意 日本文学　
3245-01-0502 国学院大　　　 文　　　 日本文　　　 　 Ａ特色 日本文学　
3245-01-0503 国学院大　　　 文　　　 日本文　　　 　 Ａ３　 日本文学　
3245-01-0571 国学院大　　　 文　　　 日本文　　　 セ ＶⅠ期 日本文学　
3245-01-0601 国学院大　　　 文　　　 中国文　　　 　 Ａ得意 外国文学　
3245-01-0602 国学院大　　　 文　　　 中国文　　　 　 Ａ特色 外国文学　
3245-01-0603 国学院大　　　 文　　　 中国文　　　 　 Ａ３　 外国文学　
3245-01-0671 国学院大　　　 文　　　 中国文　　　 セ ＶⅠ期 外国文学　
3245-01-0701 国学院大　　　 文　　　 外国語文化　 　 Ａ得意 文化学　　
3245-01-0702 国学院大　　　 文　　　 外国語文化　 　 Ａ特色 文化学　　
3245-01-0703 国学院大　　　 文　　　 外国語文化　 　 Ａ３　 文化学　　
3245-01-0771 国学院大　　　 文　　　 外国語文化　 セ ＶⅠ期 文化学　　
3245-03-0000 国学院大　　　 神道文化 　　　　　　 　 　　　 哲学倫理宗
3245-03-0101 国学院大　　　 神道文化 神道文化　　 　 Ａ３　 哲学倫理宗
3245-03-0103 国学院大　　　 神道文化 神道文化　　 　 Ａ得意 哲学倫理宗
3245-03-0104 国学院大　　　 神道文化 神道文化　　 　 Ａ特色 哲学倫理宗
3245-03-0171 国学院大　　　 神道文化 神道文化　　 セ ＶⅠ期 哲学倫理宗
3245-06-0000 国学院大　　　 神道文Ａ 　　　　　　 　 　　　 哲学倫理宗
3245-06-0101 国学院大　　　 神道文Ａ 神道文化　　 　 Ａ３　 哲学倫理宗
3245-06-0103 国学院大　　　 神道文Ａ 神道文化　　 　 Ａ得意 哲学倫理宗
3245-06-0104 国学院大　　　 神道文Ａ 神道文化　　 　 Ａ特色 哲学倫理宗
3245-06-0171 国学院大　　　 神道文Ａ 神道文化　　 セ ＶⅠ期 哲学倫理宗
3245-12-0000 国学院大　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3245-12-0201 国学院大　　　 法　　　 法律／法律　 　 Ａ３　 法学　　　
3245-12-0203 国学院大　　　 法　　　 法律／法律　 　 Ａ得意 法学　　　
3245-12-0204 国学院大　　　 法　　　 法律／法律　 　 Ａ特色 法学　　　



3245-12-0271 国学院大　　　 法　　　 法律／法律　 セ ＶⅠ期 法学　　　
3245-12-0301 国学院大　　　 法　　　 法律／法律専 　 Ａ得意 法学　　　
3245-12-0302 国学院大　　　 法　　　 法律／法律専 　 Ａ３　 法学　　　
3245-12-0303 国学院大　　　 法　　　 法律／法律専 　 Ａ特色 法学　　　
3245-12-0371 国学院大　　　 法　　　 法律／法律専 セ ＶⅠ期 法学　　　
3245-12-0401 国学院大　　　 法　　　 法律／政治　 　 Ａ得意 政治学　　
3245-12-0403 国学院大　　　 法　　　 法律／政治　 　 Ａ３　 政治学　　
3245-12-0404 国学院大　　　 法　　　 法律／政治　 　 Ａ特色 政治学　　
3245-12-0471 国学院大　　　 法　　　 法律／政治　 セ ＶⅠ期 政治学　　
3245-18-0000 国学院大　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3245-18-0101 国学院大　　　 経済　　 経済　　　　 　 Ａ３　 経済学　　
3245-18-0103 国学院大　　　 経済　　 経済　　　　 　 Ａ得意 経済学　　
3245-18-0104 国学院大　　　 経済　　 経済　　　　 　 Ａ特色 経済学　　
3245-18-0171 国学院大　　　 経済　　 経済　　　　 セ ＶⅠ期 経済学　　
3245-18-0201 国学院大　　　 経済　　 経済ネットワ 　 Ａ得意 経済学　　
3245-18-0202 国学院大　　　 経済　　 経済ネットワ 　 Ａ特色 経済学　　
3245-18-0203 国学院大　　　 経済　　 経済ネットワ 　 Ａ３　 経済学　　
3245-18-0271 国学院大　　　 経済　　 経済ネットワ セ ＶⅠ期 経済学　　
3245-18-0301 国学院大　　　 経済　　 経営　　　　 　 Ａ３　 経営学・商
3245-18-0303 国学院大　　　 経済　　 経営　　　　 　 Ａ得意 経営学・商
3245-18-0304 国学院大　　　 経済　　 経営　　　　 　 Ａ特色 経営学・商
3245-18-0371 国学院大　　　 経済　　 経営　　　　 セ ＶⅠ期 経営学・商
3245-31-0000 国学院大　　　 人間開発 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
3245-31-0101 国学院大　　　 人間開発 初等教育　　 　 Ａ３　 小学校　　
3245-31-0102 国学院大　　　 人間開発 初等教育　　 　 Ａ得意 小学校　　
3245-31-0104 国学院大　　　 人間開発 初等教育　　 　 Ａ特色 小学校　　
3245-31-0171 国学院大　　　 人間開発 初等教育　　 セ ＶⅠ期 小学校　　
3245-31-0201 国学院大　　　 人間開発 健康体育　　 　 Ａ３　 体育・健康
3245-31-0202 国学院大　　　 人間開発 健康体育　　 　 Ａ得意 体育・健康
3245-31-0204 国学院大　　　 人間開発 健康体育　　 　 Ａ特色 体育・健康
3245-31-0271 国学院大　　　 人間開発 健康体育　　 セ ＶⅠ期 体育・健康
3245-31-0301 国学院大　　　 人間開発 子ども支援　 　 Ａ３　 児童学　　
3245-31-0302 国学院大　　　 人間開発 子ども支援　 　 Ａ得意 児童学　　
3245-31-0304 国学院大　　　 人間開発 子ども支援　 　 Ａ特色 児童学　　
3245-31-0371 国学院大　　　 人間開発 子ども支援　 セ ＶⅠ期 児童学　　
3246-37-0000 国際基督教大　 教養　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3246-37-0702 国際基督教大　 教養　　 アーツ・サイ 　 Ａ　　 考古学・文
3246-37-0703 国際基督教大　 教養　　 アーツ・サイ 　 Ｂ　　 考古学・文
3247-01-0000 国士舘大　　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3247-01-0901 国士舘大　　　 文　　　 教育　　　　 　 前期　 教育学　　
3247-01-0902 国士舘大　　　 文　　　 教育　　　　 　 デリバ 教育学　　
3247-01-0971 国士舘大　　　 文　　　 教育　　　　 セ ＣⅠ期 教育学　　
3247-01-1001 国士舘大　　　 文　　　 史学地理　　 　 前期　 考古学・文
3247-01-1002 国士舘大　　　 文　　　 史学地理　　 　 デリバ 考古学・文
3247-01-1071 国士舘大　　　 文　　　 史学地理　　 セ ＣⅠ期 考古学・文
3247-01-1101 国士舘大　　　 文　　　 文学　　　　 　 前期　 日本文学　
3247-01-1102 国士舘大　　　 文　　　 文学　　　　 　 デリバ 日本文学　
3247-01-1171 国士舘大　　　 文　　　 文学　　　　 セ ＣⅠ期 日本文学　
3247-03-0000 国士舘大　　　 ２１世紀 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3247-03-0101 国士舘大　　　 ２１世紀 ２１世紀アジ 　 前期　 文化学　　
3247-03-0102 国士舘大　　　 ２１世紀 ２１世紀アジ 　 デリバ 文化学　　
3247-03-0171 国士舘大　　　 ２１世紀 ２１世紀アジ セ ＣⅠ期 文化学　　
3247-12-0000 国士舘大　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3247-12-0101 国士舘大　　　 法　　　 法律　　　　 　 前期　 法学　　　
3247-12-0102 国士舘大　　　 法　　　 法律　　　　 　 デリバ 法学　　　
3247-12-0171 国士舘大　　　 法　　　 法律　　　　 セ ＣⅠ期 法学　　　
3247-12-0201 国士舘大　　　 法　　　 現代ビジネス 　 前期　 法学　　　
3247-12-0202 国士舘大　　　 法　　　 現代ビジネス 　 デリバ 法学　　　
3247-12-0271 国士舘大　　　 法　　　 現代ビジネス セ ＣⅠ期 法学　　　



3247-13-0000 国士舘大　　　 政経　　 　　　　　　 　 　　　 国際関係学
3247-13-0203 国士舘大　　　 政経　　 経済　　　　 　 前期ト 経済学　　
3247-13-0204 国士舘大　　　 政経　　 経済　　　　 　 前期総 経済学　　
3247-13-0205 国士舘大　　　 政経　　 経済　　　　 　 デリト 経済学　　
3247-13-0206 国士舘大　　　 政経　　 経済　　　　 　 デリ総 経済学　　
3247-13-0271 国士舘大　　　 政経　　 経済　　　　 セ ＣⅠ３ 経済学　　
3247-13-0273 国士舘大　　　 政経　　 経済　　　　 セ ＣⅠ２ 経済学　　
3247-13-0303 国士舘大　　　 政経　　 政治行政　　 　 前期ト 政治学　　
3247-13-0304 国士舘大　　　 政経　　 政治行政　　 　 前期総 政治学　　
3247-13-0305 国士舘大　　　 政経　　 政治行政　　 　 デリト 政治学　　
3247-13-0306 国士舘大　　　 政経　　 政治行政　　 　 デリ総 政治学　　
3247-13-0371 国士舘大　　　 政経　　 政治行政　　 セ ＣⅠ３ 政治学　　
3247-13-0373 国士舘大　　　 政経　　 政治行政　　 セ ＣⅠ２ 政治学　　
3247-19-0000 国士舘大　　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3247-19-0101 国士舘大　　　 経営　　 経営　　　　 　 前期　 経営学・商
3247-19-0102 国士舘大　　　 経営　　 経営　　　　 　 デリバ 経営学・商
3247-19-0173 国士舘大　　　 経営　　 経営　　　　 セ ＣⅠ３ 経営学・商
3247-19-0174 国士舘大　　　 経営　　 経営　　　　 セ ＣⅠ２ 経営学・商
3247-47-0000 国士舘大　　　 理工　　 　　　　　　 　 　　　 総合理学　
3247-47-0101 国士舘大　　　 理工　　 理工　　　　 　 前期　 建築・土木
3247-47-0102 国士舘大　　　 理工　　 理工　　　　 　 デリバ 建築・土木
3247-47-0171 国士舘大　　　 理工　　 理工　　　　 セ ＣⅠ期 建築・土木
3247-64-0000 国士舘大　　　 体育　　 　　　　　　 　 　　　 体育・健康
3247-64-0101 国士舘大　　　 体育　　 体育　　　　 　 前期　 体育・健康
3247-64-0102 国士舘大　　　 体育　　 体育　　　　 　 デリバ 体育・健康
3247-64-0171 国士舘大　　　 体育　　 体育　　　　 セ ＣⅠ期 体育・健康
3247-64-0201 国士舘大　　　 体育　　 スポーツ医科 　 前期　 医療技術　
3247-64-0202 国士舘大　　　 体育　　 スポーツ医科 　 デリバ 医療技術　
3247-64-0271 国士舘大　　　 体育　　 スポーツ医科 セ ＣⅠ期 医療技術　
3247-64-0301 国士舘大　　　 体育　　 武道　　　　 　 前期　 体育・健康
3247-64-0302 国士舘大　　　 体育　　 武道　　　　 　 デリバ 体育・健康
3247-64-0371 国士舘大　　　 体育　　 武道　　　　 セ ＣⅠ期 体育・健康
3247-64-0401 国士舘大　　　 体育　　 こどもスポー 　 前期　 体育・健康
3247-64-0402 国士舘大　　　 体育　　 こどもスポー 　 デリバ 体育・健康
3247-64-0471 国士舘大　　　 体育　　 こどもスポー セ ＣⅠ期 体育・健康
3248-01-0000 駒澤大　　　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 地理学　　
3248-01-0101 駒澤大　　　　 文　　　 英米文　　　 　 Ｔ２月 外国文学　
3248-01-0102 駒澤大　　　　 文　　　 英米文　　　 　 全学部 外国文学　
3248-01-0103 駒澤大　　　　 文　　　 英米文　　　 　 Ｓ　　 外国文学　
3248-01-0171 駒澤大　　　　 文　　　 英米文　　　 セ 前期　 外国文学　
3248-01-0201 駒澤大　　　　 文　　　 国文　　　　 　 Ｔ２月 日本文学　
3248-01-0202 駒澤大　　　　 文　　　 国文　　　　 　 Ｓ　　 日本文学　
3248-01-0203 駒澤大　　　　 文　　　 国文　　　　 　 全学部 日本文学　
3248-01-0271 駒澤大　　　　 文　　　 国文　　　　 セ 前期　 日本文学　
3248-01-0601 駒澤大　　　　 文　　　 心理　　　　 　 Ｔ　　 心理学　　
3248-01-0602 駒澤大　　　　 文　　　 心理　　　　 　 全学部 心理学　　
3248-01-0671 駒澤大　　　　 文　　　 心理　　　　 セ 前期　 心理学　　
3248-01-0701 駒澤大　　　　 文　　　 社会／社会学 　 Ｔ　　 社会学　　
3248-01-0702 駒澤大　　　　 文　　　 社会／社会学 　 全学部 社会学　　
3248-01-0771 駒澤大　　　　 文　　　 社会／社会学 セ 前期　 社会学　　
3248-01-0801 駒澤大　　　　 文　　　 社会／社会福 　 Ｔ　　 社会福祉学
3248-01-0803 駒澤大　　　　 文　　　 社会／社会福 　 全学部 社会福祉学
3248-01-0871 駒澤大　　　　 文　　　 社会／社会福 セ 前期　 社会福祉学
3248-01-0901 駒澤大　　　　 文　　　 地理／地域文 　 Ｔ　　 地理学　　
3248-01-0903 駒澤大　　　　 文　　　 地理／地域文 　 全学部 地理学　　
3248-01-0971 駒澤大　　　　 文　　　 地理／地域文 セ 前期　 地理学　　
3248-01-1001 駒澤大　　　　 文　　　 地理／地域環 　 Ｔ　　 地理学　　
3248-01-1003 駒澤大　　　　 文　　　 地理／地域環 　 全学部 地理学　　
3248-01-1071 駒澤大　　　　 文　　　 地理／地域環 セ 前期　 地理学　　



3248-01-1101 駒澤大　　　　 文　　　 歴史／日本史 　 Ｔ　　 日本史　　
3248-01-1102 駒澤大　　　　 文　　　 歴史／日本史 　 Ｓ　　 日本史　　
3248-01-1103 駒澤大　　　　 文　　　 歴史／日本史 　 全学部 日本史　　
3248-01-1171 駒澤大　　　　 文　　　 歴史／日本史 セ 前期　 日本史　　
3248-01-1201 駒澤大　　　　 文　　　 歴史／外国史 　 Ｔ　　 西洋史　　
3248-01-1202 駒澤大　　　　 文　　　 歴史／外国史 　 Ｓ　　 西洋史　　
3248-01-1203 駒澤大　　　　 文　　　 歴史／外国史 　 全学部 西洋史　　
3248-01-1271 駒澤大　　　　 文　　　 歴史／外国史 セ 前期　 西洋史　　
3248-01-1301 駒澤大　　　　 文　　　 歴史／考古学 　 Ｔ　　 考古学・文
3248-01-1302 駒澤大　　　　 文　　　 歴史／考古学 　 Ｓ　　 考古学・文
3248-01-1303 駒澤大　　　　 文　　　 歴史／考古学 　 全学部 考古学・文
3248-01-1371 駒澤大　　　　 文　　　 歴史／考古学 セ 前期　 考古学・文
3248-03-0000 駒澤大　　　　 仏教　　 　　　　　　 　 　　　 哲学倫理宗
3248-03-0001 駒澤大　　　　 仏教　　 　　　　　　 　 Ｔ　　 哲学倫理宗
3248-03-0002 駒澤大　　　　 仏教　　 　　　　　　 　 Ｓ　　 哲学倫理宗
3248-03-0003 駒澤大　　　　 仏教　　 　　　　　　 　 全学部 哲学倫理宗
3248-03-0071 駒澤大　　　　 仏教　　 　　　　　　 セ 前期　 哲学倫理宗
3248-12-0000 駒澤大　　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3248-12-0101 駒澤大　　　　 法　　　 政治　　　　 　 Ｔ２月 政治学　　
3248-12-0103 駒澤大　　　　 法　　　 政治　　　　 　 全学部 政治学　　
3248-12-0171 駒澤大　　　　 法　　　 政治　　　　 セ 前期　 政治学　　
3248-12-0201 駒澤大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 Ｔ２月 法学　　　
3248-12-0203 駒澤大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 全学部 法学　　　
3248-12-0271 駒澤大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ 前期　 法学　　　
3248-17-0000 駒澤大　　　　 法Ｂ　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3248-17-0100 駒澤大　　　　 法Ｂ　　 法律　　　　 　 Ｔ３月 法学　　　
3248-17-0101 駒澤大　　　　 法Ｂ　　 法律　　　　 　 全学部 法学　　　
3248-17-0102 駒澤大　　　　 法Ｂ　　 法律　　　　 　 Ｔ２月 法学　　　
3248-17-0171 駒澤大　　　　 法Ｂ　　 法律　　　　 セ 後期　 法学　　　
3248-18-0000 駒澤大　　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3248-18-0101 駒澤大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 Ｔ２月 経済学　　
3248-18-0102 駒澤大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 全学部 経済学　　
3248-18-0171 駒澤大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期　 経済学　　
3248-18-0201 駒澤大　　　　 経済　　 商　　　　　 　 Ｔ２月 経営学・商
3248-18-0202 駒澤大　　　　 経済　　 商　　　　　 　 全学部 経営学・商
3248-18-0271 駒澤大　　　　 経済　　 商　　　　　 セ 前期　 経営学・商
3248-18-0301 駒澤大　　　　 経済　　 現代応用経済 　 Ｔ２月 経済学　　
3248-18-0302 駒澤大　　　　 経済　　 現代応用経済 　 全学部 経済学　　
3248-18-0371 駒澤大　　　　 経済　　 現代応用経済 セ 前期　 経済学　　
3248-19-0000 駒澤大　　　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3248-19-0101 駒澤大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 Ｔ２月 経営学・商
3248-19-0103 駒澤大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 全学部 経営学・商
3248-19-0171 駒澤大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ 前期　 経営学・商
3248-19-0201 駒澤大　　　　 経営　　 市場戦略　　 　 Ｔ２月 経営学・商
3248-19-0202 駒澤大　　　　 経営　　 市場戦略　　 　 Ｓ　　 経営学・商
3248-19-0203 駒澤大　　　　 経営　　 市場戦略　　 　 全学部 経営学・商
3248-19-0271 駒澤大　　　　 経営　　 市場戦略　　 セ 前期　 経営学・商
3248-37-0000 駒澤大　　　　 グローバ 　　　　　　 　 　　　 総合科学　
3248-37-0101 駒澤大　　　　 グローバ グローバルメ 　 Ｔ２月 総合科学　
3248-37-0102 駒澤大　　　　 グローバ グローバルメ 　 Ｓ　　 総合科学　
3248-37-0103 駒澤大　　　　 グローバ グローバルメ 　 全学部 総合科学　
3248-37-0171 駒澤大　　　　 グローバ グローバルメ セ 前期　 総合科学　
3248-64-0000 駒澤大　　　　 医療健康 　　　　　　 　 　　　 放射線技術
3248-64-0100 駒澤大　　　　 医療健康 診療放射技術 　 Ｔ　　 放射線技術
3248-64-0101 駒澤大　　　　 医療健康 診療放射技術 　 Ｓ　　 放射線技術
3248-64-0171 駒澤大　　　　 医療健康 診療放射技術 セ 前期　 放射線技術
3249-37-0000 駒沢女子大　　 人間総合 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3249-37-0101 駒沢女子大　　 人間総合 人間文化学類 　 Ａ　　 文化学　　
3249-37-0171 駒沢女子大　　 人間総合 人間文化学類 セ Ⅰ期　 文化学　　



3249-37-0201 駒沢女子大　　 人間総合 観光文化学類 　 Ａ　　 観光学　　
3249-37-0271 駒沢女子大　　 人間総合 観光文化学類 セ Ⅰ期　 観光学　　
3249-37-0301 駒沢女子大　　 人間総合 心理学類　　 　 Ａ　　 心理学　　
3249-37-0371 駒沢女子大　　 人間総合 心理学類　　 セ Ⅰ期　 心理学　　
3249-37-0401 駒沢女子大　　 人間総合 住空間デザイ 　 Ａ　　 住居学　　
3249-37-0471 駒沢女子大　　 人間総合 住空間デザイ セ Ⅰ期　 住居学　　
3249-37-0501 駒沢女子大　　 人間総合 学群一括　　 　 Ａ　　 文化学　　
3249-64-0000 駒沢女子大　　 人間健康 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3249-64-0104 駒沢女子大　　 人間健康 健康栄養　　 　 Ａ　　 食物・栄養
3249-64-0171 駒沢女子大　　 人間健康 健康栄養　　 セ Ⅰ期　 食物・栄養
3249-65-0000 駒沢女子大　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3249-65-0101 駒沢女子大　　 看護　　 看護　　　　 　 Ａ　　 看護　　　
3249-65-0171 駒沢女子大　　 看護　　 看護　　　　 セ Ⅰ期　 看護　　　
3250-01-0000 実践女子大　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3250-01-0101 実践女子大　　 文　　　 英文　　　　 　 Ⅰ期３ 外国文学　
3250-01-0103 実践女子大　　 文　　　 英文　　　　 　 Ⅰ期２ 外国文学　
3250-01-0104 実践女子大　　 文　　　 英文　　　　 　 Ⅰ期外 外国文学　
3250-01-0171 実践女子大　　 文　　　 英文　　　　 セ Ⅰ期３ 外国文学　
3250-01-0201 実践女子大　　 文　　　 国文　　　　 　 Ⅰ期３ 日本文学　
3250-01-0203 実践女子大　　 文　　　 国文　　　　 　 Ⅰ期２ 日本文学　
3250-01-0204 実践女子大　　 文　　　 国文　　　　 　 Ⅰ期外 日本文学　
3250-01-0271 実践女子大　　 文　　　 国文　　　　 セ Ⅰ期３ 日本文学　
3250-01-0273 実践女子大　　 文　　　 国文　　　　 セ Ⅰ期２ 日本文学　
3250-01-0301 実践女子大　　 文　　　 美学美術史　 　 Ⅰ期３ 芸術理論　
3250-01-0303 実践女子大　　 文　　　 美学美術史　 　 Ⅰ期２ 芸術理論　
3250-01-0304 実践女子大　　 文　　　 美学美術史　 　 Ⅰ期外 芸術理論　
3250-01-0371 実践女子大　　 文　　　 美学美術史　 セ Ⅰ期２ 芸術理論　
3250-01-0373 実践女子大　　 文　　　 美学美術史　 セ Ⅰ期３ 芸術理論　
3250-27-0000 実践女子大　　 人間社会 　　　　　　 　 　　　 社会学　　
3250-27-0001 実践女子大　　 人間社会 　　　　　　 　 Ⅰ期２ 社会学　　
3250-27-0002 実践女子大　　 人間社会 　　　　　　 　 Ⅰ期３ 社会学　　
3250-27-0004 実践女子大　　 人間社会 　　　　　　 　 Ⅰ期外 社会学　　
3250-27-0071 実践女子大　　 人間社会 　　　　　　 セ Ⅰ期３ 社会学　　
3250-27-0074 実践女子大　　 人間社会 　　　　　　 セ Ⅰ期２ 社会学　　
3250-79-0000 実践女子大　　 生活科学 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3250-79-0101 実践女子大　　 生活科学 食生／管理栄 　 Ⅰ期３ 食物・栄養
3250-79-0102 実践女子大　　 生活科学 食生／管理栄 　 Ⅰ期２ 食物・栄養
3250-79-0104 実践女子大　　 生活科学 食生／管理栄 　 Ⅰ期外 食物・栄養
3250-79-0171 実践女子大　　 生活科学 食生／管理栄 セ Ⅰ期３ 食物・栄養
3250-79-0174 実践女子大　　 生活科学 食生／管理栄 セ Ⅰ期２ 食物・栄養
3250-79-0201 実践女子大　　 生活科学 食生／食物科 　 Ⅰ期３ 食物・栄養
3250-79-0203 実践女子大　　 生活科学 食生／食物科 　 Ⅰ期２ 食物・栄養
3250-79-0204 実践女子大　　 生活科学 食生／食物科 　 Ⅰ期外 食物・栄養
3250-79-0271 実践女子大　　 生活科学 食生／食物科 セ Ⅰ期３ 食物・栄養
3250-79-0274 実践女子大　　 生活科学 食生／食物科 セ Ⅰ期２ 食物・栄養
3250-79-0301 実践女子大　　 生活科学 生活環境　　 　 Ⅰ期３ 被服・服飾
3250-79-0303 実践女子大　　 生活科学 生活環境　　 　 Ⅰ期２ 被服・服飾
3250-79-0304 実践女子大　　 生活科学 生活環境　　 　 Ⅰ期外 被服・服飾
3250-79-0371 実践女子大　　 生活科学 生活環境　　 セ Ⅰ期３ 被服・服飾
3250-79-0374 実践女子大　　 生活科学 生活環境　　 セ Ⅰ期２ 被服・服飾
3250-79-0501 実践女子大　　 生活科学 生活／生活心 　 Ⅰ期３ 心理学　　
3250-79-0503 実践女子大　　 生活科学 生活／生活心 　 Ⅰ期２ 心理学　　
3250-79-0504 実践女子大　　 生活科学 生活／生活心 　 Ⅰ期外 心理学　　
3250-79-0571 実践女子大　　 生活科学 生活／生活心 セ Ⅰ期３ 心理学　　
3250-79-0574 実践女子大　　 生活科学 生活／生活心 セ Ⅰ期２ 心理学　　
3250-79-0601 実践女子大　　 生活科学 生活／幼児保 　 Ⅰ期３ 児童学　　
3250-79-0603 実践女子大　　 生活科学 生活／幼児保 　 Ⅰ期２ 児童学　　
3250-79-0604 実践女子大　　 生活科学 生活／幼児保 　 Ⅰ期外 児童学　　
3250-79-0672 実践女子大　　 生活科学 生活／幼児保 セ Ⅰ期３ 児童学　　



3250-79-0674 実践女子大　　 生活科学 生活／幼児保 セ Ⅰ期２ 児童学　　
3250-79-0701 実践女子大　　 生活科学 食生／健康栄 　 Ⅰ期２ 食物・栄養
3250-79-0702 実践女子大　　 生活科学 食生／健康栄 　 Ⅰ期３ 食物・栄養
3250-79-0704 実践女子大　　 生活科学 食生／健康栄 　 Ⅰ期外 食物・栄養
3250-79-0772 実践女子大　　 生活科学 食生／健康栄 セ Ⅰ期３ 食物・栄養
3250-79-0775 実践女子大　　 生活科学 食生／健康栄 セ Ⅰ期２ 食物・栄養
3250-79-0801 実践女子大　　 生活科学 現代生活　　 　 Ⅰ期２ 生活科学　
3250-79-0803 実践女子大　　 生活科学 現代生活　　 　 Ⅰ期３ 生活科学　
3250-79-0804 実践女子大　　 生活科学 現代生活　　 　 Ⅰ期外 生活科学　
3250-79-0871 実践女子大　　 生活科学 現代生活　　 セ Ⅰ期３ 生活科学　
3250-79-0874 実践女子大　　 生活科学 現代生活　　 セ Ⅰ期２ 生活科学　
3251-46-0000 芝浦工大　　　 工　　　 　　　　　　 　 　　　 電気・電子
3251-46-0101 芝浦工大　　　 工　　　 機械工　　　 　 英語　 機械工学　
3251-46-0102 芝浦工大　　　 工　　　 機械工　　　 　 前期　 機械工学　
3251-46-0103 芝浦工大　　　 工　　　 機械工　　　 　 統一　 機械工学　
3251-46-0171 芝浦工大　　　 工　　　 機械工　　　 セ 　　　 機械工学　
3251-46-0201 芝浦工大　　　 工　　　 機械機能工　 　 英語　 機械工学　
3251-46-0202 芝浦工大　　　 工　　　 機械機能工　 　 前期　 機械工学　
3251-46-0203 芝浦工大　　　 工　　　 機械機能工　 　 統一　 機械工学　
3251-46-0271 芝浦工大　　　 工　　　 機械機能工　 セ 　　　 機械工学　
3251-46-0301 芝浦工大　　　 工　　　 材料工　　　 　 英語　 金属・材料
3251-46-0302 芝浦工大　　　 工　　　 材料工　　　 　 前期　 金属・材料
3251-46-0303 芝浦工大　　　 工　　　 材料工　　　 　 統一　 金属・材料
3251-46-0371 芝浦工大　　　 工　　　 材料工　　　 セ 　　　 金属・材料
3251-46-0601 芝浦工大　　　 工　　　 応用化　　　 　 英語　 応用化学　
3251-46-0602 芝浦工大　　　 工　　　 応用化　　　 　 前期　 応用化学　
3251-46-0603 芝浦工大　　　 工　　　 応用化　　　 　 統一　 応用化学　
3251-46-0671 芝浦工大　　　 工　　　 応用化　　　 セ 　　　 応用化学　
3251-46-0701 芝浦工大　　　 工　　　 情報工　　　 　 英語　 情報工学　
3251-46-0702 芝浦工大　　　 工　　　 情報工　　　 　 前期　 情報工学　
3251-46-0703 芝浦工大　　　 工　　　 情報工　　　 　 統一　 情報工学　
3251-46-0771 芝浦工大　　　 工　　　 情報工　　　 セ 　　　 情報工学　
3251-46-0801 芝浦工大　　　 工　　　 情報通信工　 　 英語　 電気・電子
3251-46-0802 芝浦工大　　　 工　　　 情報通信工　 　 前期　 電気・電子
3251-46-0803 芝浦工大　　　 工　　　 情報通信工　 　 統一　 電気・電子
3251-46-0871 芝浦工大　　　 工　　　 情報通信工　 セ 　　　 電気・電子
3251-46-0901 芝浦工大　　　 工　　　 電気工　　　 　 英語　 電気・電子
3251-46-0902 芝浦工大　　　 工　　　 電気工　　　 　 前期　 電気・電子
3251-46-0903 芝浦工大　　　 工　　　 電気工　　　 　 統一　 電気・電子
3251-46-0971 芝浦工大　　　 工　　　 電気工　　　 セ 　　　 電気・電子
3251-46-1001 芝浦工大　　　 工　　　 電子工　　　 　 英語　 電気・電子
3251-46-1002 芝浦工大　　　 工　　　 電子工　　　 　 前期　 電気・電子
3251-46-1003 芝浦工大　　　 工　　　 電子工　　　 　 統一　 電気・電子
3251-46-1071 芝浦工大　　　 工　　　 電子工　　　 セ 　　　 電気・電子
3251-46-1101 芝浦工大　　　 工　　　 土木工　　　 　 前期　 建築・土木
3251-46-1102 芝浦工大　　　 工　　　 土木工　　　 　 統一　 建築・土木
3251-46-1103 芝浦工大　　　 工　　　 土木工　　　 　 英語　 建築・土木
3251-46-1171 芝浦工大　　　 工　　　 土木工　　　 セ 　　　 建築・土木
3251-47-0000 芝浦工大　　　 シス理工 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
3251-47-0101 芝浦工大　　　 シス理工 環境システム 　 英語　 建築・土木
3251-47-0102 芝浦工大　　　 シス理工 環境システム 　 前期　 建築・土木
3251-47-0103 芝浦工大　　　 シス理工 環境システム 　 統一　 建築・土木
3251-47-0171 芝浦工大　　　 シス理工 環境システム セ 　　　 建築・土木
3251-47-0201 芝浦工大　　　 シス理工 機械制御シス 　 英語　 機械工学　
3251-47-0202 芝浦工大　　　 シス理工 機械制御シス 　 前期　 機械工学　
3251-47-0203 芝浦工大　　　 シス理工 機械制御シス 　 統一　 機械工学　
3251-47-0271 芝浦工大　　　 シス理工 機械制御シス セ 　　　 機械工学　
3251-47-0301 芝浦工大　　　 シス理工 電子情報シス 　 英語　 電気・電子
3251-47-0302 芝浦工大　　　 シス理工 電子情報シス 　 前期　 電気・電子



3251-47-0303 芝浦工大　　　 シス理工 電子情報シス 　 統一　 電気・電子
3251-47-0371 芝浦工大　　　 シス理工 電子情報シス セ 　　　 電気・電子
3251-47-0401 芝浦工大　　　 シス理工 生命／生命科 　 前期　 生物学　　
3251-47-0402 芝浦工大　　　 シス理工 生命／生命科 　 統一　 生物学　　
3251-47-0403 芝浦工大　　　 シス理工 生命／生命科 　 英語　 生物学　　
3251-47-0471 芝浦工大　　　 シス理工 生命／生命科 セ 　　　 生物学　　
3251-47-0501 芝浦工大　　　 シス理工 生命／生命医 　 前期　 機械工学　
3251-47-0502 芝浦工大　　　 シス理工 生命／生命医 　 統一　 機械工学　
3251-47-0503 芝浦工大　　　 シス理工 生命／生命医 　 英語　 機械工学　
3251-47-0571 芝浦工大　　　 シス理工 生命／生命医 セ 　　　 機械工学　
3251-47-0601 芝浦工大　　　 シス理工 数理科学　　 　 前期　 数学　　　
3251-47-0602 芝浦工大　　　 シス理工 数理科学　　 　 統一　 数学　　　
3251-47-0603 芝浦工大　　　 シス理工 数理科学　　 　 英語　 数学　　　
3251-47-0671 芝浦工大　　　 シス理工 数理科学　　 セ 　　　 数学　　　
3251-48-0000 芝浦工大　　　 デザイン 　　　　　　 　 　　　 デザイン工
3251-48-0501 芝浦工大　　　 デザイン デザ／生産プ 　 前期　 デザイン工
3251-48-0502 芝浦工大　　　 デザイン デザ／生産プ 　 統一　 デザイン工
3251-48-0503 芝浦工大　　　 デザイン デザ／生産プ 　 英語　 デザイン工
3251-48-0571 芝浦工大　　　 デザイン デザ／生産プ セ 　　　 デザイン工
3251-48-0601 芝浦工大　　　 デザイン デザ／ロボテ 　 前期　 デザイン工
3251-48-0602 芝浦工大　　　 デザイン デザ／ロボテ 　 統一　 デザイン工
3251-48-0603 芝浦工大　　　 デザイン デザ／ロボテ 　 英語　 デザイン工
3251-48-0671 芝浦工大　　　 デザイン デザ／ロボテ セ 　　　 デザイン工
3251-49-0000 芝浦工大　　　 建築　　 　　　　　　 　 　　　 建築・土木
3251-49-0102 芝浦工大　　　 建築　　 建築／空間建 　 前期　 建築・土木
3251-49-0103 芝浦工大　　　 建築　　 建築／空間建 　 統一　 建築・土木
3251-49-0104 芝浦工大　　　 建築　　 建築／空間建 　 英語　 建築・土木
3251-49-0171 芝浦工大　　　 建築　　 建築／空間建 セ 　　　 建築・土木
3251-49-0202 芝浦工大　　　 建築　　 建築／都市建 　 前期　 建築・土木
3251-49-0203 芝浦工大　　　 建築　　 建築／都市建 　 統一　 建築・土木
3251-49-0204 芝浦工大　　　 建築　　 建築／都市建 　 英語　 建築・土木
3251-49-0271 芝浦工大　　　 建築　　 建築／都市建 セ 　　　 建築・土木
3251-49-0302 芝浦工大　　　 建築　　 建築／先進的 　 前期　 建築・土木
3251-49-0303 芝浦工大　　　 建築　　 建築／先進的 　 英語　 建築・土木
3251-49-0371 芝浦工大　　　 建築　　 建築／先進的 セ 　　　 建築・土木
3252-37-0000 順天堂大　　　 国際教養 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3252-37-0101 順天堂大　　　 国際教養 国際教養　　 　 前期Ｂ 国際関係学
3252-37-0102 順天堂大　　　 国際教養 国際教養　　 　 前期Ａ 国際関係学
3252-37-0103 順天堂大　　　 国際教養 国際教養　　 　 前期Ｃ 国際関係学
3252-37-0171 順天堂大　　　 国際教養 国際教養　　 セ Ａ　　 国際関係学
3252-37-0172 順天堂大　　　 国際教養 国際教養　　 セ Ｂ　　 国際関係学
3252-37-0174 順天堂大　　　 国際教養 国際教養　　 セ Ｃ　　 国際関係学
3252-37-0175 順天堂大　　　 国際教養 国際教養　　 セ Ｄ　　 国際関係学
3252-55-0000 順天堂大　　　 医　　　 　　　　　　 　 　　　 医　　　　
3252-55-0101 順天堂大　　　 医　　　 医　　　　　 　 Ａ　　 医　　　　
3252-55-0102 順天堂大　　　 医　　　 医　　　　　 　 Ｂ　　 医　　　　
3252-55-0171 順天堂大　　　 医　　　 医　　　　　 セ 千葉枠 医　　　　
3252-55-0172 順天堂大　　　 医　　　 医　　　　　 セ 後期　 医　　　　
3252-55-0173 順天堂大　　　 医　　　 医　　　　　 セ 東京枠 医　　　　
3252-55-0174 順天堂大　　　 医　　　 医　　　　　 セ 新潟枠 医　　　　
3252-55-0175 順天堂大　　　 医　　　 医　　　　　 セ 併用　 医　　　　
3252-55-0176 順天堂大　　　 医　　　 医　　　　　 セ 埼玉枠 医　　　　
3252-55-0177 順天堂大　　　 医　　　 医　　　　　 セ 静岡枠 医　　　　
3252-55-0178 順天堂大　　　 医　　　 医　　　　　 セ 前期　 医　　　　
3252-64-0000 順天堂大　　　 スポーツ 　　　　　　 　 　　　 体育・健康
3252-64-0100 順天堂大　　　 スポーツ 健康　　　　 　 　　　 保健　　　
3252-64-0171 順天堂大　　　 スポーツ 健康　　　　 セ 前期Ａ 保健　　　
3252-64-0173 順天堂大　　　 スポーツ 健康　　　　 セ 前期Ｃ 保健　　　
3252-64-0174 順天堂大　　　 スポーツ 健康　　　　 セ 前期Ｂ 保健　　　



3252-64-0200 順天堂大　　　 スポーツ スポーツ科学 　 　　　 体育・健康
3252-64-0271 順天堂大　　　 スポーツ スポーツ科学 セ 前期Ａ 体育・健康
3252-64-0273 順天堂大　　　 スポーツ スポーツ科学 セ 前期Ｃ 体育・健康
3252-64-0274 順天堂大　　　 スポーツ スポーツ科学 セ 前期Ｂ 体育・健康
3252-64-0300 順天堂大　　　 スポーツ スポーツマネ 　 　　　 経営学・商
3252-64-0371 順天堂大　　　 スポーツ スポーツマネ セ 前期Ａ 経営学・商
3252-64-0373 順天堂大　　　 スポーツ スポーツマネ セ 前期Ｃ 経営学・商
3252-64-0374 順天堂大　　　 スポーツ スポーツマネ セ 前期Ｂ 経営学・商
3252-65-0000 順天堂大　　　 医療看護 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3252-65-0101 順天堂大　　　 医療看護 看護　　　　 　 　　　 看護　　　
3252-65-0172 順天堂大　　　 医療看護 看護　　　　 セ Ａ　　 看護　　　
3252-65-0173 順天堂大　　　 医療看護 看護　　　　 セ Ｂ　　 看護　　　
3252-65-0174 順天堂大　　　 医療看護 看護　　　　 セ 併用　 看護　　　
3252-66-0000 順天堂大　　　 保健看護 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3252-66-0101 順天堂大　　　 保健看護 看護　　　　 　 　　　 看護　　　
3252-66-0171 順天堂大　　　 保健看護 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3252-66-0172 順天堂大　　　 保健看護 看護　　　　 セ 併用　 看護　　　
3252-67-0000 順天堂大　　　 保健医療 　　　　　　 　 　　　 理学療法　
3252-67-0101 順天堂大　　　 保健医療 理学療法　　 　 　　　 理学療法　
3252-67-0171 順天堂大　　　 保健医療 理学療法　　 セ 前期　 理学療法　
3252-67-0201 順天堂大　　　 保健医療 診療放射線　 　 　　　 放射線技術
3252-67-0271 順天堂大　　　 保健医療 診療放射線　 セ 前期　 放射線技術
3253-01-0000 上智大　　　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 外国文学　
3253-01-0100 上智大　　　　 文　　　 英文　　　　 　 　　　 外国文学　
3253-01-0101 上智大　　　　 文　　　 英文　　　　 　 ＴＥＡ 外国文学　
3253-01-0300 上智大　　　　 文　　　 国文　　　　 　 　　　 日本文学　
3253-01-0301 上智大　　　　 文　　　 国文　　　　 　 ＴＥＡ 日本文学　
3253-01-0400 上智大　　　　 文　　　 史学　　　　 　 　　　 西洋史　　
3253-01-0401 上智大　　　　 文　　　 史学　　　　 　 ＴＥＡ 西洋史　　
3253-01-0700 上智大　　　　 文　　　 新聞　　　　 　 　　　 マスコミ　
3253-01-0701 上智大　　　　 文　　　 新聞　　　　 　 ＴＥＡ マスコミ　
3253-01-0900 上智大　　　　 文　　　 哲学　　　　 　 　　　 哲学倫理宗
3253-01-0901 上智大　　　　 文　　　 哲学　　　　 　 ＴＥＡ 哲学倫理宗
3253-01-1000 上智大　　　　 文　　　 ドイツ文　　 　 　　　 外国文学　
3253-01-1001 上智大　　　　 文　　　 ドイツ文　　 　 ＴＥＡ 外国文学　
3253-01-1100 上智大　　　　 文　　　 フランス文　 　 　　　 外国文学　
3253-01-1101 上智大　　　　 文　　　 フランス文　 　 ＴＥＡ 外国文学　
3253-03-0000 上智大　　　　 神　　　 　　　　　　 　 　　　 哲学倫理宗
3253-03-0100 上智大　　　　 神　　　 神　　　　　 　 　　　 哲学倫理宗
3253-03-0101 上智大　　　　 神　　　 神　　　　　 　 ＴＥＡ 哲学倫理宗
3253-08-0000 上智大　　　　 外国語　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3253-08-0100 上智大　　　　 外国語　 イスパニア語 　 　　　 スペイン語
3253-08-0101 上智大　　　　 外国語　 イスパニア語 　 ＴＥＡ スペイン語
3253-08-0200 上智大　　　　 外国語　 英語　　　　 　 　　　 英米語　　
3253-08-0201 上智大　　　　 外国語　 英語　　　　 　 ＴＥＡ 英米語　　
3253-08-0300 上智大　　　　 外国語　 ドイツ語　　 　 　　　 ドイツ語　
3253-08-0301 上智大　　　　 外国語　 ドイツ語　　 　 ＴＥＡ ドイツ語　
3253-08-0400 上智大　　　　 外国語　 フランス語　 　 　　　 フランス語
3253-08-0401 上智大　　　　 外国語　 フランス語　 　 ＴＥＡ フランス語
3253-08-0500 上智大　　　　 外国語　 ポルトガル語 　 　　　 ポルトガル
3253-08-0501 上智大　　　　 外国語　 ポルトガル語 　 ＴＥＡ ポルトガル
3253-08-0600 上智大　　　　 外国語　 ロシア語　　 　 　　　 ロシア語　
3253-08-0601 上智大　　　　 外国語　 ロシア語　　 　 ＴＥＡ ロシア語　
3253-12-0000 上智大　　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3253-12-0100 上智大　　　　 法　　　 国際関係法　 　 　　　 法学　　　
3253-12-0101 上智大　　　　 法　　　 国際関係法　 　 ＴＥＡ 法学　　　
3253-12-0200 上智大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 　　　 法学　　　
3253-12-0201 上智大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 ＴＥＡ 法学　　　
3253-12-0300 上智大　　　　 法　　　 地球環境法　 　 　　　 法学　　　



3253-12-0301 上智大　　　　 法　　　 地球環境法　 　 ＴＥＡ 法学　　　
3253-18-0000 上智大　　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3253-18-0100 上智大　　　　 経済　　 経営　　　　 　 　　　 経営学・商
3253-18-0101 上智大　　　　 経済　　 経営　　　　 　 ＴＥＡ 経営学・商
3253-18-0200 上智大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 　　　 経済学　　
3253-18-0202 上智大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 Ｔ国数 経済学　　
3253-18-0203 上智大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 Ｔ数学 経済学　　
3253-33-0000 上智大　　　　 総合グロ 　　　　　　 　 　　　 国際関係学
3253-33-0101 上智大　　　　 総合グロ 総合グローバ 　 　　　 国際関係学
3253-33-0102 上智大　　　　 総合グロ 総合グローバ 　 ＴＥＡ 国際関係学
3253-37-0000 上智大　　　　 総合人間 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3253-37-0101 上智大　　　　 総合人間 教育　　　　 　 　　　 教育学　　
3253-37-0103 上智大　　　　 総合人間 教育　　　　 　 ＴＥＡ 教育学　　
3253-37-0201 上智大　　　　 総合人間 心理　　　　 　 　　　 心理学　　
3253-37-0202 上智大　　　　 総合人間 心理　　　　 　 ＴＥＡ 心理学　　
3253-37-0301 上智大　　　　 総合人間 社会　　　　 　 　　　 社会学　　
3253-37-0302 上智大　　　　 総合人間 社会　　　　 　 ＴＥＡ 社会学　　
3253-37-0403 上智大　　　　 総合人間 社会福祉　　 　 ＴＥＡ 社会福祉学
3253-37-0404 上智大　　　　 総合人間 社会福祉　　 　 　　　 社会福祉学
3253-37-0501 上智大　　　　 総合人間 看護　　　　 　 　　　 看護　　　
3253-37-0502 上智大　　　　 総合人間 看護　　　　 　 ＴＥＡ 看護　　　
3253-38-0000 上智大　　　　 国際教養 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3253-38-0101 上智大　　　　 国際教養 国際教養　　 　 第１期 国際関係学
3253-47-0000 上智大　　　　 理工　　 　　　　　　 　 　　　 物理学　　
3253-47-0603 上智大　　　　 理工　　 機能創造理工 　 ＴＥＡ 物理学　　
3253-47-0604 上智大　　　　 理工　　 機能創造理工 　 　　　 物理学　　
3253-47-0703 上智大　　　　 理工　　 物質生命理工 　 ＴＥＡ 化学　　　
3253-47-0704 上智大　　　　 理工　　 物質生命理工 　 　　　 化学　　　
3253-47-0803 上智大　　　　 理工　　 情報理工　　 　 ＴＥＡ 情報工学　
3253-47-0804 上智大　　　　 理工　　 情報理工　　 　 　　　 情報工学　
3254-55-0000 昭和大　　　　 医　　　 　　　　　　 　 　　　 医　　　　
3254-55-0101 昭和大　　　　 医　　　 医　　　　　 　 Ⅰ期　 医　　　　
3254-55-0171 昭和大　　　　 医　　　 医　　　　　 セ Ｂ　　 医　　　　
3254-58-0000 昭和大　　　　 歯　　　 　　　　　　 　 　　　 歯　　　　
3254-58-0101 昭和大　　　　 歯　　　 歯　　　　　 　 Ⅰ期　 歯　　　　
3254-58-0171 昭和大　　　　 歯　　　 歯　　　　　 セ Ｂ　　 歯　　　　
3254-58-0173 昭和大　　　　 歯　　　 歯　　　　　 セ Ａ　　 歯　　　　
3254-61-0000 昭和大　　　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3254-61-0201 昭和大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 　 Ⅰ期　 薬　　　　
3254-61-0271 昭和大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 セ Ａ　　 薬　　　　
3254-61-0272 昭和大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 セ Ｂ　　 薬　　　　
3254-64-0000 昭和大　　　　 保健医療 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3254-64-0100 昭和大　　　　 保健医療 看護　　　　 　 Ⅰ期　 看護　　　
3254-64-0171 昭和大　　　　 保健医療 看護　　　　 セ Ａ　　 看護　　　
3254-64-0172 昭和大　　　　 保健医療 看護　　　　 セ Ｂ　　 看護　　　
3254-64-0200 昭和大　　　　 保健医療 理学療法　　 　 Ⅰ期　 理学療法　
3254-64-0271 昭和大　　　　 保健医療 理学療法　　 セ Ａ　　 理学療法　
3254-64-0272 昭和大　　　　 保健医療 理学療法　　 セ Ｂ　　 理学療法　
3254-64-0300 昭和大　　　　 保健医療 作業療法　　 　 Ⅰ期　 作業療法　
3254-64-0371 昭和大　　　　 保健医療 作業療法　　 セ Ａ　　 作業療法　
3254-64-0372 昭和大　　　　 保健医療 作業療法　　 セ Ｂ　　 作業療法　
3255-21-0000 昭和女子大　　 グローバ 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3255-21-0101 昭和女子大　　 グローバ ビジネスデザ 　 Ａ　　 経営学・商
3255-21-0102 昭和女子大　　 グローバ ビジネスデザ 　 Ｂ　　 経営学・商
3255-21-0171 昭和女子大　　 グローバ ビジネスデザ セ Ⅰ一般 経営学・商
3255-21-0173 昭和女子大　　 グローバ ビジネスデザ セ Ⅰ英語 経営学・商
3255-21-0201 昭和女子大　　 グローバ 会計ファイナ 　 Ａ　　 経営学・商
3255-21-0202 昭和女子大　　 グローバ 会計ファイナ 　 Ｂ　　 経営学・商
3255-21-0271 昭和女子大　　 グローバ 会計ファイナ セ Ⅰ一般 経営学・商



3255-27-0000 昭和女子大　　 人間社会 　　　　　　 　 　　　 児童学　　
3255-27-0101 昭和女子大　　 人間社会 心理　　　　 　 Ａ　　 心理学　　
3255-27-0102 昭和女子大　　 人間社会 心理　　　　 　 Ｂ　　 心理学　　
3255-27-0172 昭和女子大　　 人間社会 心理　　　　 セ Ⅰ一般 心理学　　
3255-27-0201 昭和女子大　　 人間社会 福祉社会　　 　 Ａ　　 社会福祉学
3255-27-0202 昭和女子大　　 人間社会 福祉社会　　 　 Ｂ　　 社会福祉学
3255-27-0272 昭和女子大　　 人間社会 福祉社会　　 セ Ⅰ一般 社会福祉学
3255-27-0301 昭和女子大　　 人間社会 現代教養　　 　 Ａ　　 社会学　　
3255-27-0302 昭和女子大　　 人間社会 現代教養　　 　 Ｂ　　 社会学　　
3255-27-0372 昭和女子大　　 人間社会 現代教養　　 セ Ⅰ一般 社会学　　
3255-27-0401 昭和女子大　　 人間社会 初等教育　　 　 Ａ　　 小学校　　
3255-27-0402 昭和女子大　　 人間社会 初等教育　　 　 Ｂ　　 小学校　　
3255-27-0471 昭和女子大　　 人間社会 初等教育　　 セ Ⅰ一般 小学校　　
3255-33-0000 昭和女子大　　 国際　　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3255-33-0101 昭和女子大　　 国際　　 英語コミュニ 　 Ａ　　 英米語　　
3255-33-0102 昭和女子大　　 国際　　 英語コミュニ 　 Ｂ　　 英米語　　
3255-33-0171 昭和女子大　　 国際　　 英語コミュニ セ Ⅰ一般 英米語　　
3255-33-0174 昭和女子大　　 国際　　 英語コミュニ セ Ⅰ英語 英米語　　
3255-33-0201 昭和女子大　　 国際　　 国際　　　　 　 Ａ　　 国際関係学
3255-33-0202 昭和女子大　　 国際　　 国際　　　　 　 Ｂ　　 国際関係学
3255-33-0271 昭和女子大　　 国際　　 国際　　　　 セ Ⅰ一般 国際関係学
3255-33-0274 昭和女子大　　 国際　　 国際　　　　 セ Ⅰ英語 国際関係学
3255-37-0000 昭和女子大　　 人間文化 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3255-37-0101 昭和女子大　　 人間文化 日本語日本文 　 Ａ　　 日本文学　
3255-37-0102 昭和女子大　　 人間文化 日本語日本文 　 Ｂ　　 日本文学　
3255-37-0172 昭和女子大　　 人間文化 日本語日本文 セ Ⅰ一般 日本文学　
3255-37-0301 昭和女子大　　 人間文化 歴史文化　　 　 Ａ　　 西洋史　　
3255-37-0302 昭和女子大　　 人間文化 歴史文化　　 　 Ｂ　　 西洋史　　
3255-37-0372 昭和女子大　　 人間文化 歴史文化　　 セ Ⅰ一般 西洋史　　
3255-79-0000 昭和女子大　　 生活科学 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3255-79-0301 昭和女子大　　 生活科学 環境デザイン 　 Ｂ　　 生活科学　
3255-79-0302 昭和女子大　　 生活科学 環境デザイン 　 Ａ　　 生活科学　
3255-79-0373 昭和女子大　　 生活科学 環境デザイン セ Ⅰ一般 生活科学　
3255-79-0401 昭和女子大　　 生活科学 管理栄養　　 　 Ａ　　 食物・栄養
3255-79-0402 昭和女子大　　 生活科学 管理栄養　　 　 Ｂ　　 食物・栄養
3255-79-0471 昭和女子大　　 生活科学 管理栄養　　 セ Ⅰ一般 食物・栄養
3255-79-0501 昭和女子大　　 生活科学 健康デザイン 　 Ａ　　 食物・栄養
3255-79-0502 昭和女子大　　 生活科学 健康デザイン 　 Ｂ　　 食物・栄養
3255-79-0571 昭和女子大　　 生活科学 健康デザイン セ Ⅰ一般 食物・栄養
3255-79-0601 昭和女子大　　 生活科学 食安全マネジ 　 Ａ　　 食物・栄養
3255-79-0602 昭和女子大　　 生活科学 食安全マネジ 　 Ｂ　　 食物・栄養
3255-79-0671 昭和女子大　　 生活科学 食安全マネジ セ Ⅰ一般 食物・栄養
3256-61-0000 昭和薬大　　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3256-61-0201 昭和薬大　　　 薬　　　 薬　　　　　 　 Ｂ　　 薬　　　　
3256-61-0271 昭和薬大　　　 薬　　　 薬　　　　　 セ Ａ　　 薬　　　　
3256-61-0272 昭和薬大　　　 薬　　　 薬　　　　　 セ Ｃ　　 薬　　　　
3257-79-0000 女子栄養大　　 栄養　　 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3257-79-0301 女子栄養大　　 栄養　　 食文化栄養　 　 １期　 食物・栄養
3257-79-0302 女子栄養大　　 栄養　　 食文化栄養　 　 ２期　 食物・栄養
3257-79-0371 女子栄養大　　 栄養　　 食文化栄養　 セ １期　 食物・栄養
3257-79-0501 女子栄養大　　 栄養　　 保健／栄養科 　 １期　 食物・栄養
3257-79-0502 女子栄養大　　 栄養　　 保健／栄養科 　 ２期　 食物・栄養
3257-79-0571 女子栄養大　　 栄養　　 保健／栄養科 セ １期　 食物・栄養
3257-79-0601 女子栄養大　　 栄養　　 保健／保健養 　 １期　 養護　　　
3257-79-0602 女子栄養大　　 栄養　　 保健／保健養 　 ２期　 養護　　　
3257-79-0671 女子栄養大　　 栄養　　 保健／保健養 セ １期　 養護　　　
3257-79-0701 女子栄養大　　 栄養　　 実践栄養　　 　 １期　 食物・栄養
3257-79-0702 女子栄養大　　 栄養　　 実践栄養　　 　 ２期　 食物・栄養
3257-79-0771 女子栄養大　　 栄養　　 実践栄養　　 セ １期　 食物・栄養



3258-83-0000 女子美大　　　 芸術　　 　　　　　　 　 　　　 美術・デザ
3258-83-1101 女子美大　　　 芸術　　 美術／洋画　 　 Ａ　　 美術・デザ
3258-83-1171 女子美大　　　 芸術　　 美術／洋画　 セ Ⅰ　　 美術・デザ
3258-83-1201 女子美大　　　 芸術　　 美術／日本画 　 Ａ　　 美術・デザ
3258-83-1271 女子美大　　　 芸術　　 美術／日本画 セ Ⅰ　　 美術・デザ
3258-83-1301 女子美大　　　 芸術　　 美術／立体ア 　 Ａ　　 美術・デザ
3258-83-1371 女子美大　　　 芸術　　 美術／立体ア セ Ⅰ　　 美術・デザ
3258-83-1401 女子美大　　　 芸術　　 美術／芸術文 　 Ａ　　 芸術理論　
3258-83-1471 女子美大　　　 芸術　　 美術／芸術文 セ Ⅰ　　 芸術理論　
3258-83-1473 女子美大　　　 芸術　　 美術／芸術文 セ Ⅱ　　 芸術理論　
3258-83-1501 女子美大　　　 芸術　　 デザ／ヴィジ 　 Ａ　　 美術・デザ
3258-83-1571 女子美大　　　 芸術　　 デザ／ヴィジ セ Ⅰ　　 美術・デザ
3258-83-1601 女子美大　　　 芸術　　 デザ／環境デ 　 Ａ　　 住居学　　
3258-83-1671 女子美大　　　 芸術　　 デザ／環境デ セ Ⅰ　　 住居学　　
3258-83-1672 女子美大　　　 芸術　　 デザ／環境デ セ Ⅱ　　 住居学　　
3258-83-1701 女子美大　　　 芸術　　 デザ／プロダ 　 Ａ　　 美術・デザ
3258-83-1771 女子美大　　　 芸術　　 デザ／プロダ セ Ⅰ　　 美術・デザ
3258-83-1772 女子美大　　　 芸術　　 デザ／プロダ セ Ⅱ　　 美術・デザ
3258-83-1801 女子美大　　　 芸術　　 デザ／工芸　 　 Ａ　　 美術・デザ
3258-83-1871 女子美大　　　 芸術　　 デザ／工芸　 セ Ⅰ　　 美術・デザ
3258-83-1872 女子美大　　　 芸術　　 デザ／工芸　 セ Ⅱ　　 美術・デザ
3258-83-1901 女子美大　　　 芸術　　 アー／メディ 　 Ａ　　 映像　　　
3258-83-1971 女子美大　　　 芸術　　 アー／メディ セ Ⅰ　　 映像　　　
3258-83-2001 女子美大　　　 芸術　　 アー／ヒーリ 　 Ａ　　 美術・デザ
3258-83-2071 女子美大　　　 芸術　　 アー／ヒーリ セ Ⅰ　　 美術・デザ
3258-83-2101 女子美大　　　 芸術　　 アー／ファッ 　 Ａ　　 被服・服飾
3258-83-2171 女子美大　　　 芸術　　 アー／ファッ セ Ⅰ　　 被服・服飾
3258-83-2201 女子美大　　　 芸術　　 アー／アート 　 Ａ　　 芸術理論　
3258-83-2271 女子美大　　　 芸術　　 アー／アート セ Ⅰ　　 芸術理論　
3258-83-2301 女子美大　　　 芸術　　 美術／美術教 　 Ａ　　 美術・デザ
3258-83-2371 女子美大　　　 芸術　　 美術／美術教 セ Ⅰ　　 美術・デザ
3259-01-0000 白百合女子大　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3259-01-0100 白百合女子大　 文　　　 英語英文　　 　 　　　 英米語　　
3259-01-0171 白百合女子大　 文　　　 英語英文　　 セ 　　　 英米語　　
3259-01-0200 白百合女子大　 文　　　 国語国文　　 　 　　　 日本文学　
3259-01-0271 白百合女子大　 文　　　 国語国文　　 セ 　　　 日本文学　
3259-01-0400 白百合女子大　 文　　　 フランス語フ 　 　　　 フランス語
3259-01-0471 白百合女子大　 文　　　 フランス語フ セ 　　　 フランス語
3259-37-0000 白百合女子大　 人間総合 　　　　　　 　 　　　 児童学　　
3259-37-0101 白百合女子大　 人間総合 児童文化　　 　 　　　 児童学　　
3259-37-0171 白百合女子大　 人間総合 児童文化　　 セ 　　　 児童学　　
3259-37-0201 白百合女子大　 人間総合 初等教育　　 　 　　　 幼稚園　　
3259-37-0271 白百合女子大　 人間総合 初等教育　　 セ 　　　 幼稚園　　
3259-37-0301 白百合女子大　 人間総合 発達心理　　 　 　　　 心理学　　
3259-37-0371 白百合女子大　 人間総合 発達心理　　 セ 　　　 心理学　　
3260-79-0000 杉野服飾大　　 服飾　　 　　　　　　 　 　　　 被服・服飾
3260-79-0101 杉野服飾大　　 服飾　　 服飾　　　　 　 　　　 被服・服飾
3260-79-0171 杉野服飾大　　 服飾　　 服飾　　　　 セ Ａ　　 被服・服飾
3260-79-0201 杉野服飾大　　 服飾　　 服飾表現　　 　 　　　 被服・服飾
3260-79-0271 杉野服飾大　　 服飾　　 服飾表現　　 セ Ａ　　 被服・服飾
3261-01-0000 成蹊大　　　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3261-01-0101 成蹊大　　　　 文　　　 英語英米文　 　 ３個別 外国文学　
3261-01-0102 成蹊大　　　　 文　　　 英語英米文　 　 ２統一 外国文学　
3261-01-0171 成蹊大　　　　 文　　　 英語英米文　 セ ３教科 外国文学　
3261-01-0173 成蹊大　　　　 文　　　 英語英米文　 セ 併用５ 外国文学　
3261-01-0201 成蹊大　　　　 文　　　 日本文　　　 　 ３個別 日本文学　
3261-01-0202 成蹊大　　　　 文　　　 日本文　　　 　 ２統一 日本文学　
3261-01-0271 成蹊大　　　　 文　　　 日本文　　　 セ ３教科 日本文学　
3261-01-0273 成蹊大　　　　 文　　　 日本文　　　 セ 併用５ 日本文学　



3261-01-0401 成蹊大　　　　 文　　　 国際文化　　 　 ３個別 文化学　　
3261-01-0402 成蹊大　　　　 文　　　 国際文化　　 　 ２統一 文化学　　
3261-01-0471 成蹊大　　　　 文　　　 国際文化　　 セ ３教科 文化学　　
3261-01-0473 成蹊大　　　　 文　　　 国際文化　　 セ 併用５ 文化学　　
3261-01-0501 成蹊大　　　　 文　　　 現代社会　　 　 ３個別 社会学　　
3261-01-0502 成蹊大　　　　 文　　　 現代社会　　 　 ２統一 社会学　　
3261-01-0571 成蹊大　　　　 文　　　 現代社会　　 セ ３教科 社会学　　
3261-01-0573 成蹊大　　　　 文　　　 現代社会　　 セ 併用５ 社会学　　
3261-12-0000 成蹊大　　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3261-12-0101 成蹊大　　　　 法　　　 政治　　　　 　 ３個別 政治学　　
3261-12-0103 成蹊大　　　　 法　　　 政治　　　　 　 ２統一 政治学　　
3261-12-0171 成蹊大　　　　 法　　　 政治　　　　 セ ３教科 政治学　　
3261-12-0173 成蹊大　　　　 法　　　 政治　　　　 セ 併用５ 政治学　　
3261-12-0201 成蹊大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 ３個別 法学　　　
3261-12-0203 成蹊大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 ２統一 法学　　　
3261-12-0271 成蹊大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ ３教科 法学　　　
3261-12-0273 成蹊大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ 併用５ 法学　　　
3261-18-0000 成蹊大　　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3261-18-0301 成蹊大　　　　 経済　　 経済経営　　 　 ３歴公 経営学・商
3261-18-0302 成蹊大　　　　 経済　　 経済経営　　 　 ３数学 経営学・商
3261-18-0303 成蹊大　　　　 経済　　 経済経営　　 　 ２統一 経営学・商
3261-18-0371 成蹊大　　　　 経済　　 経済経営　　 セ ３教科 経営学・商
3261-18-0374 成蹊大　　　　 経済　　 経済経営　　 セ 併用５ 経営学・商
3261-47-0000 成蹊大　　　　 理工　　 　　　　　　 　 　　　 情報科学　
3261-47-0101 成蹊大　　　　 理工　　 物質生命理工 　 ３個別 総合理学　
3261-47-0102 成蹊大　　　　 理工　　 物質生命理工 　 ２統一 総合理学　
3261-47-0171 成蹊大　　　　 理工　　 物質生命理工 セ ３教科 総合理学　
3261-47-0201 成蹊大　　　　 理工　　 情報科学　　 　 ３個別 情報工学　
3261-47-0202 成蹊大　　　　 理工　　 情報科学　　 　 ２統一 情報工学　
3261-47-0271 成蹊大　　　　 理工　　 情報科学　　 セ ３教科 情報工学　
3261-47-0301 成蹊大　　　　 理工　　 システムデザ 　 ３個別 機械工学　
3261-47-0302 成蹊大　　　　 理工　　 システムデザ 　 ２統一 機械工学　
3261-47-0371 成蹊大　　　　 理工　　 システムデザ セ ３教科 機械工学　
3262-03-0000 成城大　　　　 文芸　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3262-03-0101 成城大　　　　 文芸　　 英文　　　　 　 Ａ３　 外国文学　
3262-03-0102 成城大　　　　 文芸　　 英文　　　　 　 Ａ２　 外国文学　
3262-03-0103 成城大　　　　 文芸　　 英文　　　　 　 Ｓ　　 外国文学　
3262-03-0171 成城大　　　　 文芸　　 英文　　　　 セ Ｂ前期 外国文学　
3262-03-0201 成城大　　　　 文芸　　 芸術　　　　 　 Ａ３　 芸術理論　
3262-03-0202 成城大　　　　 文芸　　 芸術　　　　 　 Ａ２　 芸術理論　
3262-03-0203 成城大　　　　 文芸　　 芸術　　　　 　 Ｓ　　 芸術理論　
3262-03-0271 成城大　　　　 文芸　　 芸術　　　　 セ Ｂ前期 芸術理論　
3262-03-0301 成城大　　　　 文芸　　 国文　　　　 　 Ａ３　 日本文学　
3262-03-0302 成城大　　　　 文芸　　 国文　　　　 　 Ａ２　 日本文学　
3262-03-0303 成城大　　　　 文芸　　 国文　　　　 　 Ｓ　　 日本文学　
3262-03-0371 成城大　　　　 文芸　　 国文　　　　 セ Ｂ前期 日本文学　
3262-03-0401 成城大　　　　 文芸　　 文化史　　　 　 Ａ　　 文化学　　
3262-03-0402 成城大　　　　 文芸　　 文化史　　　 　 Ｓ　　 文化学　　
3262-03-0471 成城大　　　　 文芸　　 文化史　　　 セ Ｂ前期 文化学　　
3262-03-0501 成城大　　　　 文芸　　 マスコミュニ 　 Ａ　　 マスコミ　
3262-03-0503 成城大　　　　 文芸　　 マスコミュニ 　 Ｓ　　 マスコミ　
3262-03-0571 成城大　　　　 文芸　　 マスコミュニ セ Ｂ前期 マスコミ　
3262-03-0601 成城大　　　　 文芸　　 ヨーロッパ文 　 Ａ３　 文化学　　
3262-03-0602 成城大　　　　 文芸　　 ヨーロッパ文 　 Ａ２　 文化学　　
3262-03-0603 成城大　　　　 文芸　　 ヨーロッパ文 　 Ｓ　　 文化学　　
3262-03-0671 成城大　　　　 文芸　　 ヨーロッパ文 セ Ｂ前期 文化学　　
3262-12-0000 成城大　　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3262-12-0101 成城大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 Ａ　　 法学　　　
3262-12-0102 成城大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 Ｓ　　 法学　　　



3262-12-0171 成城大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ Ｂ前３ 法学　　　
3262-12-0173 成城大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ Ｂ前４ 法学　　　
3262-18-0000 成城大　　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3262-18-0101 成城大　　　　 経済　　 経営　　　　 　 Ａ　　 経営学・商
3262-18-0102 成城大　　　　 経済　　 経営　　　　 　 Ｓ　　 経営学・商
3262-18-0171 成城大　　　　 経済　　 経営　　　　 セ Ｂ前３ 経営学・商
3262-18-0174 成城大　　　　 経済　　 経営　　　　 セ Ｂ前４ 経営学・商
3262-18-0201 成城大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 Ａ　　 経済学　　
3262-18-0202 成城大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 Ｓ　　 経済学　　
3262-18-0271 成城大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ Ｂ前３ 経済学　　
3262-18-0274 成城大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ Ｂ前４ 経済学　　
3262-27-0000 成城大　　　　 社会イノ 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3262-27-0101 成城大　　　　 社会イノ 政策イノベー 　 Ａ３　 政治学　　
3262-27-0103 成城大　　　　 社会イノ 政策イノベー 　 Ａ２　 政治学　　
3262-27-0104 成城大　　　　 社会イノ 政策イノベー 　 Ｓ　　 政治学　　
3262-27-0171 成城大　　　　 社会イノ 政策イノベー セ Ｂ前期 政治学　　
3262-27-0201 成城大　　　　 社会イノ 心理社会　　 　 Ａ３　 社会学　　
3262-27-0203 成城大　　　　 社会イノ 心理社会　　 　 Ａ２　 社会学　　
3262-27-0204 成城大　　　　 社会イノ 心理社会　　 　 Ｓ　　 社会学　　
3262-27-0271 成城大　　　　 社会イノ 心理社会　　 セ Ｂ前期 社会学　　
3263-37-0000 聖心女子大　　 現代教養 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3263-37-0001 聖心女子大　　 現代教養 　　　　　　 　 ３教Ａ 日本文学　
3263-37-0002 聖心女子大　　 現代教養 　　　　　　 　 ３教Ｂ 日本文学　
3264-01-0000 清泉女子大　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 外国文学　
3264-01-0100 清泉女子大　　 文　　　 英語英文　　 　 ２月　 英米語　　
3264-01-0171 清泉女子大　　 文　　　 英語英文　　 セ 　　　 英米語　　
3264-01-0200 清泉女子大　　 文　　　 日本語日本文 　 ２月　 日本文学　
3264-01-0271 清泉女子大　　 文　　　 日本語日本文 セ 　　　 日本文学　
3264-01-0300 清泉女子大　　 文　　　 スペイン語ス 　 ２月　 スペイン語
3264-01-0371 清泉女子大　　 文　　　 スペイン語ス セ 　　　 スペイン語
3264-01-0400 清泉女子大　　 文　　　 文化史　　　 　 ２月　 西洋史　　
3264-01-0471 清泉女子大　　 文　　　 文化史　　　 セ 　　　 西洋史　　
3264-01-0500 清泉女子大　　 文　　　 地球市民　　 　 ２月　 国際関係学
3264-01-0571 清泉女子大　　 文　　　 地球市民　　 セ 　　　 国際関係学
3265-64-0000 聖路加国際大　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3265-64-0100 聖路加国際大　 看護　　 看護　　　　 　 Ａ　　 看護　　　
3265-64-0101 聖路加国際大　 看護　　 看護　　　　 　 Ｂ　　 看護　　　
3265-64-0171 聖路加国際大　 看護　　 看護　　　　 セ Ｃ　　 看護　　　
3266-01-0000 専修大　　　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3266-01-0101 専修大　　　　 文　　　 英語英米文　 　 前期Ａ 英米語　　
3266-01-0103 専修大　　　　 文　　　 英語英米文　 　 全国　 英米語　　
3266-01-0104 専修大　　　　 文　　　 英語英米文　 　 前統一 英米語　　
3266-01-0171 専修大　　　　 文　　　 英語英米文　 セ 前期　 英米語　　
3266-01-0173 専修大　　　　 文　　　 英語英米文　 セ 前期Ｅ 英米語　　
3266-01-1201 専修大　　　　 文　　　 日本語　　　 　 前期Ａ 日本語　　
3266-01-1202 専修大　　　　 文　　　 日本語　　　 　 全国　 日本語　　
3266-01-1203 専修大　　　　 文　　　 日本語　　　 　 前統一 日本語　　
3266-01-1271 専修大　　　　 文　　　 日本語　　　 セ 前期　 日本語　　
3266-01-1301 専修大　　　　 文　　　 日本文学文化 　 前期Ａ 日本文学　
3266-01-1302 専修大　　　　 文　　　 日本文学文化 　 全国　 日本文学　
3266-01-1303 専修大　　　　 文　　　 日本文学文化 　 前期Ｄ 日本文学　
3266-01-1304 専修大　　　　 文　　　 日本文学文化 　 前統一 日本文学　
3266-01-1371 専修大　　　　 文　　　 日本文学文化 セ 前期　 日本文学　
3266-01-1401 専修大　　　　 文　　　 哲学　　　　 　 前期Ａ 哲学倫理宗
3266-01-1402 専修大　　　　 文　　　 哲学　　　　 　 全国　 哲学倫理宗
3266-01-1403 専修大　　　　 文　　　 哲学　　　　 　 前統一 哲学倫理宗
3266-01-1471 専修大　　　　 文　　　 哲学　　　　 セ 前期　 哲学倫理宗
3266-01-1501 専修大　　　　 文　　　 歴史　　　　 　 前期Ａ 西洋史　　
3266-01-1502 専修大　　　　 文　　　 歴史　　　　 　 全国　 西洋史　　



3266-01-1503 専修大　　　　 文　　　 歴史　　　　 　 前統一 西洋史　　
3266-01-1571 専修大　　　　 文　　　 歴史　　　　 セ 前期　 西洋史　　
3266-01-1601 専修大　　　　 文　　　 環境地理　　 　 前期Ａ 地理学　　
3266-01-1602 専修大　　　　 文　　　 環境地理　　 　 全国　 地理学　　
3266-01-1603 専修大　　　　 文　　　 環境地理　　 　 前統一 地理学　　
3266-01-1671 専修大　　　　 文　　　 環境地理　　 セ 前期　 地理学　　
3266-01-1702 専修大　　　　 文　　　 ジャーナリズ 　 全国　 マスコミ　
3266-01-1703 専修大　　　　 文　　　 ジャーナリズ 　 前統一 マスコミ　
3266-01-1704 専修大　　　　 文　　　 ジャーナリズ 　 前期Ａ マスコミ　
3266-01-1771 専修大　　　　 文　　　 ジャーナリズ セ 前期　 マスコミ　
3266-12-0000 専修大　　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3266-12-0101 専修大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 前期Ａ 法学　　　
3266-12-0102 専修大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 前統一 法学　　　
3266-12-0107 専修大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 全国　 法学　　　
3266-12-0171 専修大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ 前期　 法学　　　
3266-12-0173 専修大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ 前ＡＳ 法学　　　
3266-12-0201 専修大　　　　 法　　　 政治　　　　 　 前期Ａ 政治学　　
3266-12-0202 専修大　　　　 法　　　 政治　　　　 　 全国　 政治学　　
3266-12-0203 専修大　　　　 法　　　 政治　　　　 　 前統一 政治学　　
3266-12-0271 専修大　　　　 法　　　 政治　　　　 セ 前期　 政治学　　
3266-12-0273 専修大　　　　 法　　　 政治　　　　 セ 前ＡＳ 政治学　　
3266-17-0000 専修大　　　　 法二　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3266-17-0100 専修大　　　　 法二　　 法律　　　　 　 　　　 法学　　　
3266-18-0000 専修大　　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3266-18-0101 専修大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 前期Ａ 経済学　　
3266-18-0102 専修大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 全国　 経済学　　
3266-18-0103 専修大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 前統一 経済学　　
3266-18-0171 専修大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期　 経済学　　
3266-18-0173 専修大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 前ＡＳ 経済学　　
3266-18-0201 専修大　　　　 経済　　 国際経済　　 　 前期Ｃ 経済学　　
3266-18-0202 専修大　　　　 経済　　 国際経済　　 　 前期Ａ 経済学　　
3266-18-0203 専修大　　　　 経済　　 国際経済　　 　 全国　 経済学　　
3266-18-0204 専修大　　　　 経済　　 国際経済　　 　 前統一 経済学　　
3266-18-0271 専修大　　　　 経済　　 国際経済　　 セ 前期　 経済学　　
3266-18-0273 専修大　　　　 経済　　 国際経済　　 セ 前ＡＳ 経済学　　
3266-19-0000 専修大　　　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3266-19-0101 専修大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 前期Ａ 経営学・商
3266-19-0103 専修大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 前期Ｃ 経営学・商
3266-19-0105 専修大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 全国　 経営学・商
3266-19-0108 専修大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 前統一 経営学・商
3266-19-0171 専修大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ 前期３ 経営学・商
3266-19-0173 専修大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ 前期２ 経営学・商
3266-19-0302 専修大　　　　 経営　　 ビジネスデザ 　 全国　 経営学・商
3266-19-0303 専修大　　　　 経営　　 ビジネスデザ 　 前統一 経営学・商
3266-19-0304 専修大　　　　 経営　　 ビジネスデザ 　 前期Ａ 経営学・商
3266-19-0305 専修大　　　　 経営　　 ビジネスデザ 　 前期Ｃ 経営学・商
3266-19-0372 専修大　　　　 経営　　 ビジネスデザ セ 前期３ 経営学・商
3266-19-0373 専修大　　　　 経営　　 ビジネスデザ セ 前期２ 経営学・商
3266-20-0000 専修大　　　　 商　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3266-20-0101 専修大　　　　 商　　　 会計　　　　 　 前期Ａ 経営学・商
3266-20-0102 専修大　　　　 商　　　 会計　　　　 　 全国　 経営学・商
3266-20-0103 専修大　　　　 商　　　 会計　　　　 　 Ｂ英語 経営学・商
3266-20-0104 専修大　　　　 商　　　 会計　　　　 　 Ｂ国語 経営学・商
3266-20-0105 専修大　　　　 商　　　 会計　　　　 　 Ｂ選択 経営学・商
3266-20-0106 専修大　　　　 商　　　 会計　　　　 　 前統一 経営学・商
3266-20-0171 専修大　　　　 商　　　 会計　　　　 セ 前期　 経営学・商
3266-20-0173 専修大　　　　 商　　　 会計　　　　 セ 前ＡＳ 経営学・商
3266-20-0201 専修大　　　　 商　　　 マーケティン 　 前期Ａ 経営学・商
3266-20-0202 専修大　　　　 商　　　 マーケティン 　 前統一 経営学・商



3266-20-0203 専修大　　　　 商　　　 マーケティン 　 全国　 経営学・商
3266-20-0204 専修大　　　　 商　　　 マーケティン 　 Ｂ英語 経営学・商
3266-20-0205 専修大　　　　 商　　　 マーケティン 　 Ｂ国語 経営学・商
3266-20-0206 専修大　　　　 商　　　 マーケティン 　 Ｂ選択 経営学・商
3266-20-0271 専修大　　　　 商　　　 マーケティン セ 前期　 経営学・商
3266-20-0273 専修大　　　　 商　　　 マーケティン セ 前ＡＳ 経営学・商
3266-23-0000 専修大　　　　 商二　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3266-23-0100 専修大　　　　 商二　　 マーケティン 　 　　　 経営学・商
3266-24-0000 専修大　　　　 経済二　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3266-24-0100 専修大　　　　 経済二　 経済　　　　 　 　　　 経済学　　
3266-37-0000 専修大　　　　 ネットワ 　　　　　　 　 　　　 経営情報学
3266-37-0101 専修大　　　　 ネットワ ネットワーク 　 前期Ａ 総合情報学
3266-37-0103 専修大　　　　 ネットワ ネットワーク 　 全国　 総合情報学
3266-37-0104 専修大　　　　 ネットワ ネットワーク 　 前期Ｆ 総合情報学
3266-37-0105 専修大　　　　 ネットワ ネットワーク 　 前統一 総合情報学
3266-37-0171 専修大　　　　 ネットワ ネットワーク セ 前期３ 総合情報学
3266-37-0172 専修大　　　　 ネットワ ネットワーク セ 前総合 総合情報学
3266-37-0175 専修大　　　　 ネットワ ネットワーク セ 前ＡＳ 総合情報学
3266-37-0176 専修大　　　　 ネットワ ネットワーク セ 前数学 総合情報学
3266-38-0000 専修大　　　　 人間科学 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3266-38-0101 専修大　　　　 人間科学 心理　　　　 　 前期Ａ 心理学　　
3266-38-0102 専修大　　　　 人間科学 心理　　　　 　 全国　 心理学　　
3266-38-0103 専修大　　　　 人間科学 心理　　　　 　 前統一 心理学　　
3266-38-0171 専修大　　　　 人間科学 心理　　　　 セ 前期　 心理学　　
3266-38-0201 専修大　　　　 人間科学 社会　　　　 　 前期Ａ 社会学　　
3266-38-0202 専修大　　　　 人間科学 社会　　　　 　 全国　 社会学　　
3266-38-0203 専修大　　　　 人間科学 社会　　　　 　 前統一 社会学　　
3266-38-0271 専修大　　　　 人間科学 社会　　　　 セ 前期　 社会学　　
3267-01-0000 創価大　　　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3267-01-0701 創価大　　　　 文　　　 人間　　　　 　 　　　 哲学倫理宗
3267-01-0702 創価大　　　　 文　　　 人間　　　　 　 統一３ 哲学倫理宗
3267-01-0703 創価大　　　　 文　　　 人間　　　　 　 統一２ 哲学倫理宗
3267-01-0771 創価大　　　　 文　　　 人間　　　　 セ 前期３ 哲学倫理宗
3267-01-0773 創価大　　　　 文　　　 人間　　　　 セ 前期４ 哲学倫理宗
3267-12-0000 創価大　　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3267-12-0101 創価大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 　　　 法学　　　
3267-12-0102 創価大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 統一３ 法学　　　
3267-12-0103 創価大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 統一２ 法学　　　
3267-12-0171 創価大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ 前期３ 法学　　　
3267-12-0173 創価大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ 前期４ 法学　　　
3267-18-0000 創価大　　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3267-18-0101 創価大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 　　　 経済学　　
3267-18-0102 創価大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 統一３ 経済学　　
3267-18-0103 創価大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 統一２ 経済学　　
3267-18-0171 創価大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期３ 経済学　　
3267-18-0173 創価大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期４ 経済学　　
3267-19-0000 創価大　　　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3267-19-0101 創価大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 　　　 経営学・商
3267-19-0102 創価大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 統一３ 経営学・商
3267-19-0103 創価大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 統一２ 経営学・商
3267-19-0171 創価大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ 前期３ 経営学・商
3267-19-0173 創価大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ 前期４ 経営学・商
3267-30-0000 創価大　　　　 教育　　 　　　　　　 　 　　　 ０免課程　
3267-30-0101 創価大　　　　 教育　　 教育　　　　 　 　　　 教育学　　
3267-30-0102 創価大　　　　 教育　　 教育　　　　 　 統一３ 教育学　　
3267-30-0103 創価大　　　　 教育　　 教育　　　　 　 統一２ 教育学　　
3267-30-0171 創価大　　　　 教育　　 教育　　　　 セ 前期３ 教育学　　
3267-30-0173 創価大　　　　 教育　　 教育　　　　 セ 前期４ 教育学　　
3267-30-0201 創価大　　　　 教育　　 児童教育　　 　 　　　 小学校　　



3267-30-0202 創価大　　　　 教育　　 児童教育　　 　 統一３ 小学校　　
3267-30-0203 創価大　　　　 教育　　 児童教育　　 　 統一２ 小学校　　
3267-30-0271 創価大　　　　 教育　　 児童教育　　 セ 前期３ 小学校　　
3267-30-0273 創価大　　　　 教育　　 児童教育　　 セ 前期４ 小学校　　
3267-37-0000 創価大　　　　 国際教養 　　　　　　 　 　　　 国際関係学
3267-37-0101 創価大　　　　 国際教養 国際教養　　 　 　　　 国際関係学
3267-37-0102 創価大　　　　 国際教養 国際教養　　 　 統一　 国際関係学
3267-37-0171 創価大　　　　 国際教養 国際教養　　 セ 前期３ 国際関係学
3267-37-0173 創価大　　　　 国際教養 国際教養　　 セ 前期４ 国際関係学
3267-47-0000 創価大　　　　 理工　　 　　　　　　 　 　　　 数学　　　
3267-47-0201 創価大　　　　 理工　　 情報シス工　 　 　　　 情報工学　
3267-47-0202 創価大　　　　 理工　　 情報シス工　 　 統一３ 情報工学　
3267-47-0203 創価大　　　　 理工　　 情報シス工　 　 統一２ 情報工学　
3267-47-0271 創価大　　　　 理工　　 情報シス工　 セ 前期３ 情報工学　
3267-47-0272 創価大　　　　 理工　　 情報シス工　 セ 前期４ 情報工学　
3267-47-0301 創価大　　　　 理工　　 共生創造理工 　 　　　 総合理学　
3267-47-0302 創価大　　　　 理工　　 共生創造理工 　 統一３ 総合理学　
3267-47-0303 創価大　　　　 理工　　 共生創造理工 　 統一２ 総合理学　
3267-47-0371 創価大　　　　 理工　　 共生創造理工 セ 前期３ 総合理学　
3267-47-0372 創価大　　　　 理工　　 共生創造理工 セ 前期４ 総合理学　
3267-64-0000 創価大　　　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3267-64-0101 創価大　　　　 看護　　 看護　　　　 　 　　　 看護　　　
3267-64-0102 創価大　　　　 看護　　 看護　　　　 　 統一　 看護　　　
3267-64-0171 創価大　　　　 看護　　 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3268-01-0000 大正大　　　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3268-01-0501 大正大　　　　 文　　　 歴史　　　　 　 前期４ 東洋史　　
3268-01-0503 大正大　　　　 文　　　 歴史　　　　 　 前期２ 東洋史　　
3268-01-0504 大正大　　　　 文　　　 歴史　　　　 　 前期３ 東洋史　　
3268-01-0571 大正大　　　　 文　　　 歴史　　　　 セ 前英２ 東洋史　　
3268-01-0572 大正大　　　　 文　　　 歴史　　　　 セ 前英３ 東洋史　　
3268-01-0577 大正大　　　　 文　　　 歴史　　　　 セ 前国２ 東洋史　　
3268-01-0578 大正大　　　　 文　　　 歴史　　　　 セ 前国３ 東洋史　　
3268-01-0601 大正大　　　　 文　　　 人文　　　　 　 前期２ 文化学　　
3268-01-0602 大正大　　　　 文　　　 人文　　　　 　 前期３ 文化学　　
3268-01-0603 大正大　　　　 文　　　 人文　　　　 　 前期４ 文化学　　
3268-01-0671 大正大　　　　 文　　　 人文　　　　 セ 前国２ 文化学　　
3268-01-0672 大正大　　　　 文　　　 人文　　　　 セ 前国３ 文化学　　
3268-01-0675 大正大　　　　 文　　　 人文　　　　 セ 前英２ 文化学　　
3268-01-0676 大正大　　　　 文　　　 人文　　　　 セ 前英３ 文化学　　
3268-01-1301 大正大　　　　 文　　　 日本文　　　 　 前期２ 日本文学　
3268-01-1302 大正大　　　　 文　　　 日本文　　　 　 前期３ 日本文学　
3268-01-1303 大正大　　　　 文　　　 日本文　　　 　 前期４ 日本文学　
3268-01-1371 大正大　　　　 文　　　 日本文　　　 セ 前国２ 日本文学　
3268-01-1372 大正大　　　　 文　　　 日本文　　　 セ 前国３ 日本文学　
3268-01-1375 大正大　　　　 文　　　 日本文　　　 セ 前英２ 日本文学　
3268-01-1376 大正大　　　　 文　　　 日本文　　　 セ 前英３ 日本文学　
3268-03-0000 大正大　　　　 表現　　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3268-03-0101 大正大　　　　 表現　　 表現文化　　 　 前期２ その他芸術
3268-03-0102 大正大　　　　 表現　　 表現文化　　 　 前期３ その他芸術
3268-03-0103 大正大　　　　 表現　　 表現文化　　 　 前期４ その他芸術
3268-03-0171 大正大　　　　 表現　　 表現文化　　 セ 前国２ その他芸術
3268-03-0172 大正大　　　　 表現　　 表現文化　　 セ 前国３ その他芸術
3268-03-0175 大正大　　　　 表現　　 表現文化　　 セ 前英２ その他芸術
3268-03-0176 大正大　　　　 表現　　 表現文化　　 セ 前英３ その他芸術
3268-04-0000 大正大　　　　 仏教　　 　　　　　　 　 　　　 哲学倫理宗
3268-04-0101 大正大　　　　 仏教　　 仏教　　　　 　 前期２ 哲学倫理宗
3268-04-0102 大正大　　　　 仏教　　 仏教　　　　 　 前期３ 哲学倫理宗
3268-04-0103 大正大　　　　 仏教　　 仏教　　　　 　 前期４ 哲学倫理宗
3268-04-0171 大正大　　　　 仏教　　 仏教　　　　 セ 前国２ 哲学倫理宗



3268-04-0172 大正大　　　　 仏教　　 仏教　　　　 セ 前国３ 哲学倫理宗
3268-04-0175 大正大　　　　 仏教　　 仏教　　　　 セ 前英２ 哲学倫理宗
3268-04-0176 大正大　　　　 仏教　　 仏教　　　　 セ 前英３ 哲学倫理宗
3268-37-0000 大正大　　　　 人間　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3268-37-1001 大正大　　　　 人間　　 社会福祉　　 　 前期４ 社会福祉学
3268-37-1002 大正大　　　　 人間　　 社会福祉　　 　 前期２ 社会福祉学
3268-37-1003 大正大　　　　 人間　　 社会福祉　　 　 前期３ 社会福祉学
3268-37-1071 大正大　　　　 人間　　 社会福祉　　 セ 前国２ 社会福祉学
3268-37-1072 大正大　　　　 人間　　 社会福祉　　 セ 前国３ 社会福祉学
3268-37-1075 大正大　　　　 人間　　 社会福祉　　 セ 前英２ 社会福祉学
3268-37-1076 大正大　　　　 人間　　 社会福祉　　 セ 前英３ 社会福祉学
3268-37-1501 大正大　　　　 人間　　 教育人間　　 　 前期２ 教育学　　
3268-37-1502 大正大　　　　 人間　　 教育人間　　 　 前期３ 教育学　　
3268-37-1503 大正大　　　　 人間　　 教育人間　　 　 前期４ 教育学　　
3268-37-1571 大正大　　　　 人間　　 教育人間　　 セ 前国２ 教育学　　
3268-37-1572 大正大　　　　 人間　　 教育人間　　 セ 前国３ 教育学　　
3268-37-1575 大正大　　　　 人間　　 教育人間　　 セ 前英２ 教育学　　
3268-37-1576 大正大　　　　 人間　　 教育人間　　 セ 前英３ 教育学　　
3268-37-1601 大正大　　　　 人間　　 人間環境　　 　 前期２ 児童学　　
3268-37-1602 大正大　　　　 人間　　 人間環境　　 　 前期３ 児童学　　
3268-37-1603 大正大　　　　 人間　　 人間環境　　 　 前期４ 児童学　　
3268-37-1671 大正大　　　　 人間　　 人間環境　　 セ 前国２ 児童学　　
3268-37-1672 大正大　　　　 人間　　 人間環境　　 セ 前国３ 児童学　　
3268-37-1675 大正大　　　　 人間　　 人間環境　　 セ 前英２ 児童学　　
3268-37-1676 大正大　　　　 人間　　 人間環境　　 セ 前英３ 児童学　　
3268-38-0000 大正大　　　　 地域創生 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3268-38-0102 大正大　　　　 地域創生 地域創生　　 　 前期２ 経済学　　
3268-38-0103 大正大　　　　 地域創生 地域創生　　 　 前期３ 経済学　　
3268-38-0104 大正大　　　　 地域創生 地域創生　　 　 前期４ 経済学　　
3268-38-0171 大正大　　　　 地域創生 地域創生　　 セ 前国２ 経済学　　
3268-38-0172 大正大　　　　 地域創生 地域創生　　 セ 前国３ 経済学　　
3268-38-0175 大正大　　　　 地域創生 地域創生　　 セ 前英２ 経済学　　
3268-38-0176 大正大　　　　 地域創生 地域創生　　 セ 前英３ 経済学　　
3268-39-0000 大正大　　　　 心理社会 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3268-39-0101 大正大　　　　 心理社会 人間科学　　 　 前期２ 人間科学　
3268-39-0102 大正大　　　　 心理社会 人間科学　　 　 前期３ 人間科学　
3268-39-0103 大正大　　　　 心理社会 人間科学　　 　 前期４ 人間科学　
3268-39-0171 大正大　　　　 心理社会 人間科学　　 セ 前国２ 人間科学　
3268-39-0172 大正大　　　　 心理社会 人間科学　　 セ 前国３ 人間科学　
3268-39-0175 大正大　　　　 心理社会 人間科学　　 セ 前英２ 人間科学　
3268-39-0176 大正大　　　　 心理社会 人間科学　　 セ 前英３ 人間科学　
3268-39-0201 大正大　　　　 心理社会 臨床心理　　 　 前期２ 心理学　　
3268-39-0202 大正大　　　　 心理社会 臨床心理　　 　 前期３ 心理学　　
3268-39-0203 大正大　　　　 心理社会 臨床心理　　 　 前期４ 心理学　　
3268-39-0271 大正大　　　　 心理社会 臨床心理　　 セ 前国２ 心理学　　
3268-39-0272 大正大　　　　 心理社会 臨床心理　　 セ 前国３ 心理学　　
3268-39-0275 大正大　　　　 心理社会 臨床心理　　 セ 前英２ 心理学　　
3268-39-0276 大正大　　　　 心理社会 臨床心理　　 セ 前英３ 心理学　　
3269-01-0000 大東文化大　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3269-01-0101 大東文化大　　 文　　　 英米文　　　 　 統一前 外国文学　
3269-01-0102 大東文化大　　 文　　　 英米文　　　 　 ３教科 外国文学　
3269-01-0171 大東文化大　　 文　　　 英米文　　　 セ 前後３ 外国文学　
3269-01-0173 大東文化大　　 文　　　 英米文　　　 セ 前前Ａ 外国文学　
3269-01-0174 大東文化大　　 文　　　 英米文　　　 セ 前前Ｂ 外国文学　
3269-01-0177 大東文化大　　 文　　　 英米文　　　 セ 前後４ 外国文学　
3269-01-0202 大東文化大　　 文　　　 教育　　　　 　 ３教科 教育学　　
3269-01-0203 大東文化大　　 文　　　 教育　　　　 　 統一前 教育学　　
3269-01-0271 大東文化大　　 文　　　 教育　　　　 セ 前期前 教育学　　
3269-01-0274 大東文化大　　 文　　　 教育　　　　 セ 前後３ 教育学　　



3269-01-0275 大東文化大　　 文　　　 教育　　　　 セ 前後４ 教育学　　
3269-01-0302 大東文化大　　 文　　　 中国文　　　 　 ３教科 文化学　　
3269-01-0305 大東文化大　　 文　　　 中国文　　　 　 統一前 文化学　　
3269-01-0371 大東文化大　　 文　　　 中国文　　　 セ 前後３ 文化学　　
3269-01-0372 大東文化大　　 文　　　 中国文　　　 セ 前後４ 文化学　　
3269-01-0373 大東文化大　　 文　　　 中国文　　　 セ 前期前 文化学　　
3269-01-0401 大東文化大　　 文　　　 日本文　　　 　 統一前 日本文学　
3269-01-0402 大東文化大　　 文　　　 日本文　　　 　 ３教科 日本文学　
3269-01-0471 大東文化大　　 文　　　 日本文　　　 セ 前期前 日本文学　
3269-01-0474 大東文化大　　 文　　　 日本文　　　 セ 前後３ 日本文学　
3269-01-0475 大東文化大　　 文　　　 日本文　　　 セ 前後４ 日本文学　
3269-01-0502 大東文化大　　 文　　　 書道　　　　 　 ３教科 書道　　　
3269-01-0503 大東文化大　　 文　　　 書道　　　　 　 統一前 書道　　　
3269-01-0571 大東文化大　　 文　　　 書道　　　　 セ 前期前 書道　　　
3269-01-0574 大東文化大　　 文　　　 書道　　　　 セ 前後３ 書道　　　
3269-01-0575 大東文化大　　 文　　　 書道　　　　 セ 前後４ 書道　　　
3269-01-0601 大東文化大　　 文　　　 歴史文化　　 　 統一前 日本史　　
3269-01-0603 大東文化大　　 文　　　 歴史文化　　 　 ３教Ａ 日本史　　
3269-01-0604 大東文化大　　 文　　　 歴史文化　　 　 ３教Ｂ 日本史　　
3269-01-0671 大東文化大　　 文　　　 歴史文化　　 セ 前後４ 日本史　　
3269-01-0674 大東文化大　　 文　　　 歴史文化　　 セ 前期前 日本史　　
3269-01-0677 大東文化大　　 文　　　 歴史文化　　 セ 前後３ 日本史　　
3269-08-0000 大東文化大　　 外国語　 　　　　　　 　 　　　 中国語　　
3269-08-0101 大東文化大　　 外国語　 英語　　　　 　 ３教科 英米語　　
3269-08-0102 大東文化大　　 外国語　 英語　　　　 　 統一前 英米語　　
3269-08-0171 大東文化大　　 外国語　 英語　　　　 セ 前期前 英米語　　
3269-08-0174 大東文化大　　 外国語　 英語　　　　 セ 前後３ 英米語　　
3269-08-0175 大東文化大　　 外国語　 英語　　　　 セ 前後４ 英米語　　
3269-08-0201 大東文化大　　 外国語　 中国語　　　 　 統一前 中国語　　
3269-08-0202 大東文化大　　 外国語　 中国語　　　 　 ３教科 中国語　　
3269-08-0270 大東文化大　　 外国語　 中国語　　　 セ 前後４ 中国語　　
3269-08-0271 大東文化大　　 外国語　 中国語　　　 セ 前前Ａ 中国語　　
3269-08-0273 大東文化大　　 外国語　 中国語　　　 セ 前前Ｂ 中国語　　
3269-08-0275 大東文化大　　 外国語　 中国語　　　 セ 前前Ｃ 中国語　　
3269-08-0278 大東文化大　　 外国語　 中国語　　　 セ 前後３ 中国語　　
3269-08-0302 大東文化大　　 外国語　 日本語　　　 　 ３教科 日本語　　
3269-08-0303 大東文化大　　 外国語　 日本語　　　 　 統一前 日本語　　
3269-08-0370 大東文化大　　 外国語　 日本語　　　 セ 前後３ 日本語　　
3269-08-0371 大東文化大　　 外国語　 日本語　　　 セ 前期前 日本語　　
3269-12-0000 大東文化大　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3269-12-0101 大東文化大　　 法　　　 政治　　　　 　 統一前 政治学　　
3269-12-0104 大東文化大　　 法　　　 政治　　　　 　 ３教科 政治学　　
3269-12-0171 大東文化大　　 法　　　 政治　　　　 セ 前期前 政治学　　
3269-12-0174 大東文化大　　 法　　　 政治　　　　 セ 前後３ 政治学　　
3269-12-0175 大東文化大　　 法　　　 政治　　　　 セ 前後４ 政治学　　
3269-12-0202 大東文化大　　 法　　　 法律　　　　 　 ３教科 法学　　　
3269-12-0203 大東文化大　　 法　　　 法律　　　　 　 統一前 法学　　　
3269-12-0271 大東文化大　　 法　　　 法律　　　　 セ 前期前 法学　　　
3269-12-0274 大東文化大　　 法　　　 法律　　　　 セ 前後３ 法学　　　
3269-12-0275 大東文化大　　 法　　　 法律　　　　 セ 前後４ 法学　　　
3269-18-0000 大東文化大　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3269-18-0201 大東文化大　　 経済　　 社会経済　　 　 統一前 経済学　　
3269-18-0202 大東文化大　　 経済　　 社会経済　　 　 ３教科 経済学　　
3269-18-0271 大東文化大　　 経済　　 社会経済　　 セ 前期前 経済学　　
3269-18-0274 大東文化大　　 経済　　 社会経済　　 セ 前後３ 経済学　　
3269-18-0301 大東文化大　　 経済　　 現代経済　　 　 ３教科 経済学　　
3269-18-0303 大東文化大　　 経済　　 現代経済　　 　 統一前 経済学　　
3269-18-0371 大東文化大　　 経済　　 現代経済　　 セ 前期前 経済学　　
3269-18-0374 大東文化大　　 経済　　 現代経済　　 セ 前後４ 経済学　　



3269-19-0000 大東文化大　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3269-19-0102 大東文化大　　 経営　　 経営　　　　 　 ３教科 経営学・商
3269-19-0103 大東文化大　　 経営　　 経営　　　　 　 統一前 経営学・商
3269-19-0171 大東文化大　　 経営　　 経営　　　　 セ 前期前 経営学・商
3269-19-0174 大東文化大　　 経営　　 経営　　　　 セ 前後３ 経営学・商
3269-25-0000 大東文化大　　 社会　　 　　　　　　 　 　　　 社会学　　
3269-25-0101 大東文化大　　 社会　　 社会　　　　 　 統一前 社会学　　
3269-25-0103 大東文化大　　 社会　　 社会　　　　 　 ３教Ａ 社会学　　
3269-25-0104 大東文化大　　 社会　　 社会　　　　 　 ３教Ｂ 社会学　　
3269-25-0171 大東文化大　　 社会　　 社会　　　　 セ 前期前 社会学　　
3269-25-0174 大東文化大　　 社会　　 社会　　　　 セ 前後４ 社会学　　
3269-33-0000 大東文化大　　 国際関係 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3269-33-0101 大東文化大　　 国際関係 国際関係　　 　 統一前 国際関係学
3269-33-0102 大東文化大　　 国際関係 国際関係　　 　 ３教科 国際関係学
3269-33-0171 大東文化大　　 国際関係 国際関係　　 セ 前期前 国際関係学
3269-33-0174 大東文化大　　 国際関係 国際関係　　 セ 前後３ 国際関係学
3269-33-0175 大東文化大　　 国際関係 国際関係　　 セ 前後４ 国際関係学
3269-33-0201 大東文化大　　 国際関係 国際文化　　 　 統一前 文化学　　
3269-33-0202 大東文化大　　 国際関係 国際文化　　 　 ３教科 文化学　　
3269-33-0271 大東文化大　　 国際関係 国際文化　　 セ 前期前 文化学　　
3269-33-0274 大東文化大　　 国際関係 国際文化　　 セ 前後３ 文化学　　
3269-33-0275 大東文化大　　 国際関係 国際文化　　 セ 前後４ 文化学　　
3269-64-0000 大東文化大　　 スポーツ 　　　　　　 　 　　　 保健　　　
3269-64-0102 大東文化大　　 スポーツ スポーツ科学 　 ３教科 体育・健康
3269-64-0103 大東文化大　　 スポーツ スポーツ科学 　 統一前 体育・健康
3269-64-0171 大東文化大　　 スポーツ スポーツ科学 セ 前期前 体育・健康
3269-64-0174 大東文化大　　 スポーツ スポーツ科学 セ 前後３ 体育・健康
3269-64-0175 大東文化大　　 スポーツ スポーツ科学 セ 前後４ 体育・健康
3269-64-0202 大東文化大　　 スポーツ 健康科学　　 　 ３教Ａ 保健　　　
3269-64-0203 大東文化大　　 スポーツ 健康科学　　 　 統一前 保健　　　
3269-64-0204 大東文化大　　 スポーツ 健康科学　　 　 ３教Ｂ 保健　　　
3269-64-0271 大東文化大　　 スポーツ 健康科学　　 セ 前前Ａ 保健　　　
3269-64-0272 大東文化大　　 スポーツ 健康科学　　 セ 前後４ 保健　　　
3269-64-0273 大東文化大　　 スポーツ 健康科学　　 セ 前前Ｂ 保健　　　
3269-64-0274 大東文化大　　 スポーツ 健康科学　　 セ 前前Ｃ 保健　　　
3269-64-0279 大東文化大　　 スポーツ 健康科学　　 セ 前後３ 保健　　　
3269-64-0301 大東文化大　　 スポーツ 看護　　　　 　 統一前 看護　　　
3269-64-0302 大東文化大　　 スポーツ 看護　　　　 　 ３教Ａ 看護　　　
3269-64-0303 大東文化大　　 スポーツ 看護　　　　 　 ３教Ｂ 看護　　　
3269-64-0370 大東文化大　　 スポーツ 看護　　　　 セ 前後３ 看護　　　
3269-64-0371 大東文化大　　 スポーツ 看護　　　　 セ 前前Ａ 看護　　　
3269-64-0372 大東文化大　　 スポーツ 看護　　　　 セ 前前Ｂ 看護　　　
3269-64-0373 大東文化大　　 スポーツ 看護　　　　 セ 前前Ｃ 看護　　　
3270-19-0000 高千穂大　　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3270-19-0101 高千穂大　　　 経営　　 経営　　　　 　 ベスⅠ 経営学・商
3270-19-0103 高千穂大　　　 経営　　 経営　　　　 　 英国Ⅰ 経営学・商
3270-19-0175 高千穂大　　　 経営　　 経営　　　　 セ Ⅰ期２ 経営学・商
3270-19-0176 高千穂大　　　 経営　　 経営　　　　 セ Ⅰ期３ 経営学・商
3270-19-0177 高千穂大　　　 経営　　 経営　　　　 セ Ⅱ期２ 経営学・商
3270-19-0178 高千穂大　　　 経営　　 経営　　　　 セ Ⅱ期３ 経営学・商
3270-20-0000 高千穂大　　　 商　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3270-20-0201 高千穂大　　　 商　　　 商　　　　　 　 ベスⅠ 経営学・商
3270-20-0203 高千穂大　　　 商　　　 商　　　　　 　 英国Ⅰ 経営学・商
3270-20-0275 高千穂大　　　 商　　　 商　　　　　 セ Ⅰ期２ 経営学・商
3270-20-0276 高千穂大　　　 商　　　 商　　　　　 セ Ⅰ期３ 経営学・商
3270-20-0277 高千穂大　　　 商　　　 商　　　　　 セ Ⅱ期２ 経営学・商
3270-20-0278 高千穂大　　　 商　　　 商　　　　　 セ Ⅱ期３ 経営学・商
3270-37-0000 高千穂大　　　 人間科学 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3270-37-0101 高千穂大　　　 人間科学 人間／人間科 　 ベスⅠ 人間科学　



3270-37-0102 高千穂大　　　 人間科学 人間／人間科 　 英国Ⅰ 人間科学　
3270-37-0175 高千穂大　　　 人間科学 人間／人間科 セ Ⅰ期２ 人間科学　
3270-37-0176 高千穂大　　　 人間科学 人間／人間科 セ Ⅰ期３ 人間科学　
3270-37-0177 高千穂大　　　 人間科学 人間／人間科 セ Ⅱ期２ 人間科学　
3270-37-0178 高千穂大　　　 人間科学 人間／人間科 セ Ⅱ期３ 人間科学　
3270-37-0201 高千穂大　　　 人間科学 人間／児童教 　 ベスⅠ 児童学　　
3270-37-0202 高千穂大　　　 人間科学 人間／児童教 　 英国Ⅰ 児童学　　
3270-37-0272 高千穂大　　　 人間科学 人間／児童教 セ Ⅰ期２ 児童学　　
3270-37-0273 高千穂大　　　 人間科学 人間／児童教 セ Ⅰ期３ 児童学　　
3270-37-0274 高千穂大　　　 人間科学 人間／児童教 セ Ⅱ期２ 児童学　　
3270-37-0275 高千穂大　　　 人間科学 人間／児童教 セ Ⅱ期３ 児童学　　
3271-08-0000 拓殖大　　　　 外国語　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3271-08-0102 拓殖大　　　　 外国語　 英米語　　　 　 全国　 英米語　　
3271-08-0109 拓殖大　　　　 外国語　 英米語　　　 　 ２月　 英米語　　
3271-08-0171 拓殖大　　　　 外国語　 英米語　　　 セ Ⅰ期２ 英米語　　
3271-08-0173 拓殖大　　　　 外国語　 英米語　　　 セ Ⅰ期３ 英米語　　
3271-08-0202 拓殖大　　　　 外国語　 スペイン語　 　 全国　 スペイン語
3271-08-0209 拓殖大　　　　 外国語　 スペイン語　 　 ２月　 スペイン語
3271-08-0271 拓殖大　　　　 外国語　 スペイン語　 セ Ⅰ期２ スペイン語
3271-08-0273 拓殖大　　　　 外国語　 スペイン語　 セ Ⅰ期３ スペイン語
3271-08-0302 拓殖大　　　　 外国語　 中国語　　　 　 全国　 中国語　　
3271-08-0309 拓殖大　　　　 外国語　 中国語　　　 　 ２月　 中国語　　
3271-08-0371 拓殖大　　　　 外国語　 中国語　　　 セ Ⅰ期２ 中国語　　
3271-08-0373 拓殖大　　　　 外国語　 中国語　　　 セ Ⅰ期３ 中国語　　
3271-13-0000 拓殖大　　　　 政経　　 　　　　　　 　 　　　 国際関係学
3271-13-0100 拓殖大　　　　 政経　　 経済　　　　 　 ２月　 経済学　　
3271-13-0102 拓殖大　　　　 政経　　 経済　　　　 　 全国　 経済学　　
3271-13-0171 拓殖大　　　　 政経　　 経済　　　　 セ Ⅰ期２ 経済学　　
3271-13-0172 拓殖大　　　　 政経　　 経済　　　　 セ Ⅰ期３ 経済学　　
3271-13-0200 拓殖大　　　　 政経　　 法律政治　　 　 ２月　 政治学　　
3271-13-0202 拓殖大　　　　 政経　　 法律政治　　 　 全国　 政治学　　
3271-13-0271 拓殖大　　　　 政経　　 法律政治　　 セ Ⅰ期２ 政治学　　
3271-13-0272 拓殖大　　　　 政経　　 法律政治　　 セ Ⅰ期３ 政治学　　
3271-20-0000 拓殖大　　　　 商　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3271-20-0102 拓殖大　　　　 商　　　 経営　　　　 　 全国　 経営学・商
3271-20-0109 拓殖大　　　　 商　　　 経営　　　　 　 ２月　 経営学・商
3271-20-0171 拓殖大　　　　 商　　　 経営　　　　 セ Ⅰ期２ 経営学・商
3271-20-0172 拓殖大　　　　 商　　　 経営　　　　 セ Ⅰ期３ 経営学・商
3271-20-0202 拓殖大　　　　 商　　　 国際ビジネス 　 全国　 経営学・商
3271-20-0209 拓殖大　　　　 商　　　 国際ビジネス 　 ２月　 経営学・商
3271-20-0271 拓殖大　　　　 商　　　 国際ビジネス セ Ⅰ期２ 経営学・商
3271-20-0272 拓殖大　　　　 商　　　 国際ビジネス セ Ⅰ期３ 経営学・商
3271-20-0301 拓殖大　　　　 商　　　 会計　　　　 　 全国　 経営学・商
3271-20-0309 拓殖大　　　　 商　　　 会計　　　　 　 ２月　 経営学・商
3271-20-0371 拓殖大　　　　 商　　　 会計　　　　 セ Ⅰ期２ 経営学・商
3271-20-0372 拓殖大　　　　 商　　　 会計　　　　 セ Ⅰ期３ 経営学・商
3271-34-0000 拓殖大　　　　 国際　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3271-34-0101 拓殖大　　　　 国際　　 国際　　　　 　 全国　 国際関係学
3271-34-0109 拓殖大　　　　 国際　　 国際　　　　 　 ２月　 国際関係学
3271-34-0171 拓殖大　　　　 国際　　 国際　　　　 セ Ⅰ期２ 国際関係学
3271-34-0172 拓殖大　　　　 国際　　 国際　　　　 セ Ⅰ期３ 国際関係学
3271-46-0000 拓殖大　　　　 工　　　 　　　　　　 　 　　　 情報工学　
3271-46-0101 拓殖大　　　　 工　　　 機械シス工　 　 全国　 機械工学　
3271-46-0102 拓殖大　　　　 工　　　 機械シス工　 　 ２月　 機械工学　
3271-46-0171 拓殖大　　　　 工　　　 機械シス工　 セ Ⅰ期２ 機械工学　
3271-46-0172 拓殖大　　　　 工　　　 機械シス工　 セ Ⅰ期３ 機械工学　
3271-46-0301 拓殖大　　　　 工　　　 情報工　　　 　 全国　 情報工学　
3271-46-0302 拓殖大　　　　 工　　　 情報工　　　 　 ２月　 情報工学　
3271-46-0371 拓殖大　　　　 工　　　 情報工　　　 セ Ⅰ期２ 情報工学　



3271-46-0372 拓殖大　　　　 工　　　 情報工　　　 セ Ⅰ期３ 情報工学　
3271-46-0401 拓殖大　　　　 工　　　 電子シス工　 　 全国　 電気・電子
3271-46-0402 拓殖大　　　　 工　　　 電子シス工　 　 ２月　 電気・電子
3271-46-0471 拓殖大　　　　 工　　　 電子シス工　 セ Ⅰ期２ 電気・電子
3271-46-0472 拓殖大　　　　 工　　　 電子シス工　 セ Ⅰ期３ 電気・電子
3271-46-1203 拓殖大　　　　 工　　　 国際／機械シ 　 ２月　 機械工学　
3271-46-1271 拓殖大　　　　 工　　　 国際／機械シ セ 　　　 機械工学　
3271-46-1303 拓殖大　　　　 工　　　 国際／電子シ 　 ２月　 電気・電子
3271-46-1371 拓殖大　　　　 工　　　 国際／電子シ セ 　　　 電気・電子
3271-46-1403 拓殖大　　　　 工　　　 国際／情報工 　 ２月　 情報工学　
3271-46-1471 拓殖大　　　　 工　　　 国際／情報工 セ 　　　 情報工学　
3271-46-1503 拓殖大　　　　 工　　　 国際／デザイ 　 ２月　 デザイン工
3271-46-1571 拓殖大　　　　 工　　　 国際／デザイ セ 　　　 デザイン工
3271-46-1601 拓殖大　　　　 工　　　 デザイン　　 　 全国　 デザイン工
3271-46-1602 拓殖大　　　　 工　　　 デザイン　　 　 ２月　 デザイン工
3271-46-1671 拓殖大　　　　 工　　　 デザイン　　 セ Ⅰ期２ デザイン工
3271-46-1672 拓殖大　　　　 工　　　 デザイン　　 セ Ⅰ期３ デザイン工
3272-21-0000 多摩大　　　　 経営情報 　　　　　　 　 　　　 経営情報学
3272-21-0003 多摩大　　　　 経営情報 　　　　　　 　 サテラ 経営情報学
3272-21-0004 多摩大　　　　 経営情報 　　　　　　 　 Ⅰ期　 経営情報学
3272-21-0072 多摩大　　　　 経営情報 　　　　　　 セ Ⅰ期　 経営情報学
3272-37-0000 多摩大　　　　 グローバ 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3272-37-0108 多摩大　　　　 グローバ グローバルス 　 サテラ 国際関係学
3272-37-0109 多摩大　　　　 グローバ グローバルス 　 Ⅰ期　 国際関係学
3272-37-0172 多摩大　　　　 グローバ グローバルス セ Ⅰ期　 国際関係学
3273-01-0000 玉川大　　　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3273-01-2301 玉川大　　　　 文　　　 英語教育　　 　 学部別 英米語　　
3273-01-2302 玉川大　　　　 文　　　 英語教育　　 　 統一前 英米語　　
3273-01-2303 玉川大　　　　 文　　　 英語教育　　 　 英外部 英米語　　
3273-01-2371 玉川大　　　　 文　　　 英語教育　　 セ 前期　 英米語　　
3273-01-2402 玉川大　　　　 文　　　 国語教育　　 　 学部別 日本語　　
3273-01-2403 玉川大　　　　 文　　　 国語教育　　 　 統一前 日本語　　
3273-01-2404 玉川大　　　　 文　　　 国語教育　　 　 英外部 日本語　　
3273-01-2471 玉川大　　　　 文　　　 国語教育　　 セ 前期　 日本語　　
3273-19-0000 玉川大　　　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3273-19-0100 玉川大　　　　 経営　　 国際経営　　 　 学部別 経営学・商
3273-19-0101 玉川大　　　　 経営　　 国際経営　　 　 統一前 経営学・商
3273-19-0102 玉川大　　　　 経営　　 国際経営　　 　 英外部 経営学・商
3273-19-0172 玉川大　　　　 経営　　 国際経営　　 セ 前期　 経営学・商
3273-27-0000 玉川大　　　　 観光　　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3273-27-0101 玉川大　　　　 観光　　 観光　　　　 　 学部別 観光学　　
3273-27-0102 玉川大　　　　 観光　　 観光　　　　 　 統一前 観光学　　
3273-27-0103 玉川大　　　　 観光　　 観光　　　　 　 英外部 観光学　　
3273-27-0171 玉川大　　　　 観光　　 観光　　　　 セ 前期　 観光学　　
3273-30-0000 玉川大　　　　 教育　　 　　　　　　 　 　　　 中高－体育
3273-30-0100 玉川大　　　　 教育　　 教育　　　　 　 学部別 小学校　　
3273-30-0101 玉川大　　　　 教育　　 教育　　　　 　 統一前 小学校　　
3273-30-0102 玉川大　　　　 教育　　 教育　　　　 　 英外部 小学校　　
3273-30-0171 玉川大　　　　 教育　　 教育　　　　 セ 前期　 小学校　　
3273-30-0200 玉川大　　　　 教育　　 乳幼児発達　 　 学部別 幼稚園　　
3273-30-0201 玉川大　　　　 教育　　 乳幼児発達　 　 統一前 幼稚園　　
3273-30-0202 玉川大　　　　 教育　　 乳幼児発達　 　 英外部 幼稚園　　
3273-30-0271 玉川大　　　　 教育　　 乳幼児発達　 セ 前期　 幼稚園　　
3273-30-0301 玉川大　　　　 教育　　 教育／保健体 　 学部別 中高－体育
3273-30-0302 玉川大　　　　 教育　　 教育／保健体 　 統一前 中高－体育
3273-30-0303 玉川大　　　　 教育　　 教育／保健体 　 英外部 中高－体育
3273-30-0371 玉川大　　　　 教育　　 教育／保健体 セ 前期　 中高－体育
3273-37-0000 玉川大　　　　 リベラル 　　　　　　 　 　　　 総合科学　
3273-37-0101 玉川大　　　　 リベラル リベラルアー 　 学部別 総合科学　



3273-37-0102 玉川大　　　　 リベラル リベラルアー 　 統一前 総合科学　
3273-37-0104 玉川大　　　　 リベラル リベラルアー 　 英外部 総合科学　
3273-37-0171 玉川大　　　　 リベラル リベラルアー セ 前期　 総合科学　
3273-46-0000 玉川大　　　　 工　　　 　　　　　　 　 　　　 中高－数学
3273-46-0201 玉川大　　　　 工　　　 マネジメント 　 英外部 経営工学　
3273-46-0205 玉川大　　　　 工　　　 マネジメント 　 統一前 経営工学　
3273-46-0207 玉川大　　　　 工　　　 マネジメント 　 学部別 経営工学　
3273-46-0272 玉川大　　　　 工　　　 マネジメント セ 前期　 経営工学　
3273-46-0702 玉川大　　　　 工　　　 ソフトウェア 　 英外部 情報工学　
3273-46-0703 玉川大　　　　 工　　　 ソフトウェア 　 統一前 情報工学　
3273-46-0705 玉川大　　　　 工　　　 ソフトウェア 　 学部別 情報工学　
3273-46-0771 玉川大　　　　 工　　　 ソフトウェア セ 前期　 情報工学　
3273-46-0801 玉川大　　　　 工　　　 数学教員養成 　 学部別 数学　　　
3273-46-0802 玉川大　　　　 工　　　 数学教員養成 　 統一前 数学　　　
3273-46-0804 玉川大　　　　 工　　　 数学教員養成 　 英外部 数学　　　
3273-46-0871 玉川大　　　　 工　　　 数学教員養成 セ 前期　 数学　　　
3273-46-0903 玉川大　　　　 工　　　 エンジニアリ 　 統一前 デザイン工
3273-46-0904 玉川大　　　　 工　　　 エンジニアリ 　 学部別 デザイン工
3273-46-0905 玉川大　　　　 工　　　 エンジニアリ 　 英外部 デザイン工
3273-46-0971 玉川大　　　　 工　　　 エンジニアリ セ 前期　 デザイン工
3273-46-1002 玉川大　　　　 工　　　 情報通信工　 　 学部別 情報工学　
3273-46-1003 玉川大　　　　 工　　　 情報通信工　 　 統一前 情報工学　
3273-46-1004 玉川大　　　　 工　　　 情報通信工　 　 英外部 情報工学　
3273-46-1071 玉川大　　　　 工　　　 情報通信工　 セ 前期　 情報工学　
3273-72-0000 玉川大　　　　 農　　　 　　　　　　 　 　　　 農学　　　
3273-72-0602 玉川大　　　　 農　　　 生産農　　　 　 学部別 農学　　　
3273-72-0603 玉川大　　　　 農　　　 生産農　　　 　 統一前 農学　　　
3273-72-0604 玉川大　　　　 農　　　 生産農　　　 　 英外部 農学　　　
3273-72-0671 玉川大　　　　 農　　　 生産農　　　 セ 前期　 農学　　　
3273-72-0702 玉川大　　　　 農　　　 環境農　　　 　 学部別 農学　　　
3273-72-0703 玉川大　　　　 農　　　 環境農　　　 　 統一前 農学　　　
3273-72-0704 玉川大　　　　 農　　　 環境農　　　 　 英外部 農学　　　
3273-72-0771 玉川大　　　　 農　　　 環境農　　　 セ 前期　 農学　　　
3273-72-0802 玉川大　　　　 農　　　 先端食農　　 　 学部別 農学　　　
3273-72-0803 玉川大　　　　 農　　　 先端食農　　 　 統一前 農学　　　
3273-72-0804 玉川大　　　　 農　　　 先端食農　　 　 英外部 農学　　　
3273-72-0871 玉川大　　　　 農　　　 先端食農　　 セ 前期　 農学　　　
3273-72-0901 玉川大　　　　 農　　　 生産／理科教 　 学部別 農学　　　
3273-72-0902 玉川大　　　　 農　　　 生産／理科教 　 統一前 農学　　　
3273-72-0903 玉川大　　　　 農　　　 生産／理科教 　 英外部 農学　　　
3273-72-0971 玉川大　　　　 農　　　 生産／理科教 セ 前期　 農学　　　
3273-83-0000 玉川大　　　　 芸術　　 　　　　　　 　 　　　 芸術理論　
3273-83-0100 玉川大　　　　 芸術　　 パフォーミン 　 学部別 演劇　　　
3273-83-0101 玉川大　　　　 芸術　　 パフォーミン 　 統一前 演劇　　　
3273-83-0102 玉川大　　　　 芸術　　 パフォーミン 　 英外部 演劇　　　
3273-83-0171 玉川大　　　　 芸術　　 パフォーミン セ 前期　 演劇　　　
3273-83-0401 玉川大　　　　 芸術　　 メディア・デ 　 学部別 映像　　　
3273-83-0402 玉川大　　　　 芸術　　 メディア・デ 　 統一前 映像　　　
3273-83-0403 玉川大　　　　 芸術　　 メディア・デ 　 英外部 映像　　　
3273-83-0471 玉川大　　　　 芸術　　 メディア・デ セ 前期　 映像　　　
3273-83-0601 玉川大　　　　 芸術　　 芸術／音楽　 　 学部別 中高－音楽
3273-83-0602 玉川大　　　　 芸術　　 芸術／音楽　 　 統一前 中高－音楽
3273-83-0603 玉川大　　　　 芸術　　 芸術／音楽　 　 英外部 中高－音楽
3273-83-0671 玉川大　　　　 芸術　　 芸術／音楽　 セ 前期　 中高－音楽
3273-83-0701 玉川大　　　　 芸術　　 芸術／美術工 　 学部別 中高－美術
3273-83-0702 玉川大　　　　 芸術　　 芸術／美術工 　 統一前 中高－美術
3273-83-0703 玉川大　　　　 芸術　　 芸術／美術工 　 英外部 中高－美術
3273-83-0771 玉川大　　　　 芸術　　 芸術／美術工 セ 前期　 中高－美術
3274-83-0000 多摩美大　　　 美術　　 　　　　　　 　 　　　 美術・デザ



3274-83-0100 多摩美大　　　 美術　　 絵画／油画　 　 　　　 美術・デザ
3274-83-0171 多摩美大　　　 美術　　 絵画／油画　 セ Ⅰ　　 美術・デザ
3274-83-0200 多摩美大　　　 美術　　 絵画／日本画 　 　　　 美術・デザ
3274-83-0271 多摩美大　　　 美術　　 絵画／日本画 セ Ⅰ　　 美術・デザ
3274-83-0300 多摩美大　　　 美術　　 絵画／版画　 　 　　　 美術・デザ
3274-83-0371 多摩美大　　　 美術　　 絵画／版画　 セ Ⅰ　　 美術・デザ
3274-83-0501 多摩美大　　　 美術　　 芸術　　　　 　 　　　 芸術理論　
3274-83-0571 多摩美大　　　 美術　　 芸術　　　　 セ Ⅱ　　 芸術理論　
3274-83-0572 多摩美大　　　 美術　　 芸術　　　　 セ Ⅰ　　 芸術理論　
3274-83-0600 多摩美大　　　 美術　　 彫刻　　　　 　 　　　 美術・デザ
3274-83-0671 多摩美大　　　 美術　　 彫刻　　　　 セ Ⅰ　　 美術・デザ
3274-83-1301 多摩美大　　　 美術　　 環境デザイン 　 　　　 建築・土木
3274-83-1372 多摩美大　　　 美術　　 環境デザイン セ Ⅰ　　 建築・土木
3274-83-1373 多摩美大　　　 美術　　 環境デザイン セ Ⅱ　　 建築・土木
3274-83-1500 多摩美大　　　 美術　　 工芸　　　　 　 　　　 美術・デザ
3274-83-1571 多摩美大　　　 美術　　 工芸　　　　 セ Ⅰ　　 美術・デザ
3274-83-1601 多摩美大　　　 美術　　 グラフィック 　 　　　 美術・デザ
3274-83-1671 多摩美大　　　 美術　　 グラフィック セ Ⅰ　　 美術・デザ
3274-83-1701 多摩美大　　　 美術　　 情報／メディ 　 　　　 映像　　　
3274-83-1771 多摩美大　　　 美術　　 情報／メディ セ Ⅰ　　 映像　　　
3274-83-1801 多摩美大　　　 美術　　 情報／情報デ 　 　　　 総合情報学
3274-83-1871 多摩美大　　　 美術　　 情報／情報デ セ Ⅰ　　 総合情報学
3274-83-1872 多摩美大　　　 美術　　 情報／情報デ セ Ⅱ　　 総合情報学
3274-83-1901 多摩美大　　　 美術　　 生産／プロダ 　 　　　 デザイン工
3274-83-1971 多摩美大　　　 美術　　 生産／プロダ セ Ⅰ　　 デザイン工
3274-83-2001 多摩美大　　　 美術　　 生産／テキス 　 　　　 美術・デザ
3274-83-2071 多摩美大　　　 美術　　 生産／テキス セ Ⅰ　　 美術・デザ
3274-83-2101 多摩美大　　　 美術　　 統合デザイン 　 　　　 美術・デザ
3274-83-2171 多摩美大　　　 美術　　 統合デザイン セ Ⅰ　　 美術・デザ
3274-83-2172 多摩美大　　　 美術　　 統合デザイン セ Ⅱ　　 美術・デザ
3274-83-2201 多摩美大　　　 美術　　 演劇／演劇舞 　 　　　 演劇　　　
3274-83-2271 多摩美大　　　 美術　　 演劇／演劇舞 セ Ⅰ　　 演劇　　　
3274-83-2301 多摩美大　　　 美術　　 演劇／劇場美 　 　　　 美術・デザ
3274-83-2371 多摩美大　　　 美術　　 演劇／劇場美 セ Ⅰ　　 美術・デザ
3274-83-2372 多摩美大　　　 美術　　 演劇／劇場美 セ Ⅱ　　 美術・デザ
3275-01-0000 中央大　　　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3275-01-1601 中央大　　　　 文　　　 人文／国文学 　 　　　 日本文学　
3275-01-1602 中央大　　　　 文　　　 人文／国文学 　 統一　 日本文学　
3275-01-1603 中央大　　　　 文　　　 人文／国文学 　 英検定 日本文学　
3275-01-1672 中央大　　　　 文　　　 人文／国文学 セ 単前４ 日本文学　
3275-01-1673 中央大　　　　 文　　　 人文／国文学 セ 単前３ 日本文学　
3275-01-1701 中央大　　　　 文　　　 人文／英語文 　 　　　 外国文学　
3275-01-1702 中央大　　　　 文　　　 人文／英語文 　 統一　 外国文学　
3275-01-1703 中央大　　　　 文　　　 人文／英語文 　 英検定 外国文学　
3275-01-1772 中央大　　　　 文　　　 人文／英語文 セ 単前４ 外国文学　
3275-01-1773 中央大　　　　 文　　　 人文／英語文 セ 単前３ 外国文学　
3275-01-1801 中央大　　　　 文　　　 人文／ドイツ 　 　　　 文化学　　
3275-01-1802 中央大　　　　 文　　　 人文／ドイツ 　 統一　 文化学　　
3275-01-1803 中央大　　　　 文　　　 人文／ドイツ 　 英検定 文化学　　
3275-01-1872 中央大　　　　 文　　　 人文／ドイツ セ 単前４ 文化学　　
3275-01-1873 中央大　　　　 文　　　 人文／ドイツ セ 単前３ 文化学　　
3275-01-1901 中央大　　　　 文　　　 人文／フラン 　 　　　 文化学　　
3275-01-1902 中央大　　　　 文　　　 人文／フラン 　 統一　 文化学　　
3275-01-1903 中央大　　　　 文　　　 人文／フラン 　 英検定 文化学　　
3275-01-1972 中央大　　　　 文　　　 人文／フラン セ 単前４ 文化学　　
3275-01-1973 中央大　　　　 文　　　 人文／フラン セ 単前３ 文化学　　
3275-01-2001 中央大　　　　 文　　　 人文／中国言 　 　　　 中国語　　
3275-01-2002 中央大　　　　 文　　　 人文／中国言 　 統一　 中国語　　
3275-01-2003 中央大　　　　 文　　　 人文／中国言 　 英検定 中国語　　



3275-01-2072 中央大　　　　 文　　　 人文／中国言 セ 単前４ 中国語　　
3275-01-2073 中央大　　　　 文　　　 人文／中国言 セ 単前３ 中国語　　
3275-01-2101 中央大　　　　 文　　　 人文／日本史 　 　　　 日本史　　
3275-01-2102 中央大　　　　 文　　　 人文／日本史 　 統一　 日本史　　
3275-01-2103 中央大　　　　 文　　　 人文／日本史 　 英検定 日本史　　
3275-01-2172 中央大　　　　 文　　　 人文／日本史 セ 単前４ 日本史　　
3275-01-2173 中央大　　　　 文　　　 人文／日本史 セ 単前３ 日本史　　
3275-01-2201 中央大　　　　 文　　　 人文／東洋史 　 　　　 東洋史　　
3275-01-2202 中央大　　　　 文　　　 人文／東洋史 　 統一　 東洋史　　
3275-01-2203 中央大　　　　 文　　　 人文／東洋史 　 英検定 東洋史　　
3275-01-2272 中央大　　　　 文　　　 人文／東洋史 セ 単前４ 東洋史　　
3275-01-2273 中央大　　　　 文　　　 人文／東洋史 セ 単前３ 東洋史　　
3275-01-2301 中央大　　　　 文　　　 人文／西洋史 　 　　　 西洋史　　
3275-01-2302 中央大　　　　 文　　　 人文／西洋史 　 統一　 西洋史　　
3275-01-2303 中央大　　　　 文　　　 人文／西洋史 　 英検定 西洋史　　
3275-01-2372 中央大　　　　 文　　　 人文／西洋史 セ 単前４ 西洋史　　
3275-01-2373 中央大　　　　 文　　　 人文／西洋史 セ 単前３ 西洋史　　
3275-01-2401 中央大　　　　 文　　　 人文／哲学　 　 　　　 哲学倫理宗
3275-01-2402 中央大　　　　 文　　　 人文／哲学　 　 統一　 哲学倫理宗
3275-01-2403 中央大　　　　 文　　　 人文／哲学　 　 英検定 哲学倫理宗
3275-01-2472 中央大　　　　 文　　　 人文／哲学　 セ 単前４ 哲学倫理宗
3275-01-2473 中央大　　　　 文　　　 人文／哲学　 セ 単前３ 哲学倫理宗
3275-01-2501 中央大　　　　 文　　　 人文／社会学 　 　　　 社会学　　
3275-01-2502 中央大　　　　 文　　　 人文／社会学 　 統一　 社会学　　
3275-01-2503 中央大　　　　 文　　　 人文／社会学 　 英検定 社会学　　
3275-01-2572 中央大　　　　 文　　　 人文／社会学 セ 単前４ 社会学　　
3275-01-2573 中央大　　　　 文　　　 人文／社会学 セ 単前３ 社会学　　
3275-01-2601 中央大　　　　 文　　　 人文／社会情 　 　　　 総合情報学
3275-01-2602 中央大　　　　 文　　　 人文／社会情 　 統一　 総合情報学
3275-01-2603 中央大　　　　 文　　　 人文／社会情 　 英検定 総合情報学
3275-01-2672 中央大　　　　 文　　　 人文／社会情 セ 単前４ 総合情報学
3275-01-2673 中央大　　　　 文　　　 人文／社会情 セ 単前３ 総合情報学
3275-01-2701 中央大　　　　 文　　　 人文／教育学 　 　　　 教育学　　
3275-01-2702 中央大　　　　 文　　　 人文／教育学 　 統一　 教育学　　
3275-01-2703 中央大　　　　 文　　　 人文／教育学 　 英検定 教育学　　
3275-01-2772 中央大　　　　 文　　　 人文／教育学 セ 単前４ 教育学　　
3275-01-2773 中央大　　　　 文　　　 人文／教育学 セ 単前３ 教育学　　
3275-01-2801 中央大　　　　 文　　　 人文／心理学 　 　　　 心理学　　
3275-01-2802 中央大　　　　 文　　　 人文／心理学 　 統一　 心理学　　
3275-01-2803 中央大　　　　 文　　　 人文／心理学 　 英検定 心理学　　
3275-01-2872 中央大　　　　 文　　　 人文／心理学 セ 単前４ 心理学　　
3275-01-2873 中央大　　　　 文　　　 人文／心理学 セ 単前３ 心理学　　
3275-12-0000 中央大　　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3275-12-0101 中央大　　　　 法　　　 国際企業関係 　 ３教科 法学　　　
3275-12-0102 中央大　　　　 法　　　 国際企業関係 　 統一４ 法学　　　
3275-12-0103 中央大　　　　 法　　　 国際企業関係 　 統一３ 法学　　　
3275-12-0104 中央大　　　　 法　　　 国際企業関係 　 ４教科 法学　　　
3275-12-0171 中央大　　　　 法　　　 国際企業関係 セ 併用　 法学　　　
3275-12-0172 中央大　　　　 法　　　 国際企業関係 セ 単前５ 法学　　　
3275-12-0174 中央大　　　　 法　　　 国際企業関係 セ 単前３ 法学　　　
3275-12-0201 中央大　　　　 法　　　 政治　　　　 　 統一４ 政治学　　
3275-12-0202 中央大　　　　 法　　　 政治　　　　 　 統一３ 政治学　　
3275-12-0203 中央大　　　　 法　　　 政治　　　　 　 ３教科 政治学　　
3275-12-0204 中央大　　　　 法　　　 政治　　　　 　 ４教科 政治学　　
3275-12-0271 中央大　　　　 法　　　 政治　　　　 セ 併用　 政治学　　
3275-12-0272 中央大　　　　 法　　　 政治　　　　 セ 単前５ 政治学　　
3275-12-0274 中央大　　　　 法　　　 政治　　　　 セ 単前３ 政治学　　
3275-12-0301 中央大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 統一４ 法学　　　
3275-12-0302 中央大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 統一３ 法学　　　



3275-12-0303 中央大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 ３教科 法学　　　
3275-12-0304 中央大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 ４教科 法学　　　
3275-12-0371 中央大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ 併用　 法学　　　
3275-12-0372 中央大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ 単前５ 法学　　　
3275-12-0374 中央大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ 単前３ 法学　　　
3275-13-0000 中央大　　　　 総合政策 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3275-13-0101 中央大　　　　 総合政策 国際政策文化 　 　　　 文化学　　
3275-13-0104 中央大　　　　 総合政策 国際政策文化 　 統一　 文化学　　
3275-13-0105 中央大　　　　 総合政策 国際政策文化 　 英検定 文化学　　
3275-13-0171 中央大　　　　 総合政策 国際政策文化 セ 単独前 文化学　　
3275-13-0172 中央大　　　　 総合政策 国際政策文化 セ 併用　 文化学　　
3275-13-0201 中央大　　　　 総合政策 政策科学　　 　 　　　 政治学　　
3275-13-0204 中央大　　　　 総合政策 政策科学　　 　 統一　 政治学　　
3275-13-0205 中央大　　　　 総合政策 政策科学　　 　 英検定 政治学　　
3275-13-0272 中央大　　　　 総合政策 政策科学　　 セ 併用　 政治学　　
3275-13-0273 中央大　　　　 総合政策 政策科学　　 セ 単独前 政治学　　
3275-18-0000 中央大　　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3275-18-0101 中央大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 Ⅰ　　 経済学　　
3275-18-0102 中央大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 英検Ⅰ 経済学　　
3275-18-0103 中央大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 英検Ⅱ 経済学　　
3275-18-0104 中央大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 Ⅱ　　 経済学　　
3275-18-0105 中央大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 統一　 経済学　　
3275-18-0171 中央大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 単前４ 経済学　　
3275-18-0172 中央大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 併Ⅰ数 経済学　　
3275-18-0173 中央大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 併Ⅰ英 経済学　　
3275-18-0174 中央大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 併Ⅱ数 経済学　　
3275-18-0175 中央大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 併Ⅱ英 経済学　　
3275-18-0176 中央大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 単前３ 経済学　　
3275-18-0201 中央大　　　　 経済　　 公共・環境経 　 　　　 政治学　　
3275-18-0204 中央大　　　　 経済　　 公共・環境経 　 統一　 政治学　　
3275-18-0205 中央大　　　　 経済　　 公共・環境経 　 英検定 政治学　　
3275-18-0271 中央大　　　　 経済　　 公共・環境経 セ 単前４ 政治学　　
3275-18-0272 中央大　　　　 経済　　 公共・環境経 セ 併用数 政治学　　
3275-18-0273 中央大　　　　 経済　　 公共・環境経 セ 併用英 政治学　　
3275-18-0274 中央大　　　　 経済　　 公共・環境経 セ 単前３ 政治学　　
3275-18-0301 中央大　　　　 経済　　 国際経済　　 　 　　　 国際関係学
3275-18-0304 中央大　　　　 経済　　 国際経済　　 　 統一　 国際関係学
3275-18-0305 中央大　　　　 経済　　 国際経済　　 　 英検定 国際関係学
3275-18-0371 中央大　　　　 経済　　 国際経済　　 セ 単前４ 国際関係学
3275-18-0372 中央大　　　　 経済　　 国際経済　　 セ 併用数 国際関係学
3275-18-0373 中央大　　　　 経済　　 国際経済　　 セ 併用英 国際関係学
3275-18-0374 中央大　　　　 経済　　 国際経済　　 セ 単前３ 国際関係学
3275-18-0401 中央大　　　　 経済　　 経済情報シス 　 　　　 経営情報学
3275-18-0404 中央大　　　　 経済　　 経済情報シス 　 統一　 経営情報学
3275-18-0405 中央大　　　　 経済　　 経済情報シス 　 英検定 経営情報学
3275-18-0471 中央大　　　　 経済　　 経済情報シス セ 単前４ 経営情報学
3275-18-0472 中央大　　　　 経済　　 経済情報シス セ 併用数 経営情報学
3275-18-0473 中央大　　　　 経済　　 経済情報シス セ 併用英 経営情報学
3275-18-0474 中央大　　　　 経済　　 経済情報シス セ 単前３ 経営情報学
3275-20-0000 中央大　　　　 商　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3275-20-0501 中央大　　　　 商　　　 会計／フレ　 　 　　　 経営学・商
3275-20-0571 中央大　　　　 商　　　 会計／フレ　 セ 単前４ 経営学・商
3275-20-0575 中央大　　　　 商　　　 会計／フレ　 セ 単前３ 経営学・商
3275-20-0601 中央大　　　　 商　　　 会計／フレＰ 　 　　　 経営学・商
3275-20-0701 中央大　　　　 商　　　 経営／フレ　 　 　　　 経営学・商
3275-20-0771 中央大　　　　 商　　　 経営／フレ　 セ 単前４ 経営学・商
3275-20-0775 中央大　　　　 商　　　 経営／フレ　 セ 単前３ 経営学・商
3275-20-0801 中央大　　　　 商　　　 経営／フレＰ 　 　　　 経営学・商
3275-20-0901 中央大　　　　 商　　　 商貿／フレ　 　 　　　 経営学・商



3275-20-0971 中央大　　　　 商　　　 商貿／フレ　 セ 単前４ 経営学・商
3275-20-0975 中央大　　　　 商　　　 商貿／フレ　 セ 単前３ 経営学・商
3275-20-1001 中央大　　　　 商　　　 商貿／フレＰ 　 　　　 経営学・商
3275-20-1103 中央大　　　　 商　　　 フリーメジャ 　 統一　 経営学・商
3275-20-1171 中央大　　　　 商　　　 フリーメジャ セ 併用Ａ 経営学・商
3275-20-1172 中央大　　　　 商　　　 フリーメジャ セ 併用Ｂ 経営学・商
3275-20-1201 中央大　　　　 商　　　 金融／フレ　 　 　　　 経営学・商
3275-20-1271 中央大　　　　 商　　　 金融／フレ　 セ 単前４ 経営学・商
3275-20-1272 中央大　　　　 商　　　 金融／フレ　 セ 単前３ 経営学・商
3275-20-1301 中央大　　　　 商　　　 金融／フレＰ 　 　　　 経営学・商
3275-21-0000 中央大　　　　 国際経営 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3275-21-0101 中央大　　　　 国際経営 国際経営　　 　 　　　 国際関係学
3275-21-0102 中央大　　　　 国際経営 国際経営　　 　 統一４ 国際関係学
3275-21-0103 中央大　　　　 国際経営 国際経営　　 　 統一３ 国際関係学
3275-21-0104 中央大　　　　 国際経営 国際経営　　 　 英検定 国際関係学
3275-21-0171 中央大　　　　 国際経営 国際経営　　 セ 単前４ 国際関係学
3275-21-0172 中央大　　　　 国際経営 国際経営　　 セ 単前３ 国際関係学
3275-21-0176 中央大　　　　 国際経営 国際経営　　 セ 併用　 国際関係学
3275-33-0000 中央大　　　　 国際情報 　　　　　　 　 　　　 総合情報学
3275-33-0101 中央大　　　　 国際情報 国際情報　　 　 　　　 総合情報学
3275-33-0171 中央大　　　　 国際情報 国際情報　　 セ 併用　 総合情報学
3275-33-0172 中央大　　　　 国際情報 国際情報　　 セ 単前４ 総合情報学
3275-33-0173 中央大　　　　 国際情報 国際情報　　 セ 単前３ 総合情報学
3275-47-0000 中央大　　　　 理工　　 　　　　　　 　 　　　 物理学　　
3275-47-0101 中央大　　　　 理工　　 応用化　　　 　 　　　 応用化学　
3275-47-0171 中央大　　　　 理工　　 応用化　　　 セ 単独前 応用化学　
3275-47-0172 中央大　　　　 理工　　 応用化　　　 セ 併用　 応用化学　
3275-47-0201 中央大　　　　 理工　　 経営シス工　 　 　　　 経営工学　
3275-47-0271 中央大　　　　 理工　　 経営シス工　 セ 単独前 経営工学　
3275-47-0272 中央大　　　　 理工　　 経営シス工　 セ 併用　 経営工学　
3275-47-0300 中央大　　　　 理工　　 情報工　　　 　 　　　 情報工学　
3275-47-0371 中央大　　　　 理工　　 情報工　　　 セ 併用　 情報工学　
3275-47-0372 中央大　　　　 理工　　 情報工　　　 セ 単独前 情報工学　
3275-47-0400 中央大　　　　 理工　　 数学　　　　 　 　　　 数学　　　
3275-47-0471 中央大　　　　 理工　　 数学　　　　 セ 併用　 数学　　　
3275-47-0501 中央大　　　　 理工　　 精密機械工　 　 　　　 機械工学　
3275-47-0571 中央大　　　　 理工　　 精密機械工　 セ 単独前 機械工学　
3275-47-0572 中央大　　　　 理工　　 精密機械工　 セ 併用　 機械工学　
3275-47-0600 中央大　　　　 理工　　 電気電子情報 　 　　　 電気・電子
3275-47-0671 中央大　　　　 理工　　 電気電子情報 セ 併用　 電気・電子
3275-47-0672 中央大　　　　 理工　　 電気電子情報 セ 単独前 電気・電子
3275-47-0701 中央大　　　　 理工　　 都市環境　　 　 　　　 建築・土木
3275-47-0771 中央大　　　　 理工　　 都市環境　　 セ 単独前 建築・土木
3275-47-0772 中央大　　　　 理工　　 都市環境　　 セ 併用　 建築・土木
3275-47-0801 中央大　　　　 理工　　 物理　　　　 　 　　　 物理学　　
3275-47-0871 中央大　　　　 理工　　 物理　　　　 セ 単独前 物理学　　
3275-47-0872 中央大　　　　 理工　　 物理　　　　 セ 併用　 物理学　　
3275-47-0901 中央大　　　　 理工　　 生命科学　　 　 　　　 生物工学　
3275-47-0971 中央大　　　　 理工　　 生命科学　　 セ 単独前 生物工学　
3275-47-0972 中央大　　　　 理工　　 生命科学　　 セ 併用　 生物工学　
3275-47-1001 中央大　　　　 理工　　 人間総合理工 　 　　　 総合理学　
3275-47-1071 中央大　　　　 理工　　 人間総合理工 セ 単独前 総合理学　
3275-47-1072 中央大　　　　 理工　　 人間総合理工 セ 併用　 総合理学　
3276-03-0000 津田塾大　　　 学芸　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3276-03-0101 津田塾大　　　 学芸　　 英語英文　　 　 Ａ　　 文化学　　
3276-03-0173 津田塾大　　　 学芸　　 英語英文　　 セ Ｃ前３ 文化学　　
3276-03-0174 津田塾大　　　 学芸　　 英語英文　　 セ Ｃ前４ 文化学　　
3276-03-0201 津田塾大　　　 学芸　　 国際関係　　 　 Ａ　　 国際関係学
3276-03-0272 津田塾大　　　 学芸　　 国際関係　　 セ Ｃ前４ 国際関係学



3276-03-0273 津田塾大　　　 学芸　　 国際関係　　 セ Ｃ前３ 国際関係学
3276-03-0401 津田塾大　　　 学芸　　 数学　　　　 　 Ａ　　 数学　　　
3276-03-0472 津田塾大　　　 学芸　　 数学　　　　 セ Ｃ前期 数学　　　
3276-03-0501 津田塾大　　　 学芸　　 情報科学　　 　 Ａ　　 情報科学　
3276-03-0572 津田塾大　　　 学芸　　 情報科学　　 セ Ｃ前期 情報科学　
3276-03-0601 津田塾大　　　 学芸　　 多文化・国際 　 Ａ　　 国際関係学
3276-03-0671 津田塾大　　　 学芸　　 多文化・国際 セ Ｂ　　 国際関係学
3276-03-0672 津田塾大　　　 学芸　　 多文化・国際 セ Ｃ前期 国際関係学
3276-13-0000 津田塾大　　　 総合政策 　　　　　　 　 　　　 総合科学　
3276-13-0101 津田塾大　　　 総合政策 総合政策　　 　 Ａ　　 総合科学　
3276-13-0174 津田塾大　　　 総合政策 総合政策　　 セ Ｃ前期 総合科学　
3277-01-0000 帝京大　　　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 地理学　　
3277-01-0501 帝京大　　　　 文　　　 日本文化　　 　 Ⅰ期　 文化学　　
3277-01-0571 帝京大　　　　 文　　　 日本文化　　 セ 前期　 文化学　　
3277-01-0601 帝京大　　　　 文　　　 史学　　　　 　 Ⅰ期　 日本史　　
3277-01-0671 帝京大　　　　 文　　　 史学　　　　 セ 前期　 日本史　　
3277-01-0701 帝京大　　　　 文　　　 社会　　　　 　 Ⅰ期　 社会学　　
3277-01-0771 帝京大　　　　 文　　　 社会　　　　 セ 前期　 社会学　　
3277-01-0801 帝京大　　　　 文　　　 心理　　　　 　 Ⅰ期　 心理学　　
3277-01-0871 帝京大　　　　 文　　　 心理　　　　 セ 前期　 心理学　　
3277-08-0000 帝京大　　　　 外国語　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3277-08-0101 帝京大　　　　 外国語　 外国語　　　 　 Ⅰ期　 英米語　　
3277-08-0171 帝京大　　　　 外国語　 外国語　　　 セ 前期　 英米語　　
3277-12-0000 帝京大　　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3277-12-0101 帝京大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 Ⅰ期　 法学　　　
3277-12-0171 帝京大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ 前期　 法学　　　
3277-12-0201 帝京大　　　　 法　　　 政治　　　　 　 Ⅰ期　 政治学　　
3277-12-0271 帝京大　　　　 法　　　 政治　　　　 セ 前期　 政治学　　
3277-18-0000 帝京大　　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3277-18-0101 帝京大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 Ⅰ期　 経済学　　
3277-18-0171 帝京大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期　 経済学　　
3277-18-0202 帝京大　　　　 経済　　 経営　　　　 　 Ⅰ期　 経営学・商
3277-18-0271 帝京大　　　　 経済　　 経営　　　　 セ 前期　 経営学・商
3277-18-0601 帝京大　　　　 経済　　 観光経営　　 　 Ⅰ期　 観光学　　
3277-18-0671 帝京大　　　　 経済　　 観光経営　　 セ 前期　 観光学　　
3277-18-0701 帝京大　　　　 経済　　 地域経済　　 　 Ⅰ期　 経済学　　
3277-18-0771 帝京大　　　　 経済　　 地域経済　　 セ 前期　 経済学　　
3277-18-0801 帝京大　　　　 経済　　 国際経済　　 　 Ⅰ期　 経済学　　
3277-18-0871 帝京大　　　　 経済　　 国際経済　　 セ 前期　 経済学　　
3277-30-0000 帝京大　　　　 教育　　 　　　　　　 　 　　　 ０免課程　
3277-30-0101 帝京大　　　　 教育　　 教育文化　　 　 Ⅰ期　 中高－英語
3277-30-0171 帝京大　　　　 教育　　 教育文化　　 セ 前期　 中高－英語
3277-30-0201 帝京大　　　　 教育　　 初等／初等教 　 Ⅰ期　 小学校　　
3277-30-0271 帝京大　　　　 教育　　 初等／初等教 セ 前期　 小学校　　
3277-30-0301 帝京大　　　　 教育　　 初等／こども 　 Ⅰ期　 幼稚園　　
3277-30-0371 帝京大　　　　 教育　　 初等／こども セ 前期　 幼稚園　　
3277-47-0000 帝京大　　　　 理工　　 　　　　　　 　 　　　 航空・宇宙
3277-47-0101 帝京大　　　　 理工　　 機械・精密シ 　 Ⅰ期　 機械工学　
3277-47-0171 帝京大　　　　 理工　　 機械・精密シ セ 前期　 機械工学　
3277-47-0501 帝京大　　　　 理工　　 バイオサイエ 　 Ⅰ期　 総合理学　
3277-47-0571 帝京大　　　　 理工　　 バイオサイエ セ 前期　 総合理学　
3277-47-0701 帝京大　　　　 理工　　 情報電子工　 　 Ⅰ期　 情報工学　
3277-47-0771 帝京大　　　　 理工　　 情報電子工　 セ 前期　 情報工学　
3277-47-0801 帝京大　　　　 理工　　 航空／航空宇 　 Ⅰ期　 航空・宇宙
3277-47-0871 帝京大　　　　 理工　　 航空／航空宇 セ 前期　 航空・宇宙
3277-47-0901 帝京大　　　　 理工　　 航空／ヘリパ 　 Ⅰ期　 航空・宇宙
3277-47-0971 帝京大　　　　 理工　　 航空／ヘリパ セ 前期　 航空・宇宙
3277-55-0000 帝京大　　　　 医　　　 　　　　　　 　 　　　 医　　　　
3277-55-0100 帝京大　　　　 医　　　 医　　　　　 　 　　　 医　　　　



3277-55-0171 帝京大　　　　 医　　　 医　　　　　 セ 前期　 医　　　　
3277-61-0000 帝京大　　　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3277-61-0201 帝京大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 　 Ⅰ期　 薬　　　　
3277-61-0271 帝京大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 セ 前期　 薬　　　　
3277-64-0000 帝京大　　　　 医療技術 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
3277-64-0101 帝京大　　　　 医療技術 視能矯正　　 　 Ⅰ期　 医療技術　
3277-64-0171 帝京大　　　　 医療技術 視能矯正　　 セ 前期　 医療技術　
3277-64-0501 帝京大　　　　 医療技術 看護　　　　 　 Ⅰ期　 看護　　　
3277-64-0571 帝京大　　　　 医療技術 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3277-64-0601 帝京大　　　　 医療技術 診療放射線　 　 Ⅰ期　 放射線技術
3277-64-0671 帝京大　　　　 医療技術 診療放射線　 セ 前期　 放射線技術
3277-64-0701 帝京大　　　　 医療技術 臨床検査　　 　 Ⅰ期　 検査技術　
3277-64-0771 帝京大　　　　 医療技術 臨床検査　　 セ 前期　 検査技術　
3277-64-0901 帝京大　　　　 医療技術 スポ／健康ス 　 Ⅰ期　 体育・健康
3277-64-0971 帝京大　　　　 医療技術 スポ／健康ス セ 前期　 体育・健康
3277-64-1001 帝京大　　　　 医療技術 スポ／救急救 　 Ⅰ期　 医療技術　
3277-64-1071 帝京大　　　　 医療技術 スポ／救急救 セ 前期　 医療技術　
3277-64-1101 帝京大　　　　 医療技術 柔道整復　　 　 Ⅰ期　 医療技術　
3277-64-1171 帝京大　　　　 医療技術 柔道整復　　 セ 前期　 医療技術　
3277-65-0000 帝京大　　　　 福岡医療 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3277-65-0101 帝京大　　　　 福岡医療 理学療法　　 　 Ⅰ期　 理学療法　
3277-65-0171 帝京大　　　　 福岡医療 理学療法　　 セ 前期　 理学療法　
3277-65-0201 帝京大　　　　 福岡医療 作業療法　　 　 Ⅰ期　 作業療法　
3277-65-0271 帝京大　　　　 福岡医療 作業療法　　 セ 前期　 作業療法　
3277-65-0301 帝京大　　　　 福岡医療 看護　　　　 　 Ⅰ期　 看護　　　
3277-65-0371 帝京大　　　　 福岡医療 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3277-65-0401 帝京大　　　　 福岡医療 診療放射線　 　 Ⅰ期　 放射線技術
3277-65-0471 帝京大　　　　 福岡医療 診療放射線　 セ 前期　 放射線技術
3277-65-0501 帝京大　　　　 福岡医療 医療技術　　 　 Ⅰ期　 医療技術　
3277-65-0571 帝京大　　　　 福岡医療 医療技術　　 セ 前期　 医療技術　
3278-01-0000 東海大　　　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3278-01-0101 東海大　　　　 文　　　 英語文化コミ 　 Ａ　　 英米語　　
3278-01-0102 東海大　　　　 文　　　 英語文化コミ 　 文系　 英米語　　
3278-01-0171 東海大　　　　 文　　　 英語文化コミ セ 前期　 英米語　　
3278-01-0601 東海大　　　　 文　　　 歴史／考古学 　 Ａ　　 考古学・文
3278-01-0602 東海大　　　　 文　　　 歴史／考古学 　 文系　 考古学・文
3278-01-0671 東海大　　　　 文　　　 歴史／考古学 セ 前期　 考古学・文
3278-01-0701 東海大　　　　 文　　　 歴史／西洋史 　 Ａ　　 西洋史　　
3278-01-0702 東海大　　　　 文　　　 歴史／西洋史 　 文系　 西洋史　　
3278-01-0771 東海大　　　　 文　　　 歴史／西洋史 セ 前期　 西洋史　　
3278-01-0901 東海大　　　　 文　　　 歴史／日本史 　 Ａ　　 日本史　　
3278-01-0902 東海大　　　　 文　　　 歴史／日本史 　 文系　 日本史　　
3278-01-0971 東海大　　　　 文　　　 歴史／日本史 セ 前期　 日本史　　
3278-01-1001 東海大　　　　 文　　　 日本文　　　 　 Ａ　　 日本文学　
3278-01-1002 東海大　　　　 文　　　 日本文　　　 　 文系　 日本文学　
3278-01-1071 東海大　　　　 文　　　 日本文　　　 セ 前期　 日本文学　
3278-01-2001 東海大　　　　 文　　　 文明　　　　 　 Ａ　　 哲学倫理宗
3278-01-2002 東海大　　　　 文　　　 文明　　　　 　 文系　 哲学倫理宗
3278-01-2071 東海大　　　　 文　　　 文明　　　　 セ 前期　 哲学倫理宗
3278-03-0000 東海大　　　　 文化社会 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3278-03-0101 東海大　　　　 文化社会 アジア　　　 　 Ａ　　 文化学　　
3278-03-0102 東海大　　　　 文化社会 アジア　　　 　 文系　 文化学　　
3278-03-0171 東海大　　　　 文化社会 アジア　　　 セ 前期　 文化学　　
3278-03-0201 東海大　　　　 文化社会 ヨーロッパア 　 Ａ　　 文化学　　
3278-03-0202 東海大　　　　 文化社会 ヨーロッパア 　 文系　 文化学　　
3278-03-0271 東海大　　　　 文化社会 ヨーロッパア セ 前期　 文化学　　
3278-03-0301 東海大　　　　 文化社会 北欧　　　　 　 Ａ　　 文化学　　
3278-03-0302 東海大　　　　 文化社会 北欧　　　　 　 文系　 文化学　　
3278-03-0371 東海大　　　　 文化社会 北欧　　　　 セ 前期　 文化学　　



3278-03-0401 東海大　　　　 文化社会 文芸創作　　 　 Ａ　　 その他芸術
3278-03-0402 東海大　　　　 文化社会 文芸創作　　 　 文系　 その他芸術
3278-03-0471 東海大　　　　 文化社会 文芸創作　　 セ 前期　 その他芸術
3278-03-0501 東海大　　　　 文化社会 広報メディア 　 Ａ　　 マスコミ　
3278-03-0502 東海大　　　　 文化社会 広報メディア 　 文系　 マスコミ　
3278-03-0571 東海大　　　　 文化社会 広報メディア セ 前期　 マスコミ　
3278-03-0601 東海大　　　　 文化社会 心理・社会　 　 Ａ　　 心理学　　
3278-03-0602 東海大　　　　 文化社会 心理・社会　 　 文系　 心理学　　
3278-03-0671 東海大　　　　 文化社会 心理・社会　 セ 前期　 心理学　　
3278-12-0000 東海大　　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3278-12-0101 東海大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 Ａ　　 法学　　　
3278-12-0102 東海大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 文系　 法学　　　
3278-12-0171 東海大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ 前期　 法学　　　
3278-13-0000 東海大　　　　 政治経済 　　　　　　 　 　　　 政治学　　
3278-13-0101 東海大　　　　 政治経済 経営　　　　 　 Ａ　　 経営学・商
3278-13-0102 東海大　　　　 政治経済 経営　　　　 　 文系　 経営学・商
3278-13-0171 東海大　　　　 政治経済 経営　　　　 セ 前期　 経営学・商
3278-13-0201 東海大　　　　 政治経済 経済　　　　 　 Ａ　　 経済学　　
3278-13-0202 東海大　　　　 政治経済 経済　　　　 　 文系　 経済学　　
3278-13-0271 東海大　　　　 政治経済 経済　　　　 セ 前期　 経済学　　
3278-13-0301 東海大　　　　 政治経済 政治　　　　 　 Ａ　　 政治学　　
3278-13-0302 東海大　　　　 政治経済 政治　　　　 　 文系　 政治学　　
3278-13-0371 東海大　　　　 政治経済 政治　　　　 セ 前期　 政治学　　
3278-19-0000 東海大　　　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3278-19-0101 東海大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 Ａ　　 経営学・商
3278-19-0102 東海大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 文系　 経営学・商
3278-19-0171 東海大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ 前期　 経営学・商
3278-19-0201 東海大　　　　 経営　　 観光ビジネス 　 Ａ　　 観光学　　
3278-19-0202 東海大　　　　 経営　　 観光ビジネス 　 文系　 観光学　　
3278-19-0271 東海大　　　　 経営　　 観光ビジネス セ 前期　 観光学　　
3278-27-0000 東海大　　　　 観光　　 　　　　　　 　 　　　 観光学　　
3278-27-0101 東海大　　　　 観光　　 観光　　　　 　 Ａ　　 観光学　　
3278-27-0102 東海大　　　　 観光　　 観光　　　　 　 文系　 観光学　　
3278-27-0171 東海大　　　　 観光　　 観光　　　　 セ 前期　 観光学　　
3278-33-0000 東海大　　　　 国際文化 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3278-33-0101 東海大　　　　 国際文化 地域創造　　 　 文系　 体育・健康
3278-33-0102 東海大　　　　 国際文化 地域創造　　 　 Ａ　　 体育・健康
3278-33-0171 東海大　　　　 国際文化 地域創造　　 セ 前期　 体育・健康
3278-33-0201 東海大　　　　 国際文化 国際コミュニ 　 文系　 国際関係学
3278-33-0202 東海大　　　　 国際文化 国際コミュニ 　 Ａ　　 国際関係学
3278-33-0271 東海大　　　　 国際文化 国際コミュニ セ 前期　 国際関係学
3278-33-0301 東海大　　　　 国際文化 デザイン文化 　 Ａ　　 美術・デザ
3278-33-0302 東海大　　　　 国際文化 デザイン文化 　 文系　 美術・デザ
3278-33-0371 東海大　　　　 国際文化 デザイン文化 セ 前期　 美術・デザ
3278-37-0000 東海大　　　　 教養　　 　　　　　　 　 　　　 総合科学　
3278-37-0100 東海大　　　　 教養　　 芸術　　　　 　 Ａ　　 芸術理論　
3278-37-0101 東海大　　　　 教養　　 芸術　　　　 　 文系　 芸術理論　
3278-37-0171 東海大　　　　 教養　　 芸術　　　　 セ 前期　 芸術理論　
3278-37-0200 東海大　　　　 教養　　 国際　　　　 　 Ａ　　 国際関係学
3278-37-0201 東海大　　　　 教養　　 国際　　　　 　 文系　 国際関係学
3278-37-0271 東海大　　　　 教養　　 国際　　　　 セ 前期　 国際関係学
3278-37-0301 東海大　　　　 教養　　 人間／自然環 　 Ａ　　 総合科学　
3278-37-0302 東海大　　　　 教養　　 人間／自然環 　 理系　 総合科学　
3278-37-0371 東海大　　　　 教養　　 人間／自然環 セ 前期　 総合科学　
3278-37-0401 東海大　　　　 教養　　 人間／社会環 　 Ａ　　 総合科学　
3278-37-0402 東海大　　　　 教養　　 人間／社会環 　 文系　 総合科学　
3278-37-0471 東海大　　　　 教養　　 人間／社会環 セ 前期　 総合科学　
3278-42-0000 東海大　　　　 理　　　 　　　　　　 　 　　　 数学　　　
3278-42-0101 東海大　　　　 理　　　 化学　　　　 　 Ａ　　 化学　　　



3278-42-0102 東海大　　　　 理　　　 化学　　　　 　 理系　 化学　　　
3278-42-0171 東海大　　　　 理　　　 化学　　　　 セ 前期　 化学　　　
3278-42-0201 東海大　　　　 理　　　 情報数理　　 　 Ａ　　 情報科学　
3278-42-0202 東海大　　　　 理　　　 情報数理　　 　 理系　 情報科学　
3278-42-0271 東海大　　　　 理　　　 情報数理　　 セ 前期　 情報科学　
3278-42-0301 東海大　　　　 理　　　 数学　　　　 　 Ａ　　 数学　　　
3278-42-0302 東海大　　　　 理　　　 数学　　　　 　 理系　 数学　　　
3278-42-0371 東海大　　　　 理　　　 数学　　　　 セ 前期　 数学　　　
3278-42-0401 東海大　　　　 理　　　 物理　　　　 　 Ａ　　 物理学　　
3278-42-0402 東海大　　　　 理　　　 物理　　　　 　 理系　 物理学　　
3278-42-0471 東海大　　　　 理　　　 物理　　　　 セ 前期　 物理学　　
3278-46-0000 東海大　　　　 工　　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
3278-46-0200 東海大　　　　 工　　　 材料科学　　 　 Ａ　　 金属・材料
3278-46-0201 東海大　　　　 工　　　 材料科学　　 　 理系　 金属・材料
3278-46-0271 東海大　　　　 工　　　 材料科学　　 セ 前期　 金属・材料
3278-46-0400 東海大　　　　 工　　　 建築　　　　 　 Ａ　　 建築・土木
3278-46-0401 東海大　　　　 工　　　 建築　　　　 　 理系　 建築・土木
3278-46-0471 東海大　　　　 工　　　 建築　　　　 セ 前期　 建築・土木
3278-46-0900 東海大　　　　 工　　　 機械工　　　 　 Ａ　　 機械工学　
3278-46-0901 東海大　　　　 工　　　 機械工　　　 　 理系　 機械工学　
3278-46-0971 東海大　　　　 工　　　 機械工　　　 セ 前期　 機械工学　
3278-46-1000 東海大　　　　 工　　　 精密工　　　 　 Ａ　　 機械工学　
3278-46-1001 東海大　　　　 工　　　 精密工　　　 　 理系　 機械工学　
3278-46-1071 東海大　　　　 工　　　 精密工　　　 セ 前期　 機械工学　
3278-46-1400 東海大　　　　 工　　　 動力機械工　 　 Ａ　　 機械工学　
3278-46-1401 東海大　　　　 工　　　 動力機械工　 　 理系　 機械工学　
3278-46-1471 東海大　　　　 工　　　 動力機械工　 セ 前期　 機械工学　
3278-46-1500 東海大　　　　 工　　　 土木工　　　 　 Ａ　　 建築・土木
3278-46-1501 東海大　　　　 工　　　 土木工　　　 　 理系　 建築・土木
3278-46-1571 東海大　　　　 工　　　 土木工　　　 セ 前期　 建築・土木
3278-46-1700 東海大　　　　 工　　　 生命化　　　 　 Ａ　　 生物工学　
3278-46-1701 東海大　　　　 工　　　 生命化　　　 　 理系　 生物工学　
3278-46-1771 東海大　　　　 工　　　 生命化　　　 セ 前期　 生物工学　
3278-46-1800 東海大　　　　 工　　　 応用化　　　 　 Ａ　　 応用化学　
3278-46-1801 東海大　　　　 工　　　 応用化　　　 　 理系　 応用化学　
3278-46-1871 東海大　　　　 工　　　 応用化　　　 セ 前期　 応用化学　
3278-46-2201 東海大　　　　 工　　　 光・画像工　 　 Ａ　　 電気・電子
3278-46-2202 東海大　　　　 工　　　 光・画像工　 　 理系　 電気・電子
3278-46-2271 東海大　　　　 工　　　 光・画像工　 セ 前期　 電気・電子
3278-46-2301 東海大　　　　 工　　　 原子力工　　 　 Ａ　　 原子力・エ
3278-46-2302 東海大　　　　 工　　　 原子力工　　 　 理系　 原子力・エ
3278-46-2371 東海大　　　　 工　　　 原子力工　　 セ 前期　 原子力・エ
3278-46-2401 東海大　　　　 工　　　 電気電子工　 　 Ａ　　 電気・電子
3278-46-2402 東海大　　　　 工　　　 電気電子工　 　 理系　 電気・電子
3278-46-2471 東海大　　　　 工　　　 電気電子工　 セ 前期　 電気・電子
3278-46-2571 東海大　　　　 工　　　 航空／航空操 セ 　　　 航空・宇宙
3278-46-2601 東海大　　　　 工　　　 航空／航空宇 　 Ａ　　 航空・宇宙
3278-46-2602 東海大　　　　 工　　　 航空／航空宇 　 理系　 航空・宇宙
3278-46-2671 東海大　　　　 工　　　 航空／航空宇 セ 前期　 航空・宇宙
3278-46-2701 東海大　　　　 工　　　 医用生体工　 　 Ａ　　 医療技術　
3278-46-2702 東海大　　　　 工　　　 医用生体工　 　 理系　 医療技術　
3278-46-2771 東海大　　　　 工　　　 医用生体工　 セ 前期　 医療技術　
3278-48-0000 東海大　　　　 情報理工 　　　　　　 　 　　　 情報工学　
3278-48-0101 東海大　　　　 情報理工 情報科学　　 　 Ａ　　 情報科学　
3278-48-0102 東海大　　　　 情報理工 情報科学　　 　 理系　 情報科学　
3278-48-0171 東海大　　　　 情報理工 情報科学　　 セ 前期　 情報科学　
3278-48-0401 東海大　　　　 情報理工 コンピュータ 　 Ａ　　 情報工学　
3278-48-0402 東海大　　　　 情報理工 コンピュータ 　 理系　 情報工学　
3278-48-0471 東海大　　　　 情報理工 コンピュータ セ 前期　 情報工学　



3278-49-0000 東海大　　　　 情報通信 　　　　　　 　 　　　 情報工学　
3278-49-0101 東海大　　　　 情報通信 情報メディア 　 Ａ　　 情報科学　
3278-49-0102 東海大　　　　 情報通信 情報メディア 　 理系　 情報科学　
3278-49-0171 東海大　　　　 情報通信 情報メディア セ 前期　 情報科学　
3278-49-0201 東海大　　　　 情報通信 組込みソフト 　 Ａ　　 情報工学　
3278-49-0202 東海大　　　　 情報通信 組込みソフト 　 理系　 情報工学　
3278-49-0271 東海大　　　　 情報通信 組込みソフト セ 前期　 情報工学　
3278-49-0301 東海大　　　　 情報通信 経営シス工　 　 Ａ　　 経営工学　
3278-49-0302 東海大　　　　 情報通信 経営シス工　 　 理系　 経営工学　
3278-49-0371 東海大　　　　 情報通信 経営シス工　 セ 前期　 経営工学　
3278-49-0401 東海大　　　　 情報通信 通信ネットワ 　 Ａ　　 電気・電子
3278-49-0402 東海大　　　　 情報通信 通信ネットワ 　 理系　 電気・電子
3278-49-0471 東海大　　　　 情報通信 通信ネットワ セ 前期　 電気・電子
3278-52-0000 東海大　　　　 基盤工　 　　　　　　 　 　　　 電気・電子
3278-52-0101 東海大　　　　 基盤工　 電気電子情報 　 Ａ　　 電気・電子
3278-52-0102 東海大　　　　 基盤工　 電気電子情報 　 理系　 電気・電子
3278-52-0171 東海大　　　　 基盤工　 電気電子情報 セ 前期　 電気・電子
3278-52-0201 東海大　　　　 基盤工　 医療福祉工　 　 Ａ　　 医療技術　
3278-52-0202 東海大　　　　 基盤工　 医療福祉工　 　 理系　 医療技術　
3278-52-0271 東海大　　　　 基盤工　 医療福祉工　 セ 前期　 医療技術　
3278-55-0000 東海大　　　　 医　　　 　　　　　　 　 　　　 医　　　　
3278-55-0100 東海大　　　　 医　　　 医　　　　　 　 Ａ　　 医　　　　
3278-55-0171 東海大　　　　 医　　　 医　　　　　 セ 神奈川 医　　　　
3278-55-0172 東海大　　　　 医　　　 医　　　　　 セ 　　　 医　　　　
3278-55-0174 東海大　　　　 医　　　 医　　　　　 セ 静岡県 医　　　　
3278-55-0201 東海大　　　　 医　　　 看護　　　　 　 Ａ　　 看護　　　
3278-55-0271 東海大　　　　 医　　　 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3278-65-0000 東海大　　　　 体育　　 　　　　　　 　 　　　 体育・健康
3278-65-0100 東海大　　　　 体育　　 生涯スポーツ 　 Ａ　　 体育・健康
3278-65-0200 東海大　　　　 体育　　 体育　　　　 　 Ａ　　 体育・健康
3278-65-0300 東海大　　　　 体育　　 武道　　　　 　 Ａ　　 体育・健康
3278-65-0401 東海大　　　　 体育　　 競技スポーツ 　 Ａ　　 体育・健康
3278-65-0501 東海大　　　　 体育　　 スポーツ・レ 　 Ａ　　 経営学・商
3278-66-0000 東海大　　　　 健康　　 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3278-66-0101 東海大　　　　 健康　　 健康マネジメ 　 Ａ　　 保健　　　
3278-66-0102 東海大　　　　 健康　　 健康マネジメ 　 文系　 保健　　　
3278-66-0171 東海大　　　　 健康　　 健康マネジメ セ 前期　 保健　　　
3278-72-0000 東海大　　　　 農　　　 　　　　　　 　 　　　 生物学　　
3278-72-0101 東海大　　　　 農　　　 応用植物科学 　 Ａ　　 農学　　　
3278-72-0102 東海大　　　　 農　　　 応用植物科学 　 理系　 農学　　　
3278-72-0171 東海大　　　　 農　　　 応用植物科学 セ 前期　 農学　　　
3278-72-0201 東海大　　　　 農　　　 応用動物科学 　 Ａ　　 畜産学　　
3278-72-0202 東海大　　　　 農　　　 応用動物科学 　 理系　 畜産学　　
3278-72-0271 東海大　　　　 農　　　 応用動物科学 セ 前期　 畜産学　　
3278-72-0301 東海大　　　　 農　　　 バイオサイエ 　 Ａ　　 農芸化学　
3278-72-0302 東海大　　　　 農　　　 バイオサイエ 　 理系　 農芸化学　
3278-72-0371 東海大　　　　 農　　　 バイオサイエ セ 前期　 農芸化学　
3278-74-0000 東海大　　　　 海洋　　 　　　　　　 　 　　　 総合科学　
3278-74-0600 東海大　　　　 海洋　　 水産　　　　 　 Ａ　　 水産学　　
3278-74-0601 東海大　　　　 海洋　　 水産　　　　 　 理系　 水産学　　
3278-74-0671 東海大　　　　 海洋　　 水産　　　　 セ 前期　 水産学　　
3278-74-1001 東海大　　　　 海洋　　 海洋文明　　 　 Ａ　　 総合科学　
3278-74-1002 東海大　　　　 海洋　　 海洋文明　　 　 文系　 総合科学　
3278-74-1071 東海大　　　　 海洋　　 海洋文明　　 セ 前期　 総合科学　
3278-74-1101 東海大　　　　 海洋　　 海洋生物　　 　 Ａ　　 生物学　　
3278-74-1102 東海大　　　　 海洋　　 海洋生物　　 　 理系　 生物学　　
3278-74-1171 東海大　　　　 海洋　　 海洋生物　　 セ 前期　 生物学　　
3278-74-1201 東海大　　　　 海洋　　 環境社会　　 　 Ａ　　 総合科学　
3278-74-1202 東海大　　　　 海洋　　 環境社会　　 　 文系　 総合科学　



3278-74-1271 東海大　　　　 海洋　　 環境社会　　 セ 前期　 総合科学　
3278-74-1301 東海大　　　　 海洋　　 海洋地球科学 　 Ａ　　 地球科学　
3278-74-1302 東海大　　　　 海洋　　 海洋地球科学 　 理系　 地球科学　
3278-74-1371 東海大　　　　 海洋　　 海洋地球科学 セ 前期　 地球科学　
3278-74-1401 東海大　　　　 海洋　　 航海／航海学 　 Ａ　　 商船学　　
3278-74-1402 東海大　　　　 海洋　　 航海／航海学 　 理系　 商船学　　
3278-74-1471 東海大　　　　 海洋　　 航海／航海学 セ 前期　 商船学　　
3278-74-1501 東海大　　　　 海洋　　 航海／海洋機 　 Ａ　　 船舶・海洋
3278-74-1502 東海大　　　　 海洋　　 航海／海洋機 　 理系　 船舶・海洋
3278-74-1571 東海大　　　　 海洋　　 航海／海洋機 セ 前期　 船舶・海洋
3278-76-0000 東海大　　　　 生物　　 　　　　　　 　 　　　 生物学　　
3278-76-0101 東海大　　　　 生物　　 生物　　　　 　 Ａ　　 生物学　　
3278-76-0102 東海大　　　　 生物　　 生物　　　　 　 理系　 生物学　　
3278-76-0171 東海大　　　　 生物　　 生物　　　　 セ 前期　 生物学　　
3278-76-0201 東海大　　　　 生物　　 海洋生物科学 　 Ａ　　 水産学　　
3278-76-0202 東海大　　　　 生物　　 海洋生物科学 　 理系　 水産学　　
3278-76-0271 東海大　　　　 生物　　 海洋生物科学 セ 前期　 水産学　　
3279-55-0000 東京医大　　　 医　　　 　　　　　　 　 　　　 医　　　　
3279-55-0100 東京医大　　　 医　　　 医　　　　　 　 　　　 医　　　　
3279-55-0171 東京医大　　　 医　　　 医　　　　　 セ 　　　 医　　　　
3279-55-0201 東京医大　　　 医　　　 看護　　　　 　 　　　 看護　　　
3279-55-0271 東京医大　　　 医　　　 看護　　　　 セ 　　　 看護　　　
3280-83-0000 東京音大　　　 音楽　　 　　　　　　 　 　　　 音楽　　　
3280-83-0101 東京音大　　　 音楽　　 音楽／音楽　 　 Ｂ　　 音楽　　　
3280-83-0171 東京音大　　　 音楽　　 音楽／音楽　 セ Ａ　　 音楽　　　
3280-83-0201 東京音大　　　 音楽　　 音楽／器楽　 　 Ｂ　　 音楽　　　
3280-83-0271 東京音大　　　 音楽　　 音楽／器楽　 セ Ａ　　 音楽　　　
3280-83-0501 東京音大　　　 音楽　　 音楽／声楽　 　 Ｂ　　 音楽　　　
3280-83-0571 東京音大　　　 音楽　　 音楽／声楽　 セ Ａ　　 音楽　　　
3280-83-0871 東京音大　　　 音楽　　 音楽／指揮　 セ Ａ　　 音楽　　　
3280-83-1201 東京音大　　　 音楽　　 音楽／ミュー 　 Ｂ　　 音楽　　　
3280-83-1271 東京音大　　　 音楽　　 音楽／ミュー セ Ａ　　 音楽　　　
3280-83-1371 東京音大　　　 音楽　　 音楽／芸術音 セ Ａ　　 音楽　　　
3280-83-1401 東京音大　　　 音楽　　 音楽／映画放 　 Ａ　　 音楽　　　
3280-83-1501 東京音大　　　 音楽　　 音楽／ポピュ 　 Ａ　　 音楽　　　
3280-83-1601 東京音大　　　 音楽　　 音楽／ソング 　 Ａ　　 音楽　　　
3280-83-1701 東京音大　　　 音楽　　 音楽／吹奏楽 　 Ｂ　　 音楽　　　
3280-83-1771 東京音大　　　 音楽　　 音楽／吹奏楽 セ Ａ　　 音楽　　　
3281-02-0000 東京家政大　　 人文　　 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3281-02-0101 東京家政大　　 人文　　 英語コミュニ 　 １期　 英米語　　
3281-02-0102 東京家政大　　 人文　　 英語コミュニ 　 統一　 英米語　　
3281-02-0171 東京家政大　　 人文　　 英語コミュニ セ Ａ　　 英米語　　
3281-02-0172 東京家政大　　 人文　　 英語コミュニ セ Ｂ　　 英米語　　
3281-02-0201 東京家政大　　 人文　　 心理カウンセ 　 １期　 心理学　　
3281-02-0202 東京家政大　　 人文　　 心理カウンセ 　 統一　 心理学　　
3281-02-0271 東京家政大　　 人文　　 心理カウンセ セ Ａ　　 心理学　　
3281-02-0272 東京家政大　　 人文　　 心理カウンセ セ Ｂ　　 心理学　　
3281-02-0301 東京家政大　　 人文　　 教育福祉　　 　 １期　 総合教育学
3281-02-0303 東京家政大　　 人文　　 教育福祉　　 　 統一　 総合教育学
3281-02-0371 東京家政大　　 人文　　 教育福祉　　 セ Ａ　　 総合教育学
3281-02-0372 東京家政大　　 人文　　 教育福祉　　 セ Ｂ　　 総合教育学
3281-65-0000 東京家政大　　 健康科学 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3281-65-0101 東京家政大　　 健康科学 看護　　　　 　 １期　 看護　　　
3281-65-0102 東京家政大　　 健康科学 看護　　　　 　 統一　 看護　　　
3281-65-0171 東京家政大　　 健康科学 看護　　　　 セ Ａ　　 看護　　　
3281-65-0172 東京家政大　　 健康科学 看護　　　　 セ Ｂ　　 看護　　　
3281-65-0201 東京家政大　　 健康科学 リハ／作業療 　 １期　 作業療法　
3281-65-0202 東京家政大　　 健康科学 リハ／作業療 　 統一　 作業療法　
3281-65-0271 東京家政大　　 健康科学 リハ／作業療 セ Ａ　　 作業療法　



3281-65-0272 東京家政大　　 健康科学 リハ／作業療 セ Ｂ　　 作業療法　
3281-65-0301 東京家政大　　 健康科学 リハ／理学療 　 １期　 理学療法　
3281-65-0302 東京家政大　　 健康科学 リハ／理学療 　 統一　 理学療法　
3281-65-0371 東京家政大　　 健康科学 リハ／理学療 セ Ａ　　 理学療法　
3281-65-0372 東京家政大　　 健康科学 リハ／理学療 セ Ｂ　　 理学療法　
3281-79-0000 東京家政大　　 家政　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
3281-79-0102 東京家政大　　 家政　　 栄養／栄養学 　 １期　 食物・栄養
3281-79-0103 東京家政大　　 家政　　 栄養／栄養学 　 統一　 食物・栄養
3281-79-0171 東京家政大　　 家政　　 栄養／栄養学 セ Ｂ　　 食物・栄養
3281-79-0172 東京家政大　　 家政　　 栄養／栄養学 セ Ａ　　 食物・栄養
3281-79-0302 東京家政大　　 家政　　 栄養／管理栄 　 １期　 食物・栄養
3281-79-0303 東京家政大　　 家政　　 栄養／管理栄 　 統一　 食物・栄養
3281-79-0371 東京家政大　　 家政　　 栄養／管理栄 セ Ｂ　　 食物・栄養
3281-79-0372 東京家政大　　 家政　　 栄養／管理栄 セ Ａ　　 食物・栄養
3281-79-0401 東京家政大　　 家政　　 児童／児童学 　 統一　 児童学　　
3281-79-0402 東京家政大　　 家政　　 児童／児童学 　 １期　 児童学　　
3281-79-0471 東京家政大　　 家政　　 児童／児童学 セ Ｂ　　 児童学　　
3281-79-0472 東京家政大　　 家政　　 児童／児童学 セ Ａ　　 児童学　　
3281-79-0801 東京家政大　　 家政　　 環境教育　　 　 １期　 総合科学　
3281-79-0803 東京家政大　　 家政　　 環境教育　　 　 統一　 総合科学　
3281-79-0871 東京家政大　　 家政　　 環境教育　　 セ Ｂ　　 総合科学　
3281-79-0872 東京家政大　　 家政　　 環境教育　　 セ Ａ　　 総合科学　
3281-79-0901 東京家政大　　 家政　　 児童／育児支 　 １期　 児童学　　
3281-79-0902 東京家政大　　 家政　　 児童／育児支 　 統一　 児童学　　
3281-79-0971 東京家政大　　 家政　　 児童／育児支 セ Ｂ　　 児童学　　
3281-79-0972 東京家政大　　 家政　　 児童／育児支 セ Ａ　　 児童学　　
3281-79-1001 東京家政大　　 家政　　 服飾美術　　 　 １期　 被服・服飾
3281-79-1002 東京家政大　　 家政　　 服飾美術　　 　 統一　 被服・服飾
3281-79-1071 東京家政大　　 家政　　 服飾美術　　 セ Ｂ　　 被服・服飾
3281-79-1072 東京家政大　　 家政　　 服飾美術　　 セ Ａ　　 被服・服飾
3281-79-1103 東京家政大　　 家政　　 造形表現　　 　 統一学 美術・デザ
3281-79-1105 東京家政大　　 家政　　 造形表現　　 　 統一実 美術・デザ
3281-79-1106 東京家政大　　 家政　　 造形表現　　 　 １期　 美術・デザ
3281-79-1171 東京家政大　　 家政　　 造形表現　　 セ Ｂ　　 美術・デザ
3281-79-1172 東京家政大　　 家政　　 造形表現　　 セ Ａ　　 美術・デザ
3281-79-1201 東京家政大　　 家政　　 児童教育　　 　 １期　 小学校　　
3281-79-1203 東京家政大　　 家政　　 児童教育　　 　 統一　 小学校　　
3281-79-1271 東京家政大　　 家政　　 児童教育　　 セ Ａ　　 小学校　　
3281-79-1272 東京家政大　　 家政　　 児童教育　　 セ Ｂ　　 小学校　　
3281-80-0000 東京家政大　　 子ども　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
3281-80-0101 東京家政大　　 子ども　 子ども支援　 　 １期　 児童学　　
3281-80-0102 東京家政大　　 子ども　 子ども支援　 　 統一　 児童学　　
3281-80-0171 東京家政大　　 子ども　 子ども支援　 セ Ａ　　 児童学　　
3281-80-0172 東京家政大　　 子ども　 子ども支援　 セ Ｂ　　 児童学　　
3282-80-0000 東京家政学院大 現代生活 　　　　　　 　 　　　 生活科学　
3282-80-0103 東京家政学院大 現代生活 現代家政　　 　 ＡⅠ期 生活科学　
3282-80-0104 東京家政学院大 現代生活 現代家政　　 　 ＡⅡ期 生活科学　
3282-80-0171 東京家政学院大 現代生活 現代家政　　 セ Ⅰ期　 生活科学　
3282-80-0303 東京家政学院大 現代生活 児童　　　　 　 ＡⅠ期 児童学　　
3282-80-0304 東京家政学院大 現代生活 児童　　　　 　 ＡⅡ期 児童学　　
3282-80-0371 東京家政学院大 現代生活 児童　　　　 セ Ⅰ期　 児童学　　
3282-80-0403 東京家政学院大 現代生活 生活デザイン 　 ＡⅠ期 生活科学　
3282-80-0404 東京家政学院大 現代生活 生活デザイン 　 ＡⅡ期 生活科学　
3282-80-0471 東京家政学院大 現代生活 生活デザイン セ Ⅰ期　 生活科学　
3282-80-0602 東京家政学院大 現代生活 食物　　　　 　 ＡⅠ期 食物・栄養
3282-80-0603 東京家政学院大 現代生活 食物　　　　 　 ＡⅡ期 食物・栄養
3282-80-0671 東京家政学院大 現代生活 食物　　　　 セ Ⅰ期　 食物・栄養
3282-81-0000 東京家政学院大 人間栄養 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3282-81-0102 東京家政学院大 人間栄養 人間栄養　　 　 ＡⅠ期 食物・栄養



3282-81-0103 東京家政学院大 人間栄養 人間栄養　　 　 ＡⅡ期 食物・栄養
3282-81-0171 東京家政学院大 人間栄養 人間栄養　　 セ Ⅰ期　 食物・栄養
3283-13-0000 東京経大　　　 現代法　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3283-13-0101 東京経大　　　 現代法　 現代法　　　 　 前期３ 法学　　　
3283-13-0102 東京経大　　　 現代法　 現代法　　　 　 前英国 法学　　　
3283-13-0103 東京経大　　　 現代法　 現代法　　　 　 前ベス 法学　　　
3283-13-0104 東京経大　　　 現代法　 現代法　　　 　 前選択 法学　　　
3283-13-0171 東京経大　　　 現代法　 現代法　　　 セ 前期２ 法学　　　
3283-13-0174 東京経大　　　 現代法　 現代法　　　 セ 前期３ 法学　　　
3283-18-0000 東京経大　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3283-18-0001 東京経大　　　 経済　　 　　　　　　 　 前期３ 経済学　　
3283-18-0002 東京経大　　　 経済　　 　　　　　　 　 前英国 経済学　　
3283-18-0003 東京経大　　　 経済　　 　　　　　　 　 前ベス 経済学　　
3283-18-0004 東京経大　　　 経済　　 　　　　　　 　 前選択 経済学　　
3283-18-0071 東京経大　　　 経済　　 　　　　　　 セ 前期２ 経済学　　
3283-18-0074 東京経大　　　 経済　　 　　　　　　 セ 前期３ 経済学　　
3283-19-0000 東京経大　　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3283-19-0001 東京経大　　　 経営　　 　　　　　　 　 前期３ 経営学・商
3283-19-0002 東京経大　　　 経営　　 　　　　　　 　 前英国 経営学・商
3283-19-0003 東京経大　　　 経営　　 　　　　　　 　 前ベス 経営学・商
3283-19-0004 東京経大　　　 経営　　 　　　　　　 　 前選択 経営学・商
3283-19-0071 東京経大　　　 経営　　 　　　　　　 セ 前期２ 経営学・商
3283-19-0073 東京経大　　　 経営　　 　　　　　　 セ 前期３ 経営学・商
3283-37-0000 東京経大　　　 コミュニ 　　　　　　 　 　　　 社会学　　
3283-37-0101 東京経大　　　 コミュニ コミュニケー 　 前期３ 社会学　　
3283-37-0102 東京経大　　　 コミュニ コミュニケー 　 前英国 社会学　　
3283-37-0103 東京経大　　　 コミュニ コミュニケー 　 前ベス 社会学　　
3283-37-0104 東京経大　　　 コミュニ コミュニケー 　 前選択 社会学　　
3283-37-0171 東京経大　　　 コミュニ コミュニケー セ 前期２ 社会学　　
3283-37-0174 東京経大　　　 コミュニ コミュニケー セ 前期３ 社会学　　
3283-89-0000 東京経大　　　 キャリア 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3283-89-0001 東京経大　　　 キャリア 　　　　　　 　 前英国 法学　　　
3283-89-0002 東京経大　　　 キャリア 　　　　　　 　 前選択 法学　　　
3283-89-0003 東京経大　　　 キャリア 　　　　　　 　 前期３ 法学　　　
3283-89-0004 東京経大　　　 キャリア 　　　　　　 　 前ベス 法学　　　
3283-89-0071 東京経大　　　 キャリア 　　　　　　 セ 前期２ 法学　　　
3283-89-0072 東京経大　　　 キャリア 　　　　　　 セ 前期３ 法学　　　
3284-46-0000 東京工科大　　 工　　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
3284-46-0501 東京工科大　　 工　　　 機械工　　　 　 Ａ　　 機械工学　
3284-46-0571 東京工科大　　 工　　　 機械工　　　 セ 前期２ 機械工学　
3284-46-0572 東京工科大　　 工　　　 機械工　　　 セ 前期３ 機械工学　
3284-46-0573 東京工科大　　 工　　　 機械工　　　 セ 前期４ 機械工学　
3284-46-0601 東京工科大　　 工　　　 電気電子工　 　 Ａ　　 電気・電子
3284-46-0671 東京工科大　　 工　　　 電気電子工　 セ 前期２ 電気・電子
3284-46-0672 東京工科大　　 工　　　 電気電子工　 セ 前期３ 電気・電子
3284-46-0673 東京工科大　　 工　　　 電気電子工　 セ 前期４ 電気・電子
3284-46-0701 東京工科大　　 工　　　 応用化　　　 　 Ａ　　 応用化学　
3284-46-0771 東京工科大　　 工　　　 応用化　　　 セ 前期２ 応用化学　
3284-46-0772 東京工科大　　 工　　　 応用化　　　 セ 前期３ 応用化学　
3284-46-0773 東京工科大　　 工　　　 応用化　　　 セ 前期４ 応用化学　
3284-47-0000 東京工科大　　 メディア 　　　　　　 　 　　　 その他芸術
3284-47-0101 東京工科大　　 メディア メディア　　 　 Ａ　　 総合情報学
3284-47-0171 東京工科大　　 メディア メディア　　 セ 前期２ 総合情報学
3284-47-0172 東京工科大　　 メディア メディア　　 セ 前期３ 総合情報学
3284-47-0173 東京工科大　　 メディア メディア　　 セ 前期４ 総合情報学
3284-48-0000 東京工科大　　 コンピュ 　　　　　　 　 　　　 電気・電子
3284-48-0101 東京工科大　　 コンピュ コンピュータ 　 Ａ　　 情報工学　
3284-48-0171 東京工科大　　 コンピュ コンピュータ セ 前期２ 情報工学　
3284-48-0172 東京工科大　　 コンピュ コンピュータ セ 前期３ 情報工学　



3284-48-0173 東京工科大　　 コンピュ コンピュータ セ 前期４ 情報工学　
3284-64-0000 東京工科大　　 医療保健 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3284-64-0101 東京工科大　　 医療保健 看護　　　　 　 Ａ　　 看護　　　
3284-64-0171 東京工科大　　 医療保健 看護　　　　 セ 前期２ 看護　　　
3284-64-0172 東京工科大　　 医療保健 看護　　　　 セ 前期３ 看護　　　
3284-64-0173 東京工科大　　 医療保健 看護　　　　 セ 前期４ 看護　　　
3284-64-0201 東京工科大　　 医療保健 臨床工　　　 　 Ａ　　 医療技術　
3284-64-0271 東京工科大　　 医療保健 臨床工　　　 セ 前期２ 医療技術　
3284-64-0272 東京工科大　　 医療保健 臨床工　　　 セ 前期３ 医療技術　
3284-64-0273 東京工科大　　 医療保健 臨床工　　　 セ 前期４ 医療技術　
3284-64-0301 東京工科大　　 医療保健 理学療法　　 　 Ａ　　 理学療法　
3284-64-0371 東京工科大　　 医療保健 理学療法　　 セ 前期２ 理学療法　
3284-64-0372 東京工科大　　 医療保健 理学療法　　 セ 前期３ 理学療法　
3284-64-0373 東京工科大　　 医療保健 理学療法　　 セ 前期４ 理学療法　
3284-64-0401 東京工科大　　 医療保健 作業療法　　 　 Ａ　　 作業療法　
3284-64-0471 東京工科大　　 医療保健 作業療法　　 セ 前期２ 作業療法　
3284-64-0472 東京工科大　　 医療保健 作業療法　　 セ 前期３ 作業療法　
3284-64-0473 東京工科大　　 医療保健 作業療法　　 セ 前期４ 作業療法　
3284-64-0501 東京工科大　　 医療保健 臨床検査　　 　 Ａ　　 検査技術　
3284-64-0571 東京工科大　　 医療保健 臨床検査　　 セ 前期２ 検査技術　
3284-64-0572 東京工科大　　 医療保健 臨床検査　　 セ 前期３ 検査技術　
3284-64-0573 東京工科大　　 医療保健 臨床検査　　 セ 前期４ 検査技術　
3284-74-0000 東京工科大　　 応用生物 　　　　　　 　 　　　 生物工学　
3284-74-0101 東京工科大　　 応用生物 応用生物　　 　 Ａ　　 生物工学　
3284-74-0171 東京工科大　　 応用生物 応用生物　　 セ 前期２ 生物工学　
3284-74-0172 東京工科大　　 応用生物 応用生物　　 セ 前期３ 生物工学　
3284-74-0173 東京工科大　　 応用生物 応用生物　　 セ 前期４ 生物工学　
3284-83-0000 東京工科大　　 デザイン 　　　　　　 　 　　　 住居学　　
3284-83-0103 東京工科大　　 デザイン デザイン　　 　 Ａ　　 美術・デザ
3284-83-0104 東京工科大　　 デザイン デザイン　　 　 実技　 美術・デザ
3284-83-0171 東京工科大　　 デザイン デザイン　　 セ 前期２ 美術・デザ
3284-83-0172 東京工科大　　 デザイン デザイン　　 セ 前期３ 美術・デザ
3284-83-0173 東京工科大　　 デザイン デザイン　　 セ 前期４ 美術・デザ
3285-55-0000 東京慈恵会医大 医　　　 　　　　　　 　 　　　 医　　　　
3285-55-0103 東京慈恵会医大 医　　　 医　　　　　 　 　　　 医　　　　
3285-55-0104 東京慈恵会医大 医　　　 医　　　　　 　 地域枠 医　　　　
3285-55-0200 東京慈恵会医大 医　　　 看護　　　　 　 　　　 看護　　　
3286-38-0000 東京女子大　　 現代教養 　　　　　　 　 　　　 社会学　　
3286-38-0101 東京女子大　　 現代教養 人文／哲学　 　 ３教科 哲学倫理宗
3286-38-0102 東京女子大　　 現代教養 人文／哲学　 　 英外部 哲学倫理宗
3286-38-0171 東京女子大　　 現代教養 人文／哲学　 セ ３教科 哲学倫理宗
3286-38-0201 東京女子大　　 現代教養 人文／日本文 　 ３教科 日本文学　
3286-38-0202 東京女子大　　 現代教養 人文／日本文 　 英外部 日本文学　
3286-38-0271 東京女子大　　 現代教養 人文／日本文 セ ３教科 日本文学　
3286-38-0401 東京女子大　　 現代教養 人文／歴史文 　 ３教科 日本史　　
3286-38-0402 東京女子大　　 現代教養 人文／歴史文 　 英外部 日本史　　
3286-38-0471 東京女子大　　 現代教養 人文／歴史文 セ ３教科 日本史　　
3286-38-0501 東京女子大　　 現代教養 国際／国際関 　 ３教科 国際関係学
3286-38-0502 東京女子大　　 現代教養 国際／国際関 　 英外部 国際関係学
3286-38-0571 東京女子大　　 現代教養 国際／国際関 セ ３教科 国際関係学
3286-38-0601 東京女子大　　 現代教養 国際／経済学 　 ３教科 経済学　　
3286-38-0602 東京女子大　　 現代教養 国際／経済学 　 英外部 経済学　　
3286-38-0671 東京女子大　　 現代教養 国際／経済学 セ ３教科 経済学　　
3286-38-0701 東京女子大　　 現代教養 国際／社会学 　 ３教科 社会学　　
3286-38-0702 東京女子大　　 現代教養 国際／社会学 　 英外部 社会学　　
3286-38-0771 東京女子大　　 現代教養 国際／社会学 セ ３教科 社会学　　
3286-38-1101 東京女子大　　 現代教養 数理／数学　 　 ３教科 数学　　　
3286-38-1102 東京女子大　　 現代教養 数理／数学　 　 英外部 数学　　　
3286-38-1171 東京女子大　　 現代教養 数理／数学　 セ ３教科 数学　　　



3286-38-1201 東京女子大　　 現代教養 数理／情報理 　 ３教科 情報科学　
3286-38-1202 東京女子大　　 現代教養 数理／情報理 　 英外部 情報科学　
3286-38-1271 東京女子大　　 現代教養 数理／情報理 セ ３教科 情報科学　
3286-38-1301 東京女子大　　 現代教養 国際／コミュ 　 ３教科 社会学　　
3286-38-1302 東京女子大　　 現代教養 国際／コミュ 　 英外部 社会学　　
3286-38-1371 東京女子大　　 現代教養 国際／コミュ セ ３教科 社会学　　
3286-38-1401 東京女子大　　 現代教養 国際英語　　 　 ３教科 英米語　　
3286-38-1402 東京女子大　　 現代教養 国際英語　　 　 英外部 英米語　　
3286-38-1471 東京女子大　　 現代教養 国際英語　　 セ ３教科 英米語　　
3286-38-1501 東京女子大　　 現代教養 心理／心理学 　 ３教科 心理学　　
3286-38-1502 東京女子大　　 現代教養 心理／心理学 　 英外部 心理学　　
3286-38-1571 東京女子大　　 現代教養 心理／心理学 セ ３教科 心理学　　
3286-38-1601 東京女子大　　 現代教養 心理／コミュ 　 ３教科 社会学　　
3286-38-1602 東京女子大　　 現代教養 心理／コミュ 　 英外部 社会学　　
3286-38-1671 東京女子大　　 現代教養 心理／コミュ セ ３教科 社会学　　
3287-55-0000 東京女子医大　 医　　　 　　　　　　 　 　　　 医　　　　
3287-55-0100 東京女子医大　 医　　　 医　　　　　 　 　　　 医　　　　
3287-64-0000 東京女子医大　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3287-64-0100 東京女子医大　 看護　　 看護　　　　 　 　　　 看護　　　
3288-64-0000 東京女子体育大 体育　　 　　　　　　 　 　　　 中高－体育
3288-64-0101 東京女子体育大 体育　　 体育　　　　 　 Ⅰ期Ａ 体育・健康
3288-64-0103 東京女子体育大 体育　　 体育　　　　 　 Ⅰ期Ｂ 体育・健康
3288-64-0104 東京女子体育大 体育　　 体育　　　　 　 Ⅱ期　 体育・健康
3288-64-0172 東京女子体育大 体育　　 体育　　　　 セ 　　　 体育・健康
3289-03-0000 東京神学大　　 神　　　 　　　　　　 　 　　　 哲学倫理宗
3289-03-0100 東京神学大　　 神　　　 神　　　　　 　 ２月　 哲学倫理宗
3289-03-0101 東京神学大　　 神　　　 神　　　　　 　 ３月　 哲学倫理宗
3290-83-0000 東京造形大　　 造形　　 　　　　　　 　 　　　 美術・デザ
3290-83-0701 東京造形大　　 造形　　 美術／絵画　 　 　　　 美術・デザ
3290-83-0771 東京造形大　　 造形　　 美術／絵画　 セ Ｃ　　 美術・デザ
3290-83-0801 東京造形大　　 造形　　 美術／彫刻　 　 　　　 美術・デザ
3290-83-0871 東京造形大　　 造形　　 美術／彫刻　 セ Ａ　　 美術・デザ
3290-83-1101 東京造形大　　 造形　　 デザ／グラフ 　 　　　 美術・デザ
3290-83-1171 東京造形大　　 造形　　 デザ／グラフ セ Ａ　　 美術・デザ
3290-83-1201 東京造形大　　 造形　　 デザ／写真　 　 　　　 映像　　　
3290-83-1271 東京造形大　　 造形　　 デザ／写真　 セ Ａ　　 映像　　　
3290-83-1272 東京造形大　　 造形　　 デザ／写真　 セ Ｂ　　 映像　　　
3290-83-1301 東京造形大　　 造形　　 デザ／映画映 　 　　　 映像　　　
3290-83-1371 東京造形大　　 造形　　 デザ／映画映 セ Ａ　　 映像　　　
3290-83-1372 東京造形大　　 造形　　 デザ／映画映 セ Ｂ　　 映像　　　
3290-83-1401 東京造形大　　 造形　　 デザ／アニメ 　 　　　 映像　　　
3290-83-1471 東京造形大　　 造形　　 デザ／アニメ セ Ａ　　 映像　　　
3290-83-1501 東京造形大　　 造形　　 デザ／メディ 　 　　　 映像　　　
3290-83-1571 東京造形大　　 造形　　 デザ／メディ セ Ａ　　 映像　　　
3290-83-1601 東京造形大　　 造形　　 デザ／室内建 　 　　　 美術・デザ
3290-83-1671 東京造形大　　 造形　　 デザ／室内建 セ Ａ　　 美術・デザ
3290-83-1672 東京造形大　　 造形　　 デザ／室内建 セ Ｂ　　 美術・デザ
3290-83-1701 東京造形大　　 造形　　 デザ／インダ 　 　　　 美術・デザ
3290-83-1771 東京造形大　　 造形　　 デザ／インダ セ Ａ　　 美術・デザ
3290-83-1801 東京造形大　　 造形　　 デザ／テキス 　 　　　 美術・デザ
3290-83-1871 東京造形大　　 造形　　 デザ／テキス セ Ａ　　 美術・デザ
3291-46-0000 東京電機大　　 工　　　 　　　　　　 　 　　　 電気・電子
3291-46-0102 東京電機大　　 工　　　 機械工　　　 　 前期　 機械工学　
3291-46-0103 東京電機大　　 工　　　 機械工　　　 　 英外部 機械工学　
3291-46-0171 東京電機大　　 工　　　 機械工　　　 セ 前期３ 機械工学　
3291-46-0176 東京電機大　　 工　　　 機械工　　　 セ 前期４ 機械工学　
3291-46-0302 東京電機大　　 工　　　 情報通信工　 　 前期　 電気・電子
3291-46-0303 東京電機大　　 工　　　 情報通信工　 　 英外部 電気・電子
3291-46-0371 東京電機大　　 工　　　 情報通信工　 セ 前期３ 電気・電子



3291-46-0376 東京電機大　　 工　　　 情報通信工　 セ 前期４ 電気・電子
3291-46-0902 東京電機大　　 工　　　 電気電子工　 　 前期　 電気・電子
3291-46-0903 東京電機大　　 工　　　 電気電子工　 　 英外部 電気・電子
3291-46-0975 東京電機大　　 工　　　 電気電子工　 セ 前期３ 電気・電子
3291-46-0976 東京電機大　　 工　　　 電気電子工　 セ 前期４ 電気・電子
3291-46-1501 東京電機大　　 工　　　 電子シス工　 　 前期　 電気・電子
3291-46-1502 東京電機大　　 工　　　 電子シス工　 　 英外部 電気・電子
3291-46-1573 東京電機大　　 工　　　 電子シス工　 セ 前期３ 電気・電子
3291-46-1574 東京電機大　　 工　　　 電子シス工　 セ 前期４ 電気・電子
3291-46-1601 東京電機大　　 工　　　 応用化　　　 　 前期　 応用化学　
3291-46-1602 東京電機大　　 工　　　 応用化　　　 　 英外部 応用化学　
3291-46-1673 東京電機大　　 工　　　 応用化　　　 セ 前期３ 応用化学　
3291-46-1674 東京電機大　　 工　　　 応用化　　　 セ 前期４ 応用化学　
3291-46-1701 東京電機大　　 工　　　 先端機械工　 　 前期　 機械工学　
3291-46-1702 東京電機大　　 工　　　 先端機械工　 　 英外部 機械工学　
3291-46-1773 東京電機大　　 工　　　 先端機械工　 セ 前期３ 機械工学　
3291-46-1774 東京電機大　　 工　　　 先端機械工　 セ 前期４ 機械工学　
3291-47-0000 東京電機大　　 理工　　 　　　　　　 　 　　　 情報科学　
3291-47-1002 東京電機大　　 理工　　 理工／情報シ 　 前期　 情報科学　
3291-47-1003 東京電機大　　 理工　　 理工／情報シ 　 英外部 情報科学　
3291-47-1076 東京電機大　　 理工　　 理工／情報シ セ 前期３ 情報科学　
3291-47-1077 東京電機大　　 理工　　 理工／情報シ セ 前期４ 情報科学　
3291-47-1302 東京電機大　　 理工　　 理工／理学系 　 前期　 数学　　　
3291-47-1303 東京電機大　　 理工　　 理工／理学系 　 英外部 数学　　　
3291-47-1376 東京電機大　　 理工　　 理工／理学系 セ 前期３ 数学　　　
3291-47-1377 東京電機大　　 理工　　 理工／理学系 セ 前期４ 数学　　　
3291-47-1402 東京電機大　　 理工　　 理工／建築都 　 前期　 建築・土木
3291-47-1403 東京電機大　　 理工　　 理工／建築都 　 英外部 建築・土木
3291-47-1476 東京電機大　　 理工　　 理工／建築都 セ 前期３ 建築・土木
3291-47-1477 東京電機大　　 理工　　 理工／建築都 セ 前期４ 建築・土木
3291-47-1601 東京電機大　　 理工　　 理工／生命科 　 前期　 生物学　　
3291-47-1602 東京電機大　　 理工　　 理工／生命科 　 英外部 生物学　　
3291-47-1671 東京電機大　　 理工　　 理工／生命科 セ 前期３ 生物学　　
3291-47-1672 東京電機大　　 理工　　 理工／生命科 セ 前期４ 生物学　　
3291-47-1701 東京電機大　　 理工　　 理工／電子工 　 前期　 電気・電子
3291-47-1702 東京電機大　　 理工　　 理工／電子工 　 英外部 電気・電子
3291-47-1771 東京電機大　　 理工　　 理工／電子工 セ 前期３ 電気・電子
3291-47-1772 東京電機大　　 理工　　 理工／電子工 セ 前期４ 電気・電子
3291-47-1801 東京電機大　　 理工　　 理工／機械工 　 前期　 機械工学　
3291-47-1802 東京電機大　　 理工　　 理工／機械工 　 英外部 機械工学　
3291-47-1871 東京電機大　　 理工　　 理工／機械工 セ 前期３ 機械工学　
3291-47-1872 東京電機大　　 理工　　 理工／機械工 セ 前期４ 機械工学　
3291-49-0000 東京電機大　　 未来科学 　　　　　　 　 　　　 映像　　　
3291-49-0102 東京電機大　　 未来科学 ロボット・メ 　 前期　 機械工学　
3291-49-0103 東京電機大　　 未来科学 ロボット・メ 　 英外部 機械工学　
3291-49-0175 東京電機大　　 未来科学 ロボット・メ セ 前期３ 機械工学　
3291-49-0176 東京電機大　　 未来科学 ロボット・メ セ 前期４ 機械工学　
3291-49-0202 東京電機大　　 未来科学 情報メディア 　 前期　 情報科学　
3291-49-0203 東京電機大　　 未来科学 情報メディア 　 英外部 情報科学　
3291-49-0275 東京電機大　　 未来科学 情報メディア セ 前期３ 情報科学　
3291-49-0276 東京電機大　　 未来科学 情報メディア セ 前期４ 情報科学　
3291-49-0302 東京電機大　　 未来科学 建築　　　　 　 前期　 建築・土木
3291-49-0303 東京電機大　　 未来科学 建築　　　　 　 英外部 建築・土木
3291-49-0375 東京電機大　　 未来科学 建築　　　　 セ 前期３ 建築・土木
3291-49-0376 東京電機大　　 未来科学 建築　　　　 セ 前期４ 建築・土木
3291-50-0000 東京電機大　　 システム 　　　　　　 　 　　　 情報工学　
3291-50-0101 東京電機大　　 システム 情報シス工　 　 前期　 情報工学　
3291-50-0102 東京電機大　　 システム 情報シス工　 　 英外部 情報工学　
3291-50-0173 東京電機大　　 システム 情報シス工　 セ 前期３ 情報工学　



3291-50-0174 東京電機大　　 システム 情報シス工　 セ 前期４ 情報工学　
3291-50-0201 東京電機大　　 システム デザイン工　 　 前期　 デザイン工
3291-50-0202 東京電機大　　 システム デザイン工　 　 英外部 デザイン工
3291-50-0273 東京電機大　　 システム デザイン工　 セ 前期３ デザイン工
3291-50-0274 東京電機大　　 システム デザイン工　 セ 前期４ デザイン工
3291-54-0000 東京電機大　　 工二　　 　　　　　　 　 　　　 電気・電子
3291-54-0100 東京電機大　　 工二　　 機械工　　　 　 　　　 機械工学　
3291-54-0171 東京電機大　　 工二　　 機械工　　　 セ 　　　 機械工学　
3291-54-0200 東京電機大　　 工二　　 情報通信工　 　 　　　 電気・電子
3291-54-0271 東京電機大　　 工二　　 情報通信工　 セ 　　　 電気・電子
3291-54-0501 東京電機大　　 工二　　 電気電子工　 　 　　　 電気・電子
3291-54-0571 東京電機大　　 工二　　 電気電子工　 セ 　　　 電気・電子
3292-37-0000 東京農大　　　 国際食料 　　　　　　 　 　　　 農業経済学
3292-37-0100 東京農大　　　 国際食料 国際農業開発 　 Ａ　　 農業経済学
3292-37-0172 東京農大　　　 国際食料 国際農業開発 セ 前期３ 農業経済学
3292-37-0173 東京農大　　　 国際食料 国際農業開発 セ 前期４ 農業経済学
3292-37-0200 東京農大　　　 国際食料 食料環境経済 　 Ａ　　 農業経済学
3292-37-0272 東京農大　　　 国際食料 食料環境経済 セ 前期３ 農業経済学
3292-37-0273 東京農大　　　 国際食料 食料環境経済 セ 前期４ 農業経済学
3292-37-0300 東京農大　　　 国際食料 国際バイオビ 　 Ａ　　 農業経済学
3292-37-0372 東京農大　　　 国際食料 国際バイオビ セ 前期３ 農業経済学
3292-37-0373 東京農大　　　 国際食料 国際バイオビ セ 前期４ 農業経済学
3292-37-0401 東京農大　　　 国際食料 国際食農科学 　 Ａ　　 農学　　　
3292-37-0471 東京農大　　　 国際食料 国際食農科学 セ 前期３ 農学　　　
3292-37-0472 東京農大　　　 国際食料 国際食農科学 セ 前期４ 農学　　　
3292-38-0000 東京農大　　　 地域環境 　　　　　　 　 　　　 農学　　　
3292-38-0100 東京農大　　　 地域環境 森林総合科学 　 Ａ　　 森林科学　
3292-38-0172 東京農大　　　 地域環境 森林総合科学 セ 前期３ 森林科学　
3292-38-0173 東京農大　　　 地域環境 森林総合科学 セ 前期４ 森林科学　
3292-38-0200 東京農大　　　 地域環境 生産環境工　 　 Ａ　　 農業工学・
3292-38-0272 東京農大　　　 地域環境 生産環境工　 セ 前期３ 農業工学・
3292-38-0273 東京農大　　　 地域環境 生産環境工　 セ 前期４ 農業工学・
3292-38-0300 東京農大　　　 地域環境 造園科学　　 　 Ａ　　 農学　　　
3292-38-0372 東京農大　　　 地域環境 造園科学　　 セ 前期３ 農学　　　
3292-38-0373 東京農大　　　 地域環境 造園科学　　 セ 前期４ 農学　　　
3292-38-0401 東京農大　　　 地域環境 地域創成科学 　 Ａ　　 農学　　　
3292-38-0471 東京農大　　　 地域環境 地域創成科学 セ 前期３ 農学　　　
3292-38-0472 東京農大　　　 地域環境 地域創成科学 セ 前期４ 農学　　　
3292-72-0000 東京農大　　　 農　　　 　　　　　　 　 　　　 農学　　　
3292-72-0600 東京農大　　　 農　　　 動物科学　　 　 Ａ　　 畜産学　　
3292-72-0672 東京農大　　　 農　　　 動物科学　　 セ 前期３ 畜産学　　
3292-72-0673 東京農大　　　 農　　　 動物科学　　 セ 前期４ 畜産学　　
3292-72-0700 東京農大　　　 農　　　 農　　　　　 　 Ａ　　 農学　　　
3292-72-0772 東京農大　　　 農　　　 農　　　　　 セ 前期３ 農学　　　
3292-72-0773 東京農大　　　 農　　　 農　　　　　 セ 前期４ 農学　　　
3292-72-1301 東京農大　　　 農　　　 生物資源開発 　 Ａ　　 農学　　　
3292-72-1371 東京農大　　　 農　　　 生物資源開発 セ 前期３ 農学　　　
3292-72-1372 東京農大　　　 農　　　 生物資源開発 セ 前期４ 農学　　　
3292-72-1401 東京農大　　　 農　　　 デザイン農　 　 Ａ　　 農学　　　
3292-72-1471 東京農大　　　 農　　　 デザイン農　 セ 前期３ 農学　　　
3292-72-1472 東京農大　　　 農　　　 デザイン農　 セ 前期４ 農学　　　
3292-74-0000 東京農大　　　 生物産業 　　　　　　 　 　　　 農芸化学　
3292-74-0100 東京農大　　　 生物産業 自然資源経営 　 Ａ　　 農業経済学
3292-74-0171 東京農大　　　 生物産業 自然資源経営 セ 前期３ 農業経済学
3292-74-0173 東京農大　　　 生物産業 自然資源経営 セ 前期４ 農業経済学
3292-74-0200 東京農大　　　 生物産業 食香粧化　　 　 Ａ　　 農芸化学　
3292-74-0271 東京農大　　　 生物産業 食香粧化　　 セ 前期３ 農芸化学　
3292-74-0273 東京農大　　　 生物産業 食香粧化　　 セ 前期４ 農芸化学　
3292-74-0300 東京農大　　　 生物産業 北方圏農　　 　 Ａ　　 農学　　　



3292-74-0371 東京農大　　　 生物産業 北方圏農　　 セ 前期３ 農学　　　
3292-74-0373 東京農大　　　 生物産業 北方圏農　　 セ 前期４ 農学　　　
3292-74-0401 東京農大　　　 生物産業 海洋水産　　 　 Ａ　　 水産学　　
3292-74-0471 東京農大　　　 生物産業 海洋水産　　 セ 前期３ 水産学　　
3292-74-0473 東京農大　　　 生物産業 海洋水産　　 セ 前期４ 水産学　　
3292-75-0000 東京農大　　　 応用生物 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3292-75-0200 東京農大　　　 応用生物 農芸化　　　 　 Ａ　　 農芸化学　
3292-75-0272 東京農大　　　 応用生物 農芸化　　　 セ 前期３ 農芸化学　
3292-75-0273 東京農大　　　 応用生物 農芸化　　　 セ 前期４ 農芸化学　
3292-75-0300 東京農大　　　 応用生物 醸造科学　　 　 Ａ　　 農芸化学　
3292-75-0372 東京農大　　　 応用生物 醸造科学　　 セ 前期３ 農芸化学　
3292-75-0373 東京農大　　　 応用生物 醸造科学　　 セ 前期４ 農芸化学　
3292-75-0601 東京農大　　　 応用生物 食品安全健康 　 Ａ　　 食物・栄養
3292-75-0671 東京農大　　　 応用生物 食品安全健康 セ 前期３ 食物・栄養
3292-75-0672 東京農大　　　 応用生物 食品安全健康 セ 前期４ 食物・栄養
3292-75-0701 東京農大　　　 応用生物 栄養科学　　 　 Ａ　　 食物・栄養
3292-75-0771 東京農大　　　 応用生物 栄養科学　　 セ 前期３ 食物・栄養
3292-75-0772 東京農大　　　 応用生物 栄養科学　　 セ 前期４ 食物・栄養
3292-76-0000 東京農大　　　 生命科学 　　　　　　 　 　　　 生物工学　
3292-76-0101 東京農大　　　 生命科学 バイオサイエ 　 Ａ　　 生物工学　
3292-76-0171 東京農大　　　 生命科学 バイオサイエ セ 前期３ 生物工学　
3292-76-0172 東京農大　　　 生命科学 バイオサイエ セ 前期４ 生物工学　
3292-76-0201 東京農大　　　 生命科学 分子生命化　 　 Ａ　　 応用化学　
3292-76-0271 東京農大　　　 生命科学 分子生命化　 セ 前期３ 応用化学　
3292-76-0272 東京農大　　　 生命科学 分子生命化　 セ 前期４ 応用化学　
3292-76-0301 東京農大　　　 生命科学 分子微生物　 　 Ａ　　 農芸化学　
3292-76-0371 東京農大　　　 生命科学 分子微生物　 セ 前期３ 農芸化学　
3292-76-0372 東京農大　　　 生命科学 分子微生物　 セ 前期４ 農芸化学　
3293-61-0000 東京薬大　　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3293-61-1102 東京薬大　　　 薬　　　 男子部　　　 　 Ｂ　　 薬　　　　
3293-61-1171 東京薬大　　　 薬　　　 男子部　　　 セ Ａ　　 薬　　　　
3293-61-1172 東京薬大　　　 薬　　　 男子部　　　 セ Ｓ　　 薬　　　　
3293-61-1202 東京薬大　　　 薬　　　 女子部　　　 　 Ｂ　　 薬　　　　
3293-61-1271 東京薬大　　　 薬　　　 女子部　　　 セ Ａ　　 薬　　　　
3293-61-1272 東京薬大　　　 薬　　　 女子部　　　 セ Ｓ　　 薬　　　　
3293-74-0000 東京薬大　　　 生命科学 　　　　　　 　 　　　 生物学　　
3293-74-0101 東京薬大　　　 生命科学 応用生命科学 　 ＢⅡ期 生物工学　
3293-74-0103 東京薬大　　　 生命科学 応用生命科学 　 ＢⅠ期 生物工学　
3293-74-0171 東京薬大　　　 生命科学 応用生命科学 セ ＡⅠ期 生物工学　
3293-74-0201 東京薬大　　　 生命科学 分子生命科学 　 ＢⅡ期 化学　　　
3293-74-0203 東京薬大　　　 生命科学 分子生命科学 　 ＢⅠ期 化学　　　
3293-74-0271 東京薬大　　　 生命科学 分子生命科学 セ ＡⅠ期 化学　　　
3293-74-0301 東京薬大　　　 生命科学 生命医科学　 　 ＢⅠ期 生物工学　
3293-74-0302 東京薬大　　　 生命科学 生命医科学　 　 ＢⅡ期 生物工学　
3293-74-0371 東京薬大　　　 生命科学 生命医科学　 セ ＡⅠ期 生物工学　
3294-19-0000 東京理大　　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3294-19-0101 東京理大　　　 経営　　 経営　　　　 　 Ｂ　　 経営学・商
3294-19-0104 東京理大　　　 経営　　 経営　　　　 　 グロー 経営学・商
3294-19-0171 東京理大　　　 経営　　 経営　　　　 セ Ａ　　 経営学・商
3294-19-0172 東京理大　　　 経営　　 経営　　　　 セ Ｃ　　 経営学・商
3294-19-0202 東京理大　　　 経営　　 ビジネスエコ 　 Ｂ　　 経営情報学
3294-19-0203 東京理大　　　 経営　　 ビジネスエコ 　 グロー 経営情報学
3294-19-0271 東京理大　　　 経営　　 ビジネスエコ セ Ａ　　 経営情報学
3294-19-0272 東京理大　　　 経営　　 ビジネスエコ セ Ｃ　　 経営情報学
3294-42-0000 東京理大　　　 理　　　 　　　　　　 　 　　　 数学　　　
3294-42-0101 東京理大　　　 理　　　 応用化　　　 　 Ｂ　　 応用化学　
3294-42-0102 東京理大　　　 理　　　 応用化　　　 　 グロー 応用化学　
3294-42-0171 東京理大　　　 理　　　 応用化　　　 セ Ａ　　 応用化学　
3294-42-0172 東京理大　　　 理　　　 応用化　　　 セ Ｃ　　 応用化学　



3294-42-0201 東京理大　　　 理　　　 応用数　　　 　 Ｂ　　 情報科学　
3294-42-0202 東京理大　　　 理　　　 応用数　　　 　 グロー 情報科学　
3294-42-0271 東京理大　　　 理　　　 応用数　　　 セ Ａ　　 情報科学　
3294-42-0272 東京理大　　　 理　　　 応用数　　　 セ Ｃ　　 情報科学　
3294-42-0301 東京理大　　　 理　　　 応用物理　　 　 Ｂ　　 応用物理学
3294-42-0302 東京理大　　　 理　　　 応用物理　　 　 グロー 応用物理学
3294-42-0371 東京理大　　　 理　　　 応用物理　　 セ Ａ　　 応用物理学
3294-42-0372 東京理大　　　 理　　　 応用物理　　 セ Ｃ　　 応用物理学
3294-42-0401 東京理大　　　 理　　　 化学　　　　 　 Ｂ　　 化学　　　
3294-42-0402 東京理大　　　 理　　　 化学　　　　 　 グロー 化学　　　
3294-42-0471 東京理大　　　 理　　　 化学　　　　 セ Ａ　　 化学　　　
3294-42-0472 東京理大　　　 理　　　 化学　　　　 セ Ｃ　　 化学　　　
3294-42-0501 東京理大　　　 理　　　 数学　　　　 　 Ｂ　　 数学　　　
3294-42-0502 東京理大　　　 理　　　 数学　　　　 　 グロー 数学　　　
3294-42-0571 東京理大　　　 理　　　 数学　　　　 セ Ａ　　 数学　　　
3294-42-0572 東京理大　　　 理　　　 数学　　　　 セ Ｃ　　 数学　　　
3294-42-0601 東京理大　　　 理　　　 物理　　　　 　 Ｂ　　 物理学　　
3294-42-0602 東京理大　　　 理　　　 物理　　　　 　 グロー 物理学　　
3294-42-0671 東京理大　　　 理　　　 物理　　　　 セ Ａ　　 物理学　　
3294-42-0672 東京理大　　　 理　　　 物理　　　　 セ Ｃ　　 物理学　　
3294-45-0000 東京理大　　　 理二　　 　　　　　　 　 　　　 数学　　　
3294-45-0101 東京理大　　　 理二　　 化学　　　　 　 Ｂ　　 化学　　　
3294-45-0171 東京理大　　　 理二　　 化学　　　　 セ Ａ　　 化学　　　
3294-45-0201 東京理大　　　 理二　　 数学　　　　 　 Ｂ　　 数学　　　
3294-45-0271 東京理大　　　 理二　　 数学　　　　 セ Ａ　　 数学　　　
3294-45-0301 東京理大　　　 理二　　 物理　　　　 　 Ｂ　　 物理学　　
3294-45-0371 東京理大　　　 理二　　 物理　　　　 セ Ａ　　 物理学　　
3294-46-0000 東京理大　　　 工　　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
3294-46-0101 東京理大　　　 工　　　 機械工　　　 　 Ｂ　　 機械工学　
3294-46-0102 東京理大　　　 工　　　 機械工　　　 　 グロー 機械工学　
3294-46-0171 東京理大　　　 工　　　 機械工　　　 セ Ａ　　 機械工学　
3294-46-0172 東京理大　　　 工　　　 機械工　　　 セ Ｃ　　 機械工学　
3294-46-0301 東京理大　　　 工　　　 建築　　　　 　 Ｂ　　 建築・土木
3294-46-0302 東京理大　　　 工　　　 建築　　　　 　 グロー 建築・土木
3294-46-0371 東京理大　　　 工　　　 建築　　　　 セ Ａ　　 建築・土木
3294-46-0372 東京理大　　　 工　　　 建築　　　　 セ Ｃ　　 建築・土木
3294-46-0401 東京理大　　　 工　　　 工業化　　　 　 Ｂ　　 応用化学　
3294-46-0402 東京理大　　　 工　　　 工業化　　　 　 グロー 応用化学　
3294-46-0471 東京理大　　　 工　　　 工業化　　　 セ Ａ　　 応用化学　
3294-46-0472 東京理大　　　 工　　　 工業化　　　 セ Ｃ　　 応用化学　
3294-46-0501 東京理大　　　 工　　　 電気工　　　 　 Ｂ　　 電気・電子
3294-46-0502 東京理大　　　 工　　　 電気工　　　 　 グロー 電気・電子
3294-46-0571 東京理大　　　 工　　　 電気工　　　 セ Ａ　　 電気・電子
3294-46-0572 東京理大　　　 工　　　 電気工　　　 セ Ｃ　　 電気・電子
3294-46-0601 東京理大　　　 工　　　 情報工　　　 　 Ｂ　　 情報工学　
3294-46-0602 東京理大　　　 工　　　 情報工　　　 　 グロー 情報工学　
3294-46-0671 東京理大　　　 工　　　 情報工　　　 セ Ａ　　 情報工学　
3294-46-0672 東京理大　　　 工　　　 情報工　　　 セ Ｃ　　 情報工学　
3294-47-0000 東京理大　　　 理工　　 　　　　　　 　 　　　 建築・土木
3294-47-0101 東京理大　　　 理工　　 応用生物科学 　 Ｂ　　 生物工学　
3294-47-0102 東京理大　　　 理工　　 応用生物科学 　 グロー 生物工学　
3294-47-0171 東京理大　　　 理工　　 応用生物科学 セ Ａ　　 生物工学　
3294-47-0172 東京理大　　　 理工　　 応用生物科学 セ Ｃ　　 生物工学　
3294-47-0201 東京理大　　　 理工　　 機械工　　　 　 Ｂ　　 機械工学　
3294-47-0202 東京理大　　　 理工　　 機械工　　　 　 グロー 機械工学　
3294-47-0271 東京理大　　　 理工　　 機械工　　　 セ Ａ　　 機械工学　
3294-47-0272 東京理大　　　 理工　　 機械工　　　 セ Ｃ　　 機械工学　
3294-47-0301 東京理大　　　 理工　　 経営工　　　 　 Ｂ　　 経営工学　
3294-47-0302 東京理大　　　 理工　　 経営工　　　 　 グロー 経営工学　



3294-47-0371 東京理大　　　 理工　　 経営工　　　 セ Ａ　　 経営工学　
3294-47-0372 東京理大　　　 理工　　 経営工　　　 セ Ｃ　　 経営工学　
3294-47-0401 東京理大　　　 理工　　 建築　　　　 　 Ｂ　　 建築・土木
3294-47-0402 東京理大　　　 理工　　 建築　　　　 　 グロー 建築・土木
3294-47-0471 東京理大　　　 理工　　 建築　　　　 セ Ａ　　 建築・土木
3294-47-0472 東京理大　　　 理工　　 建築　　　　 セ Ｃ　　 建築・土木
3294-47-0501 東京理大　　　 理工　　 先端化　　　 　 Ｂ　　 応用化学　
3294-47-0502 東京理大　　　 理工　　 先端化　　　 　 グロー 応用化学　
3294-47-0571 東京理大　　　 理工　　 先端化　　　 セ Ａ　　 応用化学　
3294-47-0572 東京理大　　　 理工　　 先端化　　　 セ Ｃ　　 応用化学　
3294-47-0601 東京理大　　　 理工　　 情報科学　　 　 Ｂ　　 情報科学　
3294-47-0602 東京理大　　　 理工　　 情報科学　　 　 グロー 情報科学　
3294-47-0671 東京理大　　　 理工　　 情報科学　　 セ Ａ　　 情報科学　
3294-47-0672 東京理大　　　 理工　　 情報科学　　 セ Ｃ　　 情報科学　
3294-47-0701 東京理大　　　 理工　　 数学　　　　 　 Ｂ　　 数学　　　
3294-47-0702 東京理大　　　 理工　　 数学　　　　 　 グロー 数学　　　
3294-47-0771 東京理大　　　 理工　　 数学　　　　 セ Ａ　　 数学　　　
3294-47-0772 東京理大　　　 理工　　 数学　　　　 セ Ｃ　　 数学　　　
3294-47-0801 東京理大　　　 理工　　 電気電子情報 　 Ｂ　　 電気・電子
3294-47-0802 東京理大　　　 理工　　 電気電子情報 　 グロー 電気・電子
3294-47-0871 東京理大　　　 理工　　 電気電子情報 セ Ａ　　 電気・電子
3294-47-0872 東京理大　　　 理工　　 電気電子情報 セ Ｃ　　 電気・電子
3294-47-0901 東京理大　　　 理工　　 土木工　　　 　 Ｂ　　 建築・土木
3294-47-0902 東京理大　　　 理工　　 土木工　　　 　 グロー 建築・土木
3294-47-0971 東京理大　　　 理工　　 土木工　　　 セ Ａ　　 建築・土木
3294-47-0972 東京理大　　　 理工　　 土木工　　　 セ Ｃ　　 建築・土木
3294-47-1001 東京理大　　　 理工　　 物理　　　　 　 Ｂ　　 物理学　　
3294-47-1002 東京理大　　　 理工　　 物理　　　　 　 グロー 物理学　　
3294-47-1071 東京理大　　　 理工　　 物理　　　　 セ Ａ　　 物理学　　
3294-47-1072 東京理大　　　 理工　　 物理　　　　 セ Ｃ　　 物理学　　
3294-48-0000 東京理大　　　 基礎工　 　　　　　　 　 　　　 電気・電子
3294-48-0101 東京理大　　　 基礎工　 材料工　　　 　 Ｂ　　 金属・材料
3294-48-0102 東京理大　　　 基礎工　 材料工　　　 　 グロー 金属・材料
3294-48-0171 東京理大　　　 基礎工　 材料工　　　 セ Ａ　　 金属・材料
3294-48-0172 東京理大　　　 基礎工　 材料工　　　 セ Ｃ　　 金属・材料
3294-48-0201 東京理大　　　 基礎工　 生物工　　　 　 Ｂ　　 生物工学　
3294-48-0202 東京理大　　　 基礎工　 生物工　　　 　 グロー 生物工学　
3294-48-0271 東京理大　　　 基礎工　 生物工　　　 セ Ａ　　 生物工学　
3294-48-0272 東京理大　　　 基礎工　 生物工　　　 セ Ｃ　　 生物工学　
3294-48-0301 東京理大　　　 基礎工　 電子応用工　 　 Ｂ　　 電気・電子
3294-48-0302 東京理大　　　 基礎工　 電子応用工　 　 グロー 電気・電子
3294-48-0371 東京理大　　　 基礎工　 電子応用工　 セ Ａ　　 電気・電子
3294-48-0372 東京理大　　　 基礎工　 電子応用工　 セ Ｃ　　 電気・電子
3294-61-0000 東京理大　　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3294-61-0201 東京理大　　　 薬　　　 薬　　　　　 　 Ｂ　　 薬　　　　
3294-61-0202 東京理大　　　 薬　　　 薬　　　　　 　 グロー 薬　　　　
3294-61-0271 東京理大　　　 薬　　　 薬　　　　　 セ Ａ　　 薬　　　　
3294-61-0272 東京理大　　　 薬　　　 薬　　　　　 セ Ｃ　　 薬　　　　
3294-61-0301 東京理大　　　 薬　　　 生命創薬科学 　 Ｂ　　 薬　　　　
3294-61-0302 東京理大　　　 薬　　　 生命創薬科学 　 グロー 薬　　　　
3294-61-0371 東京理大　　　 薬　　　 生命創薬科学 セ Ａ　　 薬　　　　
3294-61-0372 東京理大　　　 薬　　　 生命創薬科学 セ Ｃ　　 薬　　　　
3295-42-0000 東邦大　　　　 理　　　 　　　　　　 　 　　　 生物学　　
3295-42-0102 東邦大　　　　 理　　　 化学　　　　 　 Ａ　　 化学　　　
3295-42-0103 東邦大　　　　 理　　　 化学　　　　 　 Ｂ　　 化学　　　
3295-42-0171 東邦大　　　　 理　　　 化学　　　　 セ 前期　 化学　　　
3295-42-0202 東邦大　　　　 理　　　 情報科学　　 　 Ａ　　 情報科学　
3295-42-0203 東邦大　　　　 理　　　 情報科学　　 　 Ｂ　　 情報科学　
3295-42-0271 東邦大　　　　 理　　　 情報科学　　 セ 前期　 情報科学　



3295-42-0302 東邦大　　　　 理　　　 生物　　　　 　 Ａ　　 生物学　　
3295-42-0303 東邦大　　　　 理　　　 生物　　　　 　 Ｂ　　 生物学　　
3295-42-0371 東邦大　　　　 理　　　 生物　　　　 セ 前期　 生物学　　
3295-42-0402 東邦大　　　　 理　　　 生物分子科学 　 Ａ　　 生物工学　
3295-42-0403 東邦大　　　　 理　　　 生物分子科学 　 Ｂ　　 生物工学　
3295-42-0471 東邦大　　　　 理　　　 生物分子科学 セ 前期　 生物工学　
3295-42-0502 東邦大　　　　 理　　　 物理　　　　 　 Ａ　　 物理学　　
3295-42-0503 東邦大　　　　 理　　　 物理　　　　 　 Ｂ　　 物理学　　
3295-42-0571 東邦大　　　　 理　　　 物理　　　　 セ 前期　 物理学　　
3295-42-0602 東邦大　　　　 理　　　 生命圏環境科 　 Ａ　　 総合理学　
3295-42-0603 東邦大　　　　 理　　　 生命圏環境科 　 Ｂ　　 総合理学　
3295-42-0671 東邦大　　　　 理　　　 生命圏環境科 セ 前期　 総合理学　
3295-55-0000 東邦大　　　　 医　　　 　　　　　　 　 　　　 医　　　　
3295-55-0100 東邦大　　　　 医　　　 医　　　　　 　 　　　 医　　　　
3295-61-0000 東邦大　　　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3295-61-0201 東邦大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3295-61-0271 東邦大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 セ 前期　 薬　　　　
3295-64-0000 東邦大　　　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3295-64-0101 東邦大　　　　 看護　　 看護　　　　 　 　　　 看護　　　
3295-65-0000 東邦大　　　　 健康科学 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3295-65-0101 東邦大　　　　 健康科学 看護　　　　 　 Ａ　　 看護　　　
3295-65-0102 東邦大　　　　 健康科学 看護　　　　 　 Ｂ　　 看護　　　
3295-65-0171 東邦大　　　　 健康科学 看護　　　　 セ 　　　 看護　　　
3296-83-0000 桐朋学園大　　 音楽　　 　　　　　　 　 　　　 音楽　　　
3296-83-0301 桐朋学園大　　 音楽　　 音楽　　　　 　 　　　 音楽　　　
3297-01-0000 東洋大　　　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 哲学倫理宗
3297-01-0202 東洋大　　　　 文　　　 英米文　　　 　 前３ベ 英米語　　
3297-01-0204 東洋大　　　　 文　　　 英米文　　　 　 前３英 英米語　　
3297-01-0205 東洋大　　　　 文　　　 英米文　　　 　 前３均 英米語　　
3297-01-0271 東洋大　　　　 文　　　 英米文　　　 セ 前３英 英米語　　
3297-01-0273 東洋大　　　　 文　　　 英米文　　　 セ 前３均 英米語　　
3297-01-0400 東洋大　　　　 文　　　 日本文学文化 　 前３均 日本文学　
3297-01-0406 東洋大　　　　 文　　　 日本文学文化 　 前４均 日本文学　
3297-01-0409 東洋大　　　　 文　　　 日本文学文化 　 前３国 日本文学　
3297-01-0471 東洋大　　　　 文　　　 日本文学文化 セ 前３均 日本文学　
3297-01-0473 東洋大　　　　 文　　　 日本文学文化 セ 前４均 日本文学　
3297-01-0474 東洋大　　　　 文　　　 日本文学文化 セ 前３国 日本文学　
3297-01-0505 東洋大　　　　 文　　　 史学　　　　 　 前３均 西洋史　　
3297-01-0506 東洋大　　　　 文　　　 史学　　　　 　 前４均 西洋史　　
3297-01-0571 東洋大　　　　 文　　　 史学　　　　 セ 前３均 西洋史　　
3297-01-0572 東洋大　　　　 文　　　 史学　　　　 セ 前４歴 西洋史　　
3297-01-0573 東洋大　　　　 文　　　 史学　　　　 セ 前４均 西洋史　　
3297-01-0576 東洋大　　　　 文　　　 史学　　　　 セ 前３歴 西洋史　　
3297-01-0703 東洋大　　　　 文　　　 哲学　　　　 　 前４均 哲学倫理宗
3297-01-0704 東洋大　　　　 文　　　 哲学　　　　 　 前３均 哲学倫理宗
3297-01-0705 東洋大　　　　 文　　　 哲学　　　　 　 前３英 哲学倫理宗
3297-01-0771 東洋大　　　　 文　　　 哲学　　　　 セ 前３均 哲学倫理宗
3297-01-0772 東洋大　　　　 文　　　 哲学　　　　 セ 前４均 哲学倫理宗
3297-01-0773 東洋大　　　　 文　　　 哲学　　　　 セ 前３外 哲学倫理宗
3297-01-0774 東洋大　　　　 文　　　 哲学　　　　 セ 前５均 哲学倫理宗
3297-01-0903 東洋大　　　　 文　　　 教育／初等教 　 前３均 小学校　　
3297-01-0904 東洋大　　　　 文　　　 教育／初等教 　 前４均 小学校　　
3297-01-0971 東洋大　　　　 文　　　 教育／初等教 セ 前３均 小学校　　
3297-01-0972 東洋大　　　　 文　　　 教育／初等教 セ 前４均 小学校　　
3297-01-0973 東洋大　　　　 文　　　 教育／初等教 セ 前３英 小学校　　
3297-01-1003 東洋大　　　　 文　　　 教育／人間発 　 前３英 教育学　　
3297-01-1004 東洋大　　　　 文　　　 教育／人間発 　 前４均 教育学　　
3297-01-1005 東洋大　　　　 文　　　 教育／人間発 　 前３均 教育学　　
3297-01-1071 東洋大　　　　 文　　　 教育／人間発 セ 前３均 教育学　　



3297-01-1072 東洋大　　　　 文　　　 教育／人間発 セ 前４均 教育学　　
3297-01-1074 東洋大　　　　 文　　　 教育／人間発 セ 前３英 教育学　　
3297-01-1105 東洋大　　　　 文　　　 東洋思想文化 　 前３均 哲学倫理宗
3297-01-1106 東洋大　　　　 文　　　 東洋思想文化 　 前３英 哲学倫理宗
3297-01-1171 東洋大　　　　 文　　　 東洋思想文化 セ 前３均 哲学倫理宗
3297-01-1176 東洋大　　　　 文　　　 東洋思想文化 セ 前３英 哲学倫理宗
3297-01-1177 東洋大　　　　 文　　　 東洋思想文化 セ 前３漢 哲学倫理宗
3297-01-1178 東洋大　　　　 文　　　 東洋思想文化 セ 前４均 哲学倫理宗
3297-01-1202 東洋大　　　　 文　　　 国際文化コミ 　 前３均 文化学　　
3297-01-1203 東洋大　　　　 文　　　 国際文化コミ 　 前３英 文化学　　
3297-01-1204 東洋大　　　　 文　　　 国際文化コミ 　 前４均 文化学　　
3297-01-1272 東洋大　　　　 文　　　 国際文化コミ セ 前３均 文化学　　
3297-01-1273 東洋大　　　　 文　　　 国際文化コミ セ 前３外 文化学　　
3297-01-1274 東洋大　　　　 文　　　 国際文化コミ セ 前４均 文化学　　
3297-01-1276 東洋大　　　　 文　　　 国際文化コミ セ 前４外 文化学　　
3297-07-0000 東洋大　　　　 文イブ　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3297-07-0204 東洋大　　　　 文イブ　 教育　　　　 　 前３ベ 教育学　　
3297-07-0273 東洋大　　　　 文イブ　 教育　　　　 セ 前３ベ 教育学　　
3297-07-0306 東洋大　　　　 文イブ　 日本文学文化 　 前３ベ 日本文学　
3297-07-0373 東洋大　　　　 文イブ　 日本文学文化 セ 前３ベ 日本文学　
3297-07-0403 東洋大　　　　 文イブ　 東洋思想文化 　 前３ベ 哲学倫理宗
3297-07-0472 東洋大　　　　 文イブ　 東洋思想文化 セ 前３ベ 哲学倫理宗
3297-12-0000 東洋大　　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3297-12-0106 東洋大　　　　 法　　　 企業法　　　 　 前４均 法学　　　
3297-12-0107 東洋大　　　　 法　　　 企業法　　　 　 前３英 法学　　　
3297-12-0108 東洋大　　　　 法　　　 企業法　　　 　 前３均 法学　　　
3297-12-0109 東洋大　　　　 法　　　 企業法　　　 　 前３国 法学　　　
3297-12-0170 東洋大　　　　 法　　　 企業法　　　 セ 前４国 法学　　　
3297-12-0171 東洋大　　　　 法　　　 企業法　　　 セ 前３均 法学　　　
3297-12-0175 東洋大　　　　 法　　　 企業法　　　 セ 前４均 法学　　　
3297-12-0176 東洋大　　　　 法　　　 企業法　　　 セ 前３国 法学　　　
3297-12-0177 東洋大　　　　 法　　　 企業法　　　 セ 前５均 法学　　　
3297-12-0179 東洋大　　　　 法　　　 企業法　　　 セ 前３英 法学　　　
3297-12-0200 東洋大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 前３均 法学　　　
3297-12-0202 東洋大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 前３英 法学　　　
3297-12-0208 東洋大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 前３国 法学　　　
3297-12-0209 東洋大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 前４均 法学　　　
3297-12-0271 東洋大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ 前３均 法学　　　
3297-12-0272 東洋大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ 前４国 法学　　　
3297-12-0273 東洋大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ 前４均 法学　　　
3297-12-0276 東洋大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ 前５均 法学　　　
3297-12-0277 東洋大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ 前３国 法学　　　
3297-12-0278 東洋大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ 前３英 法学　　　
3297-17-0000 東洋大　　　　 法イブ　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3297-17-0105 東洋大　　　　 法イブ　 法律　　　　 　 前３ベ 法学　　　
3297-17-0172 東洋大　　　　 法イブ　 法律　　　　 セ 前３ベ 法学　　　
3297-18-0000 東洋大　　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3297-18-0104 東洋大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 前国数 経済学　　
3297-18-0105 東洋大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 前３ベ 経済学　　
3297-18-0106 東洋大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 前国社 経済学　　
3297-18-0107 東洋大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 前４均 経済学　　
3297-18-0171 東洋大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 前３均 経済学　　
3297-18-0173 東洋大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 前４均 経済学　　
3297-18-0176 東洋大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 前３数 経済学　　
3297-18-0178 東洋大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 前５均 経済学　　
3297-18-0203 東洋大　　　　 経済　　 国際経済　　 　 前３英 経済学　　
3297-18-0205 東洋大　　　　 経済　　 国際経済　　 　 前４均 経済学　　
3297-18-0206 東洋大　　　　 経済　　 国際経済　　 　 前３均 経済学　　
3297-18-0271 東洋大　　　　 経済　　 国際経済　　 セ 前３均 経済学　　



3297-18-0274 東洋大　　　　 経済　　 国際経済　　 セ 前４均 経済学　　
3297-18-0275 東洋大　　　　 経済　　 国際経済　　 セ 前３英 経済学　　
3297-18-0277 東洋大　　　　 経済　　 国際経済　　 セ 前５均 経済学　　
3297-18-0278 東洋大　　　　 経済　　 国際経済　　 セ 前２外 経済学　　
3297-18-0302 東洋大　　　　 経済　　 総合政策　　 　 前３ベ 経済学　　
3297-18-0304 東洋大　　　　 経済　　 総合政策　　 　 前４均 経済学　　
3297-18-0305 東洋大　　　　 経済　　 総合政策　　 　 前３均 経済学　　
3297-18-0306 東洋大　　　　 経済　　 総合政策　　 　 前３英 経済学　　
3297-18-0307 東洋大　　　　 経済　　 総合政策　　 　 前３数 経済学　　
3297-18-0371 東洋大　　　　 経済　　 総合政策　　 セ 前国選 経済学　　
3297-18-0373 東洋大　　　　 経済　　 総合政策　　 セ 前３ベ 経済学　　
3297-18-0375 東洋大　　　　 経済　　 総合政策　　 セ 前４均 経済学　　
3297-18-0376 東洋大　　　　 経済　　 総合政策　　 セ 前数理 経済学　　
3297-19-0000 東洋大　　　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3297-19-0106 東洋大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 前４均 経営学・商
3297-19-0107 東洋大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 前３均 経営学・商
3297-19-0108 東洋大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 前３国 経営学・商
3297-19-0171 東洋大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ 前３均 経営学・商
3297-19-0172 東洋大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ 前４均 経営学・商
3297-19-0173 東洋大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ 前３英 経営学・商
3297-19-0175 東洋大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ 前３最 経営学・商
3297-19-0176 東洋大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ 前５均 経営学・商
3297-19-0202 東洋大　　　　 経営　　 マーケティン 　 前３ベ 経営学・商
3297-19-0204 東洋大　　　　 経営　　 マーケティン 　 前３均 経営学・商
3297-19-0207 東洋大　　　　 経営　　 マーケティン 　 前３最 経営学・商
3297-19-0271 東洋大　　　　 経営　　 マーケティン セ 前３均 経営学・商
3297-19-0273 東洋大　　　　 経営　　 マーケティン セ 前３英 経営学・商
3297-19-0274 東洋大　　　　 経営　　 マーケティン セ 前４均 経営学・商
3297-19-0275 東洋大　　　　 経営　　 マーケティン セ 前３最 経営学・商
3297-19-0300 東洋大　　　　 経営　　 会計ファイナ 　 前３英 経営学・商
3297-19-0303 東洋大　　　　 経営　　 会計ファイナ 　 前３均 経営学・商
3297-19-0308 東洋大　　　　 経営　　 会計ファイナ 　 前３数 経営学・商
3297-19-0309 東洋大　　　　 経営　　 会計ファイナ 　 前３社 経営学・商
3297-19-0371 東洋大　　　　 経営　　 会計ファイナ セ 前３均 経営学・商
3297-19-0374 東洋大　　　　 経営　　 会計ファイナ セ 前４均 経営学・商
3297-19-0375 東洋大　　　　 経営　　 会計ファイナ セ 前３数 経営学・商
3297-23-0000 東洋大　　　　 経営イブ 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3297-23-0103 東洋大　　　　 経営イブ 経営　　　　 　 前３ベ 経営学・商
3297-23-0171 東洋大　　　　 経営イブ 経営　　　　 セ 前３ベ 経営学・商
3297-24-0000 東洋大　　　　 経済イブ 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3297-24-0105 東洋大　　　　 経済イブ 経済　　　　 　 前３ベ 経済学　　
3297-24-0172 東洋大　　　　 経済イブ 経済　　　　 セ 前３ベ 経済学　　
3297-25-0000 東洋大　　　　 社会　　 　　　　　　 　 　　　 社会学　　
3297-25-0204 東洋大　　　　 社会　　 社会　　　　 　 前３均 社会学　　
3297-25-0205 東洋大　　　　 社会　　 社会　　　　 　 前４均 社会学　　
3297-25-0271 東洋大　　　　 社会　　 社会　　　　 セ 前３均 社会学　　
3297-25-0272 東洋大　　　　 社会　　 社会　　　　 セ 前４均 社会学　　
3297-25-0273 東洋大　　　　 社会　　 社会　　　　 セ 前５均 社会学　　
3297-25-0304 東洋大　　　　 社会　　 社会福祉　　 　 前３均 社会福祉学
3297-25-0305 東洋大　　　　 社会　　 社会福祉　　 　 前４均 社会福祉学
3297-25-0306 東洋大　　　　 社会　　 社会福祉　　 　 前３国 社会福祉学
3297-25-0307 東洋大　　　　 社会　　 社会福祉　　 　 前３英 社会福祉学
3297-25-0371 東洋大　　　　 社会　　 社会福祉　　 セ 前３均 社会福祉学
3297-25-0373 東洋大　　　　 社会　　 社会福祉　　 セ 前４均 社会福祉学
3297-25-0374 東洋大　　　　 社会　　 社会福祉　　 セ 前５均 社会福祉学
3297-25-0375 東洋大　　　　 社会　　 社会福祉　　 セ 前３国 社会福祉学
3297-25-0404 東洋大　　　　 社会　　 社会文化シス 　 前３均 文化学　　
3297-25-0405 東洋大　　　　 社会　　 社会文化シス 　 前４均 文化学　　
3297-25-0471 東洋大　　　　 社会　　 社会文化シス セ 前３均 文化学　　



3297-25-0474 東洋大　　　　 社会　　 社会文化シス セ 前４均 文化学　　
3297-25-0475 東洋大　　　　 社会　　 社会文化シス セ 前５均 文化学　　
3297-25-0476 東洋大　　　　 社会　　 社会文化シス セ 前３英 文化学　　
3297-25-0501 東洋大　　　　 社会　　 メディアコミ 　 前３均 マスコミ　
3297-25-0504 東洋大　　　　 社会　　 メディアコミ 　 前４均 マスコミ　
3297-25-0571 東洋大　　　　 社会　　 メディアコミ セ 前３均 マスコミ　
3297-25-0572 東洋大　　　　 社会　　 メディアコミ セ 前４均 マスコミ　
3297-25-0573 東洋大　　　　 社会　　 メディアコミ セ 前５均 マスコミ　
3297-25-0604 東洋大　　　　 社会　　 社会心理　　 　 前４均 心理学　　
3297-25-0605 東洋大　　　　 社会　　 社会心理　　 　 前３均 心理学　　
3297-25-0671 東洋大　　　　 社会　　 社会心理　　 セ 前３均 心理学　　
3297-25-0672 東洋大　　　　 社会　　 社会心理　　 セ 前４均 心理学　　
3297-25-0673 東洋大　　　　 社会　　 社会心理　　 セ 前５均 心理学　　
3297-27-0000 東洋大　　　　 国際観光 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3297-27-0102 東洋大　　　　 国際観光 国際観光　　 　 前３均 観光学　　
3297-27-0103 東洋大　　　　 国際観光 国際観光　　 　 前３最 観光学　　
3297-27-0104 東洋大　　　　 国際観光 国際観光　　 　 前４均 観光学　　
3297-27-0106 東洋大　　　　 国際観光 国際観光　　 　 前３英 観光学　　
3297-27-0172 東洋大　　　　 国際観光 国際観光　　 セ 前３均 観光学　　
3297-27-0173 東洋大　　　　 国際観光 国際観光　　 セ 前３英 観光学　　
3297-27-0174 東洋大　　　　 国際観光 国際観光　　 セ 前３最 観光学　　
3297-27-0175 東洋大　　　　 国際観光 国際観光　　 セ 前３ベ 観光学　　
3297-27-0176 東洋大　　　　 国際観光 国際観光　　 セ 前４均 観光学　　
3297-27-0177 東洋大　　　　 国際観光 国際観光　　 セ 前５均 観光学　　
3297-29-0000 東洋大　　　　 社会イブ 　　　　　　 　 　　　 社会学　　
3297-29-0101 東洋大　　　　 社会イブ 社会　　　　 　 前３ベ 社会学　　
3297-29-0172 東洋大　　　　 社会イブ 社会　　　　 セ 前３ベ 社会学　　
3297-29-0201 東洋大　　　　 社会イブ 社会福祉　　 　 前３ベ 社会福祉学
3297-29-0272 東洋大　　　　 社会イブ 社会福祉　　 セ 前３ベ 社会福祉学
3297-34-0000 東洋大　　　　 国際　　 　　　　　　 　 　　　 国際関係学
3297-34-0104 東洋大　　　　 国際　　 グローバルイ 　 前３均 国際関係学
3297-34-0176 東洋大　　　　 国際　　 グローバルイ セ 前３外 国際関係学
3297-34-0178 東洋大　　　　 国際　　 グローバルイ セ 前４外 国際関係学
3297-34-0202 東洋大　　　　 国際　　 国際地域　　 　 前３均 国際関係学
3297-34-0203 東洋大　　　　 国際　　 国際地域　　 　 前３英 国際関係学
3297-34-0270 東洋大　　　　 国際　　 国際地域　　 セ 前２外 国際関係学
3297-34-0272 東洋大　　　　 国際　　 国際地域　　 セ 前３均 国際関係学
3297-34-0273 東洋大　　　　 国際　　 国際地域　　 セ 前３英 国際関係学
3297-34-0276 東洋大　　　　 国際　　 国際地域　　 セ 前４均 国際関係学
3297-35-0000 東洋大　　　　 国際イブ 　　　　　　 　 　　　 国際関係学
3297-35-0101 東洋大　　　　 国際イブ 国際地域　　 　 前３ベ 国際関係学
3297-35-0172 東洋大　　　　 国際イブ 国際地域　　 セ 前３ベ 国際関係学
3297-37-0000 東洋大　　　　 総合情報 　　　　　　 　 　　　 総合情報学
3297-37-0100 東洋大　　　　 総合情報 総合情報　　 　 前４文 総合情報学
3297-37-0101 東洋大　　　　 総合情報 総合情報　　 　 前３文 総合情報学
3297-37-0102 東洋大　　　　 総合情報 総合情報　　 　 前３理 総合情報学
3297-37-0104 東洋大　　　　 総合情報 総合情報　　 　 前３英 総合情報学
3297-37-0105 東洋大　　　　 総合情報 総合情報　　 　 前３数 総合情報学
3297-37-0171 東洋大　　　　 総合情報 総合情報　　 セ 前３文 総合情報学
3297-37-0172 東洋大　　　　 総合情報 総合情報　　 セ 前３理 総合情報学
3297-37-0176 東洋大　　　　 総合情報 総合情報　　 セ 前４均 総合情報学
3297-37-0177 東洋大　　　　 総合情報 総合情報　　 セ 前３英 総合情報学
3297-37-0178 東洋大　　　　 総合情報 総合情報　　 セ 前３数 総合情報学
3297-37-0179 東洋大　　　　 総合情報 総合情報　　 セ 前５均 総合情報学
3297-38-0000 東洋大　　　　 情報連携 　　　　　　 　 　　　 総合情報学
3297-38-0102 東洋大　　　　 情報連携 情報連携　　 　 前３文 総合情報学
3297-38-0103 東洋大　　　　 情報連携 情報連携　　 　 前３理 総合情報学
3297-38-0104 東洋大　　　　 情報連携 情報連携　　 　 前最文 総合情報学
3297-38-0105 東洋大　　　　 情報連携 情報連携　　 　 前最理 総合情報学



3297-38-0106 東洋大　　　　 情報連携 情報連携　　 　 前４文 総合情報学
3297-38-0107 東洋大　　　　 情報連携 情報連携　　 　 総合前 総合情報学
3297-38-0170 東洋大　　　　 情報連携 情報連携　　 セ 前５均 総合情報学
3297-38-0171 東洋大　　　　 情報連携 情報連携　　 セ 前４数 総合情報学
3297-38-0172 東洋大　　　　 情報連携 情報連携　　 セ 前３文 総合情報学
3297-38-0173 東洋大　　　　 情報連携 情報連携　　 セ 前３理 総合情報学
3297-38-0174 東洋大　　　　 情報連携 情報連携　　 セ 前３最 総合情報学
3297-38-0175 東洋大　　　　 情報連携 情報連携　　 セ 前４均 総合情報学
3297-38-0176 東洋大　　　　 情報連携 情報連携　　 セ 前３数 総合情報学
3297-47-0000 東洋大　　　　 理工　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
3297-47-0101 東洋大　　　　 理工　　 応用化　　　 　 前３均 応用化学　
3297-47-0104 東洋大　　　　 理工　　 応用化　　　 　 前３理 応用化学　
3297-47-0171 東洋大　　　　 理工　　 応用化　　　 セ 前３均 応用化学　
3297-47-0173 東洋大　　　　 理工　　 応用化　　　 セ 前４均 応用化学　
3297-47-0201 東洋大　　　　 理工　　 機械工　　　 　 前３均 機械工学　
3297-47-0205 東洋大　　　　 理工　　 機械工　　　 　 前３数 機械工学　
3297-47-0206 東洋大　　　　 理工　　 機械工　　　 　 前３理 機械工学　
3297-47-0271 東洋大　　　　 理工　　 機械工　　　 セ 前３均 機械工学　
3297-47-0273 東洋大　　　　 理工　　 機械工　　　 セ 前４均 機械工学　
3297-47-0274 東洋大　　　　 理工　　 機械工　　　 セ 前３ベ 機械工学　
3297-47-0301 東洋大　　　　 理工　　 建築　　　　 　 前３均 建築・土木
3297-47-0304 東洋大　　　　 理工　　 建築　　　　 　 前３英 建築・土木
3297-47-0371 東洋大　　　　 理工　　 建築　　　　 セ 前３均 建築・土木
3297-47-0374 東洋大　　　　 理工　　 建築　　　　 セ 前４均 建築・土木
3297-47-0375 東洋大　　　　 理工　　 建築　　　　 セ 前５均 建築・土木
3297-47-0401 東洋大　　　　 理工　　 電気電子情報 　 前３均 電気・電子
3297-47-0404 東洋大　　　　 理工　　 電気電子情報 　 前３数 電気・電子
3297-47-0471 東洋大　　　　 理工　　 電気電子情報 セ 前３均 電気・電子
3297-47-0473 東洋大　　　　 理工　　 電気電子情報 セ 前４均 電気・電子
3297-47-0501 東洋大　　　　 理工　　 都市環境デザ 　 前３均 建築・土木
3297-47-0504 東洋大　　　　 理工　　 都市環境デザ 　 前３数 建築・土木
3297-47-0571 東洋大　　　　 理工　　 都市環境デザ セ 前３均 建築・土木
3297-47-0574 東洋大　　　　 理工　　 都市環境デザ セ 前４均 建築・土木
3297-47-0575 東洋大　　　　 理工　　 都市環境デザ セ 前３数 建築・土木
3297-47-0603 東洋大　　　　 理工　　 生体医工　　 　 前３均 機械工学　
3297-47-0605 東洋大　　　　 理工　　 生体医工　　 　 前３理 機械工学　
3297-47-0671 東洋大　　　　 理工　　 生体医工　　 セ 前３均 機械工学　
3297-47-0673 東洋大　　　　 理工　　 生体医工　　 セ 前３ベ 機械工学　
3297-47-0674 東洋大　　　　 理工　　 生体医工　　 セ 前４均 機械工学　
3297-47-0675 東洋大　　　　 理工　　 生体医工　　 セ 前３理 機械工学　
3297-74-0000 東洋大　　　　 生命科学 　　　　　　 　 　　　 生物工学　
3297-74-0102 東洋大　　　　 生命科学 生命科学　　 　 前３均 生物工学　
3297-74-0103 東洋大　　　　 生命科学 生命科学　　 　 前３ベ 生物工学　
3297-74-0105 東洋大　　　　 生命科学 生命科学　　 　 前３理 生物工学　
3297-74-0171 東洋大　　　　 生命科学 生命科学　　 セ 前３均 生物工学　
3297-74-0172 東洋大　　　　 生命科学 生命科学　　 セ 前３理 生物工学　
3297-74-0175 東洋大　　　　 生命科学 生命科学　　 セ 前４均 生物工学　
3297-74-0203 東洋大　　　　 生命科学 応用生物科学 　 前３ベ 生物工学　
3297-74-0205 東洋大　　　　 生命科学 応用生物科学 　 前３均 生物工学　
3297-74-0206 東洋大　　　　 生命科学 応用生物科学 　 前３理 生物工学　
3297-74-0271 東洋大　　　　 生命科学 応用生物科学 セ 前３均 生物工学　
3297-74-0275 東洋大　　　　 生命科学 応用生物科学 セ 前４均 生物工学　
3297-74-0276 東洋大　　　　 生命科学 応用生物科学 セ 前３理 生物工学　
3297-75-0000 東洋大　　　　 食環境科 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3297-75-0103 東洋大　　　　 食環境科 食環／フード 　 前３ベ 農芸化学　
3297-75-0104 東洋大　　　　 食環境科 食環／フード 　 前３均 農芸化学　
3297-75-0171 東洋大　　　　 食環境科 食環／フード セ 前３均 農芸化学　
3297-75-0172 東洋大　　　　 食環境科 食環／フード セ 前３ベ 農芸化学　
3297-75-0174 東洋大　　　　 食環境科 食環／フード セ 前４均 農芸化学　



3297-75-0201 東洋大　　　　 食環境科 食環／スポー 　 前３均 食物・栄養
3297-75-0204 東洋大　　　　 食環境科 食環／スポー 　 前３ベ 食物・栄養
3297-75-0271 東洋大　　　　 食環境科 食環／スポー セ 前３均 食物・栄養
3297-75-0272 東洋大　　　　 食環境科 食環／スポー セ 前３ベ 食物・栄養
3297-75-0305 東洋大　　　　 食環境科 健康栄養　　 　 前３均 食物・栄養
3297-75-0306 東洋大　　　　 食環境科 健康栄養　　 　 前３理 食物・栄養
3297-75-0307 東洋大　　　　 食環境科 健康栄養　　 　 前３ベ 食物・栄養
3297-75-0371 東洋大　　　　 食環境科 健康栄養　　 セ 前３均 食物・栄養
3297-75-0372 東洋大　　　　 食環境科 健康栄養　　 セ 前３ベ 食物・栄養
3297-75-0373 東洋大　　　　 食環境科 健康栄養　　 セ 前３理 食物・栄養
3297-79-0000 東洋大　　　　 ライフデ 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3297-79-0205 東洋大　　　　 ライフデ 健康スポーツ 　 前４均 体育・健康
3297-79-0206 東洋大　　　　 ライフデ 健康スポーツ 　 前３均 体育・健康
3297-79-0271 東洋大　　　　 ライフデ 健康スポーツ セ 前３均 体育・健康
3297-79-0272 東洋大　　　　 ライフデ 健康スポーツ セ 前４均 体育・健康
3297-79-0274 東洋大　　　　 ライフデ 健康スポーツ セ 前５均 体育・健康
3297-79-0301 東洋大　　　　 ライフデ 人間環境デザ 　 前国選 建築・土木
3297-79-0304 東洋大　　　　 ライフデ 人間環境デザ 　 前３ベ 建築・土木
3297-79-0305 東洋大　　　　 ライフデ 人間環境デザ 　 前数理 建築・土木
3297-79-0307 東洋大　　　　 ライフデ 人間環境デザ 　 実技　 建築・土木
3297-79-0372 東洋大　　　　 ライフデ 人間環境デザ セ 前国選 建築・土木
3297-79-0373 東洋大　　　　 ライフデ 人間環境デザ セ 前数理 建築・土木
3297-79-0377 東洋大　　　　 ライフデ 人間環境デザ セ 前４均 建築・土木
3297-79-0402 東洋大　　　　 ライフデ 生活／生活支 　 前３ベ 社会福祉学
3297-79-0405 東洋大　　　　 ライフデ 生活／生活支 　 前３均 社会福祉学
3297-79-0406 東洋大　　　　 ライフデ 生活／生活支 　 前３国 社会福祉学
3297-79-0471 東洋大　　　　 ライフデ 生活／生活支 セ 前３均 社会福祉学
3297-79-0473 東洋大　　　　 ライフデ 生活／生活支 セ 前４均 社会福祉学
3297-79-0474 東洋大　　　　 ライフデ 生活／生活支 セ 前３ベ 社会福祉学
3297-79-0505 東洋大　　　　 ライフデ 生活／子ども 　 前３均 児童学　　
3297-79-0506 東洋大　　　　 ライフデ 生活／子ども 　 前３ベ 児童学　　
3297-79-0571 東洋大　　　　 ライフデ 生活／子ども セ 前３均 児童学　　
3297-79-0572 東洋大　　　　 ライフデ 生活／子ども セ 前４均 児童学　　
3298-01-0000 二松学舎大　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3298-01-0001 二松学舎大　　 文　　　 　　　　　　 　 Ａ　　 文化学　　
3298-01-0002 二松学舎大　　 文　　　 　　　　　　 　 Ｂ　　 文化学　　
3298-01-0071 二松学舎大　　 文　　　 　　　　　　 セ Ｃ前期 文化学　　
3298-13-0000 二松学舎大　　 国際政経 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3298-13-0001 二松学舎大　　 国際政経 　　　　　　 　 Ａ　　 国際関係学
3298-13-0002 二松学舎大　　 国際政経 　　　　　　 　 Ｂ　　 国際関係学
3298-13-0071 二松学舎大　　 国際政経 　　　　　　 セ Ｃ前期 国際関係学
3299-12-0000 日本大　　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3299-12-0100 日本大　　　　 法　　　 公共政策　　 　 Ａ１期 政治学　　
3299-12-0101 日本大　　　　 法　　　 公共政策　　 　 Ｎ１期 政治学　　
3299-12-0171 日本大　　　　 法　　　 公共政策　　 セ ４教科 政治学　　
3299-12-0172 日本大　　　　 法　　　 公共政策　　 セ ３教科 政治学　　
3299-12-0200 日本大　　　　 法　　　 経営法　　　 　 Ａ１期 法学　　　
3299-12-0201 日本大　　　　 法　　　 経営法　　　 　 Ｎ１期 法学　　　
3299-12-0271 日本大　　　　 法　　　 経営法　　　 セ ４教科 法学　　　
3299-12-0272 日本大　　　　 法　　　 経営法　　　 セ ３教科 法学　　　
3299-12-0300 日本大　　　　 法　　　 新聞　　　　 　 Ａ１期 マスコミ　
3299-12-0301 日本大　　　　 法　　　 新聞　　　　 　 Ｎ１期 マスコミ　
3299-12-0371 日本大　　　　 法　　　 新聞　　　　 セ ４教科 マスコミ　
3299-12-0372 日本大　　　　 法　　　 新聞　　　　 セ ３教科 マスコミ　
3299-12-0400 日本大　　　　 法　　　 政治経済　　 　 Ａ１期 政治学　　
3299-12-0401 日本大　　　　 法　　　 政治経済　　 　 Ｎ１期 政治学　　
3299-12-0471 日本大　　　　 法　　　 政治経済　　 セ ４教科 政治学　　
3299-12-0472 日本大　　　　 法　　　 政治経済　　 セ ３教科 政治学　　
3299-12-0500 日本大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 Ａ１期 法学　　　



3299-12-0501 日本大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 Ｎ１期 法学　　　
3299-12-0571 日本大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ ４教科 法学　　　
3299-12-0572 日本大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ ３教科 法学　　　
3299-17-0000 日本大　　　　 法二　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3299-17-0302 日本大　　　　 法二　　 法律　　　　 　 Ｎ１期 法学　　　
3299-17-0304 日本大　　　　 法二　　 法律　　　　 　 Ａ１期 法学　　　
3299-17-0372 日本大　　　　 法二　　 法律　　　　 セ ４教科 法学　　　
3299-17-0373 日本大　　　　 法二　　 法律　　　　 セ ３教科 法学　　　
3299-18-0000 日本大　　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3299-18-0101 日本大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 Ａ１期 経済学　　
3299-18-0102 日本大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 Ａ２期 経済学　　
3299-18-0103 日本大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 Ｎ１期 経済学　　
3299-18-0171 日本大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ ３教科 経済学　　
3299-18-0172 日本大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 数学　 経済学　　
3299-18-0201 日本大　　　　 経済　　 産業経営　　 　 Ａ１期 経営学・商
3299-18-0202 日本大　　　　 経済　　 産業経営　　 　 Ａ２期 経営学・商
3299-18-0203 日本大　　　　 経済　　 産業経営　　 　 Ｎ１期 経営学・商
3299-18-0271 日本大　　　　 経済　　 産業経営　　 セ ３教科 経営学・商
3299-18-0272 日本大　　　　 経済　　 産業経営　　 セ 数学　 経営学・商
3299-18-0301 日本大　　　　 経済　　 金融公共経済 　 Ａ１期 経営学・商
3299-18-0302 日本大　　　　 経済　　 金融公共経済 　 Ａ２期 経営学・商
3299-18-0303 日本大　　　　 経済　　 金融公共経済 　 Ｎ１期 経営学・商
3299-18-0371 日本大　　　　 経済　　 金融公共経済 セ ３教科 経営学・商
3299-18-0372 日本大　　　　 経済　　 金融公共経済 セ 数学　 経営学・商
3299-20-0000 日本大　　　　 商　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3299-20-0101 日本大　　　　 商　　　 会計　　　　 　 Ｎ１期 経営学・商
3299-20-0102 日本大　　　　 商　　　 会計　　　　 　 Ａ２期 経営学・商
3299-20-0103 日本大　　　　 商　　　 会計　　　　 　 Ａ１期 経営学・商
3299-20-0172 日本大　　　　 商　　　 会計　　　　 セ Ｃ１期 経営学・商
3299-20-0201 日本大　　　　 商　　　 経営　　　　 　 Ｎ１期 経営学・商
3299-20-0202 日本大　　　　 商　　　 経営　　　　 　 Ａ２期 経営学・商
3299-20-0203 日本大　　　　 商　　　 経営　　　　 　 Ａ１期 経営学・商
3299-20-0272 日本大　　　　 商　　　 経営　　　　 セ Ｃ１期 経営学・商
3299-20-0301 日本大　　　　 商　　　 商業　　　　 　 Ｎ１期 経営学・商
3299-20-0302 日本大　　　　 商　　　 商業　　　　 　 Ａ２期 経営学・商
3299-20-0303 日本大　　　　 商　　　 商業　　　　 　 Ａ１期 経営学・商
3299-20-0372 日本大　　　　 商　　　 商業　　　　 セ Ｃ１期 経営学・商
3299-33-0000 日本大　　　　 国際関係 　　　　　　 　 　　　 観光学　　
3299-33-0501 日本大　　　　 国際関係 国際総合政策 　 Ａ１期 国際関係学
3299-33-0502 日本大　　　　 国際関係 国際総合政策 　 Ｎ１期 国際関係学
3299-33-0571 日本大　　　　 国際関係 国際総合政策 セ Ｃ１期 国際関係学
3299-33-0601 日本大　　　　 国際関係 国際教養　　 　 Ａ１期 国際関係学
3299-33-0602 日本大　　　　 国際関係 国際教養　　 　 Ｎ１期 国際関係学
3299-33-0671 日本大　　　　 国際関係 国際教養　　 セ Ｃ１期 国際関係学
3299-37-0000 日本大　　　　 文理　　 　　　　　　 　 　　　 外国文学　
3299-37-0100 日本大　　　　 文理　　 英文　　　　 　 Ａ１期 外国文学　
3299-37-0101 日本大　　　　 文理　　 英文　　　　 　 Ｎ１期 外国文学　
3299-37-0171 日本大　　　　 文理　　 英文　　　　 セ Ｃ１期 外国文学　
3299-37-0200 日本大　　　　 文理　　 情報科学　　 　 Ａ１期 情報科学　
3299-37-0201 日本大　　　　 文理　　 情報科学　　 　 Ｎ１期 情報科学　
3299-37-0271 日本大　　　　 文理　　 情報科学　　 セ Ｃ１期 情報科学　
3299-37-0300 日本大　　　　 文理　　 地球科学　　 　 Ａ１期 地球科学　
3299-37-0301 日本大　　　　 文理　　 地球科学　　 　 Ｎ１期 地球科学　
3299-37-0371 日本大　　　　 文理　　 地球科学　　 セ Ｃ１期 地球科学　
3299-37-0500 日本大　　　　 文理　　 化学　　　　 　 Ａ１期 化学　　　
3299-37-0501 日本大　　　　 文理　　 化学　　　　 　 Ｎ１期 化学　　　
3299-37-0571 日本大　　　　 文理　　 化学　　　　 セ Ｃ１期 化学　　　
3299-37-0600 日本大　　　　 文理　　 教育　　　　 　 Ａ１期 教育学　　
3299-37-0601 日本大　　　　 文理　　 教育　　　　 　 Ｎ１期 教育学　　



3299-37-0671 日本大　　　　 文理　　 教育　　　　 セ Ｃ１期 教育学　　
3299-37-0700 日本大　　　　 文理　　 国文　　　　 　 Ａ１期 日本文学　
3299-37-0701 日本大　　　　 文理　　 国文　　　　 　 Ｎ１期 日本文学　
3299-37-0771 日本大　　　　 文理　　 国文　　　　 セ Ｃ１期 日本文学　
3299-37-0800 日本大　　　　 文理　　 史学　　　　 　 Ａ１期 西洋史　　
3299-37-0801 日本大　　　　 文理　　 史学　　　　 　 Ｎ１期 西洋史　　
3299-37-0871 日本大　　　　 文理　　 史学　　　　 セ Ｃ１期 西洋史　　
3299-37-0900 日本大　　　　 文理　　 社会　　　　 　 Ａ１期 社会学　　
3299-37-0901 日本大　　　　 文理　　 社会　　　　 　 Ｎ１期 社会学　　
3299-37-0971 日本大　　　　 文理　　 社会　　　　 セ Ｃ１期 社会学　　
3299-37-1000 日本大　　　　 文理　　 心理　　　　 　 Ａ１期 心理学　　
3299-37-1001 日本大　　　　 文理　　 心理　　　　 　 Ｎ１期 心理学　　
3299-37-1071 日本大　　　　 文理　　 心理　　　　 セ Ｃ１期 心理学　　
3299-37-1100 日本大　　　　 文理　　 数学　　　　 　 Ａ１期 数学　　　
3299-37-1101 日本大　　　　 文理　　 数学　　　　 　 Ｎ１期 数学　　　
3299-37-1171 日本大　　　　 文理　　 数学　　　　 セ Ｃ１期 数学　　　
3299-37-1200 日本大　　　　 文理　　 体育　　　　 　 Ａ１期 体育・健康
3299-37-1201 日本大　　　　 文理　　 体育　　　　 　 Ｎ１期 体育・健康
3299-37-1300 日本大　　　　 文理　　 中国語中国文 　 Ａ１期 文化学　　
3299-37-1301 日本大　　　　 文理　　 中国語中国文 　 Ｎ１期 文化学　　
3299-37-1371 日本大　　　　 文理　　 中国語中国文 セ Ｃ１期 文化学　　
3299-37-1400 日本大　　　　 文理　　 地理　　　　 　 Ａ１期 地理学　　
3299-37-1402 日本大　　　　 文理　　 地理　　　　 　 Ｎ１期 地理学　　
3299-37-1471 日本大　　　　 文理　　 地理　　　　 セ Ｃ１期 地理学　　
3299-37-1500 日本大　　　　 文理　　 哲学　　　　 　 Ａ１期 哲学倫理宗
3299-37-1501 日本大　　　　 文理　　 哲学　　　　 　 Ｎ１期 哲学倫理宗
3299-37-1571 日本大　　　　 文理　　 哲学　　　　 セ Ｃ１期 哲学倫理宗
3299-37-1600 日本大　　　　 文理　　 ドイツ文　　 　 Ａ１期 外国文学　
3299-37-1601 日本大　　　　 文理　　 ドイツ文　　 　 Ｎ１期 外国文学　
3299-37-1671 日本大　　　　 文理　　 ドイツ文　　 セ Ｃ１期 外国文学　
3299-37-1700 日本大　　　　 文理　　 物理　　　　 　 Ａ１期 物理学　　
3299-37-1701 日本大　　　　 文理　　 物理　　　　 　 Ｎ１期 物理学　　
3299-37-1771 日本大　　　　 文理　　 物理　　　　 セ Ｃ１期 物理学　　
3299-37-1801 日本大　　　　 文理　　 生命科学　　 　 Ａ１期 生物学　　
3299-37-1802 日本大　　　　 文理　　 生命科学　　 　 Ｎ１期 生物学　　
3299-37-1871 日本大　　　　 文理　　 生命科学　　 セ Ｃ１期 生物学　　
3299-37-1901 日本大　　　　 文理　　 社会福祉　　 　 Ａ１期 社会福祉学
3299-37-1902 日本大　　　　 文理　　 社会福祉　　 　 Ｎ１期 社会福祉学
3299-37-1971 日本大　　　　 文理　　 社会福祉　　 セ Ｃ１期 社会福祉学
3299-38-0000 日本大　　　　 危機管理 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3299-38-0101 日本大　　　　 危機管理 危機管理　　 　 Ａ　　 法学　　　
3299-38-0102 日本大　　　　 危機管理 危機管理　　 　 Ｎ１期 法学　　　
3299-46-0000 日本大　　　　 工　　　 　　　　　　 　 　　　 建築・土木
3299-46-0103 日本大　　　　 工　　　 機械工　　　 　 Ａ　　 機械工学　
3299-46-0104 日本大　　　　 工　　　 機械工　　　 　 Ｎ１期 機械工学　
3299-46-0173 日本大　　　　 工　　　 機械工　　　 セ ４教科 機械工学　
3299-46-0174 日本大　　　　 工　　　 機械工　　　 セ ＣＡ　 機械工学　
3299-46-0175 日本大　　　　 工　　　 機械工　　　 セ ３教科 機械工学　
3299-46-0203 日本大　　　　 工　　　 建築　　　　 　 Ａ　　 建築・土木
3299-46-0204 日本大　　　　 工　　　 建築　　　　 　 Ｎ１期 建築・土木
3299-46-0273 日本大　　　　 工　　　 建築　　　　 セ ４教科 建築・土木
3299-46-0274 日本大　　　　 工　　　 建築　　　　 セ ＣＡ　 建築・土木
3299-46-0275 日本大　　　　 工　　　 建築　　　　 セ ３教科 建築・土木
3299-46-0303 日本大　　　　 工　　　 生命応用化　 　 Ａ　　 応用化学　
3299-46-0304 日本大　　　　 工　　　 生命応用化　 　 Ｎ１期 応用化学　
3299-46-0373 日本大　　　　 工　　　 生命応用化　 セ ４教科 応用化学　
3299-46-0374 日本大　　　　 工　　　 生命応用化　 セ ＣＡ　 応用化学　
3299-46-0375 日本大　　　　 工　　　 生命応用化　 セ ３教科 応用化学　
3299-46-0403 日本大　　　　 工　　　 情報工　　　 　 Ａ　　 情報工学　



3299-46-0404 日本大　　　　 工　　　 情報工　　　 　 Ｎ１期 情報工学　
3299-46-0473 日本大　　　　 工　　　 情報工　　　 セ ４教科 情報工学　
3299-46-0474 日本大　　　　 工　　　 情報工　　　 セ ＣＡ　 情報工学　
3299-46-0475 日本大　　　　 工　　　 情報工　　　 セ ３教科 情報工学　
3299-46-0503 日本大　　　　 工　　　 電気電子工　 　 Ａ　　 電気・電子
3299-46-0504 日本大　　　　 工　　　 電気電子工　 　 Ｎ１期 電気・電子
3299-46-0573 日本大　　　　 工　　　 電気電子工　 セ ４教科 電気・電子
3299-46-0574 日本大　　　　 工　　　 電気電子工　 セ ＣＡ　 電気・電子
3299-46-0575 日本大　　　　 工　　　 電気電子工　 セ ３教科 電気・電子
3299-46-0603 日本大　　　　 工　　　 土木工　　　 　 Ａ　　 建築・土木
3299-46-0604 日本大　　　　 工　　　 土木工　　　 　 Ｎ１期 建築・土木
3299-46-0673 日本大　　　　 工　　　 土木工　　　 セ ４教科 建築・土木
3299-46-0674 日本大　　　　 工　　　 土木工　　　 セ ＣＡ　 建築・土木
3299-46-0675 日本大　　　　 工　　　 土木工　　　 セ ３教科 建築・土木
3299-47-0000 日本大　　　　 生産工　 　　　　　　 　 　　　 建築・土木
3299-47-0101 日本大　　　　 生産工　 マネジメント 　 Ａ１期 経営工学　
3299-47-0102 日本大　　　　 生産工　 マネジメント 　 Ａ２期 経営工学　
3299-47-0103 日本大　　　　 生産工　 マネジメント 　 Ｎ１期 経営工学　
3299-47-0171 日本大　　　　 生産工　 マネジメント セ Ｃ１期 経営工学　
3299-47-0201 日本大　　　　 生産工　 機械工　　　 　 Ａ１期 機械工学　
3299-47-0202 日本大　　　　 生産工　 機械工　　　 　 Ａ２期 機械工学　
3299-47-0203 日本大　　　　 生産工　 機械工　　　 　 Ｎ１期 機械工学　
3299-47-0271 日本大　　　　 生産工　 機械工　　　 セ Ｃ１期 機械工学　
3299-47-0301 日本大　　　　 生産工　 建築工　　　 　 Ａ１期 建築・土木
3299-47-0302 日本大　　　　 生産工　 建築工　　　 　 Ａ２期 建築・土木
3299-47-0303 日本大　　　　 生産工　 建築工　　　 　 Ｎ１期 建築・土木
3299-47-0371 日本大　　　　 生産工　 建築工　　　 セ Ｃ１期 建築・土木
3299-47-0401 日本大　　　　 生産工　 応用分子化　 　 Ａ１期 応用化学　
3299-47-0402 日本大　　　　 生産工　 応用分子化　 　 Ａ２期 応用化学　
3299-47-0403 日本大　　　　 生産工　 応用分子化　 　 Ｎ１期 応用化学　
3299-47-0471 日本大　　　　 生産工　 応用分子化　 セ Ｃ１期 応用化学　
3299-47-0501 日本大　　　　 生産工　 数理情報工　 　 Ａ１期 情報科学　
3299-47-0502 日本大　　　　 生産工　 数理情報工　 　 Ａ２期 情報科学　
3299-47-0503 日本大　　　　 生産工　 数理情報工　 　 Ｎ１期 情報科学　
3299-47-0571 日本大　　　　 生産工　 数理情報工　 セ Ｃ１期 情報科学　
3299-47-0601 日本大　　　　 生産工　 電気電子工　 　 Ａ１期 電気・電子
3299-47-0602 日本大　　　　 生産工　 電気電子工　 　 Ａ２期 電気・電子
3299-47-0603 日本大　　　　 生産工　 電気電子工　 　 Ｎ１期 電気・電子
3299-47-0671 日本大　　　　 生産工　 電気電子工　 セ Ｃ１期 電気・電子
3299-47-0701 日本大　　　　 生産工　 土木工　　　 　 Ａ１期 建築・土木
3299-47-0702 日本大　　　　 生産工　 土木工　　　 　 Ａ２期 建築・土木
3299-47-0703 日本大　　　　 生産工　 土木工　　　 　 Ｎ１期 建築・土木
3299-47-0771 日本大　　　　 生産工　 土木工　　　 セ Ｃ１期 建築・土木
3299-47-0801 日本大　　　　 生産工　 環境安全工　 　 Ａ１期 建築・土木
3299-47-0802 日本大　　　　 生産工　 環境安全工　 　 Ａ２期 建築・土木
3299-47-0803 日本大　　　　 生産工　 環境安全工　 　 Ｎ１期 建築・土木
3299-47-0871 日本大　　　　 生産工　 環境安全工　 セ Ｃ１期 建築・土木
3299-47-0901 日本大　　　　 生産工　 創生デザイン 　 Ａ１期 デザイン工
3299-47-0902 日本大　　　　 生産工　 創生デザイン 　 Ａ２期 デザイン工
3299-47-0903 日本大　　　　 生産工　 創生デザイン 　 Ｎ１期 デザイン工
3299-47-0971 日本大　　　　 生産工　 創生デザイン セ Ｃ１期 デザイン工
3299-48-0000 日本大　　　　 理工　　 　　　　　　 　 　　　 建築・土木
3299-48-0101 日本大　　　　 理工　　 海洋建築工　 　 Ａ　　 船舶・海洋
3299-48-0102 日本大　　　　 理工　　 海洋建築工　 　 Ｎ１期 船舶・海洋
3299-48-0171 日本大　　　　 理工　　 海洋建築工　 セ Ｃ１期 船舶・海洋
3299-48-0201 日本大　　　　 理工　　 機械工　　　 　 Ａ　　 機械工学　
3299-48-0202 日本大　　　　 理工　　 機械工　　　 　 Ｎ１期 機械工学　
3299-48-0271 日本大　　　　 理工　　 機械工　　　 セ Ｃ１期 機械工学　
3299-48-0301 日本大　　　　 理工　　 建築　　　　 　 Ａ　　 建築・土木



3299-48-0302 日本大　　　　 理工　　 建築　　　　 　 Ｎ１期 建築・土木
3299-48-0371 日本大　　　　 理工　　 建築　　　　 セ Ｃ１期 建築・土木
3299-48-0401 日本大　　　　 理工　　 物質応用化　 　 Ａ　　 応用化学　
3299-48-0402 日本大　　　　 理工　　 物質応用化　 　 Ｎ１期 応用化学　
3299-48-0471 日本大　　　　 理工　　 物質応用化　 セ Ｃ１期 応用化学　
3299-48-0501 日本大　　　　 理工　　 航空宇宙工　 　 Ａ　　 航空・宇宙
3299-48-0502 日本大　　　　 理工　　 航空宇宙工　 　 Ｎ１期 航空・宇宙
3299-48-0571 日本大　　　　 理工　　 航空宇宙工　 セ Ｃ１期 航空・宇宙
3299-48-0601 日本大　　　　 理工　　 交通シス工　 　 Ａ　　 建築・土木
3299-48-0602 日本大　　　　 理工　　 交通シス工　 　 Ｎ１期 建築・土木
3299-48-0671 日本大　　　　 理工　　 交通シス工　 セ Ｃ１期 建築・土木
3299-48-0701 日本大　　　　 理工　　 数学　　　　 　 Ａ　　 数学　　　
3299-48-0702 日本大　　　　 理工　　 数学　　　　 　 Ｎ１期 数学　　　
3299-48-0771 日本大　　　　 理工　　 数学　　　　 セ Ｃ１期 数学　　　
3299-48-0801 日本大　　　　 理工　　 精密機械工　 　 Ａ　　 機械工学　
3299-48-0802 日本大　　　　 理工　　 精密機械工　 　 Ｎ１期 機械工学　
3299-48-0871 日本大　　　　 理工　　 精密機械工　 セ Ｃ１期 機械工学　
3299-48-0901 日本大　　　　 理工　　 電気工　　　 　 Ａ　　 電気・電子
3299-48-0902 日本大　　　　 理工　　 電気工　　　 　 Ｎ１期 電気・電子
3299-48-0971 日本大　　　　 理工　　 電気工　　　 セ Ｃ１期 電気・電子
3299-48-1001 日本大　　　　 理工　　 電子工　　　 　 Ａ　　 電気・電子
3299-48-1002 日本大　　　　 理工　　 電子工　　　 　 Ｎ１期 電気・電子
3299-48-1071 日本大　　　　 理工　　 電子工　　　 セ Ｃ１期 電気・電子
3299-48-1101 日本大　　　　 理工　　 土木工　　　 　 Ａ　　 建築・土木
3299-48-1102 日本大　　　　 理工　　 土木工　　　 　 Ｎ１期 建築・土木
3299-48-1171 日本大　　　　 理工　　 土木工　　　 セ Ｃ１期 建築・土木
3299-48-1201 日本大　　　　 理工　　 物理　　　　 　 Ａ　　 物理学　　
3299-48-1202 日本大　　　　 理工　　 物理　　　　 　 Ｎ１期 物理学　　
3299-48-1271 日本大　　　　 理工　　 物理　　　　 セ Ｃ１期 物理学　　
3299-48-1301 日本大　　　　 理工　　 まちづくり工 　 Ａ　　 建築・土木
3299-48-1302 日本大　　　　 理工　　 まちづくり工 　 Ｎ１期 建築・土木
3299-48-1371 日本大　　　　 理工　　 まちづくり工 セ Ｃ１期 建築・土木
3299-48-1401 日本大　　　　 理工　　 応用情報工　 　 Ａ　　 情報工学　
3299-48-1402 日本大　　　　 理工　　 応用情報工　 　 Ｎ１期 情報工学　
3299-48-1471 日本大　　　　 理工　　 応用情報工　 セ Ｃ１期 情報工学　
3299-55-0000 日本大　　　　 医　　　 　　　　　　 　 　　　 医　　　　
3299-55-0100 日本大　　　　 医　　　 医　　　　　 　 Ａ　　 医　　　　
3299-55-0101 日本大　　　　 医　　　 医　　　　　 　 Ｎ１期 医　　　　
3299-58-0000 日本大　　　　 歯　　　 　　　　　　 　 　　　 歯　　　　
3299-58-0100 日本大　　　　 歯　　　 歯　　　　　 　 Ａ　　 歯　　　　
3299-58-0101 日本大　　　　 歯　　　 歯　　　　　 　 Ｎ１期 歯　　　　
3299-58-0172 日本大　　　　 歯　　　 歯　　　　　 セ Ｃ１期 歯　　　　
3299-59-0000 日本大　　　　 松戸歯　 　　　　　　 　 　　　 歯　　　　
3299-59-0100 日本大　　　　 松戸歯　 歯　　　　　 　 Ａ１期 歯　　　　
3299-59-0102 日本大　　　　 松戸歯　 歯　　　　　 　 Ｎ１期 歯　　　　
3299-59-0171 日本大　　　　 松戸歯　 歯　　　　　 セ Ｃ１期 歯　　　　
3299-61-0000 日本大　　　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3299-61-0201 日本大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 　 Ａ　　 薬　　　　
3299-61-0202 日本大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 　 Ｎ１期 薬　　　　
3299-61-0271 日本大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 セ Ｃ　　 薬　　　　
3299-64-0000 日本大　　　　 スポーツ 　　　　　　 　 　　　 体育・健康
3299-64-0101 日本大　　　　 スポーツ 競技スポーツ 　 Ａ　　 体育・健康
3299-64-0102 日本大　　　　 スポーツ 競技スポーツ 　 Ｎ１期 体育・健康
3299-75-0000 日本大　　　　 生物資源 　　　　　　 　 　　　 農学　　　
3299-75-0101 日本大　　　　 生物資源 生命農　　　 　 Ａ１期 農学　　　
3299-75-0102 日本大　　　　 生物資源 生命農　　　 　 Ｎ１期 農学　　　
3299-75-0201 日本大　　　　 生物資源 獣医　　　　 　 Ａ１期 獣医学　　
3299-75-0202 日本大　　　　 生物資源 獣医　　　　 　 Ｎ１期 獣医学　　
3299-75-0301 日本大　　　　 生物資源 動物資源科学 　 Ａ１期 畜産学　　



3299-75-0302 日本大　　　　 生物資源 動物資源科学 　 Ｎ１期 畜産学　　
3299-75-0401 日本大　　　　 生物資源 森林資源科学 　 Ａ１期 森林科学　
3299-75-0402 日本大　　　　 生物資源 森林資源科学 　 Ｎ１期 森林科学　
3299-75-0501 日本大　　　　 生物資源 海洋生物資源 　 Ａ１期 水産学　　
3299-75-0502 日本大　　　　 生物資源 海洋生物資源 　 Ｎ１期 水産学　　
3299-75-0601 日本大　　　　 生物資源 生物環境工　 　 Ａ１期 農業工学・
3299-75-0602 日本大　　　　 生物資源 生物環境工　 　 Ｎ１期 農業工学・
3299-75-0701 日本大　　　　 生物資源 応用生物科学 　 Ａ１期 生物工学　
3299-75-0702 日本大　　　　 生物資源 応用生物科学 　 Ｎ１期 生物工学　
3299-75-0801 日本大　　　　 生物資源 生命化　　　 　 Ａ１期 農芸化学　
3299-75-0802 日本大　　　　 生物資源 生命化　　　 　 Ｎ１期 農芸化学　
3299-75-0901 日本大　　　　 生物資源 食品ビジネス 　 Ａ１期 農業経済学
3299-75-0902 日本大　　　　 生物資源 食品ビジネス 　 Ｎ１期 農業経済学
3299-75-1001 日本大　　　　 生物資源 国際地域開発 　 Ａ１期 総合科学　
3299-75-1002 日本大　　　　 生物資源 国際地域開発 　 Ｎ１期 総合科学　
3299-75-1101 日本大　　　　 生物資源 食品生命　　 　 Ａ１期 農芸化学　
3299-75-1102 日本大　　　　 生物資源 食品生命　　 　 Ｎ１期 農芸化学　
3299-75-1201 日本大　　　　 生物資源 くらしの生物 　 Ａ１期 農学　　　
3299-75-1202 日本大　　　　 生物資源 くらしの生物 　 Ｎ１期 農学　　　
3299-83-0000 日本大　　　　 芸術　　 　　　　　　 　 　　　 芸術理論　
3299-83-0100 日本大　　　　 芸術　　 映画　　　　 　 Ａ１期 映像　　　
3299-83-0101 日本大　　　　 芸術　　 映画　　　　 　 Ｎ１期 映像　　　
3299-83-0200 日本大　　　　 芸術　　 演劇　　　　 　 Ａ１期 演劇　　　
3299-83-0300 日本大　　　　 芸術　　 音楽　　　　 　 Ａ１期 音楽　　　
3299-83-0400 日本大　　　　 芸術　　 写真　　　　 　 Ａ１期 映像　　　
3299-83-0401 日本大　　　　 芸術　　 写真　　　　 　 Ｎ１期 映像　　　
3299-83-0501 日本大　　　　 芸術　　 美術　　　　 　 Ａ１Ⅰ 美術・デザ
3299-83-0502 日本大　　　　 芸術　　 美術　　　　 　 Ａ１Ⅱ 美術・デザ
3299-83-0503 日本大　　　　 芸術　　 美術　　　　 　 Ｎ１期 美術・デザ
3299-83-0600 日本大　　　　 芸術　　 文芸　　　　 　 Ａ１期 その他芸術
3299-83-0601 日本大　　　　 芸術　　 文芸　　　　 　 Ｎ１期 その他芸術
3299-83-0700 日本大　　　　 芸術　　 放送　　　　 　 Ａ１期 放送　　　
3299-83-0701 日本大　　　　 芸術　　 放送　　　　 　 Ｎ１期 放送　　　
3299-83-0800 日本大　　　　 芸術　　 デザイン　　 　 Ａ１期 美術・デザ
3299-83-0801 日本大　　　　 芸術　　 デザイン　　 　 Ｎ１期 美術・デザ
3299-83-0901 日本大　　　　 芸術　　 演劇／劇作　 　 Ａ１期 演劇　　　
3299-83-0902 日本大　　　　 芸術　　 演劇／劇作　 　 Ｎ１期 演劇　　　
3299-83-1301 日本大　　　　 芸術　　 音楽／情報音 　 Ａ１期 音楽　　　
3299-83-1302 日本大　　　　 芸術　　 音楽／情報音 　 Ｎ１期 音楽　　　
3300-55-0000 日本医大　　　 医　　　 　　　　　　 　 　　　 医　　　　
3300-55-0100 日本医大　　　 医　　　 医　　　　　 　 前期　 医　　　　
3300-55-0171 日本医大　　　 医　　　 医　　　　　 セ 後期併 医　　　　
3301-59-0000 日本歯大　　　 新潟生命 　　　　　　 　 　　　 歯　　　　
3301-59-0101 日本歯大　　　 新潟生命 生命歯　　　 　 前期　 歯　　　　
3301-59-0172 日本歯大　　　 新潟生命 生命歯　　　 セ 前期　 歯　　　　
3301-60-0000 日本歯大　　　 生命歯　 　　　　　　 　 　　　 歯　　　　
3301-60-0101 日本歯大　　　 生命歯　 生命歯　　　 　 前期　 歯　　　　
3301-60-0172 日本歯大　　　 生命歯　 生命歯　　　 セ 前期　 歯　　　　
3302-26-0000 日本社会事業大 社会福祉 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3302-26-0101 日本社会事業大 社会福祉 福祉計画　　 　 前期　 社会福祉学
3302-26-0171 日本社会事業大 社会福祉 福祉計画　　 セ Ｂ　　 社会福祉学
3302-26-0172 日本社会事業大 社会福祉 福祉計画　　 セ Ａ　　 社会福祉学
3302-26-0201 日本社会事業大 社会福祉 福祉援助　　 　 前期　 社会福祉学
3302-26-0271 日本社会事業大 社会福祉 福祉援助　　 セ Ｂ　　 社会福祉学
3302-26-0272 日本社会事業大 社会福祉 福祉援助　　 セ Ａ　　 社会福祉学
3303-74-0000 日本獣医生命大 獣医　　 　　　　　　 　 　　　 獣医学　　
3303-74-0101 日本獣医生命大 獣医　　 獣医　　　　 　 第２回 獣医学　　
3303-74-0171 日本獣医生命大 獣医　　 獣医　　　　 セ 第１回 獣医学　　
3303-74-0172 日本獣医生命大 獣医　　 獣医　　　　 セ １回併 獣医学　　



3303-74-0401 日本獣医生命大 獣医　　 獣医保健看護 　 第２回 獣医学　　
3303-74-0471 日本獣医生命大 獣医　　 獣医保健看護 セ 第１回 獣医学　　
3303-74-0472 日本獣医生命大 獣医　　 獣医保健看護 セ １回併 獣医学　　
3303-75-0000 日本獣医生命大 応用生命 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3303-75-0100 日本獣医生命大 応用生命 動物科学　　 　 第２回 畜産学　　
3303-75-0171 日本獣医生命大 応用生命 動物科学　　 セ 第１回 畜産学　　
3303-75-0173 日本獣医生命大 応用生命 動物科学　　 セ １回併 畜産学　　
3303-75-0200 日本獣医生命大 応用生命 食品科学　　 　 第２回 食物・栄養
3303-75-0271 日本獣医生命大 応用生命 食品科学　　 セ 第１回 食物・栄養
3303-75-0273 日本獣医生命大 応用生命 食品科学　　 セ １回併 食物・栄養
3304-01-0000 日本女子大　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3304-01-0101 日本女子大　　 文　　　 英文　　　　 　 　　　 外国文学　
3304-01-0171 日本女子大　　 文　　　 英文　　　　 セ 前期　 外国文学　
3304-01-0201 日本女子大　　 文　　　 日本文　　　 　 　　　 日本文学　
3304-01-0271 日本女子大　　 文　　　 日本文　　　 セ 前期　 日本文学　
3304-01-0301 日本女子大　　 文　　　 史学　　　　 　 　　　 日本史　　
3304-01-0371 日本女子大　　 文　　　 史学　　　　 セ 前期　 日本史　　
3304-27-0000 日本女子大　　 人間社会 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3304-27-0101 日本女子大　　 人間社会 教育　　　　 　 　　　 教育学　　
3304-27-0102 日本女子大　　 人間社会 教育　　　　 　 英外部 教育学　　
3304-27-0171 日本女子大　　 人間社会 教育　　　　 セ 前期　 教育学　　
3304-27-0200 日本女子大　　 人間社会 現代社会　　 　 　　　 社会学　　
3304-27-0201 日本女子大　　 人間社会 現代社会　　 　 英外部 社会学　　
3304-27-0271 日本女子大　　 人間社会 現代社会　　 セ 前期　 社会学　　
3304-27-0301 日本女子大　　 人間社会 社会福祉　　 　 　　　 社会福祉学
3304-27-0302 日本女子大　　 人間社会 社会福祉　　 　 英外部 社会福祉学
3304-27-0371 日本女子大　　 人間社会 社会福祉　　 セ 前期　 社会福祉学
3304-27-0401 日本女子大　　 人間社会 心理　　　　 　 　　　 心理学　　
3304-27-0402 日本女子大　　 人間社会 心理　　　　 　 英外部 心理学　　
3304-27-0471 日本女子大　　 人間社会 心理　　　　 セ 前期　 心理学　　
3304-27-0501 日本女子大　　 人間社会 文化　　　　 　 　　　 文化学　　
3304-27-0502 日本女子大　　 人間社会 文化　　　　 　 英外部 文化学　　
3304-27-0571 日本女子大　　 人間社会 文化　　　　 セ 前期　 文化学　　
3304-42-0000 日本女子大　　 理　　　 　　　　　　 　 　　　 数学　　　
3304-42-0101 日本女子大　　 理　　　 数物科学　　 　 　　　 物理学　　
3304-42-0171 日本女子大　　 理　　　 数物科学　　 セ 前期　 物理学　　
3304-42-0201 日本女子大　　 理　　　 物質生物科学 　 　　　 生物学　　
3304-42-0271 日本女子大　　 理　　　 物質生物科学 セ 前期　 生物学　　
3304-79-0000 日本女子大　　 家政　　 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3304-79-0100 日本女子大　　 家政　　 家政経済　　 　 　　　 生活科学　
3304-79-0171 日本女子大　　 家政　　 家政経済　　 セ 前期　 生活科学　
3304-79-0200 日本女子大　　 家政　　 食物／管理栄 　 　　　 食物・栄養
3304-79-0271 日本女子大　　 家政　　 食物／管理栄 セ 前期　 食物・栄養
3304-79-0300 日本女子大　　 家政　　 食物／食物学 　 　　　 食物・栄養
3304-79-0371 日本女子大　　 家政　　 食物／食物学 セ 前期　 食物・栄養
3304-79-0400 日本女子大　　 家政　　 児童　　　　 　 　　　 児童学　　
3304-79-0471 日本女子大　　 家政　　 児童　　　　 セ 前期　 児童学　　
3304-79-0600 日本女子大　　 家政　　 被服　　　　 　 　　　 被服・服飾
3304-79-0671 日本女子大　　 家政　　 被服　　　　 セ 前期　 被服・服飾
3304-79-0701 日本女子大　　 家政　　 住居／居住環 　 　　　 住居学　　
3304-79-0771 日本女子大　　 家政　　 住居／居住環 セ 前期　 住居学　　
3304-79-0801 日本女子大　　 家政　　 住居／建築デ 　 　　　 建築・土木
3304-79-0871 日本女子大　　 家政　　 住居／建築デ セ 前期　 建築・土木
3305-64-0000 日本女子体育大 体育　　 　　　　　　 　 　　　 体育・健康
3305-64-0200 日本女子体育大 体育　　 運動／スポー 　 Ａ　　 体育・健康
3305-64-0271 日本女子体育大 体育　　 運動／スポー セ Ｃ　　 体育・健康
3305-64-0300 日本女子体育大 体育　　 運動／舞踊学 　 Ａ　　 演劇　　　
3305-64-0371 日本女子体育大 体育　　 運動／舞踊学 セ Ｃ　　 演劇　　　
3305-64-0401 日本女子体育大 体育　　 スポ／健康ス 　 Ａ　　 体育・健康



3305-64-0402 日本女子体育大 体育　　 スポ／健康ス 　 Ｂ　　 体育・健康
3305-64-0471 日本女子体育大 体育　　 スポ／健康ス セ Ｃ　　 体育・健康
3305-64-0501 日本女子体育大 体育　　 スポ／幼児発 　 Ａ　　 児童学　　
3305-64-0502 日本女子体育大 体育　　 スポ／幼児発 　 Ｂ　　 児童学　　
3305-64-0571 日本女子体育大 体育　　 スポ／幼児発 セ Ｃ　　 児童学　　
3306-64-0000 日赤看護大　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3306-64-0100 日赤看護大　　 看護　　 看護　　　　 　 　　　 看護　　　
3306-64-0171 日赤看護大　　 看護　　 看護　　　　 セ Ⅰ－Ａ 看護　　　
3306-64-0172 日赤看護大　　 看護　　 看護　　　　 セ Ⅰ－Ｂ 看護　　　
3307-64-0000 日本体育大　　 体育　　 　　　　　　 　 　　　 体育・健康
3307-64-0101 日本体育大　　 体育　　 健康　　　　 　 前統一 養護　　　
3307-64-0103 日本体育大　　 体育　　 健康　　　　 　 前個Ａ 養護　　　
3307-64-0104 日本体育大　　 体育　　 健康　　　　 　 前個筆 養護　　　
3307-64-0171 日本体育大　　 体育　　 健康　　　　 セ 前期　 養護　　　
3307-64-0301 日本体育大　　 体育　　 体育　　　　 　 前統一 体育・健康
3307-64-0302 日本体育大　　 体育　　 体育　　　　 　 前個実 体育・健康
3307-64-0303 日本体育大　　 体育　　 体育　　　　 　 前個Ａ 体育・健康
3307-64-0304 日本体育大　　 体育　　 体育　　　　 　 前個筆 体育・健康
3307-64-0371 日本体育大　　 体育　　 体育　　　　 セ 前期　 体育・健康
3307-65-0000 日本体育大　　 児童スポ 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
3307-65-0203 日本体育大　　 児童スポ 児童／児童ス 　 前統一 体育・健康
3307-65-0205 日本体育大　　 児童スポ 児童／児童ス 　 前個Ａ 体育・健康
3307-65-0206 日本体育大　　 児童スポ 児童／児童ス 　 前個Ｂ 体育・健康
3307-65-0271 日本体育大　　 児童スポ 児童／児童ス セ 前期　 体育・健康
3307-65-0303 日本体育大　　 児童スポ 児童／幼児教 　 前統一 児童学　　
3307-65-0305 日本体育大　　 児童スポ 児童／幼児教 　 前個Ａ 児童学　　
3307-65-0306 日本体育大　　 児童スポ 児童／幼児教 　 前個Ｂ 児童学　　
3307-65-0371 日本体育大　　 児童スポ 児童／幼児教 セ 前期　 児童学　　
3307-66-0000 日本体育大　　 保健医療 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
3307-66-0102 日本体育大　　 保健医療 整復医療　　 　 前統一 医療技術　
3307-66-0104 日本体育大　　 保健医療 整復医療　　 　 前個Ａ 医療技術　
3307-66-0105 日本体育大　　 保健医療 整復医療　　 　 前個Ｂ 医療技術　
3307-66-0171 日本体育大　　 保健医療 整復医療　　 セ 前期　 医療技術　
3307-66-0202 日本体育大　　 保健医療 救急医療　　 　 前統一 医療技術　
3307-66-0204 日本体育大　　 保健医療 救急医療　　 　 前個Ａ 医療技術　
3307-66-0205 日本体育大　　 保健医療 救急医療　　 　 前個Ｂ 医療技術　
3307-66-0271 日本体育大　　 保健医療 救急医療　　 セ 前期　 医療技術　
3307-67-0000 日本体育大　　 スポ文化 　　　　　　 　 　　　 体育・健康
3307-67-0102 日本体育大　　 スポ文化 武道教育　　 　 前統一 体育・健康
3307-67-0103 日本体育大　　 スポ文化 武道教育　　 　 前個Ａ 体育・健康
3307-67-0104 日本体育大　　 スポ文化 武道教育　　 　 前個Ｂ 体育・健康
3307-67-0171 日本体育大　　 スポ文化 武道教育　　 セ 前期　 体育・健康
3307-67-0202 日本体育大　　 スポ文化 スポーツ国際 　 前統一 体育・健康
3307-67-0203 日本体育大　　 スポ文化 スポーツ国際 　 前個Ａ 体育・健康
3307-67-0204 日本体育大　　 スポ文化 スポーツ国際 　 前個Ｂ 体育・健康
3307-67-0271 日本体育大　　 スポ文化 スポーツ国際 セ 前期　 体育・健康
3307-68-0000 日本体育大　　 スポマネ 　　　　　　 　 　　　 体育・健康
3307-68-0101 日本体育大　　 スポマネ スポーツマネ 　 前統一 体育・健康
3307-68-0102 日本体育大　　 スポマネ スポーツマネ 　 前個Ａ 体育・健康
3307-68-0103 日本体育大　　 スポマネ スポーツマネ 　 前個実 体育・健康
3307-68-0104 日本体育大　　 スポマネ スポーツマネ 　 前個筆 体育・健康
3307-68-0171 日本体育大　　 スポマネ スポーツマネ セ 前期　 体育・健康
3307-68-0201 日本体育大　　 スポマネ スポーツライ 　 前統一 体育・健康
3307-68-0202 日本体育大　　 スポマネ スポーツライ 　 前個Ａ 体育・健康
3307-68-0203 日本体育大　　 スポマネ スポーツライ 　 前個実 体育・健康
3307-68-0204 日本体育大　　 スポマネ スポーツライ 　 前個筆 体育・健康
3307-68-0271 日本体育大　　 スポマネ スポーツライ セ 前期　 体育・健康
3308-12-0000 日本文化大　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3308-12-0001 日本文化大　　 法　　　 　　　　　　 　 第１期 法学　　　



3308-12-0071 日本文化大　　 法　　　 　　　　　　 セ 第１期 法学　　　
3309-37-0000 ルーテル学院大 総合人間 　　　　　　 　 　　　 哲学倫理宗
3309-37-0401 ルーテル学院大 総合人間 人間福祉心理 　 Ａ　　 社会福祉学
3309-37-0402 ルーテル学院大 総合人間 人間福祉心理 　 Ｂ　　 社会福祉学
3309-37-0403 ルーテル学院大 総合人間 人間福祉心理 　 Ｓ　　 社会福祉学
3309-37-0471 ルーテル学院大 総合人間 人間福祉心理 セ Ⅰ期　 社会福祉学
3310-03-0000 文化学園大　　 現代文化 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3310-03-0101 文化学園大　　 現代文化 国際文化・観 　 Ａ　　 文化学　　
3310-03-0171 文化学園大　　 現代文化 国際文化・観 セ Ⅰ期　 文化学　　
3310-03-0201 文化学園大　　 現代文化 国際ファッシ 　 Ａ　　 被服・服飾
3310-03-0271 文化学園大　　 現代文化 国際ファッシ セ Ⅰ期　 被服・服飾
3310-80-0000 文化学園大　　 服装　　 　　　　　　 　 　　　 被服・服飾
3310-80-0100 文化学園大　　 服装　　 ファッシクリ 　 Ａ　　 被服・服飾
3310-80-0177 文化学園大　　 服装　　 ファッシクリ セ Ⅰ期　 被服・服飾
3310-80-0200 文化学園大　　 服装　　 ファッシ社会 　 Ａ　　 被服・服飾
3310-80-0277 文化学園大　　 服装　　 ファッシ社会 セ Ⅰ期　 被服・服飾
3310-83-0000 文化学園大　　 造形　　 　　　　　　 　 　　　 住居学　　
3310-83-0100 文化学園大　　 造形　　 デザイン・造 　 Ａ　　 美術・デザ
3310-83-0177 文化学園大　　 造形　　 デザイン・造 セ Ⅰ期　 美術・デザ
3310-83-0200 文化学園大　　 造形　　 建築・インテ 　 Ａ　　 住居学　　
3310-83-0277 文化学園大　　 造形　　 建築・インテ セ Ⅰ期　 住居学　　
3311-01-0000 法政大　　　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 外国文学　
3311-01-0101 法政大　　　　 文　　　 英文　　　　 　 ＡⅡ　 外国文学　
3311-01-0102 法政大　　　　 文　　　 英文　　　　 　 英外部 外国文学　
3311-01-0103 法政大　　　　 文　　　 英文　　　　 　 Ｔ　　 外国文学　
3311-01-0171 法政大　　　　 文　　　 英文　　　　 セ Ｂ　　 外国文学　
3311-01-0172 法政大　　　　 文　　　 英文　　　　 セ Ｃ　　 外国文学　
3311-01-0200 法政大　　　　 文　　　 史学　　　　 　 ＡⅠ　 日本史　　
3311-01-0201 法政大　　　　 文　　　 史学　　　　 　 Ｔ　　 日本史　　
3311-01-0271 法政大　　　　 文　　　 史学　　　　 セ Ｂ　　 日本史　　
3311-01-0273 法政大　　　　 文　　　 史学　　　　 セ Ｃ　　 日本史　　
3311-01-0301 法政大　　　　 文　　　 地理　　　　 　 ＡⅡ　 地理学　　
3311-01-0302 法政大　　　　 文　　　 地理　　　　 　 Ｔ　　 地理学　　
3311-01-0371 法政大　　　　 文　　　 地理　　　　 セ Ｂ　　 地理学　　
3311-01-0373 法政大　　　　 文　　　 地理　　　　 セ Ｃ　　 地理学　　
3311-01-0401 法政大　　　　 文　　　 哲学　　　　 　 ＡⅠ　 哲学倫理宗
3311-01-0403 法政大　　　　 文　　　 哲学　　　　 　 Ｔ　　 哲学倫理宗
3311-01-0471 法政大　　　　 文　　　 哲学　　　　 セ Ｂ　　 哲学倫理宗
3311-01-0473 法政大　　　　 文　　　 哲学　　　　 セ Ｃ　　 哲学倫理宗
3311-01-0501 法政大　　　　 文　　　 日本文　　　 　 ＡⅠ　 日本文学　
3311-01-0503 法政大　　　　 文　　　 日本文　　　 　 Ｔ　　 日本文学　
3311-01-0571 法政大　　　　 文　　　 日本文　　　 セ Ｂ　　 日本文学　
3311-01-0573 法政大　　　　 文　　　 日本文　　　 セ Ｃ　　 日本文学　
3311-01-0600 法政大　　　　 文　　　 心理　　　　 　 ＡⅡ　 心理学　　
3311-01-0601 法政大　　　　 文　　　 心理　　　　 　 Ｔ　　 心理学　　
3311-01-0671 法政大　　　　 文　　　 心理　　　　 セ Ｂ　　 心理学　　
3311-01-0672 法政大　　　　 文　　　 心理　　　　 セ Ｃ　　 心理学　　
3311-12-0000 法政大　　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 政治学　　
3311-12-0101 法政大　　　　 法　　　 政治　　　　 　 ＡⅡ　 政治学　　
3311-12-0103 法政大　　　　 法　　　 政治　　　　 　 Ｔ　　 政治学　　
3311-12-0171 法政大　　　　 法　　　 政治　　　　 セ Ｂ　　 政治学　　
3311-12-0173 法政大　　　　 法　　　 政治　　　　 セ Ｃ　　 政治学　　
3311-12-0201 法政大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 ＡⅡ　 法学　　　
3311-12-0202 法政大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 英外部 法学　　　
3311-12-0203 法政大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 Ｔ　　 法学　　　
3311-12-0271 法政大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ Ｂ　　 法学　　　
3311-12-0273 法政大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ Ｃ　　 法学　　　
3311-12-0301 法政大　　　　 法　　　 国際政治　　 　 ＡⅠ　 政治学　　
3311-12-0302 法政大　　　　 法　　　 国際政治　　 　 英外部 政治学　　



3311-12-0303 法政大　　　　 法　　　 国際政治　　 　 Ｔ　　 政治学　　
3311-12-0371 法政大　　　　 法　　　 国際政治　　 セ Ｂ　　 政治学　　
3311-12-0373 法政大　　　　 法　　　 国際政治　　 セ Ｃ　　 政治学　　
3311-18-0000 法政大　　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3311-18-0101 法政大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 ＡⅡ　 経済学　　
3311-18-0107 法政大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 Ｔ　　 経済学　　
3311-18-0171 法政大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ Ｂ　　 経済学　　
3311-18-0173 法政大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ Ｃ　　 経済学　　
3311-18-0201 法政大　　　　 経済　　 国際経済　　 　 ＡⅠ　 経済学　　
3311-18-0202 法政大　　　　 経済　　 国際経済　　 　 英外部 経済学　　
3311-18-0205 法政大　　　　 経済　　 国際経済　　 　 Ｔ　　 経済学　　
3311-18-0271 法政大　　　　 経済　　 国際経済　　 セ Ｂ　　 経済学　　
3311-18-0273 法政大　　　　 経済　　 国際経済　　 セ Ｃ　　 経済学　　
3311-18-0301 法政大　　　　 経済　　 現代ビジネス 　 ＡⅠ　 経営学・商
3311-18-0303 法政大　　　　 経済　　 現代ビジネス 　 Ｔ　　 経営学・商
3311-18-0371 法政大　　　　 経済　　 現代ビジネス セ Ｂ　　 経営学・商
3311-18-0373 法政大　　　　 経済　　 現代ビジネス セ Ｃ　　 経営学・商
3311-19-0000 法政大　　　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3311-19-0101 法政大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 ＡⅠ　 経営学・商
3311-19-0102 法政大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 Ｔ　　 経営学・商
3311-19-0171 法政大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ Ｂ　　 経営学・商
3311-19-0173 法政大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ Ｃ　　 経営学・商
3311-19-0201 法政大　　　　 経営　　 市場経営　　 　 ＡⅡ　 経営学・商
3311-19-0202 法政大　　　　 経営　　 市場経営　　 　 Ｔ　　 経営学・商
3311-19-0271 法政大　　　　 経営　　 市場経営　　 セ Ｂ　　 経営学・商
3311-19-0273 法政大　　　　 経営　　 市場経営　　 セ Ｃ　　 経営学・商
3311-19-0301 法政大　　　　 経営　　 経営戦略　　 　 ＡⅡ　 経営学・商
3311-19-0302 法政大　　　　 経営　　 経営戦略　　 　 Ｔ　　 経営学・商
3311-19-0371 法政大　　　　 経営　　 経営戦略　　 セ Ｂ　　 経営学・商
3311-19-0373 法政大　　　　 経営　　 経営戦略　　 セ Ｃ　　 経営学・商
3311-25-0000 法政大　　　　 社会　　 　　　　　　 　 　　　 国際関係学
3311-25-0101 法政大　　　　 社会　　 社会政策科学 　 ＡⅠ　 社会学　　
3311-25-0102 法政大　　　　 社会　　 社会政策科学 　 Ｔ　　 社会学　　
3311-25-0172 法政大　　　　 社会　　 社会政策科学 セ Ｂ　　 社会学　　
3311-25-0173 法政大　　　　 社会　　 社会政策科学 セ Ｃ　　 社会学　　
3311-25-0201 法政大　　　　 社会　　 社会　　　　 　 ＡⅡ　 社会学　　
3311-25-0202 法政大　　　　 社会　　 社会　　　　 　 Ｔ　　 社会学　　
3311-25-0271 法政大　　　　 社会　　 社会　　　　 セ Ｂ　　 社会学　　
3311-25-0272 法政大　　　　 社会　　 社会　　　　 セ Ｃ　　 社会学　　
3311-25-0301 法政大　　　　 社会　　 メディア社会 　 ＡⅠ　 マスコミ　
3311-25-0302 法政大　　　　 社会　　 メディア社会 　 Ｔ　　 マスコミ　
3311-25-0371 法政大　　　　 社会　　 メディア社会 セ Ｂ　　 マスコミ　
3311-25-0372 法政大　　　　 社会　　 メディア社会 セ Ｃ　　 マスコミ　
3311-27-0000 法政大　　　　 現代福祉 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3311-27-0201 法政大　　　　 現代福祉 福祉コミュニ 　 Ａ　　 社会福祉学
3311-27-0202 法政大　　　　 現代福祉 福祉コミュニ 　 Ｔ　　 社会福祉学
3311-27-0203 法政大　　　　 現代福祉 福祉コミュニ 　 英外部 社会福祉学
3311-27-0271 法政大　　　　 現代福祉 福祉コミュニ セ Ｂ　　 社会福祉学
3311-27-0272 法政大　　　　 現代福祉 福祉コミュニ セ Ｃ　　 社会福祉学
3311-27-0301 法政大　　　　 現代福祉 臨床心理　　 　 Ａ　　 心理学　　
3311-27-0302 法政大　　　　 現代福祉 臨床心理　　 　 Ｔ　　 心理学　　
3311-27-0303 法政大　　　　 現代福祉 臨床心理　　 　 英外部 心理学　　
3311-27-0371 法政大　　　　 現代福祉 臨床心理　　 セ Ｂ　　 心理学　　
3311-27-0372 法政大　　　　 現代福祉 臨床心理　　 セ Ｃ　　 心理学　　
3311-33-0000 法政大　　　　 国際文化 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3311-33-0103 法政大　　　　 国際文化 国際文化　　 　 Ａ　　 文化学　　
3311-33-0104 法政大　　　　 国際文化 国際文化　　 　 Ｔ　　 文化学　　
3311-33-0171 法政大　　　　 国際文化 国際文化　　 セ Ｂ　　 文化学　　
3311-37-0000 法政大　　　　 人間環境 　　　　　　 　 　　　 総合科学　



3311-37-0100 法政大　　　　 人間環境 人間環境　　 　 Ａ　　 総合科学　
3311-37-0101 法政大　　　　 人間環境 人間環境　　 　 Ｔ　　 総合科学　
3311-37-0102 法政大　　　　 人間環境 人間環境　　 　 英外部 総合科学　
3311-37-0171 法政大　　　　 人間環境 人間環境　　 セ Ｂ　　 総合科学　
3311-37-0173 法政大　　　　 人間環境 人間環境　　 セ Ｃ　　 総合科学　
3311-38-0000 法政大　　　　 情報科学 　　　　　　 　 　　　 情報工学　
3311-38-0100 法政大　　　　 情報科学 コンピュータ 　 Ａ　　 情報工学　
3311-38-0101 法政大　　　　 情報科学 コンピュータ 　 Ｔ　　 情報工学　
3311-38-0102 法政大　　　　 情報科学 コンピュータ 　 英外部 情報工学　
3311-38-0171 法政大　　　　 情報科学 コンピュータ セ Ｂ　　 情報工学　
3311-38-0173 法政大　　　　 情報科学 コンピュータ セ Ｃ　　 情報工学　
3311-38-0200 法政大　　　　 情報科学 ディジタルメ 　 Ａ　　 総合情報学
3311-38-0201 法政大　　　　 情報科学 ディジタルメ 　 Ｔ　　 総合情報学
3311-38-0202 法政大　　　　 情報科学 ディジタルメ 　 英外部 総合情報学
3311-38-0271 法政大　　　　 情報科学 ディジタルメ セ Ｂ　　 総合情報学
3311-38-0273 法政大　　　　 情報科学 ディジタルメ セ Ｃ　　 総合情報学
3311-39-0000 法政大　　　　 キャリア 　　　　　　 　 　　　 人間科学　
3311-39-0103 法政大　　　　 キャリア キャリアデザ 　 Ａ　　 人間科学　
3311-39-0105 法政大　　　　 キャリア キャリアデザ 　 Ｔ　　 人間科学　
3311-39-0172 法政大　　　　 キャリア キャリアデザ セ Ｂ　　 人間科学　
3311-39-0174 法政大　　　　 キャリア キャリアデザ セ Ｃ　　 人間科学　
3311-40-0000 法政大　　　　 グローバ 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3311-40-0201 法政大　　　　 グローバ グローバル教 　 Ａ　　 英米語　　
3311-40-0202 法政大　　　　 グローバ グローバル教 　 Ｔ　　 英米語　　
3311-40-0203 法政大　　　　 グローバ グローバル教 　 英外部 英米語　　
3311-40-0271 法政大　　　　 グローバ グローバル教 セ Ｂ　　 英米語　　
3311-47-0000 法政大　　　　 デザイン 　　　　　　 　 　　　 建築・土木
3311-47-0101 法政大　　　　 デザイン 建築　　　　 　 ＡⅡ　 建築・土木
3311-47-0102 法政大　　　　 デザイン 建築　　　　 　 英外部 建築・土木
3311-47-0103 法政大　　　　 デザイン 建築　　　　 　 Ｔ　　 建築・土木
3311-47-0171 法政大　　　　 デザイン 建築　　　　 セ Ｂ　　 建築・土木
3311-47-0172 法政大　　　　 デザイン 建築　　　　 セ Ｃ　　 建築・土木
3311-47-0201 法政大　　　　 デザイン 都市環境デザ 　 ＡⅠ　 建築・土木
3311-47-0202 法政大　　　　 デザイン 都市環境デザ 　 Ｔ　　 建築・土木
3311-47-0203 法政大　　　　 デザイン 都市環境デザ 　 英外部 建築・土木
3311-47-0271 法政大　　　　 デザイン 都市環境デザ セ Ｂ　　 建築・土木
3311-47-0273 法政大　　　　 デザイン 都市環境デザ セ Ｃ　　 建築・土木
3311-47-0301 法政大　　　　 デザイン システムデザ 　 ＡⅠ　 デザイン工
3311-47-0302 法政大　　　　 デザイン システムデザ 　 Ｔ　　 デザイン工
3311-47-0303 法政大　　　　 デザイン システムデザ 　 英外部 デザイン工
3311-47-0371 法政大　　　　 デザイン システムデザ セ Ｂ　　 デザイン工
3311-47-0373 法政大　　　　 デザイン システムデザ セ Ｃ　　 デザイン工
3311-48-0000 法政大　　　　 理工　　 　　　　　　 　 　　　 総合理学　
3311-48-0201 法政大　　　　 理工　　 応用情報工　 　 ＡⅠ　 情報工学　
3311-48-0202 法政大　　　　 理工　　 応用情報工　 　 Ｔ　　 情報工学　
3311-48-0203 法政大　　　　 理工　　 応用情報工　 　 英外部 情報工学　
3311-48-0271 法政大　　　　 理工　　 応用情報工　 セ Ｂ　　 情報工学　
3311-48-0273 法政大　　　　 理工　　 応用情報工　 セ Ｃ　　 情報工学　
3311-48-0301 法政大　　　　 理工　　 電気電子工　 　 ＡⅡ　 電気・電子
3311-48-0302 法政大　　　　 理工　　 電気電子工　 　 Ｔ　　 電気・電子
3311-48-0303 法政大　　　　 理工　　 電気電子工　 　 英外部 電気・電子
3311-48-0371 法政大　　　　 理工　　 電気電子工　 セ Ｂ　　 電気・電子
3311-48-0373 法政大　　　　 理工　　 電気電子工　 セ Ｃ　　 電気・電子
3311-48-0401 法政大　　　　 理工　　 経営シス工　 　 ＡⅡ　 経営工学　
3311-48-0402 法政大　　　　 理工　　 経営シス工　 　 Ｔ　　 経営工学　
3311-48-0403 法政大　　　　 理工　　 経営シス工　 　 英外部 経営工学　
3311-48-0471 法政大　　　　 理工　　 経営シス工　 セ Ｂ　　 経営工学　
3311-48-0473 法政大　　　　 理工　　 経営シス工　 セ Ｃ　　 経営工学　
3311-48-0571 法政大　　　　 理工　　 機械／航空操 セ 　　　 航空・宇宙



3311-48-0601 法政大　　　　 理工　　 機械／機械工 　 ＡⅠ　 機械工学　
3311-48-0602 法政大　　　　 理工　　 機械／機械工 　 Ｔ　　 機械工学　
3311-48-0603 法政大　　　　 理工　　 機械／機械工 　 英外部 機械工学　
3311-48-0671 法政大　　　　 理工　　 機械／機械工 セ Ｂ　　 機械工学　
3311-48-0673 法政大　　　　 理工　　 機械／機械工 セ Ｃ　　 機械工学　
3311-48-0701 法政大　　　　 理工　　 創生科学　　 　 Ｔ　　 総合理学　
3311-48-0702 法政大　　　　 理工　　 創生科学　　 　 ＡⅡ　 総合理学　
3311-48-0703 法政大　　　　 理工　　 創生科学　　 　 英外部 総合理学　
3311-48-0771 法政大　　　　 理工　　 創生科学　　 セ Ｂ　　 総合理学　
3311-48-0772 法政大　　　　 理工　　 創生科学　　 セ Ｃ　　 総合理学　
3311-64-0000 法政大　　　　 スポーツ 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3311-64-0101 法政大　　　　 スポーツ スポーツ健康 　 Ａ　　 体育・健康
3311-64-0102 法政大　　　　 スポーツ スポーツ健康 　 Ｔ　　 体育・健康
3311-64-0103 法政大　　　　 スポーツ スポーツ健康 　 英外部 体育・健康
3311-64-0171 法政大　　　　 スポーツ スポーツ健康 セ Ｂ　　 体育・健康
3311-74-0000 法政大　　　　 生命科学 　　　　　　 　 　　　 応用化学　
3311-74-0101 法政大　　　　 生命科学 環境応用化　 　 ＡⅡ　 応用化学　
3311-74-0102 法政大　　　　 生命科学 環境応用化　 　 Ｔ　　 応用化学　
3311-74-0103 法政大　　　　 生命科学 環境応用化　 　 英外部 応用化学　
3311-74-0171 法政大　　　　 生命科学 環境応用化　 セ Ｂ　　 応用化学　
3311-74-0173 法政大　　　　 生命科学 環境応用化　 セ Ｃ　　 応用化学　
3311-74-0401 法政大　　　　 生命科学 生命機能　　 　 ＡⅠ　 生物工学　
3311-74-0402 法政大　　　　 生命科学 生命機能　　 　 Ｔ　　 生物工学　
3311-74-0403 法政大　　　　 生命科学 生命機能　　 　 英外部 生物工学　
3311-74-0471 法政大　　　　 生命科学 生命機能　　 セ Ｂ　　 生物工学　
3311-74-0472 法政大　　　　 生命科学 生命機能　　 セ Ｃ　　 生物工学　
3311-74-0501 法政大　　　　 生命科学 応用植物科学 　 ＡⅡ　 農芸化学　
3311-74-0502 法政大　　　　 生命科学 応用植物科学 　 Ｔ　　 農芸化学　
3311-74-0503 法政大　　　　 生命科学 応用植物科学 　 英外部 農芸化学　
3311-74-0571 法政大　　　　 生命科学 応用植物科学 セ Ｂ　　 農芸化学　
3311-74-0572 法政大　　　　 生命科学 応用植物科学 セ Ｃ　　 農芸化学　
3312-61-0000 星薬大　　　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3312-61-0101 星薬大　　　　 薬　　　 創薬科学　　 　 Ｂ　　 薬　　　　
3312-61-0171 星薬大　　　　 薬　　　 創薬科学　　 セ Ｓ　　 薬　　　　
3312-61-0172 星薬大　　　　 薬　　　 創薬科学　　 セ Ａ　　 薬　　　　
3312-61-0201 星薬大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 　 Ｂ　　 薬　　　　
3312-61-0271 星薬大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 セ Ａ　　 薬　　　　
3312-61-0272 星薬大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 セ Ｓ　　 薬　　　　
3313-02-0000 武蔵大　　　　 人文　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3313-02-1101 武蔵大　　　　 人文　　 英語英米文化 　 ２科目 英米語　　
3313-02-1102 武蔵大　　　　 人文　　 英語英米文化 　 ３科目 英米語　　
3313-02-1103 武蔵大　　　　 人文　　 英語英米文化 　 グロー 英米語　　
3313-02-1171 武蔵大　　　　 人文　　 英語英米文化 セ 前期　 英米語　　
3313-02-1201 武蔵大　　　　 人文　　 ヨーロッパ文 　 ２科目 文化学　　
3313-02-1202 武蔵大　　　　 人文　　 ヨーロッパ文 　 ３科目 文化学　　
3313-02-1203 武蔵大　　　　 人文　　 ヨーロッパ文 　 グロー 文化学　　
3313-02-1271 武蔵大　　　　 人文　　 ヨーロッパ文 セ 前期　 文化学　　
3313-02-1301 武蔵大　　　　 人文　　 日本・東アジ 　 ２科目 文化学　　
3313-02-1302 武蔵大　　　　 人文　　 日本・東アジ 　 ３科目 文化学　　
3313-02-1303 武蔵大　　　　 人文　　 日本・東アジ 　 グロー 文化学　　
3313-02-1371 武蔵大　　　　 人文　　 日本・東アジ セ 前期　 文化学　　
3313-18-0000 武蔵大　　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3313-18-0101 武蔵大　　　　 経済　　 金融　　　　 　 グロー 経営学・商
3313-18-0103 武蔵大　　　　 経済　　 金融　　　　 　 ３科目 経営学・商
3313-18-0104 武蔵大　　　　 経済　　 金融　　　　 　 ２科目 経営学・商
3313-18-0171 武蔵大　　　　 経済　　 金融　　　　 セ 前期　 経営学・商
3313-18-0201 武蔵大　　　　 経済　　 経営　　　　 　 ２科目 経営学・商
3313-18-0202 武蔵大　　　　 経済　　 経営　　　　 　 グロー 経営学・商
3313-18-0206 武蔵大　　　　 経済　　 経営　　　　 　 ３科目 経営学・商



3313-18-0271 武蔵大　　　　 経済　　 経営　　　　 セ 前期　 経営学・商
3313-18-0301 武蔵大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 ２科目 経済学　　
3313-18-0302 武蔵大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 グロー 経済学　　
3313-18-0306 武蔵大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 ３科目 経済学　　
3313-18-0371 武蔵大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期　 経済学　　
3313-25-0000 武蔵大　　　　 社会　　 　　　　　　 　 　　　 社会学　　
3313-25-0101 武蔵大　　　　 社会　　 社会　　　　 　 グロー 社会学　　
3313-25-0102 武蔵大　　　　 社会　　 社会　　　　 　 ３科目 社会学　　
3313-25-0103 武蔵大　　　　 社会　　 社会　　　　 　 ２科目 社会学　　
3313-25-0171 武蔵大　　　　 社会　　 社会　　　　 セ 前期　 社会学　　
3313-25-0201 武蔵大　　　　 社会　　 メディア社会 　 ３科目 マスコミ　
3313-25-0202 武蔵大　　　　 社会　　 メディア社会 　 ２科目 マスコミ　
3313-25-0203 武蔵大　　　　 社会　　 メディア社会 　 グロー マスコミ　
3313-25-0271 武蔵大　　　　 社会　　 メディア社会 セ 前期　 マスコミ　
3314-37-0000 東京都市大　　 都市生活 　　　　　　 　 　　　 総合科学　
3314-37-0101 東京都市大　　 都市生活 都市生活　　 　 前期　 総合科学　
3314-37-0171 東京都市大　　 都市生活 都市生活　　 セ 前期３ 総合科学　
3314-38-0000 東京都市大　　 人間科学 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
3314-38-0101 東京都市大　　 人間科学 児童　　　　 　 前期　 児童学　　
3314-38-0171 東京都市大　　 人間科学 児童　　　　 セ 前期３ 児童学　　
3314-39-0000 東京都市大　　 メディア 　　　　　　 　 　　　 社会学　　
3314-39-0101 東京都市大　　 メディア 社会メディア 　 前期　 社会学　　
3314-39-0171 東京都市大　　 メディア 社会メディア セ 前期３ 社会学　　
3314-39-0201 東京都市大　　 メディア 情報システム 　 前期　 情報科学　
3314-39-0271 東京都市大　　 メディア 情報システム セ 前期３ 情報科学　
3314-46-0000 東京都市大　　 工　　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
3314-46-0101 東京都市大　　 工　　　 機械工　　　 　 前期　 機械工学　
3314-46-0171 東京都市大　　 工　　　 機械工　　　 セ 前期３ 機械工学　
3314-46-0301 東京都市大　　 工　　　 建築　　　　 　 前期　 建築・土木
3314-46-0371 東京都市大　　 工　　　 建築　　　　 セ 前期３ 建築・土木
3314-46-0401 東京都市大　　 工　　　 電気電子通信 　 前期　 電気・電子
3314-46-0471 東京都市大　　 工　　　 電気電子通信 セ 前期３ 電気・電子
3314-46-0601 東京都市大　　 工　　　 都市工　　　 　 前期　 建築・土木
3314-46-0671 東京都市大　　 工　　　 都市工　　　 セ 前期３ 建築・土木
3314-46-0801 東京都市大　　 工　　　 機械シス工　 　 前期　 機械工学　
3314-46-0871 東京都市大　　 工　　　 機械シス工　 セ 前期３ 機械工学　
3314-46-0901 東京都市大　　 工　　　 エネルギー化 　 前期　 原子力・エ
3314-46-0971 東京都市大　　 工　　　 エネルギー化 セ 前期３ 原子力・エ
3314-46-1001 東京都市大　　 工　　　 医用工　　　 　 前期　 機械工学　
3314-46-1071 東京都市大　　 工　　　 医用工　　　 セ 前期３ 機械工学　
3314-46-1401 東京都市大　　 工　　　 原子力安全工 　 前期　 原子力・エ
3314-46-1471 東京都市大　　 工　　　 原子力安全工 セ 前期３ 原子力・エ
3314-48-0000 東京都市大　　 知識工　 　　　　　　 　 　　　 情報工学　
3314-48-0101 東京都市大　　 知識工　 情報科学　　 　 前期　 情報工学　
3314-48-0171 東京都市大　　 知識工　 情報科学　　 セ 前期３ 情報工学　
3314-48-0501 東京都市大　　 知識工　 自然科学　　 　 前期　 総合理学　
3314-48-0571 東京都市大　　 知識工　 自然科学　　 セ 前期３ 総合理学　
3314-48-0601 東京都市大　　 知識工　 知能情報工　 　 前期　 情報工学　
3314-48-0671 東京都市大　　 知識工　 知能情報工　 セ 前期３ 情報工学　
3314-49-0000 東京都市大　　 環境　　 　　　　　　 　 　　　 総合科学　
3314-49-0101 東京都市大　　 環境　　 環境創生　　 　 前期　 総合科学　
3314-49-0171 東京都市大　　 環境　　 環境創生　　 セ 前期３ 総合科学　
3314-49-0301 東京都市大　　 環境　　 環境経営シス 　 前期　 総合科学　
3314-49-0371 東京都市大　　 環境　　 環境経営シス セ 前期３ 総合科学　
3315-83-0000 武蔵野音大　　 音楽　　 　　　　　　 　 　　　 音楽　　　
3315-83-0871 武蔵野音大　　 音楽　　 演奏／器楽　 セ Ａ　　 音楽　　　
3315-83-0971 武蔵野音大　　 音楽　　 演奏／声楽　 セ Ａ　　 音楽　　　
3315-83-1071 武蔵野音大　　 音楽　　 演奏／ヴィル セ Ａ　　 音楽　　　
3315-83-1171 武蔵野音大　　 音楽　　 音楽／オープ セ Ａ　　 音楽　　　



3315-83-1271 武蔵野音大　　 音楽　　 音楽／作曲　 セ Ａ　　 音楽　　　
3315-83-1371 武蔵野音大　　 音楽　　 音楽／音楽学 セ Ａ　　 音楽　　　
3315-83-1471 武蔵野音大　　 音楽　　 音楽／音楽教 セ Ａ　　 音楽　　　
3315-83-1571 武蔵野音大　　 音楽　　 音楽／アート セ Ａ　　 音楽　　　
3316-01-0000 武蔵野大　　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3316-01-0301 武蔵野大　　　 文　　　 日本文学文化 　 Ａ　　 日本文学　
3316-01-0302 武蔵野大　　　 文　　　 日本文学文化 　 全学部 日本文学　
3316-01-0304 武蔵野大　　　 文　　　 日本文学文化 　 Ｂ　　 日本文学　
3316-01-0371 武蔵野大　　　 文　　　 日本文学文化 セ 前期１ 日本文学　
3316-01-0372 武蔵野大　　　 文　　　 日本文学文化 セ 前期２ 日本文学　
3316-01-0373 武蔵野大　　　 文　　　 日本文学文化 セ 前期３ 日本文学　
3316-01-0374 武蔵野大　　　 文　　　 日本文学文化 セ 前期４ 日本文学　
3316-01-0376 武蔵野大　　　 文　　　 日本文学文化 セ 併用Ｂ 日本文学　
3316-01-0379 武蔵野大　　　 文　　　 日本文学文化 セ 前期５ 日本文学　
3316-12-0000 武蔵野大　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3316-12-0101 武蔵野大　　　 法　　　 法律　　　　 　 Ａ　　 法学　　　
3316-12-0102 武蔵野大　　　 法　　　 法律　　　　 　 全学部 法学　　　
3316-12-0104 武蔵野大　　　 法　　　 法律　　　　 　 Ｂ　　 法学　　　
3316-12-0171 武蔵野大　　　 法　　　 法律　　　　 セ 前期１ 法学　　　
3316-12-0172 武蔵野大　　　 法　　　 法律　　　　 セ 前期２ 法学　　　
3316-12-0173 武蔵野大　　　 法　　　 法律　　　　 セ 前期３ 法学　　　
3316-12-0174 武蔵野大　　　 法　　　 法律　　　　 セ 前期４ 法学　　　
3316-12-0175 武蔵野大　　　 法　　　 法律　　　　 セ 前期５ 法学　　　
3316-12-0178 武蔵野大　　　 法　　　 法律　　　　 セ 併用Ｂ 法学　　　
3316-12-0201 武蔵野大　　　 法　　　 政治　　　　 　 Ａ　　 政治学　　
3316-12-0202 武蔵野大　　　 法　　　 政治　　　　 　 全学部 政治学　　
3316-12-0204 武蔵野大　　　 法　　　 政治　　　　 　 Ｂ　　 政治学　　
3316-12-0271 武蔵野大　　　 法　　　 政治　　　　 セ 前期１ 政治学　　
3316-12-0272 武蔵野大　　　 法　　　 政治　　　　 セ 前期２ 政治学　　
3316-12-0273 武蔵野大　　　 法　　　 政治　　　　 セ 前期３ 政治学　　
3316-12-0274 武蔵野大　　　 法　　　 政治　　　　 セ 前期４ 政治学　　
3316-12-0275 武蔵野大　　　 法　　　 政治　　　　 セ 前期５ 政治学　　
3316-12-0278 武蔵野大　　　 法　　　 政治　　　　 セ 併用Ｂ 政治学　　
3316-18-0000 武蔵野大　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3316-18-0101 武蔵野大　　　 経済　　 経済　　　　 　 Ａ　　 経済学　　
3316-18-0102 武蔵野大　　　 経済　　 経済　　　　 　 全学部 経済学　　
3316-18-0104 武蔵野大　　　 経済　　 経済　　　　 　 Ｂ　　 経済学　　
3316-18-0171 武蔵野大　　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期１ 経済学　　
3316-18-0172 武蔵野大　　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期２ 経済学　　
3316-18-0173 武蔵野大　　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期３ 経済学　　
3316-18-0174 武蔵野大　　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期４ 経済学　　
3316-18-0175 武蔵野大　　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期５ 経済学　　
3316-18-0178 武蔵野大　　　 経済　　 経済　　　　 セ 併用Ｂ 経済学　　
3316-19-0000 武蔵野大　　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3316-19-0101 武蔵野大　　　 経営　　 経営　　　　 　 Ａ　　 経営学・商
3316-19-0102 武蔵野大　　　 経営　　 経営　　　　 　 Ｂ　　 経営学・商
3316-19-0103 武蔵野大　　　 経営　　 経営　　　　 　 全学部 経営学・商
3316-19-0171 武蔵野大　　　 経営　　 経営　　　　 セ 併用Ｂ 経営学・商
3316-19-0172 武蔵野大　　　 経営　　 経営　　　　 セ 前期１ 経営学・商
3316-19-0173 武蔵野大　　　 経営　　 経営　　　　 セ 前期２ 経営学・商
3316-19-0174 武蔵野大　　　 経営　　 経営　　　　 セ 前期３ 経営学・商
3316-19-0175 武蔵野大　　　 経営　　 経営　　　　 セ 前期４ 経営学・商
3316-19-0176 武蔵野大　　　 経営　　 経営　　　　 セ 前期５ 経営学・商
3316-19-0201 武蔵野大　　　 経営　　 会計ガバナン 　 Ａ　　 経営学・商
3316-19-0202 武蔵野大　　　 経営　　 会計ガバナン 　 Ｂ　　 経営学・商
3316-19-0203 武蔵野大　　　 経営　　 会計ガバナン 　 全学部 経営学・商
3316-19-0271 武蔵野大　　　 経営　　 会計ガバナン セ 併用Ｂ 経営学・商
3316-19-0272 武蔵野大　　　 経営　　 会計ガバナン セ 前期１ 経営学・商
3316-19-0273 武蔵野大　　　 経営　　 会計ガバナン セ 前期２ 経営学・商



3316-19-0274 武蔵野大　　　 経営　　 会計ガバナン セ 前期３ 経営学・商
3316-19-0275 武蔵野大　　　 経営　　 会計ガバナン セ 前期４ 経営学・商
3316-19-0276 武蔵野大　　　 経営　　 会計ガバナン セ 前期５ 経営学・商
3316-30-0000 武蔵野大　　　 教育　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
3316-30-0101 武蔵野大　　　 教育　　 教育　　　　 　 Ａ　　 小学校　　
3316-30-0102 武蔵野大　　　 教育　　 教育　　　　 　 全学部 小学校　　
3316-30-0104 武蔵野大　　　 教育　　 教育　　　　 　 Ｂ　　 小学校　　
3316-30-0171 武蔵野大　　　 教育　　 教育　　　　 セ 前期１ 小学校　　
3316-30-0172 武蔵野大　　　 教育　　 教育　　　　 セ 前期２ 小学校　　
3316-30-0173 武蔵野大　　　 教育　　 教育　　　　 セ 前期３ 小学校　　
3316-30-0174 武蔵野大　　　 教育　　 教育　　　　 セ 前期４ 小学校　　
3316-30-0175 武蔵野大　　　 教育　　 教育　　　　 セ 併用Ｂ 小学校　　
3316-30-0178 武蔵野大　　　 教育　　 教育　　　　 セ 前期５ 小学校　　
3316-30-0202 武蔵野大　　　 教育　　 こども発達　 　 全学部 児童学　　
3316-30-0204 武蔵野大　　　 教育　　 こども発達　 　 Ａ　　 児童学　　
3316-30-0206 武蔵野大　　　 教育　　 こども発達　 　 Ｂ　　 児童学　　
3316-30-0271 武蔵野大　　　 教育　　 こども発達　 セ 前期１ 児童学　　
3316-30-0272 武蔵野大　　　 教育　　 こども発達　 セ 前期２ 児童学　　
3316-30-0273 武蔵野大　　　 教育　　 こども発達　 セ 前期３ 児童学　　
3316-30-0274 武蔵野大　　　 教育　　 こども発達　 セ 前期４ 児童学　　
3316-30-0275 武蔵野大　　　 教育　　 こども発達　 セ 前期５ 児童学　　
3316-30-0276 武蔵野大　　　 教育　　 こども発達　 セ 併用Ｂ 児童学　　
3316-34-0000 武蔵野大　　　 グローバ 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3316-34-0102 武蔵野大　　　 グローバ グローバルコ 　 Ａ　　 英米語　　
3316-34-0104 武蔵野大　　　 グローバ グローバルコ 　 全学部 英米語　　
3316-34-0106 武蔵野大　　　 グローバ グローバルコ 　 Ｂ　　 英米語　　
3316-34-0171 武蔵野大　　　 グローバ グローバルコ セ 前期１ 英米語　　
3316-34-0172 武蔵野大　　　 グローバ グローバルコ セ 前期２ 英米語　　
3316-34-0173 武蔵野大　　　 グローバ グローバルコ セ 前期３ 英米語　　
3316-34-0174 武蔵野大　　　 グローバ グローバルコ セ 前期４ 英米語　　
3316-34-0175 武蔵野大　　　 グローバ グローバルコ セ 前期５ 英米語　　
3316-34-0178 武蔵野大　　　 グローバ グローバルコ セ 併用Ｂ 英米語　　
3316-34-0202 武蔵野大　　　 グローバ 日本語コミュ 　 Ａ　　 日本語　　
3316-34-0204 武蔵野大　　　 グローバ 日本語コミュ 　 全学部 日本語　　
3316-34-0206 武蔵野大　　　 グローバ 日本語コミュ 　 Ｂ　　 日本語　　
3316-34-0271 武蔵野大　　　 グローバ 日本語コミュ セ 前期１ 日本語　　
3316-34-0272 武蔵野大　　　 グローバ 日本語コミュ セ 前期２ 日本語　　
3316-34-0273 武蔵野大　　　 グローバ 日本語コミュ セ 前期３ 日本語　　
3316-34-0274 武蔵野大　　　 グローバ 日本語コミュ セ 前期４ 日本語　　
3316-34-0275 武蔵野大　　　 グローバ 日本語コミュ セ 前期５ 日本語　　
3316-34-0279 武蔵野大　　　 グローバ 日本語コミュ セ 併用Ｂ 日本語　　
3316-34-0302 武蔵野大　　　 グローバ グローバルビ 　 Ａ　　 英米語　　
3316-34-0304 武蔵野大　　　 グローバ グローバルビ 　 全学部 英米語　　
3316-34-0306 武蔵野大　　　 グローバ グローバルビ 　 Ｂ　　 英米語　　
3316-34-0371 武蔵野大　　　 グローバ グローバルビ セ 前期１ 英米語　　
3316-34-0372 武蔵野大　　　 グローバ グローバルビ セ 前期２ 英米語　　
3316-34-0373 武蔵野大　　　 グローバ グローバルビ セ 前期３ 英米語　　
3316-34-0374 武蔵野大　　　 グローバ グローバルビ セ 前期４ 英米語　　
3316-34-0375 武蔵野大　　　 グローバ グローバルビ セ 前期５ 英米語　　
3316-34-0378 武蔵野大　　　 グローバ グローバルビ セ 併用Ｂ 英米語　　
3316-37-0000 武蔵野大　　　 人間科学 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3316-37-0101 武蔵野大　　　 人間科学 人間科学　　 　 Ａ　　 心理学　　
3316-37-0102 武蔵野大　　　 人間科学 人間科学　　 　 全学部 心理学　　
3316-37-0104 武蔵野大　　　 人間科学 人間科学　　 　 Ｂ　　 心理学　　
3316-37-0170 武蔵野大　　　 人間科学 人間科学　　 セ 前期５ 心理学　　
3316-37-0172 武蔵野大　　　 人間科学 人間科学　　 セ 前期２ 心理学　　
3316-37-0174 武蔵野大　　　 人間科学 人間科学　　 セ 併用Ｂ 心理学　　
3316-37-0177 武蔵野大　　　 人間科学 人間科学　　 セ 前期１ 心理学　　
3316-37-0178 武蔵野大　　　 人間科学 人間科学　　 セ 前期３ 心理学　　



3316-37-0179 武蔵野大　　　 人間科学 人間科学　　 セ 前期４ 心理学　　
3316-37-0501 武蔵野大　　　 人間科学 社会福祉　　 　 Ａ　　 社会福祉学
3316-37-0502 武蔵野大　　　 人間科学 社会福祉　　 　 全学部 社会福祉学
3316-37-0504 武蔵野大　　　 人間科学 社会福祉　　 　 Ｂ　　 社会福祉学
3316-37-0571 武蔵野大　　　 人間科学 社会福祉　　 セ 前期１ 社会福祉学
3316-37-0572 武蔵野大　　　 人間科学 社会福祉　　 セ 前期２ 社会福祉学
3316-37-0573 武蔵野大　　　 人間科学 社会福祉　　 セ 前期３ 社会福祉学
3316-37-0574 武蔵野大　　　 人間科学 社会福祉　　 セ 前期４ 社会福祉学
3316-37-0576 武蔵野大　　　 人間科学 社会福祉　　 セ 併用Ｂ 社会福祉学
3316-37-0579 武蔵野大　　　 人間科学 社会福祉　　 セ 前期５ 社会福祉学
3316-38-0000 武蔵野大　　　 データサ 　　　　　　 　 　　　 総合情報学
3316-38-0104 武蔵野大　　　 データサ データサイエ 　 Ｂ　　 総合情報学
3316-38-0105 武蔵野大　　　 データサ データサイエ 　 全学部 総合情報学
3316-38-0106 武蔵野大　　　 データサ データサイエ 　 Ａ　　 総合情報学
3316-38-0171 武蔵野大　　　 データサ データサイエ セ 併用Ａ 総合情報学
3316-38-0172 武蔵野大　　　 データサ データサイエ セ 前期１ 総合情報学
3316-38-0173 武蔵野大　　　 データサ データサイエ セ 前期２ 総合情報学
3316-38-0174 武蔵野大　　　 データサ データサイエ セ 前期３ 総合情報学
3316-38-0175 武蔵野大　　　 データサ データサイエ セ 前期４ 総合情報学
3316-38-0176 武蔵野大　　　 データサ データサイエ セ 前期５ 総合情報学
3316-46-0000 武蔵野大　　　 工　　　 　　　　　　 　 　　　 総合科学　
3316-46-0101 武蔵野大　　　 工　　　 環境システム 　 Ａ　　 総合科学　
3316-46-0102 武蔵野大　　　 工　　　 環境システム 　 全学部 総合科学　
3316-46-0105 武蔵野大　　　 工　　　 環境システム 　 Ｂ　　 総合科学　
3316-46-0171 武蔵野大　　　 工　　　 環境システム セ 前期１ 総合科学　
3316-46-0172 武蔵野大　　　 工　　　 環境システム セ 前期２ 総合科学　
3316-46-0173 武蔵野大　　　 工　　　 環境システム セ 前期３ 総合科学　
3316-46-0174 武蔵野大　　　 工　　　 環境システム セ 前期４ 総合科学　
3316-46-0175 武蔵野大　　　 工　　　 環境システム セ 前期５ 総合科学　
3316-46-0176 武蔵野大　　　 工　　　 環境システム セ 併用Ａ 総合科学　
3316-46-0201 武蔵野大　　　 工　　　 建築デザイン 　 Ａ　　 建築・土木
3316-46-0202 武蔵野大　　　 工　　　 建築デザイン 　 全学部 建築・土木
3316-46-0271 武蔵野大　　　 工　　　 建築デザイン セ 前期１ 建築・土木
3316-46-0272 武蔵野大　　　 工　　　 建築デザイン セ 前期２ 建築・土木
3316-46-0273 武蔵野大　　　 工　　　 建築デザイン セ 前期３ 建築・土木
3316-46-0274 武蔵野大　　　 工　　　 建築デザイン セ 前期４ 建築・土木
3316-46-0275 武蔵野大　　　 工　　　 建築デザイン セ 前期５ 建築・土木
3316-46-0276 武蔵野大　　　 工　　　 建築デザイン セ 併用Ａ 建築・土木
3316-46-0301 武蔵野大　　　 工　　　 数理工　　　 　 Ａ　　 数学　　　
3316-46-0302 武蔵野大　　　 工　　　 数理工　　　 　 全学部 数学　　　
3316-46-0371 武蔵野大　　　 工　　　 数理工　　　 セ 前期１ 数学　　　
3316-46-0372 武蔵野大　　　 工　　　 数理工　　　 セ 前期２ 数学　　　
3316-46-0373 武蔵野大　　　 工　　　 数理工　　　 セ 前期３ 数学　　　
3316-46-0374 武蔵野大　　　 工　　　 数理工　　　 セ 前期４ 数学　　　
3316-46-0375 武蔵野大　　　 工　　　 数理工　　　 セ 前期５ 数学　　　
3316-46-0376 武蔵野大　　　 工　　　 数理工　　　 セ 併用Ａ 数学　　　
3316-61-0000 武蔵野大　　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3316-61-0101 武蔵野大　　　 薬　　　 薬　　　　　 　 Ａ　　 薬　　　　
3316-61-0102 武蔵野大　　　 薬　　　 薬　　　　　 　 全学部 薬　　　　
3316-61-0171 武蔵野大　　　 薬　　　 薬　　　　　 セ 前期３ 薬　　　　
3316-61-0173 武蔵野大　　　 薬　　　 薬　　　　　 セ 前期５ 薬　　　　
3316-61-0176 武蔵野大　　　 薬　　　 薬　　　　　 セ 併用Ａ 薬　　　　
3316-64-0000 武蔵野大　　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3316-64-0101 武蔵野大　　　 看護　　 看護　　　　 　 全学部 看護　　　
3316-64-0102 武蔵野大　　　 看護　　 看護　　　　 　 Ａ　　 看護　　　
3316-64-0104 武蔵野大　　　 看護　　 看護　　　　 　 Ｂ　　 看護　　　
3316-64-0171 武蔵野大　　　 看護　　 看護　　　　 セ 前期３ 看護　　　
3316-64-0172 武蔵野大　　　 看護　　 看護　　　　 セ 前期５ 看護　　　
3316-64-0176 武蔵野大　　　 看護　　 看護　　　　 セ 併用Ｂ 看護　　　



3317-83-0000 武蔵野美大　　 造形　　 　　　　　　 　 　　　 美術・デザ
3317-83-0300 武蔵野美大　　 造形　　 基礎デザイン 　 　　　 美術・デザ
3317-83-0371 武蔵野美大　　 造形　　 基礎デザイン セ Ａ　　 美術・デザ
3317-83-0372 武蔵野美大　　 造形　　 基礎デザイン セ Ｂ　　 美術・デザ
3317-83-0400 武蔵野美大　　 造形　　 空間演出デザ 　 　　　 美術・デザ
3317-83-0471 武蔵野美大　　 造形　　 空間演出デザ セ Ａ　　 美術・デザ
3317-83-0501 武蔵野美大　　 造形　　 油絵／油絵　 　 　　　 美術・デザ
3317-83-0571 武蔵野美大　　 造形　　 油絵／油絵　 セ Ａ　　 美術・デザ
3317-83-0601 武蔵野美大　　 造形　　 油絵／版画　 　 　　　 美術・デザ
3317-83-0671 武蔵野美大　　 造形　　 油絵／版画　 セ Ａ　　 美術・デザ
3317-83-0700 武蔵野美大　　 造形　　 建築　　　　 　 　　　 建築・土木
3317-83-0772 武蔵野美大　　 造形　　 建築　　　　 セ Ａ　　 建築・土木
3317-83-0773 武蔵野美大　　 造形　　 建築　　　　 セ Ｂ　　 建築・土木
3317-83-0800 武蔵野美大　　 造形　　 工芸工業デザ 　 　　　 デザイン工
3317-83-0871 武蔵野美大　　 造形　　 工芸工業デザ セ Ａ　　 デザイン工
3317-83-0900 武蔵野美大　　 造形　　 視覚伝達デザ 　 　　　 美術・デザ
3317-83-0971 武蔵野美大　　 造形　　 視覚伝達デザ セ Ａ　　 美術・デザ
3317-83-1000 武蔵野美大　　 造形　　 彫刻　　　　 　 　　　 美術・デザ
3317-83-1071 武蔵野美大　　 造形　　 彫刻　　　　 セ Ａ　　 美術・デザ
3317-83-1100 武蔵野美大　　 造形　　 日本画　　　 　 　　　 美術・デザ
3317-83-1171 武蔵野美大　　 造形　　 日本画　　　 セ Ａ　　 美術・デザ
3317-83-1200 武蔵野美大　　 造形　　 芸術文化　　 　 　　　 芸術理論　
3317-83-1271 武蔵野美大　　 造形　　 芸術文化　　 セ Ｂ　　 芸術理論　
3317-83-1272 武蔵野美大　　 造形　　 芸術文化　　 セ Ａ　　 芸術理論　
3317-83-1300 武蔵野美大　　 造形　　 デザイン情報 　 　　　 その他芸術
3317-83-1371 武蔵野美大　　 造形　　 デザイン情報 セ Ａ　　 その他芸術
3317-83-1372 武蔵野美大　　 造形　　 デザイン情報 セ Ｂ　　 その他芸術
3317-84-0000 武蔵野美大　　 造形構想 　　　　　　 　 　　　 総合科学　
3317-84-0102 武蔵野美大　　 造形構想 クリエイティ 　 統一　 総合科学　
3317-84-0103 武蔵野美大　　 造形構想 クリエイティ 　 文学力 総合科学　
3317-84-0104 武蔵野美大　　 造形構想 クリエイティ 　 理学力 総合科学　
3317-84-0172 武蔵野美大　　 造形構想 クリエイティ セ ３科目 総合科学　
3317-84-0173 武蔵野美大　　 造形構想 クリエイティ セ ５科目 総合科学　
3317-84-0202 武蔵野美大　　 造形構想 映像　　　　 　 統一　 映像　　　
3317-84-0203 武蔵野美大　　 造形構想 映像　　　　 　 　　　 映像　　　
3317-84-0272 武蔵野美大　　 造形構想 映像　　　　 セ ２科専 映像　　　
3317-84-0273 武蔵野美大　　 造形構想 映像　　　　 セ ３科目 映像　　　
3318-01-0000 明治大　　　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 外国文学　
3318-01-0401 明治大　　　　 文　　　 史学／日本史 　 　　　 日本史　　
3318-01-0402 明治大　　　　 文　　　 史学／日本史 　 全学部 日本史　　
3318-01-0471 明治大　　　　 文　　　 史学／日本史 セ 前期３ 日本史　　
3318-01-0472 明治大　　　　 文　　　 史学／日本史 セ 前期５ 日本史　　
3318-01-0501 明治大　　　　 文　　　 史学／アジア 　 　　　 東洋史　　
3318-01-0502 明治大　　　　 文　　　 史学／アジア 　 全学部 東洋史　　
3318-01-0571 明治大　　　　 文　　　 史学／アジア セ 前期３ 東洋史　　
3318-01-0572 明治大　　　　 文　　　 史学／アジア セ 前期５ 東洋史　　
3318-01-0601 明治大　　　　 文　　　 史学／西洋史 　 　　　 西洋史　　
3318-01-0602 明治大　　　　 文　　　 史学／西洋史 　 全学部 西洋史　　
3318-01-0671 明治大　　　　 文　　　 史学／西洋史 セ 前期３ 西洋史　　
3318-01-0672 明治大　　　　 文　　　 史学／西洋史 セ 前期５ 西洋史　　
3318-01-0701 明治大　　　　 文　　　 史学／考古学 　 　　　 考古学・文
3318-01-0702 明治大　　　　 文　　　 史学／考古学 　 全学部 考古学・文
3318-01-0771 明治大　　　　 文　　　 史学／考古学 セ 前期３ 考古学・文
3318-01-0772 明治大　　　　 文　　　 史学／考古学 セ 前期５ 考古学・文
3318-01-0801 明治大　　　　 文　　　 史学／地理学 　 　　　 地理学　　
3318-01-0802 明治大　　　　 文　　　 史学／地理学 　 全学部 地理学　　
3318-01-0871 明治大　　　　 文　　　 史学／地理学 セ 前期３ 地理学　　
3318-01-0872 明治大　　　　 文　　　 史学／地理学 セ 前期５ 地理学　　
3318-01-0901 明治大　　　　 文　　　 文学／日本文 　 　　　 日本文学　



3318-01-0902 明治大　　　　 文　　　 文学／日本文 　 全学部 日本文学　
3318-01-0971 明治大　　　　 文　　　 文学／日本文 セ 前期３ 日本文学　
3318-01-0972 明治大　　　　 文　　　 文学／日本文 セ 前期５ 日本文学　
3318-01-1001 明治大　　　　 文　　　 文学／英米文 　 　　　 外国文学　
3318-01-1002 明治大　　　　 文　　　 文学／英米文 　 全学部 外国文学　
3318-01-1071 明治大　　　　 文　　　 文学／英米文 セ 前期３ 外国文学　
3318-01-1072 明治大　　　　 文　　　 文学／英米文 セ 前期５ 外国文学　
3318-01-1101 明治大　　　　 文　　　 文学／ドイツ 　 　　　 外国文学　
3318-01-1102 明治大　　　　 文　　　 文学／ドイツ 　 全学部 外国文学　
3318-01-1171 明治大　　　　 文　　　 文学／ドイツ セ 前期３ 外国文学　
3318-01-1172 明治大　　　　 文　　　 文学／ドイツ セ 前期５ 外国文学　
3318-01-1201 明治大　　　　 文　　　 文学／フラン 　 　　　 外国文学　
3318-01-1202 明治大　　　　 文　　　 文学／フラン 　 全学部 外国文学　
3318-01-1271 明治大　　　　 文　　　 文学／フラン セ 前期３ 外国文学　
3318-01-1272 明治大　　　　 文　　　 文学／フラン セ 前期５ 外国文学　
3318-01-1301 明治大　　　　 文　　　 文学／演劇学 　 　　　 演劇　　　
3318-01-1302 明治大　　　　 文　　　 文学／演劇学 　 全学部 演劇　　　
3318-01-1371 明治大　　　　 文　　　 文学／演劇学 セ 前期３ 演劇　　　
3318-01-1372 明治大　　　　 文　　　 文学／演劇学 セ 前期５ 演劇　　　
3318-01-1401 明治大　　　　 文　　　 文学／文芸メ 　 　　　 その他芸術
3318-01-1402 明治大　　　　 文　　　 文学／文芸メ 　 全学部 その他芸術
3318-01-1471 明治大　　　　 文　　　 文学／文芸メ セ 前期３ その他芸術
3318-01-1472 明治大　　　　 文　　　 文学／文芸メ セ 前期５ その他芸術
3318-01-1501 明治大　　　　 文　　　 心理／臨床心 　 　　　 心理学　　
3318-01-1502 明治大　　　　 文　　　 心理／臨床心 　 全学部 心理学　　
3318-01-1571 明治大　　　　 文　　　 心理／臨床心 セ 前期３ 心理学　　
3318-01-1572 明治大　　　　 文　　　 心理／臨床心 セ 前期５ 心理学　　
3318-01-1601 明治大　　　　 文　　　 心理／現代社 　 　　　 社会学　　
3318-01-1602 明治大　　　　 文　　　 心理／現代社 　 全学部 社会学　　
3318-01-1671 明治大　　　　 文　　　 心理／現代社 セ 前期３ 社会学　　
3318-01-1672 明治大　　　　 文　　　 心理／現代社 セ 前期５ 社会学　　
3318-01-1701 明治大　　　　 文　　　 心理／哲学　 　 　　　 哲学倫理宗
3318-01-1702 明治大　　　　 文　　　 心理／哲学　 　 全学部 哲学倫理宗
3318-01-1771 明治大　　　　 文　　　 心理／哲学　 セ 前期３ 哲学倫理宗
3318-01-1772 明治大　　　　 文　　　 心理／哲学　 セ 前期５ 哲学倫理宗
3318-12-0000 明治大　　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3318-12-0101 明治大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 　　　 法学　　　
3318-12-0102 明治大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 全学部 法学　　　
3318-12-0171 明治大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ 前期３ 法学　　　
3318-12-0172 明治大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ 前期４ 法学　　　
3318-12-0173 明治大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ 前期５ 法学　　　
3318-13-0000 明治大　　　　 政治経済 　　　　　　 　 　　　 政治学　　
3318-13-0101 明治大　　　　 政治経済 経済　　　　 　 　　　 経済学　　
3318-13-0103 明治大　　　　 政治経済 経済　　　　 　 全学部 経済学　　
3318-13-0178 明治大　　　　 政治経済 経済　　　　 セ 前期３ 経済学　　
3318-13-0179 明治大　　　　 政治経済 経済　　　　 セ 前期７ 経済学　　
3318-13-0201 明治大　　　　 政治経済 政治　　　　 　 　　　 政治学　　
3318-13-0203 明治大　　　　 政治経済 政治　　　　 　 全学部 政治学　　
3318-13-0278 明治大　　　　 政治経済 政治　　　　 セ 前期３ 政治学　　
3318-13-0279 明治大　　　　 政治経済 政治　　　　 セ 前期７ 政治学　　
3318-13-0301 明治大　　　　 政治経済 地域行政　　 　 　　　 政治学　　
3318-13-0303 明治大　　　　 政治経済 地域行政　　 　 全学部 政治学　　
3318-13-0377 明治大　　　　 政治経済 地域行政　　 セ 前期７ 政治学　　
3318-19-0000 明治大　　　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3318-19-0001 明治大　　　　 経営　　 　　　　　　 　 ３科目 経営学・商
3318-19-0002 明治大　　　　 経営　　 　　　　　　 　 全学部 経営学・商
3318-19-0003 明治大　　　　 経営　　 　　　　　　 　 英語　 経営学・商
3318-19-0071 明治大　　　　 経営　　 　　　　　　 セ 前期４ 経営学・商
3318-19-0072 明治大　　　　 経営　　 　　　　　　 セ 前期３ 経営学・商



3318-20-0000 明治大　　　　 商　　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3318-20-0201 明治大　　　　 商　　　 商　　　　　 　 　　　 経営学・商
3318-20-0202 明治大　　　　 商　　　 商　　　　　 　 英語　 経営学・商
3318-20-0203 明治大　　　　 商　　　 商　　　　　 　 全学部 経営学・商
3318-20-0271 明治大　　　　 商　　　 商　　　　　 セ 前期３ 経営学・商
3318-20-0273 明治大　　　　 商　　　 商　　　　　 セ 前期４ 経営学・商
3318-20-0274 明治大　　　　 商　　　 商　　　　　 セ 前期６ 経営学・商
3318-33-0000 明治大　　　　 国際日本 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3318-33-0101 明治大　　　　 国際日本 国際日本　　 　 　　　 国際関係学
3318-33-0102 明治大　　　　 国際日本 国際日本　　 　 全学部 国際関係学
3318-33-0171 明治大　　　　 国際日本 国際日本　　 セ 前期４ 国際関係学
3318-33-0172 明治大　　　　 国際日本 国際日本　　 セ 前期３ 国際関係学
3318-37-0000 明治大　　　　 情報コミ 　　　　　　 　 　　　 社会学　　
3318-37-0101 明治大　　　　 情報コミ 情報コミュニ 　 　　　 社会学　　
3318-37-0102 明治大　　　　 情報コミ 情報コミュニ 　 全学部 社会学　　
3318-37-0171 明治大　　　　 情報コミ 情報コミュニ セ 前期３ 社会学　　
3318-37-0172 明治大　　　　 情報コミ 情報コミュニ セ 前期６ 社会学　　
3318-43-0000 明治大　　　　 総合数理 　　　　　　 　 　　　 数学　　　
3318-43-0101 明治大　　　　 総合数理 現象数理　　 　 　　　 数学　　　
3318-43-0103 明治大　　　　 総合数理 現象数理　　 　 全学３ 数学　　　
3318-43-0104 明治大　　　　 総合数理 現象数理　　 　 全学４ 数学　　　
3318-43-0105 明治大　　　　 総合数理 現象数理　　 　 全学英 数学　　　
3318-43-0171 明治大　　　　 総合数理 現象数理　　 セ 前期　 数学　　　
3318-43-0201 明治大　　　　 総合数理 先端メディア 　 　　　 情報科学　
3318-43-0203 明治大　　　　 総合数理 先端メディア 　 全学３ 情報科学　
3318-43-0204 明治大　　　　 総合数理 先端メディア 　 全学４ 情報科学　
3318-43-0205 明治大　　　　 総合数理 先端メディア 　 全学英 情報科学　
3318-43-0271 明治大　　　　 総合数理 先端メディア セ 前期　 情報科学　
3318-43-0301 明治大　　　　 総合数理 ネットワーク 　 　　　 情報工学　
3318-43-0303 明治大　　　　 総合数理 ネットワーク 　 全学３ 情報工学　
3318-43-0304 明治大　　　　 総合数理 ネットワーク 　 全学４ 情報工学　
3318-43-0305 明治大　　　　 総合数理 ネットワーク 　 全学英 情報工学　
3318-43-0371 明治大　　　　 総合数理 ネットワーク セ 前期　 情報工学　
3318-47-0000 明治大　　　　 理工　　 　　　　　　 　 　　　 電気・電子
3318-47-0101 明治大　　　　 理工　　 機械工　　　 　 　　　 機械工学　
3318-47-0102 明治大　　　　 理工　　 機械工　　　 　 全学部 機械工学　
3318-47-0171 明治大　　　　 理工　　 機械工　　　 セ 前期４ 機械工学　
3318-47-0173 明治大　　　　 理工　　 機械工　　　 セ 前期３ 機械工学　
3318-47-0201 明治大　　　　 理工　　 建築　　　　 　 　　　 建築・土木
3318-47-0202 明治大　　　　 理工　　 建築　　　　 　 全学部 建築・土木
3318-47-0271 明治大　　　　 理工　　 建築　　　　 セ 前期４ 建築・土木
3318-47-0301 明治大　　　　 理工　　 応用化　　　 　 　　　 応用化学　
3318-47-0302 明治大　　　　 理工　　 応用化　　　 　 全学部 応用化学　
3318-47-0371 明治大　　　　 理工　　 応用化　　　 セ 前期４ 応用化学　
3318-47-0401 明治大　　　　 理工　　 情報科学　　 　 　　　 情報工学　
3318-47-0402 明治大　　　　 理工　　 情報科学　　 　 全学部 情報工学　
3318-47-0473 明治大　　　　 理工　　 情報科学　　 セ 前期３ 情報工学　
3318-47-0501 明治大　　　　 理工　　 数学　　　　 　 　　　 数学　　　
3318-47-0502 明治大　　　　 理工　　 数学　　　　 　 全学部 数学　　　
3318-47-0571 明治大　　　　 理工　　 数学　　　　 セ 前期４ 数学　　　
3318-47-0601 明治大　　　　 理工　　 機械情報工　 　 　　　 機械工学　
3318-47-0602 明治大　　　　 理工　　 機械情報工　 　 全学部 機械工学　
3318-47-0673 明治大　　　　 理工　　 機械情報工　 セ 前期３ 機械工学　
3318-47-0901 明治大　　　　 理工　　 物理　　　　 　 　　　 物理学　　
3318-47-0902 明治大　　　　 理工　　 物理　　　　 　 全学部 物理学　　
3318-47-0971 明治大　　　　 理工　　 物理　　　　 セ 前期４ 物理学　　
3318-47-1101 明治大　　　　 理工　　 電気／電気電 　 　　　 電気・電子
3318-47-1102 明治大　　　　 理工　　 電気／電気電 　 全学部 電気・電子
3318-47-1171 明治大　　　　 理工　　 電気／電気電 セ 前期４ 電気・電子



3318-47-1172 明治大　　　　 理工　　 電気／電気電 セ 前期３ 電気・電子
3318-47-1201 明治大　　　　 理工　　 電気／生命理 　 　　　 電気・電子
3318-47-1202 明治大　　　　 理工　　 電気／生命理 　 全学部 電気・電子
3318-47-1271 明治大　　　　 理工　　 電気／生命理 セ 前期４ 電気・電子
3318-47-1272 明治大　　　　 理工　　 電気／生命理 セ 前期３ 電気・電子
3318-72-0000 明治大　　　　 農　　　 　　　　　　 　 　　　 生物工学　
3318-72-0101 明治大　　　　 農　　　 農　　　　　 　 　　　 農学　　　
3318-72-0102 明治大　　　　 農　　　 農　　　　　 　 全学部 農学　　　
3318-72-0171 明治大　　　　 農　　　 農　　　　　 セ 前期　 農学　　　
3318-72-0201 明治大　　　　 農　　　 食料環境政策 　 　　　 農業経済学
3318-72-0202 明治大　　　　 農　　　 食料環境政策 　 全学部 農業経済学
3318-72-0271 明治大　　　　 農　　　 食料環境政策 セ 前期　 農業経済学
3318-72-0301 明治大　　　　 農　　　 農芸化　　　 　 　　　 農芸化学　
3318-72-0302 明治大　　　　 農　　　 農芸化　　　 　 全学部 農芸化学　
3318-72-0371 明治大　　　　 農　　　 農芸化　　　 セ 前期　 農芸化学　
3318-72-0401 明治大　　　　 農　　　 生命科学　　 　 　　　 生物工学　
3318-72-0402 明治大　　　　 農　　　 生命科学　　 　 全学部 生物工学　
3318-72-0471 明治大　　　　 農　　　 生命科学　　 セ 前期　 生物工学　
3319-01-0000 明治学院大　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 外国文学　
3319-01-0100 明治学院大　　 文　　　 英文　　　　 　 Ａ３教 外国文学　
3319-01-0101 明治学院大　　 文　　　 英文　　　　 　 全学３ 外国文学　
3319-01-0102 明治学院大　　 文　　　 英文　　　　 　 Ａ換算 外国文学　
3319-01-0171 明治学院大　　 文　　　 英文　　　　 セ 前期　 外国文学　
3319-01-0201 明治学院大　　 文　　　 芸術　　　　 　 Ａ３教 芸術理論　
3319-01-0202 明治学院大　　 文　　　 芸術　　　　 　 全学３ 芸術理論　
3319-01-0271 明治学院大　　 文　　　 芸術　　　　 セ 前期　 芸術理論　
3319-01-0401 明治学院大　　 文　　　 フランス文　 　 Ａ３教 外国文学　
3319-01-0402 明治学院大　　 文　　　 フランス文　 　 全学３ 外国文学　
3319-01-0403 明治学院大　　 文　　　 フランス文　 　 全学英 外国文学　
3319-01-0404 明治学院大　　 文　　　 フランス文　 　 Ａ換算 外国文学　
3319-01-0471 明治学院大　　 文　　　 フランス文　 セ 前期　 外国文学　
3319-03-0000 明治学院大　　 心理　　 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3319-03-0101 明治学院大　　 心理　　 心理　　　　 　 Ａ３教 心理学　　
3319-03-0102 明治学院大　　 心理　　 心理　　　　 　 全学３ 心理学　　
3319-03-0103 明治学院大　　 心理　　 心理　　　　 　 全学英 心理学　　
3319-03-0171 明治学院大　　 心理　　 心理　　　　 セ 前期３ 心理学　　
3319-03-0172 明治学院大　　 心理　　 心理　　　　 セ 前期５ 心理学　　
3319-03-0201 明治学院大　　 心理　　 教育発達　　 　 Ａ３教 心理学　　
3319-03-0202 明治学院大　　 心理　　 教育発達　　 　 全学３ 心理学　　
3319-03-0203 明治学院大　　 心理　　 教育発達　　 　 全学英 心理学　　
3319-03-0271 明治学院大　　 心理　　 教育発達　　 セ 前期　 心理学　　
3319-12-0000 明治学院大　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3319-12-0201 明治学院大　　 法　　　 法律　　　　 　 Ａ３教 法学　　　
3319-12-0202 明治学院大　　 法　　　 法律　　　　 　 全学３ 法学　　　
3319-12-0203 明治学院大　　 法　　　 法律　　　　 　 全学英 法学　　　
3319-12-0204 明治学院大　　 法　　　 法律　　　　 　 Ａ資格 法学　　　
3319-12-0271 明治学院大　　 法　　　 法律　　　　 セ 前期　 法学　　　
3319-12-0301 明治学院大　　 法　　　 政治　　　　 　 Ａ３教 政治学　　
3319-12-0302 明治学院大　　 法　　　 政治　　　　 　 全学３ 政治学　　
3319-12-0303 明治学院大　　 法　　　 政治　　　　 　 全学英 政治学　　
3319-12-0304 明治学院大　　 法　　　 政治　　　　 　 Ａ資格 政治学　　
3319-12-0371 明治学院大　　 法　　　 政治　　　　 セ 前期　 政治学　　
3319-12-0401 明治学院大　　 法　　　 消費情報環境 　 Ａ３教 法学　　　
3319-12-0402 明治学院大　　 法　　　 消費情報環境 　 全学３ 法学　　　
3319-12-0403 明治学院大　　 法　　　 消費情報環境 　 全学英 法学　　　
3319-12-0404 明治学院大　　 法　　　 消費情報環境 　 Ａ資格 法学　　　
3319-12-0471 明治学院大　　 法　　　 消費情報環境 セ 前期　 法学　　　
3319-12-0502 明治学院大　　 法　　　 グローバル法 　 Ａ３教 国際関係学
3319-12-0503 明治学院大　　 法　　　 グローバル法 　 全学３ 国際関係学



3319-18-0000 明治学院大　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3319-18-0100 明治学院大　　 経済　　 経済　　　　 　 Ａ３教 経済学　　
3319-18-0101 明治学院大　　 経済　　 経済　　　　 　 全学３ 経済学　　
3319-18-0102 明治学院大　　 経済　　 経済　　　　 　 全学英 経済学　　
3319-18-0171 明治学院大　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期　 経済学　　
3319-18-0200 明治学院大　　 経済　　 経営　　　　 　 Ａ３教 経営学・商
3319-18-0201 明治学院大　　 経済　　 経営　　　　 　 全学３ 経営学・商
3319-18-0202 明治学院大　　 経済　　 経営　　　　 　 全学英 経営学・商
3319-18-0271 明治学院大　　 経済　　 経営　　　　 セ 前期　 経営学・商
3319-18-0301 明治学院大　　 経済　　 国際経営　　 　 Ａ３教 経営学・商
3319-18-0302 明治学院大　　 経済　　 国際経営　　 　 全学３ 経営学・商
3319-18-0303 明治学院大　　 経済　　 国際経営　　 　 全学英 経営学・商
3319-18-0371 明治学院大　　 経済　　 国際経営　　 セ 前期　 経営学・商
3319-25-0000 明治学院大　　 社会　　 　　　　　　 　 　　　 社会学　　
3319-25-0101 明治学院大　　 社会　　 社会　　　　 　 Ａ３教 社会学　　
3319-25-0102 明治学院大　　 社会　　 社会　　　　 　 全学３ 社会学　　
3319-25-0103 明治学院大　　 社会　　 社会　　　　 　 全学英 社会学　　
3319-25-0104 明治学院大　　 社会　　 社会　　　　 　 Ａ資格 社会学　　
3319-25-0171 明治学院大　　 社会　　 社会　　　　 セ 前期　 社会学　　
3319-25-0200 明治学院大　　 社会　　 社会福祉　　 　 Ａ３教 社会福祉学
3319-25-0201 明治学院大　　 社会　　 社会福祉　　 　 全学３ 社会福祉学
3319-25-0202 明治学院大　　 社会　　 社会福祉　　 　 全学英 社会福祉学
3319-25-0203 明治学院大　　 社会　　 社会福祉　　 　 Ａ資格 社会福祉学
3319-25-0271 明治学院大　　 社会　　 社会福祉　　 セ 前期　 社会福祉学
3319-33-0000 明治学院大　　 国際　　 　　　　　　 　 　　　 国際関係学
3319-33-0101 明治学院大　　 国際　　 国際　　　　 　 Ａ３教 国際関係学
3319-33-0102 明治学院大　　 国際　　 国際　　　　 　 全学３ 国際関係学
3319-33-0103 明治学院大　　 国際　　 国際　　　　 　 全学英 国際関係学
3319-33-0171 明治学院大　　 国際　　 国際　　　　 セ 前期　 国際関係学
3319-33-0201 明治学院大　　 国際　　 国際キャリア 　 Ａ３教 国際関係学
3319-33-0202 明治学院大　　 国際　　 国際キャリア 　 全学３ 国際関係学
3320-61-0000 明治薬大　　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3320-61-0401 明治薬大　　　 薬　　　 薬　　　　　 　 Ｂ前期 薬　　　　
3320-61-0402 明治薬大　　　 薬　　　 薬　　　　　 　 Ｂ後期 薬　　　　
3320-61-0471 明治薬大　　　 薬　　　 薬　　　　　 セ Ａ　　 薬　　　　
3320-61-0472 明治薬大　　　 薬　　　 薬　　　　　 セ Ｃ　　 薬　　　　
3320-61-0501 明治薬大　　　 薬　　　 生命創薬科学 　 Ｂ前期 薬　　　　
3320-61-0502 明治薬大　　　 薬　　　 生命創薬科学 　 Ｂ後期 薬　　　　
3320-61-0571 明治薬大　　　 薬　　　 生命創薬科学 セ Ａ　　 薬　　　　
3320-61-0572 明治薬大　　　 薬　　　 生命創薬科学 セ Ｃ　　 薬　　　　
3321-02-0000 明星大　　　　 人文　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3321-02-0303 明星大　　　　 人文　　 人間社会　　 　 前期Ａ 社会学　　
3321-02-0304 明星大　　　　 人文　　 人間社会　　 　 前期Ｂ 社会学　　
3321-02-0371 明星大　　　　 人文　　 人間社会　　 セ 前期　 社会学　　
3321-02-0701 明星大　　　　 人文　　 国際コミュニ 　 前期Ａ 英米語　　
3321-02-0702 明星大　　　　 人文　　 国際コミュニ 　 前期Ｂ 英米語　　
3321-02-0771 明星大　　　　 人文　　 国際コミュニ セ 前期　 英米語　　
3321-02-0801 明星大　　　　 人文　　 日本文化　　 　 前期Ａ 文化学　　
3321-02-0802 明星大　　　　 人文　　 日本文化　　 　 前期Ｂ 文化学　　
3321-02-0871 明星大　　　　 人文　　 日本文化　　 セ 前期　 文化学　　
3321-02-0901 明星大　　　　 人文　　 福祉実践　　 　 前期Ａ 社会福祉学
3321-02-0902 明星大　　　　 人文　　 福祉実践　　 　 前期Ｂ 社会福祉学
3321-02-0971 明星大　　　　 人文　　 福祉実践　　 セ 前期　 社会福祉学
3321-04-0000 明星大　　　　 心理　　 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3321-04-0101 明星大　　　　 心理　　 心理　　　　 　 前期Ａ 心理学　　
3321-04-0102 明星大　　　　 心理　　 心理　　　　 　 前期Ｂ 心理学　　
3321-04-0171 明星大　　　　 心理　　 心理　　　　 セ 前期　 心理学　　
3321-18-0000 明星大　　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3321-18-0103 明星大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 前期Ａ 経済学　　



3321-18-0104 明星大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 前期Ｂ 経済学　　
3321-18-0171 明星大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期　 経済学　　
3321-19-0000 明星大　　　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3321-19-0101 明星大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 前期Ａ 経営学・商
3321-19-0102 明星大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 前期Ｂ 経営学・商
3321-19-0171 明星大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ 前期　 経営学・商
3321-30-0000 明星大　　　　 教育　　 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3321-30-0101 明星大　　　　 教育　　 教育　　　　 　 前期Ａ 小学校　　
3321-30-0102 明星大　　　　 教育　　 教育　　　　 　 前期Ｂ 小学校　　
3321-30-0171 明星大　　　　 教育　　 教育　　　　 セ 前期　 小学校　　
3321-47-0000 明星大　　　　 理工　　 　　　　　　 　 　　　 物理学　　
3321-47-1001 明星大　　　　 理工　　 総合理工　　 　 前期Ａ 物理学　　
3321-47-1002 明星大　　　　 理工　　 総合理工　　 　 前期Ｂ 物理学　　
3321-47-1071 明星大　　　　 理工　　 総合理工　　 セ 前期　 物理学　　
3321-48-0000 明星大　　　　 情報　　 　　　　　　 　 　　　 情報科学　
3321-48-0605 明星大　　　　 情報　　 情報　　　　 　 前期Ａ 情報工学　
3321-48-0606 明星大　　　　 情報　　 情報　　　　 　 前期Ｂ 情報工学　
3321-48-0671 明星大　　　　 情報　　 情報　　　　 セ 前期　 情報工学　
3321-84-0000 明星大　　　　 デザイン 　　　　　　 　 　　　 生活科学　
3321-84-0103 明星大　　　　 デザイン デザイン　　 　 前期Ｂ 美術・デザ
3321-84-0104 明星大　　　　 デザイン デザイン　　 　 前期Ａ 美術・デザ
3321-84-0171 明星大　　　　 デザイン デザイン　　 セ 前期　 美術・デザ
3322-01-0000 立教大　　　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 外国文学　
3322-01-0202 立教大　　　　 文　　　 教育　　　　 　 全グロ 教育学　　
3322-01-0203 立教大　　　　 文　　　 教育　　　　 　 個別　 教育学　　
3322-01-0204 立教大　　　　 文　　　 教育　　　　 　 全学３ 教育学　　
3322-01-0272 立教大　　　　 文　　　 教育　　　　 セ ３科目 教育学　　
3322-01-0273 立教大　　　　 文　　　 教育　　　　 セ ６科目 教育学　　
3322-01-0302 立教大　　　　 文　　　 キリスト教　 　 全グロ 哲学倫理宗
3322-01-0303 立教大　　　　 文　　　 キリスト教　 　 個別　 哲学倫理宗
3322-01-0304 立教大　　　　 文　　　 キリスト教　 　 全学３ 哲学倫理宗
3322-01-0371 立教大　　　　 文　　　 キリスト教　 セ ３科目 哲学倫理宗
3322-01-0373 立教大　　　　 文　　　 キリスト教　 セ ６科目 哲学倫理宗
3322-01-0402 立教大　　　　 文　　　 史学　　　　 　 全グロ 西洋史　　
3322-01-0403 立教大　　　　 文　　　 史学　　　　 　 個別　 西洋史　　
3322-01-0404 立教大　　　　 文　　　 史学　　　　 　 全学３ 西洋史　　
3322-01-0471 立教大　　　　 文　　　 史学　　　　 セ ３科目 西洋史　　
3322-01-0473 立教大　　　　 文　　　 史学　　　　 セ ６科目 西洋史　　
3322-01-0901 立教大　　　　 文　　　 文／英米文学 　 個別　 外国文学　
3322-01-0902 立教大　　　　 文　　　 文／英米文学 　 全学３ 外国文学　
3322-01-0903 立教大　　　　 文　　　 文／英米文学 　 全グロ 外国文学　
3322-01-0971 立教大　　　　 文　　　 文／英米文学 セ ３科目 外国文学　
3322-01-0973 立教大　　　　 文　　　 文／英米文学 セ ６科目 外国文学　
3322-01-1001 立教大　　　　 文　　　 文／ドイツ文 　 個別　 外国文学　
3322-01-1002 立教大　　　　 文　　　 文／ドイツ文 　 全学３ 外国文学　
3322-01-1003 立教大　　　　 文　　　 文／ドイツ文 　 全グロ 外国文学　
3322-01-1071 立教大　　　　 文　　　 文／ドイツ文 セ ３科目 外国文学　
3322-01-1072 立教大　　　　 文　　　 文／ドイツ文 セ ４科目 外国文学　
3322-01-1101 立教大　　　　 文　　　 文／フランス 　 個別　 外国文学　
3322-01-1102 立教大　　　　 文　　　 文／フランス 　 全学３ 外国文学　
3322-01-1103 立教大　　　　 文　　　 文／フランス 　 全グロ 外国文学　
3322-01-1171 立教大　　　　 文　　　 文／フランス セ ３科目 外国文学　
3322-01-1173 立教大　　　　 文　　　 文／フランス セ ６科目 外国文学　
3322-01-1201 立教大　　　　 文　　　 文／日本文学 　 個別　 日本文学　
3322-01-1202 立教大　　　　 文　　　 文／日本文学 　 全学３ 日本文学　
3322-01-1203 立教大　　　　 文　　　 文／日本文学 　 全グロ 日本文学　
3322-01-1271 立教大　　　　 文　　　 文／日本文学 セ ３科目 日本文学　
3322-01-1273 立教大　　　　 文　　　 文／日本文学 セ ６科目 日本文学　
3322-01-1301 立教大　　　　 文　　　 文／文芸・思 　 個別　 その他芸術



3322-01-1302 立教大　　　　 文　　　 文／文芸・思 　 全学３ その他芸術
3322-01-1303 立教大　　　　 文　　　 文／文芸・思 　 全グロ その他芸術
3322-01-1371 立教大　　　　 文　　　 文／文芸・思 セ ３科目 その他芸術
3322-01-1373 立教大　　　　 文　　　 文／文芸・思 セ ６科目 その他芸術
3322-03-0000 立教大　　　　 現代心理 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3322-03-0101 立教大　　　　 現代心理 心理　　　　 　 個別　 心理学　　
3322-03-0102 立教大　　　　 現代心理 心理　　　　 　 全学３ 心理学　　
3322-03-0103 立教大　　　　 現代心理 心理　　　　 　 全グロ 心理学　　
3322-03-0171 立教大　　　　 現代心理 心理　　　　 セ ３科目 心理学　　
3322-03-0173 立教大　　　　 現代心理 心理　　　　 セ ６科目 心理学　　
3322-03-0201 立教大　　　　 現代心理 映像身体　　 　 個別　 人間科学　
3322-03-0202 立教大　　　　 現代心理 映像身体　　 　 全学３ 人間科学　
3322-03-0203 立教大　　　　 現代心理 映像身体　　 　 全グロ 人間科学　
3322-03-0271 立教大　　　　 現代心理 映像身体　　 セ ３科目 人間科学　
3322-03-0273 立教大　　　　 現代心理 映像身体　　 セ ６科目 人間科学　
3322-12-0000 立教大　　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3322-12-0101 立教大　　　　 法　　　 国際ビジネス 　 個別　 法学　　　
3322-12-0102 立教大　　　　 法　　　 国際ビジネス 　 全学３ 法学　　　
3322-12-0103 立教大　　　　 法　　　 国際ビジネス 　 全グロ 法学　　　
3322-12-0172 立教大　　　　 法　　　 国際ビジネス セ ３科目 法学　　　
3322-12-0173 立教大　　　　 法　　　 国際ビジネス セ ６科目 法学　　　
3322-12-0201 立教大　　　　 法　　　 法　　　　　 　 個別　 法学　　　
3322-12-0202 立教大　　　　 法　　　 法　　　　　 　 全学３ 法学　　　
3322-12-0203 立教大　　　　 法　　　 法　　　　　 　 全グロ 法学　　　
3322-12-0272 立教大　　　　 法　　　 法　　　　　 セ ３科目 法学　　　
3322-12-0273 立教大　　　　 法　　　 法　　　　　 セ ６科目 法学　　　
3322-12-0301 立教大　　　　 法　　　 政治　　　　 　 個別　 政治学　　
3322-12-0302 立教大　　　　 法　　　 政治　　　　 　 全学３ 政治学　　
3322-12-0303 立教大　　　　 法　　　 政治　　　　 　 全グロ 政治学　　
3322-12-0372 立教大　　　　 法　　　 政治　　　　 セ ３科目 政治学　　
3322-12-0373 立教大　　　　 法　　　 政治　　　　 セ ６科目 政治学　　
3322-18-0000 立教大　　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3322-18-0202 立教大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 個別　 経済学　　
3322-18-0203 立教大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 全学３ 経済学　　
3322-18-0204 立教大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 全グロ 経済学　　
3322-18-0272 立教大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ ３科目 経済学　　
3322-18-0273 立教大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ ６科目 経済学　　
3322-18-0302 立教大　　　　 経済　　 会計ファイナ 　 個別　 経営学・商
3322-18-0303 立教大　　　　 経済　　 会計ファイナ 　 全学３ 経営学・商
3322-18-0304 立教大　　　　 経済　　 会計ファイナ 　 全グロ 経営学・商
3322-18-0372 立教大　　　　 経済　　 会計ファイナ セ ３科目 経営学・商
3322-18-0373 立教大　　　　 経済　　 会計ファイナ セ ６科目 経営学・商
3322-18-0401 立教大　　　　 経済　　 経済政策　　 　 個別　 経済学　　
3322-18-0402 立教大　　　　 経済　　 経済政策　　 　 全学３ 経済学　　
3322-18-0403 立教大　　　　 経済　　 経済政策　　 　 全グロ 経済学　　
3322-18-0472 立教大　　　　 経済　　 経済政策　　 セ ３科目 経済学　　
3322-18-0473 立教大　　　　 経済　　 経済政策　　 セ ６科目 経済学　　
3322-19-0000 立教大　　　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3322-19-0101 立教大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 個別　 経営学・商
3322-19-0102 立教大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 全学３ 経営学・商
3322-19-0103 立教大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 全グロ 経営学・商
3322-19-0172 立教大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ ３科目 経営学・商
3322-19-0173 立教大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ ６科目 経営学・商
3322-19-0201 立教大　　　　 経営　　 国際経営　　 　 個別　 経営学・商
3322-19-0202 立教大　　　　 経営　　 国際経営　　 　 全学３ 経営学・商
3322-19-0203 立教大　　　　 経営　　 国際経営　　 　 全グロ 経営学・商
3322-19-0272 立教大　　　　 経営　　 国際経営　　 セ ３科目 経営学・商
3322-19-0273 立教大　　　　 経営　　 国際経営　　 セ ６科目 経営学・商
3322-25-0000 立教大　　　　 社会　　 　　　　　　 　 　　　 社会学　　



3322-25-0301 立教大　　　　 社会　　 社会　　　　 　 個別　 社会学　　
3322-25-0302 立教大　　　　 社会　　 社会　　　　 　 全学３ 社会学　　
3322-25-0303 立教大　　　　 社会　　 社会　　　　 　 全グロ 社会学　　
3322-25-0371 立教大　　　　 社会　　 社会　　　　 セ ６科目 社会学　　
3322-25-0373 立教大　　　　 社会　　 社会　　　　 セ ３科目 社会学　　
3322-25-0401 立教大　　　　 社会　　 現代文化　　 　 個別　 社会学　　
3322-25-0402 立教大　　　　 社会　　 現代文化　　 　 全学３ 社会学　　
3322-25-0403 立教大　　　　 社会　　 現代文化　　 　 全グロ 社会学　　
3322-25-0471 立教大　　　　 社会　　 現代文化　　 セ ６科目 社会学　　
3322-25-0473 立教大　　　　 社会　　 現代文化　　 セ ３科目 社会学　　
3322-25-0501 立教大　　　　 社会　　 メディア社会 　 個別　 マスコミ　
3322-25-0502 立教大　　　　 社会　　 メディア社会 　 全学３ マスコミ　
3322-25-0503 立教大　　　　 社会　　 メディア社会 　 全グロ マスコミ　
3322-25-0572 立教大　　　　 社会　　 メディア社会 セ ３科目 マスコミ　
3322-25-0573 立教大　　　　 社会　　 メディア社会 セ ６科目 マスコミ　
3322-27-0000 立教大　　　　 観光　　 　　　　　　 　 　　　 観光学　　
3322-27-0102 立教大　　　　 観光　　 観光　　　　 　 個別　 観光学　　
3322-27-0103 立教大　　　　 観光　　 観光　　　　 　 全学３ 観光学　　
3322-27-0104 立教大　　　　 観光　　 観光　　　　 　 全グロ 観光学　　
3322-27-0172 立教大　　　　 観光　　 観光　　　　 セ ３科目 観光学　　
3322-27-0173 立教大　　　　 観光　　 観光　　　　 セ ６科目 観光学　　
3322-27-0201 立教大　　　　 観光　　 交流文化　　 　 個別　 観光学　　
3322-27-0202 立教大　　　　 観光　　 交流文化　　 　 全学３ 観光学　　
3322-27-0203 立教大　　　　 観光　　 交流文化　　 　 全グロ 観光学　　
3322-27-0272 立教大　　　　 観光　　 交流文化　　 セ ３科目 観光学　　
3322-27-0273 立教大　　　　 観光　　 交流文化　　 セ ６科目 観光学　　
3322-28-0000 立教大　　　　 コミュニ 　　　　　　 　 　　　 社会学　　
3322-28-0201 立教大　　　　 コミュニ 福祉　　　　 　 個別　 社会福祉学
3322-28-0202 立教大　　　　 コミュニ 福祉　　　　 　 全学３ 社会福祉学
3322-28-0203 立教大　　　　 コミュニ 福祉　　　　 　 全グロ 社会福祉学
3322-28-0271 立教大　　　　 コミュニ 福祉　　　　 セ ３科目 社会福祉学
3322-28-0273 立教大　　　　 コミュニ 福祉　　　　 セ ６科目 社会福祉学
3322-28-0301 立教大　　　　 コミュニ コミュニティ 　 個別　 社会学　　
3322-28-0302 立教大　　　　 コミュニ コミュニティ 　 全学３ 社会学　　
3322-28-0303 立教大　　　　 コミュニ コミュニティ 　 全グロ 社会学　　
3322-28-0371 立教大　　　　 コミュニ コミュニティ セ ３科目 社会学　　
3322-28-0373 立教大　　　　 コミュニ コミュニティ セ ６科目 社会学　　
3322-28-0401 立教大　　　　 コミュニ スポーツウエ 　 個別　 体育・健康
3322-28-0402 立教大　　　　 コミュニ スポーツウエ 　 全学３ 体育・健康
3322-28-0403 立教大　　　　 コミュニ スポーツウエ 　 全グロ 体育・健康
3322-28-0471 立教大　　　　 コミュニ スポーツウエ セ ３科目 体育・健康
3322-28-0473 立教大　　　　 コミュニ スポーツウエ セ ６科目 体育・健康
3322-37-0000 立教大　　　　 異文化コ 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3322-37-0101 立教大　　　　 異文化コ 異文化コミュ 　 個別　 文化学　　
3322-37-0102 立教大　　　　 異文化コ 異文化コミュ 　 全学３ 文化学　　
3322-37-0103 立教大　　　　 異文化コ 異文化コミュ 　 全グロ 文化学　　
3322-37-0171 立教大　　　　 異文化コ 異文化コミュ セ ３科目 文化学　　
3322-37-0173 立教大　　　　 異文化コ 異文化コミュ セ ６科目 文化学　　
3322-42-0000 立教大　　　　 理　　　 　　　　　　 　 　　　 数学　　　
3322-42-0301 立教大　　　　 理　　　 数学　　　　 　 個別　 数学　　　
3322-42-0302 立教大　　　　 理　　　 数学　　　　 　 全学３ 数学　　　
3322-42-0303 立教大　　　　 理　　　 数学　　　　 　 全グロ 数学　　　
3322-42-0371 立教大　　　　 理　　　 数学　　　　 セ ６科目 数学　　　
3322-42-0372 立教大　　　　 理　　　 数学　　　　 セ ４科目 数学　　　
3322-42-0401 立教大　　　　 理　　　 物理　　　　 　 個別　 物理学　　
3322-42-0402 立教大　　　　 理　　　 物理　　　　 　 全学３ 物理学　　
3322-42-0403 立教大　　　　 理　　　 物理　　　　 　 全グロ 物理学　　
3322-42-0471 立教大　　　　 理　　　 物理　　　　 セ ６科目 物理学　　
3322-42-0472 立教大　　　　 理　　　 物理　　　　 セ ４科目 物理学　　



3322-42-0501 立教大　　　　 理　　　 化学　　　　 　 個別　 化学　　　
3322-42-0502 立教大　　　　 理　　　 化学　　　　 　 全学３ 化学　　　
3322-42-0503 立教大　　　　 理　　　 化学　　　　 　 全グロ 化学　　　
3322-42-0571 立教大　　　　 理　　　 化学　　　　 セ ６科目 化学　　　
3322-42-0572 立教大　　　　 理　　　 化学　　　　 セ ４科目 化学　　　
3322-42-0601 立教大　　　　 理　　　 生命理　　　 　 個別　 生物学　　
3322-42-0602 立教大　　　　 理　　　 生命理　　　 　 全学３ 生物学　　
3322-42-0603 立教大　　　　 理　　　 生命理　　　 　 全グロ 生物学　　
3322-42-0671 立教大　　　　 理　　　 生命理　　　 セ ６科目 生物学　　
3322-42-0672 立教大　　　　 理　　　 生命理　　　 セ ４科目 生物学　　
3323-01-0000 立正大　　　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3323-01-0301 立正大　　　　 文　　　 史学　　　　 　 ２月前 日本史　　
3323-01-0303 立正大　　　　 文　　　 史学　　　　 　 Ｒｉｓ 日本史　　
3323-01-0371 立正大　　　　 文　　　 史学　　　　 セ 前期　 日本史　　
3323-01-0401 立正大　　　　 文　　　 社会　　　　 　 ２月前 社会学　　
3323-01-0403 立正大　　　　 文　　　 社会　　　　 　 Ｒｉｓ 社会学　　
3323-01-0471 立正大　　　　 文　　　 社会　　　　 セ 前期　 社会学　　
3323-01-0601 立正大　　　　 文　　　 哲学　　　　 　 ２月前 哲学倫理宗
3323-01-0603 立正大　　　　 文　　　 哲学　　　　 　 Ｒｉｓ 哲学倫理宗
3323-01-0671 立正大　　　　 文　　　 哲学　　　　 セ 前期　 哲学倫理宗
3323-01-0801 立正大　　　　 文　　　 文／日本語日 　 ２月前 日本文学　
3323-01-0803 立正大　　　　 文　　　 文／日本語日 　 Ｒｉｓ 日本文学　
3323-01-0871 立正大　　　　 文　　　 文／日本語日 セ 前期　 日本文学　
3323-01-0901 立正大　　　　 文　　　 文／英語英米 　 ２月前 外国文学　
3323-01-0903 立正大　　　　 文　　　 文／英語英米 　 Ｒｉｓ 外国文学　
3323-01-0971 立正大　　　　 文　　　 文／英語英米 セ 前期　 外国文学　
3323-03-0000 立正大　　　　 仏教　　 　　　　　　 　 　　　 哲学倫理宗
3323-03-0101 立正大　　　　 仏教　　 宗　　　　　 　 ２月前 哲学倫理宗
3323-03-0103 立正大　　　　 仏教　　 宗　　　　　 　 Ｒｉｓ 哲学倫理宗
3323-03-0171 立正大　　　　 仏教　　 宗　　　　　 セ 前期　 哲学倫理宗
3323-03-0201 立正大　　　　 仏教　　 仏教　　　　 　 ２月前 哲学倫理宗
3323-03-0203 立正大　　　　 仏教　　 仏教　　　　 　 Ｒｉｓ 哲学倫理宗
3323-03-0271 立正大　　　　 仏教　　 仏教　　　　 セ 前期　 哲学倫理宗
3323-04-0000 立正大　　　　 心理　　 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3323-04-0101 立正大　　　　 心理　　 臨床心理　　 　 ２月前 心理学　　
3323-04-0103 立正大　　　　 心理　　 臨床心理　　 　 Ｒｉｓ 心理学　　
3323-04-0171 立正大　　　　 心理　　 臨床心理　　 セ 前期　 心理学　　
3323-04-0201 立正大　　　　 心理　　 対人・社会心 　 ２月前 心理学　　
3323-04-0203 立正大　　　　 心理　　 対人・社会心 　 Ｒｉｓ 心理学　　
3323-04-0271 立正大　　　　 心理　　 対人・社会心 セ 前期　 心理学　　
3323-12-0000 立正大　　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3323-12-0101 立正大　　　　 法　　　 法　　　　　 　 ２月前 法学　　　
3323-12-0103 立正大　　　　 法　　　 法　　　　　 　 Ｒｉｓ 法学　　　
3323-12-0171 立正大　　　　 法　　　 法　　　　　 セ 前期　 法学　　　
3323-18-0000 立正大　　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3323-18-0101 立正大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 ２月前 経済学　　
3323-18-0103 立正大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 Ｒｉｓ 経済学　　
3323-18-0171 立正大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期　 経済学　　
3323-19-0000 立正大　　　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3323-19-0101 立正大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 ２月前 経営学・商
3323-19-0102 立正大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 Ｒｉｓ 経営学・商
3323-19-0171 立正大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ 前期　 経営学・商
3323-26-0000 立正大　　　　 社会福祉 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3323-26-0101 立正大　　　　 社会福祉 社会福祉　　 　 ２月前 社会福祉学
3323-26-0103 立正大　　　　 社会福祉 社会福祉　　 　 Ｒｉｓ 社会福祉学
3323-26-0171 立正大　　　　 社会福祉 社会福祉　　 セ 前期　 社会福祉学
3323-26-0201 立正大　　　　 社会福祉 子ども教育福 　 ２月前 小学校　　
3323-26-0203 立正大　　　　 社会福祉 子ども教育福 　 Ｒｉｓ 小学校　　
3323-26-0271 立正大　　　　 社会福祉 子ども教育福 セ 前期　 小学校　　



3323-43-0000 立正大　　　　 地球環境 　　　　　　 　 　　　 地理学　　
3323-43-0101 立正大　　　　 地球環境 環境システム 　 ２月前 総合科学　
3323-43-0103 立正大　　　　 地球環境 環境システム 　 Ｒｉｓ 総合科学　
3323-43-0171 立正大　　　　 地球環境 環境システム セ 前期　 総合科学　
3323-43-0201 立正大　　　　 地球環境 地理　　　　 　 ２月前 地理学　　
3323-43-0203 立正大　　　　 地球環境 地理　　　　 　 Ｒｉｓ 地理学　　
3323-43-0271 立正大　　　　 地球環境 地理　　　　 セ 前期　 地理学　　
3324-03-0000 和光大　　　　 表現　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3324-03-0301 和光大　　　　 表現　　 芸術　　　　 　 前英国 美術・デザ
3324-03-0303 和光大　　　　 表現　　 芸術　　　　 　 前選択 美術・デザ
3324-03-0371 和光大　　　　 表現　　 芸術　　　　 セ Ａ　　 美術・デザ
3324-03-0502 和光大　　　　 表現　　 総合文化　　 　 前英国 文化学　　
3324-03-0504 和光大　　　　 表現　　 総合文化　　 　 前選択 文化学　　
3324-03-0571 和光大　　　　 表現　　 総合文化　　 セ Ａ　　 文化学　　
3324-21-0000 和光大　　　　 経済経営 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3324-21-0102 和光大　　　　 経済経営 経営　　　　 　 前英国 経営学・商
3324-21-0104 和光大　　　　 経済経営 経営　　　　 　 前選択 経営学・商
3324-21-0171 和光大　　　　 経済経営 経営　　　　 セ Ａ　　 経営学・商
3324-21-0202 和光大　　　　 経済経営 経済　　　　 　 前英国 経済学　　
3324-21-0204 和光大　　　　 経済経営 経済　　　　 　 前選択 経済学　　
3324-21-0271 和光大　　　　 経済経営 経済　　　　 セ Ａ　　 経済学　　
3324-38-0000 和光大　　　　 現代人間 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
3324-38-0202 和光大　　　　 現代人間 現代社会　　 　 前英国 社会学　　
3324-38-0204 和光大　　　　 現代人間 現代社会　　 　 前選択 社会学　　
3324-38-0271 和光大　　　　 現代人間 現代社会　　 セ Ａ　　 社会学　　
3324-38-0302 和光大　　　　 現代人間 人間科学　　 　 前英国 総合科学　
3324-38-0304 和光大　　　　 現代人間 人間科学　　 　 前選択 総合科学　
3324-38-0371 和光大　　　　 現代人間 人間科学　　 セ Ａ　　 総合科学　
3324-38-0501 和光大　　　　 現代人間 心理／心理学 　 前英国 心理学　　
3324-38-0502 和光大　　　　 現代人間 心理／心理学 　 前選択 心理学　　
3324-38-0571 和光大　　　　 現代人間 心理／心理学 セ Ａ　　 心理学　　
3324-38-0601 和光大　　　　 現代人間 心理／子ども 　 前英国 小学校　　
3324-38-0602 和光大　　　　 現代人間 心理／子ども 　 前選択 小学校　　
3324-38-0671 和光大　　　　 現代人間 心理／子ども セ Ａ　　 小学校　　
3324-38-0701 和光大　　　　 現代人間 心理／保育　 　 前英国 児童学　　
3324-38-0702 和光大　　　　 現代人間 心理／保育　 　 前選択 児童学　　
3324-38-0771 和光大　　　　 現代人間 心理／保育　 セ Ａ　　 児童学　　
3325-01-0000 早稲田大　　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3325-01-0101 早稲田大　　　 文　　　 文学　　　　 　 ３教科 外国文学　
3325-01-0102 早稲田大　　　 文　　　 文学　　　　 　 英語　 外国文学　
3325-01-0171 早稲田大　　　 文　　　 文学　　　　 セ ＋一般 外国文学　
3325-01-0172 早稲田大　　　 文　　　 文学　　　　 セ 　　　 外国文学　
3325-04-0000 早稲田大　　　 文化構想 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3325-04-0101 早稲田大　　　 文化構想 文化構想　　 　 ３教科 文化学　　
3325-04-0102 早稲田大　　　 文化構想 文化構想　　 　 英語　 文化学　　
3325-04-0171 早稲田大　　　 文化構想 文化構想　　 セ ＋一般 文化学　　
3325-04-0172 早稲田大　　　 文化構想 文化構想　　 セ 　　　 文化学　　
3325-12-0000 早稲田大　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3325-12-0001 早稲田大　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3325-12-0072 早稲田大　　　 法　　　 　　　　　　 セ 　　　 法学　　　
3325-13-0000 早稲田大　　　 政治経済 　　　　　　 　 　　　 政治学　　
3325-13-0100 早稲田大　　　 政治経済 経済　　　　 　 　　　 経済学　　
3325-13-0171 早稲田大　　　 政治経済 経済　　　　 セ 　　　 経済学　　
3325-13-0200 早稲田大　　　 政治経済 政治　　　　 　 　　　 政治学　　
3325-13-0271 早稲田大　　　 政治経済 政治　　　　 セ 　　　 政治学　　
3325-13-0301 早稲田大　　　 政治経済 国際政治経済 　 　　　 国際関係学
3325-13-0371 早稲田大　　　 政治経済 国際政治経済 セ 　　　 国際関係学
3325-20-0000 早稲田大　　　 商　　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3325-20-0001 早稲田大　　　 商　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商



3325-20-0071 早稲田大　　　 商　　　 　　　　　　 セ 　　　 経営学・商
3325-27-0000 早稲田大　　　 社会科学 　　　　　　 　 　　　 総合科学　
3325-27-0100 早稲田大　　　 社会科学 社会科学　　 　 　　　 総合科学　
3325-27-0171 早稲田大　　　 社会科学 社会科学　　 セ 　　　 総合科学　
3325-30-0000 早稲田大　　　 教育　　 　　　　　　 　 　　　 ０免課程　
3325-30-0100 早稲田大　　　 教育　　 英語英文　　 　 Ａ　　 外国文学　
3325-30-0500 早稲田大　　　 教育　　 国語国文　　 　 Ａ　　 日本文学　
3325-30-0600 早稲田大　　　 教育　　 社会／公共市 　 Ａ　　 社会学　　
3325-30-0700 早稲田大　　　 教育　　 社会／地理歴 　 Ａ　　 地理学　　
3325-30-0900 早稲田大　　　 教育　　 理／生物学　 　 Ｂ　　 生物学　　
3325-30-1001 早稲田大　　　 教育　　 理／地球科学 　 除地学 地球科学　
3325-30-1002 早稲田大　　　 教育　　 理／地球科学 　 地学　 地球科学　
3325-30-1401 早稲田大　　　 教育　　 数学　　　　 　 Ｂ　　 数学　　　
3325-30-1501 早稲田大　　　 教育　　 複合文化　　 　 Ａ　　 総合科学　
3325-30-1502 早稲田大　　　 教育　　 複合文化　　 　 Ｂ　　 総合科学　
3325-30-1601 早稲田大　　　 教育　　 教育／教育学 　 Ａ　　 教育学　　
3325-30-1701 早稲田大　　　 教育　　 教育／生涯教 　 Ａ　　 総合教育学
3325-30-1801 早稲田大　　　 教育　　 教育／教育心 　 Ａ　　 心理学　　
3325-30-1901 早稲田大　　　 教育　　 教育／初等教 　 Ａ　　 小学校　　
3325-30-1902 早稲田大　　　 教育　　 教育／初等教 　 Ｂ　　 小学校　　
3325-37-0000 早稲田大　　　 人間科学 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3325-37-0402 早稲田大　　　 人間科学 人間環境科学 　 文系　 総合科学　
3325-37-0403 早稲田大　　　 人間科学 人間環境科学 　 理系　 総合科学　
3325-37-0471 早稲田大　　　 人間科学 人間環境科学 セ 　　　 総合科学　
3325-37-0472 早稲田大　　　 人間科学 人間環境科学 セ 数学　 総合科学　
3325-37-0502 早稲田大　　　 人間科学 健康福祉科学 　 文系　 社会福祉学
3325-37-0503 早稲田大　　　 人間科学 健康福祉科学 　 理系　 社会福祉学
3325-37-0571 早稲田大　　　 人間科学 健康福祉科学 セ 　　　 社会福祉学
3325-37-0572 早稲田大　　　 人間科学 健康福祉科学 セ 数学　 社会福祉学
3325-37-0602 早稲田大　　　 人間科学 人間情報科学 　 文系　 総合情報学
3325-37-0603 早稲田大　　　 人間科学 人間情報科学 　 理系　 総合情報学
3325-37-0671 早稲田大　　　 人間科学 人間情報科学 セ 　　　 総合情報学
3325-37-0672 早稲田大　　　 人間科学 人間情報科学 セ 数学　 総合情報学
3325-38-0000 早稲田大　　　 国際教養 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3325-38-0101 早稲田大　　　 国際教養 国際教養　　 　 　　　 国際関係学
3325-38-0171 早稲田大　　　 国際教養 国際教養　　 セ 　　　 国際関係学
3325-48-0000 早稲田大　　　 基幹理工 　　　　　　 　 　　　 数学　　　
3325-48-0101 早稲田大　　　 基幹理工 学系Ⅰ　　　 　 　　　 数学　　　
3325-48-0201 早稲田大　　　 基幹理工 学系Ⅱ　　　 　 　　　 機械工学　
3325-48-0301 早稲田大　　　 基幹理工 学系Ⅲ　　　 　 　　　 情報工学　
3325-49-0000 早稲田大　　　 創造理工 　　　　　　 　 　　　 建築・土木
3325-49-0101 早稲田大　　　 創造理工 建築　　　　 　 　　　 建築・土木
3325-49-0201 早稲田大　　　 創造理工 総合機械工　 　 　　　 機械工学　
3325-49-0301 早稲田大　　　 創造理工 経営シス工　 　 　　　 経営工学　
3325-49-0401 早稲田大　　　 創造理工 社会環境工　 　 　　　 建築・土木
3325-49-0501 早稲田大　　　 創造理工 環境資源工　 　 　　　 鉱物・資源
3325-50-0000 早稲田大　　　 先進理工 　　　　　　 　 　　　 生物工学　
3325-50-0101 早稲田大　　　 先進理工 物理　　　　 　 　　　 物理学　　
3325-50-0201 早稲田大　　　 先進理工 応用物理　　 　 　　　 応用物理学
3325-50-0301 早稲田大　　　 先進理工 化学・生命化 　 　　　 化学　　　
3325-50-0401 早稲田大　　　 先進理工 応用化　　　 　 　　　 応用化学　
3325-50-0501 早稲田大　　　 先進理工 生命医科学　 　 　　　 生物工学　
3325-50-0601 早稲田大　　　 先進理工 電気・情報生 　 　　　 電気・電子
3325-64-0000 早稲田大　　　 スポーツ 　　　　　　 　 　　　 体育・健康
3325-64-0301 早稲田大　　　 スポーツ スポーツ科学 　 　　　 体育・健康
3325-64-0371 早稲田大　　　 スポーツ スポーツ科学 セ 　　　 体育・健康
3325-64-0372 早稲田大　　　 スポーツ スポーツ科学 セ 競技歴 体育・健康
3325-64-0373 早稲田大　　　 スポーツ スポーツ科学 セ ＋一般 体育・健康
3326-03-0000 東京純心大　　 現代文化 　　　　　　 　 　　　 小学校　　



3326-03-0401 東京純心大　　 現代文化 こども文化　 　 第１回 児童学　　
3326-03-0472 東京純心大　　 現代文化 こども文化　 セ 第１回 児童学　　
3326-64-0000 東京純心大　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3326-64-0101 東京純心大　　 看護　　 看護　　　　 　 第１回 看護　　　
3327-33-0000 学習院女子大　 国際文化 　　　　　　 　 　　　 国際関係学
3327-33-0100 学習院女子大　 国際文化 日本文化　　 　 Ａ　　 文化学　　
3327-33-0200 学習院女子大　 国際文化 国際コミュニ 　 Ａ　　 国際関係学
3327-33-0301 学習院女子大　 国際文化 英語コミュニ 　 Ａ　　 英米語　　
3328-21-0000 嘉悦大　　　　 経営経済 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3328-21-0101 嘉悦大　　　　 経営経済 経営経済　　 　 2月1日 経営学・商
3328-21-0108 嘉悦大　　　　 経営経済 経営経済　　 　 １期　 経営学・商
3328-21-0171 嘉悦大　　　　 経営経済 経営経済　　 セ １期　 経営学・商
3330-19-0000 東京富士大　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3330-19-0101 東京富士大　　 経営　　 経営　　　　 　 Ⅰ期Ａ 経営学・商
3330-19-0103 東京富士大　　 経営　　 経営　　　　 　 Ⅰ期Ｂ 経営学・商
3330-19-0172 東京富士大　　 経営　　 経営　　　　 セ Ⅰ期　 経営学・商
3330-19-0307 東京富士大　　 経営　　 イベントプロ 　 Ⅰ期Ａ 経営学・商
3330-19-0308 東京富士大　　 経営　　 イベントプロ 　 Ⅰ期Ｂ 経営学・商
3330-19-0371 東京富士大　　 経営　　 イベントプロ セ Ⅰ期　 経営学・商
3333-64-0000 東京医療保健大 医療保健 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3333-64-0101 東京医療保健大 医療保健 看護　　　　 　 Ｂ　　 看護　　　
3333-64-0102 東京医療保健大 医療保健 看護　　　　 　 Ａ　　 看護　　　
3333-64-0171 東京医療保健大 医療保健 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3333-64-0201 東京医療保健大 医療保健 医療情報　　 　 Ｂ　　 医療技術　
3333-64-0202 東京医療保健大 医療保健 医療情報　　 　 Ａ　　 医療技術　
3333-64-0271 東京医療保健大 医療保健 医療情報　　 セ 前期　 医療技術　
3333-64-0301 東京医療保健大 医療保健 医療栄養　　 　 Ｂ　　 食物・栄養
3333-64-0302 東京医療保健大 医療保健 医療栄養　　 　 Ａ　　 食物・栄養
3333-64-0371 東京医療保健大 医療保健 医療栄養　　 セ 前期　 食物・栄養
3333-65-0000 東京医療保健大 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3333-65-0101 東京医療保健大 看護　　 看護　　　　 　 Ｂ　　 看護　　　
3333-65-0102 東京医療保健大 看護　　 看護　　　　 　 Ａ　　 看護　　　
3333-65-0171 東京医療保健大 看護　　 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3333-66-0000 東京医療保健大 和歌山看 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3333-66-0102 東京医療保健大 和歌山看 看護　　　　 　 Ａ　　 看護　　　
3333-66-0103 東京医療保健大 和歌山看 看護　　　　 　 Ｂ　　 看護　　　
3333-66-0172 東京医療保健大 和歌山看 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3333-67-0000 東京医療保健大 千葉看護 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3333-67-0102 東京医療保健大 千葉看護 看護　　　　 　 Ａ　　 看護　　　
3333-67-0103 東京医療保健大 千葉看護 看護　　　　 　 Ｂ　　 看護　　　
3333-67-0172 東京医療保健大 千葉看護 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3334-64-0000 東京聖栄大　　 健康栄養 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3334-64-0101 東京聖栄大　　 健康栄養 管理栄養　　 　 Ⅰ期３ 食物・栄養
3334-64-0103 東京聖栄大　　 健康栄養 管理栄養　　 　 Ⅰ期２ 食物・栄養
3334-64-0104 東京聖栄大　　 健康栄養 管理栄養　　 　 １２月 食物・栄養
3334-64-0171 東京聖栄大　　 健康栄養 管理栄養　　 セ Ⅰ期　 食物・栄養
3334-64-0201 東京聖栄大　　 健康栄養 食品　　　　 　 Ⅰ期３ 食物・栄養
3334-64-0204 東京聖栄大　　 健康栄養 食品　　　　 　 Ⅰ期２ 食物・栄養
3334-64-0205 東京聖栄大　　 健康栄養 食品　　　　 　 １２月 食物・栄養
3334-64-0271 東京聖栄大　　 健康栄養 食品　　　　 セ Ⅰ期　 食物・栄養
3335-37-0000 白梅学園大　　 子ども　 　　　　　　 　 　　　 児童学　　
3335-37-0101 白梅学園大　　 子ども　 子ども　　　 　 Ⅰ期　 児童学　　
3335-37-0171 白梅学園大　　 子ども　 子ども　　　 セ Ａ　　 児童学　　
3335-37-0201 白梅学園大　　 子ども　 発達臨床　　 　 Ⅰ期　 心理学　　
3335-37-0271 白梅学園大　　 子ども　 発達臨床　　 セ Ａ　　 心理学　　
3335-37-0301 白梅学園大　　 子ども　 家族・地域支 　 Ⅰ期　 社会福祉学
3335-37-0371 白梅学園大　　 子ども　 家族・地域支 セ Ａ　　 社会福祉学
3336-83-0000 デジハリ大　　 デジタル 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3336-83-0101 デジハリ大　　 デジタル デジタルコン 　 Ａ　　 映像　　　



3336-83-0172 デジハリ大　　 デジタル デジタルコン セ １期　 映像　　　
3337-37-0000 東京未来大　　 モチベー 　　　　　　 　 　　　 人間科学　
3337-37-0103 東京未来大　　 モチベー モチベーショ 　 Ａ　　 人間科学　
3337-37-0171 東京未来大　　 モチベー モチベーショ セ Ａ　　 人間科学　
3337-79-0000 東京未来大　　 こども心 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3337-79-0203 東京未来大　　 こども心 こど／心理　 　 Ａ　　 心理学　　
3337-79-0271 東京未来大　　 こども心 こど／心理　 セ Ａ　　 心理学　　
3337-79-0303 東京未来大　　 こども心 こど／こども 　 Ａ　　 児童学　　
3337-79-0371 東京未来大　　 こども心 こど／こども セ Ａ　　 児童学　　
3338-31-0000 こども教宝仙大 こども教 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
3338-31-0101 こども教宝仙大 こども教 幼児教育　　 　 ＡⅠ類 幼稚園　　
3338-31-0102 こども教宝仙大 こども教 幼児教育　　 　 ＡⅡ類 幼稚園　　
3338-31-0173 こども教宝仙大 こども教 幼児教育　　 セ ＡⅠ類 幼稚園　　
3338-31-0174 こども教宝仙大 こども教 幼児教育　　 セ ＡⅡ類 幼稚園　　
3339-64-0000 東京有明医療大 保健医療 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
3339-64-0101 東京有明医療大 保健医療 鍼灸　　　　 　 第１回 医療技術　
3339-64-0201 東京有明医療大 保健医療 柔道整復　　 　 第１回 医療技術　
3339-65-0000 東京有明医療大 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3339-65-0101 東京有明医療大 看護　　 看護　　　　 　 第１回 看護　　　
3341-74-0000 ヤマザキ動物大 動物看護 　　　　　　 　 　　　 獣医学　　
3341-74-0101 ヤマザキ動物大 動物看護 動物看護　　 　 Ⅰ期　 獣医学　　
3341-74-0173 ヤマザキ動物大 動物看護 動物看護　　 セ Ⅰ期　 獣医学　　
3342-64-0000 東京医療学院大 保健医療 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3342-64-0101 東京医療学院大 保健医療 リハ／理学療 　 １期　 理学療法　
3342-64-0171 東京医療学院大 保健医療 リハ／理学療 セ 　　　 理学療法　
3342-64-0201 東京医療学院大 保健医療 リハ／作業療 　 １期　 作業療法　
3342-64-0271 東京医療学院大 保健医療 リハ／作業療 セ 　　　 作業療法　
3342-64-0301 東京医療学院大 保健医療 看護　　　　 　 １期　 看護　　　
3342-64-0371 東京医療学院大 保健医療 看護　　　　 セ 　　　 看護　　　
3361-37-0000 麻布大　　　　 生命環境 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3361-37-0101 麻布大　　　　 生命環境 臨床検査技術 　 第Ⅰ期 検査技術　
3361-37-0171 麻布大　　　　 生命環境 臨床検査技術 セ 　　　 検査技術　
3361-37-0201 麻布大　　　　 生命環境 食品生命科学 　 第Ⅰ期 食物・栄養
3361-37-0271 麻布大　　　　 生命環境 食品生命科学 セ 　　　 食物・栄養
3361-37-0301 麻布大　　　　 生命環境 環境科学　　 　 第Ⅰ期 総合科学　
3361-37-0371 麻布大　　　　 生命環境 環境科学　　 セ 　　　 総合科学　
3361-74-0000 麻布大　　　　 獣医　　 　　　　　　 　 　　　 生物学　　
3361-74-0101 麻布大　　　　 獣医　　 獣医　　　　 　 第Ⅰ期 獣医学　　
3361-74-0171 麻布大　　　　 獣医　　 獣医　　　　 セ 　　　 獣医学　　
3361-74-0201 麻布大　　　　 獣医　　 動物応用科学 　 第Ⅰ期 畜産学　　
3361-74-0271 麻布大　　　　 獣医　　 動物応用科学 セ 　　　 畜産学　　
3362-08-0000 神奈川大　　　 外国語　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3362-08-0102 神奈川大　　　 外国語　 英語英文　　 　 前期Ｂ 英米語　　
3362-08-0103 神奈川大　　　 外国語　 英語英文　　 　 前Ａ全 英米語　　
3362-08-0104 神奈川大　　　 外国語　 英語英文　　 　 前Ａ本 英米語　　
3362-08-0171 神奈川大　　　 外国語　 英語英文　　 セ 前期　 英米語　　
3362-08-0172 神奈川大　　　 外国語　 英語英文　　 セ 前期Ｃ 英米語　　
3362-08-0202 神奈川大　　　 外国語　 スペイン語　 　 前期Ｂ スペイン語
3362-08-0203 神奈川大　　　 外国語　 スペイン語　 　 前Ａ全 スペイン語
3362-08-0204 神奈川大　　　 外国語　 スペイン語　 　 前Ａ本 スペイン語
3362-08-0271 神奈川大　　　 外国語　 スペイン語　 セ 前期　 スペイン語
3362-08-0272 神奈川大　　　 外国語　 スペイン語　 セ 前期Ｃ スペイン語
3362-08-0301 神奈川大　　　 外国語　 中国語　　　 　 前Ａ全 中国語　　
3362-08-0302 神奈川大　　　 外国語　 中国語　　　 　 前Ａ本 中国語　　
3362-08-0371 神奈川大　　　 外国語　 中国語　　　 セ 前期　 中国語　　
3362-08-0372 神奈川大　　　 外国語　 中国語　　　 セ 前期Ｃ 中国語　　
3362-08-0402 神奈川大　　　 外国語　 国際文化交流 　 前期Ｂ 文化学　　
3362-08-0403 神奈川大　　　 外国語　 国際文化交流 　 前Ａ全 文化学　　
3362-08-0404 神奈川大　　　 外国語　 国際文化交流 　 前Ａ本 文化学　　



3362-08-0471 神奈川大　　　 外国語　 国際文化交流 セ 前期　 文化学　　
3362-08-0472 神奈川大　　　 外国語　 国際文化交流 セ 前期Ｃ 文化学　　
3362-12-0000 神奈川大　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3362-12-0102 神奈川大　　　 法　　　 自治行政　　 　 前Ａ全 政治学　　
3362-12-0103 神奈川大　　　 法　　　 自治行政　　 　 前Ａ本 政治学　　
3362-12-0171 神奈川大　　　 法　　　 自治行政　　 セ 前期　 政治学　　
3362-12-0172 神奈川大　　　 法　　　 自治行政　　 セ 前期Ｃ 政治学　　
3362-12-0202 神奈川大　　　 法　　　 法律　　　　 　 前Ａ全 法学　　　
3362-12-0203 神奈川大　　　 法　　　 法律　　　　 　 前Ａ本 法学　　　
3362-12-0271 神奈川大　　　 法　　　 法律　　　　 セ 前期　 法学　　　
3362-12-0272 神奈川大　　　 法　　　 法律　　　　 セ 前期Ｃ 法学　　　
3362-18-0000 神奈川大　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3362-18-0202 神奈川大　　　 経済　　 現代ビジネス 　 前期Ｂ 経営学・商
3362-18-0203 神奈川大　　　 経済　　 現代ビジネス 　 前Ａ全 経営学・商
3362-18-0204 神奈川大　　　 経済　　 現代ビジネス 　 前Ａ本 経営学・商
3362-18-0271 神奈川大　　　 経済　　 現代ビジネス セ 前期３ 経営学・商
3362-18-0272 神奈川大　　　 経済　　 現代ビジネス セ 前期Ｃ 経営学・商
3362-18-0273 神奈川大　　　 経済　　 現代ビジネス セ 前期４ 経営学・商
3362-18-0302 神奈川大　　　 経済　　 経済／現代経 　 前Ａ全 経済学　　
3362-18-0303 神奈川大　　　 経済　　 経済／現代経 　 前Ａ本 経済学　　
3362-18-0371 神奈川大　　　 経済　　 経済／現代経 セ 前期３ 経済学　　
3362-18-0372 神奈川大　　　 経済　　 経済／現代経 セ 前期４ 経済学　　
3362-18-0373 神奈川大　　　 経済　　 経済／現代経 セ 前期Ｃ 経済学　　
3362-18-0402 神奈川大　　　 経済　　 経済／経済分 　 前Ａ全 経済学　　
3362-18-0403 神奈川大　　　 経済　　 経済／経済分 　 前Ａ本 経済学　　
3362-18-0404 神奈川大　　　 経済　　 経済／経済分 　 前期Ｂ 経済学　　
3362-18-0471 神奈川大　　　 経済　　 経済／経済分 セ 前期３ 経済学　　
3362-18-0472 神奈川大　　　 経済　　 経済／経済分 セ 前期４ 経済学　　
3362-18-0473 神奈川大　　　 経済　　 経済／経済分 セ 前期Ｃ 経済学　　
3362-19-0000 神奈川大　　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3362-19-0102 神奈川大　　　 経営　　 国際経営　　 　 前期Ｂ 経営学・商
3362-19-0103 神奈川大　　　 経営　　 国際経営　　 　 前Ａ全 経営学・商
3362-19-0104 神奈川大　　　 経営　　 国際経営　　 　 前Ａ本 経営学・商
3362-19-0171 神奈川大　　　 経営　　 国際経営　　 セ 前期３ 経営学・商
3362-19-0173 神奈川大　　　 経営　　 国際経営　　 セ 前期Ｃ 経営学・商
3362-19-0174 神奈川大　　　 経営　　 国際経営　　 セ 前期４ 経営学・商
3362-37-0000 神奈川大　　　 人間科学 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3362-37-0102 神奈川大　　　 人間科学 人間科学　　 　 前Ａ全 心理学　　
3362-37-0103 神奈川大　　　 人間科学 人間科学　　 　 前Ａ本 心理学　　
3362-37-0171 神奈川大　　　 人間科学 人間科学　　 セ 前期　 心理学　　
3362-37-0172 神奈川大　　　 人間科学 人間科学　　 セ 前期Ｃ 心理学　　
3362-42-0000 神奈川大　　　 理　　　 　　　　　　 　 　　　 情報科学　
3362-42-0102 神奈川大　　　 理　　　 生物科学　　 　 前期Ｂ 生物学　　
3362-42-0103 神奈川大　　　 理　　　 生物科学　　 　 前Ａ全 生物学　　
3362-42-0104 神奈川大　　　 理　　　 生物科学　　 　 前Ａ本 生物学　　
3362-42-0171 神奈川大　　　 理　　　 生物科学　　 セ 前期　 生物学　　
3362-42-0173 神奈川大　　　 理　　　 生物科学　　 セ 前期Ｃ 生物学　　
3362-42-0202 神奈川大　　　 理　　　 化学　　　　 　 前期Ｂ 化学　　　
3362-42-0203 神奈川大　　　 理　　　 化学　　　　 　 前Ａ全 化学　　　
3362-42-0204 神奈川大　　　 理　　　 化学　　　　 　 前Ａ本 化学　　　
3362-42-0271 神奈川大　　　 理　　　 化学　　　　 セ 前期　 化学　　　
3362-42-0273 神奈川大　　　 理　　　 化学　　　　 セ 前期Ｃ 化学　　　
3362-42-0301 神奈川大　　　 理　　　 情報科学　　 　 前Ａ全 情報科学　
3362-42-0302 神奈川大　　　 理　　　 情報科学　　 　 前Ａ本 情報科学　
3362-42-0307 神奈川大　　　 理　　　 情報科学　　 　 前期Ｂ 情報科学　
3362-42-0371 神奈川大　　　 理　　　 情報科学　　 セ 前期　 情報科学　
3362-42-0373 神奈川大　　　 理　　　 情報科学　　 セ 前期Ｃ 情報科学　
3362-42-0402 神奈川大　　　 理　　　 総合理学プロ 　 前期Ｂ 総合理学　
3362-42-0403 神奈川大　　　 理　　　 総合理学プロ 　 前Ａ全 総合理学　



3362-42-0404 神奈川大　　　 理　　　 総合理学プロ 　 前Ａ本 総合理学　
3362-42-0471 神奈川大　　　 理　　　 総合理学プロ セ 前期　 総合理学　
3362-42-0473 神奈川大　　　 理　　　 総合理学プロ セ 前期Ｃ 総合理学　
3362-42-0702 神奈川大　　　 理　　　 数理・物理　 　 前期Ｂ 数学　　　
3362-42-0703 神奈川大　　　 理　　　 数理・物理　 　 前Ａ全 数学　　　
3362-42-0704 神奈川大　　　 理　　　 数理・物理　 　 前Ａ本 数学　　　
3362-42-0771 神奈川大　　　 理　　　 数理・物理　 セ 前期　 数学　　　
3362-42-0773 神奈川大　　　 理　　　 数理・物理　 セ 前期Ｃ 数学　　　
3362-46-0000 神奈川大　　　 工　　　 　　　　　　 　 　　　 応用化学　
3362-46-0102 神奈川大　　　 工　　　 物質生命化　 　 前期Ｂ 応用化学　
3362-46-0103 神奈川大　　　 工　　　 物質生命化　 　 前Ａ全 応用化学　
3362-46-0104 神奈川大　　　 工　　　 物質生命化　 　 前Ａ本 応用化学　
3362-46-0171 神奈川大　　　 工　　　 物質生命化　 セ 前期　 応用化学　
3362-46-0172 神奈川大　　　 工　　　 物質生命化　 セ 前期Ｃ 応用化学　
3362-46-0202 神奈川大　　　 工　　　 機械工　　　 　 前Ａ全 機械工学　
3362-46-0203 神奈川大　　　 工　　　 機械工　　　 　 前Ａ本 機械工学　
3362-46-0271 神奈川大　　　 工　　　 機械工　　　 セ 前期　 機械工学　
3362-46-0272 神奈川大　　　 工　　　 機械工　　　 セ 前期Ｃ 機械工学　
3362-46-0301 神奈川大　　　 工　　　 情報システム 　 前Ａ全 情報工学　
3362-46-0303 神奈川大　　　 工　　　 情報システム 　 前Ａ本 情報工学　
3362-46-0371 神奈川大　　　 工　　　 情報システム セ 前期　 情報工学　
3362-46-0374 神奈川大　　　 工　　　 情報システム セ 前期Ｃ 情報工学　
3362-46-0402 神奈川大　　　 工　　　 建築　　　　 　 前Ａ全 建築・土木
3362-46-0403 神奈川大　　　 工　　　 建築　　　　 　 前Ａ本 建築・土木
3362-46-0471 神奈川大　　　 工　　　 建築　　　　 セ 前期　 建築・土木
3362-46-0473 神奈川大　　　 工　　　 建築　　　　 セ 前期Ｃ 建築・土木
3362-46-0502 神奈川大　　　 工　　　 電気電子情報 　 前Ａ全 電気・電子
3362-46-0503 神奈川大　　　 工　　　 電気電子情報 　 前Ａ本 電気・電子
3362-46-0571 神奈川大　　　 工　　　 電気電子情報 セ 前期　 電気・電子
3362-46-0572 神奈川大　　　 工　　　 電気電子情報 セ 前期Ｃ 電気・電子
3362-46-0802 神奈川大　　　 工　　　 経営工　　　 　 前期Ｂ 経営工学　
3362-46-0803 神奈川大　　　 工　　　 経営工　　　 　 前Ａ全 経営工学　
3362-46-0804 神奈川大　　　 工　　　 経営工　　　 　 前Ａ本 経営工学　
3362-46-0871 神奈川大　　　 工　　　 経営工　　　 セ 前期　 経営工学　
3362-46-0873 神奈川大　　　 工　　　 経営工　　　 セ 前期Ｃ 経営工学　
3362-46-0902 神奈川大　　　 工　　　 総合工学プロ 　 前Ａ全 機械工学　
3362-46-0903 神奈川大　　　 工　　　 総合工学プロ 　 前Ａ本 機械工学　
3362-46-0971 神奈川大　　　 工　　　 総合工学プロ セ 前期３ 機械工学　
3362-46-0973 神奈川大　　　 工　　　 総合工学プロ セ 前期Ｃ 機械工学　
3362-46-0974 神奈川大　　　 工　　　 総合工学プロ セ 前期４ 機械工学　
3363-37-0000 神奈川工科大　 情報　　 　　　　　　 　 　　　 音楽　　　
3363-37-0101 神奈川工科大　 情報　　 情報工　　　 　 Ａ　　 情報工学　
3363-37-0171 神奈川工科大　 情報　　 情報工　　　 セ Ａ　　 情報工学　
3363-37-0201 神奈川工科大　 情報　　 情報メディア 　 Ａ　　 映像　　　
3363-37-0271 神奈川工科大　 情報　　 情報メディア セ Ａ　　 映像　　　
3363-37-0301 神奈川工科大　 情報　　 情報ネットワ 　 Ａ　　 情報工学　
3363-37-0371 神奈川工科大　 情報　　 情報ネットワ セ Ａ　　 情報工学　
3363-37-0801 神奈川工科大　 情報　　 情工／スポー 　 Ａ　　 総合情報学
3363-37-0871 神奈川工科大　 情報　　 情工／スポー セ Ａ　　 総合情報学
3363-37-0901 神奈川工科大　 情報　　 情工／サウン 　 Ａ　　 音楽　　　
3363-37-0971 神奈川工科大　 情報　　 情工／サウン セ Ａ　　 音楽　　　
3363-37-1001 神奈川工科大　 情報　　 情メ／スポー 　 Ａ　　 総合情報学
3363-37-1071 神奈川工科大　 情報　　 情メ／スポー セ Ａ　　 総合情報学
3363-37-1101 神奈川工科大　 情報　　 情メ／サウン 　 Ａ　　 音楽　　　
3363-37-1171 神奈川工科大　 情報　　 情メ／サウン セ Ａ　　 音楽　　　
3363-37-1201 神奈川工科大　 情報　　 情ネ／スポー 　 Ａ　　 総合情報学
3363-37-1271 神奈川工科大　 情報　　 情ネ／スポー セ Ａ　　 総合情報学
3363-37-1301 神奈川工科大　 情報　　 情ネ／サウン 　 Ａ　　 音楽　　　
3363-37-1371 神奈川工科大　 情報　　 情ネ／サウン セ Ａ　　 音楽　　　



3363-46-0000 神奈川工科大　 工　　　 　　　　　　 　 　　　 航空・宇宙
3363-46-0101 神奈川工科大　 工　　　 機械工　　　 　 Ａ　　 機械工学　
3363-46-0172 神奈川工科大　 工　　　 機械工　　　 セ Ａ　　 機械工学　
3363-46-0301 神奈川工科大　 工　　　 応用化　　　 　 Ａ　　 応用化学　
3363-46-0372 神奈川工科大　 工　　　 応用化　　　 セ Ａ　　 応用化学　
3363-46-0501 神奈川工科大　 工　　　 電気電子情報 　 Ａ　　 電気・電子
3363-46-0572 神奈川工科大　 工　　　 電気電子情報 セ Ａ　　 電気・電子
3363-46-1101 神奈川工科大　 工　　　 機械／航空宇 　 Ａ　　 航空・宇宙
3363-46-1171 神奈川工科大　 工　　　 機械／航空宇 セ Ａ　　 航空・宇宙
3363-46-1201 神奈川工科大　 工　　　 臨床工　　　 　 Ａ　　 医療技術　
3363-46-1271 神奈川工科大　 工　　　 臨床工　　　 セ Ａ　　 医療技術　
3363-47-0000 神奈川工科大　 創造工　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
3363-47-0101 神奈川工科大　 創造工　 自動車システ 　 Ａ　　 機械工学　
3363-47-0171 神奈川工科大　 創造工　 自動車システ セ Ａ　　 機械工学　
3363-47-0201 神奈川工科大　 創造工　 ロボット・メ 　 Ａ　　 機械工学　
3363-47-0271 神奈川工科大　 創造工　 ロボット・メ セ Ａ　　 機械工学　
3363-47-0301 神奈川工科大　 創造工　 ホームエレク 　 Ａ　　 電気・電子
3363-47-0371 神奈川工科大　 創造工　 ホームエレク セ Ａ　　 電気・電子
3363-48-0000 神奈川工科大　 応用バイ 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3363-48-0101 神奈川工科大　 応用バイ 応用バイオ科 　 Ａ　　 生物工学　
3363-48-0171 神奈川工科大　 応用バイ 応用バイオ科 セ Ａ　　 生物工学　
3363-48-0201 神奈川工科大　 応用バイ 栄養生命科学 　 Ａ　　 食物・栄養
3363-48-0271 神奈川工科大　 応用バイ 栄養生命科学 セ Ａ　　 食物・栄養
3363-64-0000 神奈川工科大　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3363-64-0101 神奈川工科大　 看護　　 看護　　　　 　 Ａ　　 看護　　　
3363-64-0172 神奈川工科大　 看護　　 看護　　　　 セ Ａ　　 看護　　　
3363-88-0000 神奈川工科大　 電気電子 　　　　　　 　 　　　 原子力・エ
3363-88-0001 神奈川工科大　 電気電子 　　　　　　 　 Ａ　　 原子力・エ
3363-88-0071 神奈川工科大　 電気電子 　　　　　　 セ Ａ　　 原子力・エ
3363-89-0000 神奈川工科大　 医生命科 　　　　　　 　 　　　 生物工学　
3363-89-0001 神奈川工科大　 医生命科 　　　　　　 　 Ａ　　 生物工学　
3363-89-0071 神奈川工科大　 医生命科 　　　　　　 セ Ａ　　 生物工学　
3363-90-0000 神奈川工科大　 ＩＣＴス 　　　　　　 　 　　　 情報工学　
3363-90-0001 神奈川工科大　 ＩＣＴス 　　　　　　 　 Ａ　　 情報工学　
3363-90-0071 神奈川工科大　 ＩＣＴス 　　　　　　 セ Ａ　　 情報工学　
3363-91-0000 神奈川工科大　 次世代自 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
3363-91-0001 神奈川工科大　 次世代自 　　　　　　 　 Ａ　　 機械工学　
3363-91-0071 神奈川工科大　 次世代自 　　　　　　 セ Ａ　　 機械工学　
3363-92-0000 神奈川工科大　 ロボット 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
3363-92-0001 神奈川工科大　 ロボット 　　　　　　 　 Ａ　　 機械工学　
3363-92-0071 神奈川工科大　 ロボット 　　　　　　 セ Ａ　　 機械工学　
3363-93-0000 神奈川工科大　 機械工学 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
3363-93-0001 神奈川工科大　 機械工学 　　　　　　 　 Ａ　　 機械工学　
3363-93-0071 神奈川工科大　 機械工学 　　　　　　 セ Ａ　　 機械工学　
3364-58-0000 神奈川歯大　　 歯　　　 　　　　　　 　 　　　 歯　　　　
3364-58-0100 神奈川歯大　　 歯　　　 歯　　　　　 　 １期　 歯　　　　
3364-58-0171 神奈川歯大　　 歯　　　 歯　　　　　 セ １期　 歯　　　　
3364-58-0172 神奈川歯大　　 歯　　　 歯　　　　　 セ ２期　 歯　　　　
3365-30-0000 鎌倉女子大　　 教育　　 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3365-30-0101 鎌倉女子大　　 教育　　 教育　　　　 　 Ⅰ期Ａ 小学校　　
3365-30-0171 鎌倉女子大　　 教育　　 教育　　　　 セ Ⅰ期　 小学校　　
3365-79-0000 鎌倉女子大　　 家政　　 　　　　　　 　 　　　 中高－家庭
3365-79-0501 鎌倉女子大　　 家政　　 管理栄養　　 　 Ⅰ期Ａ 食物・栄養
3365-79-0571 鎌倉女子大　　 家政　　 管理栄養　　 セ Ⅰ期　 食物・栄養
3365-79-0602 鎌倉女子大　　 家政　　 家政保健　　 　 Ⅰ期Ａ 生活科学　
3365-79-0671 鎌倉女子大　　 家政　　 家政保健　　 セ Ⅰ期　 生活科学　
3365-80-0000 鎌倉女子大　　 児童　　 　　　　　　 　 　　　 児童学　　
3365-80-0101 鎌倉女子大　　 児童　　 児童　　　　 　 Ⅰ期Ａ 児童学　　
3365-80-0171 鎌倉女子大　　 児童　　 児童　　　　 セ Ⅰ期　 児童学　　



3365-80-0201 鎌倉女子大　　 児童　　 子ども心理　 　 Ⅰ期Ａ 心理学　　
3365-80-0271 鎌倉女子大　　 児童　　 子ども心理　 セ Ⅰ期　 心理学　　
3366-12-0000 関東学院大　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 政治学　　
3366-12-0301 関東学院大　　 法　　　 法　　　　　 　 前期３ 法学　　　
3366-12-0303 関東学院大　　 法　　　 法　　　　　 　 前期統 法学　　　
3366-12-0304 関東学院大　　 法　　　 法　　　　　 　 前期２ 法学　　　
3366-12-0305 関東学院大　　 法　　　 法　　　　　 　 前期英 法学　　　
3366-12-0371 関東学院大　　 法　　　 法　　　　　 セ 前期　 法学　　　
3366-12-0401 関東学院大　　 法　　　 地域創生　　 　 前期統 政治学　　
3366-12-0402 関東学院大　　 法　　　 地域創生　　 　 前期３ 政治学　　
3366-12-0403 関東学院大　　 法　　　 地域創生　　 　 前期２ 政治学　　
3366-12-0404 関東学院大　　 法　　　 地域創生　　 　 前期英 政治学　　
3366-12-0472 関東学院大　　 法　　　 地域創生　　 セ 前期　 政治学　　
3366-18-0000 関東学院大　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3366-18-0201 関東学院大　　 経済　　 経済　　　　 　 前期３ 経済学　　
3366-18-0202 関東学院大　　 経済　　 経済　　　　 　 前期統 経済学　　
3366-18-0204 関東学院大　　 経済　　 経済　　　　 　 前期２ 経済学　　
3366-18-0205 関東学院大　　 経済　　 経済　　　　 　 前期英 経済学　　
3366-18-0271 関東学院大　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期　 経済学　　
3366-19-0000 関東学院大　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3366-19-0101 関東学院大　　 経営　　 経営　　　　 　 前期統 経営学・商
3366-19-0102 関東学院大　　 経営　　 経営　　　　 　 前期３ 経営学・商
3366-19-0103 関東学院大　　 経営　　 経営　　　　 　 前期２ 経営学・商
3366-19-0104 関東学院大　　 経営　　 経営　　　　 　 前期英 経営学・商
3366-19-0172 関東学院大　　 経営　　 経営　　　　 セ 前期　 経営学・商
3366-25-0000 関東学院大　　 社会　　 　　　　　　 　 　　　 社会学　　
3366-25-0101 関東学院大　　 社会　　 現代社会　　 　 前期統 社会学　　
3366-25-0102 関東学院大　　 社会　　 現代社会　　 　 前期３ 社会学　　
3366-25-0103 関東学院大　　 社会　　 現代社会　　 　 前期２ 社会学　　
3366-25-0104 関東学院大　　 社会　　 現代社会　　 　 前期英 社会学　　
3366-25-0171 関東学院大　　 社会　　 現代社会　　 セ 前期　 社会学　　
3366-30-0000 関東学院大　　 教育　　 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3366-30-0101 関東学院大　　 教育　　 こども発達　 　 前期統 小学校　　
3366-30-0102 関東学院大　　 教育　　 こども発達　 　 前期３ 小学校　　
3366-30-0103 関東学院大　　 教育　　 こども発達　 　 前期２ 小学校　　
3366-30-0104 関東学院大　　 教育　　 こども発達　 　 前期英 小学校　　
3366-30-0171 関東学院大　　 教育　　 こども発達　 セ 前期　 小学校　　
3366-33-0000 関東学院大　　 国際文化 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3366-33-0101 関東学院大　　 国際文化 英語文化　　 　 前期３ 英米語　　
3366-33-0102 関東学院大　　 国際文化 英語文化　　 　 前期統 英米語　　
3366-33-0103 関東学院大　　 国際文化 英語文化　　 　 前期２ 英米語　　
3366-33-0104 関東学院大　　 国際文化 英語文化　　 　 前期英 英米語　　
3366-33-0171 関東学院大　　 国際文化 英語文化　　 セ 前期　 英米語　　
3366-33-0201 関東学院大　　 国際文化 比較文化　　 　 前期３ 文化学　　
3366-33-0202 関東学院大　　 国際文化 比較文化　　 　 前期統 文化学　　
3366-33-0203 関東学院大　　 国際文化 比較文化　　 　 前期２ 文化学　　
3366-33-0204 関東学院大　　 国際文化 比較文化　　 　 前期英 文化学　　
3366-33-0271 関東学院大　　 国際文化 比較文化　　 セ 前期　 文化学　　
3366-37-0000 関東学院大　　 人間共生 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3366-37-0101 関東学院大　　 人間共生 コミュニケー 　 前期３ 社会学　　
3366-37-0102 関東学院大　　 人間共生 コミュニケー 　 前期統 社会学　　
3366-37-0103 関東学院大　　 人間共生 コミュニケー 　 前期２ 社会学　　
3366-37-0104 関東学院大　　 人間共生 コミュニケー 　 前期英 社会学　　
3366-37-0171 関東学院大　　 人間共生 コミュニケー セ 前期　 社会学　　
3366-37-0201 関東学院大　　 人間共生 共生デザイン 　 前期３ 生活科学　
3366-37-0202 関東学院大　　 人間共生 共生デザイン 　 前期統 生活科学　
3366-37-0203 関東学院大　　 人間共生 共生デザイン 　 前期２ 生活科学　
3366-37-0204 関東学院大　　 人間共生 共生デザイン 　 前期英 生活科学　
3366-37-0271 関東学院大　　 人間共生 共生デザイン セ 前期　 生活科学　



3366-47-0000 関東学院大　　 理工　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
3366-47-0101 関東学院大　　 理工　　 理工／生命科 　 前期統 生物工学　
3366-47-0102 関東学院大　　 理工　　 理工／生命科 　 前期３ 生物工学　
3366-47-0103 関東学院大　　 理工　　 理工／生命科 　 前期２ 生物工学　
3366-47-0104 関東学院大　　 理工　　 理工／生命科 　 前期英 生物工学　
3366-47-0171 関東学院大　　 理工　　 理工／生命科 セ 前期　 生物工学　
3366-47-0201 関東学院大　　 理工　　 理工／数理物 　 前期統 数学　　　
3366-47-0202 関東学院大　　 理工　　 理工／数理物 　 前期３ 数学　　　
3366-47-0203 関東学院大　　 理工　　 理工／数理物 　 前期２ 数学　　　
3366-47-0204 関東学院大　　 理工　　 理工／数理物 　 前期英 数学　　　
3366-47-0271 関東学院大　　 理工　　 理工／数理物 セ 前期　 数学　　　
3366-47-0301 関東学院大　　 理工　　 理工／応用化 　 前期統 応用化学　
3366-47-0302 関東学院大　　 理工　　 理工／応用化 　 前期３ 応用化学　
3366-47-0303 関東学院大　　 理工　　 理工／応用化 　 前期２ 応用化学　
3366-47-0304 関東学院大　　 理工　　 理工／応用化 　 前期英 応用化学　
3366-47-0371 関東学院大　　 理工　　 理工／応用化 セ 前期　 応用化学　
3366-47-0502 関東学院大　　 理工　　 理工／電気電 　 前期３ 電気・電子
3366-47-0504 関東学院大　　 理工　　 理工／電気電 　 前期統 電気・電子
3366-47-0505 関東学院大　　 理工　　 理工／電気電 　 前期２ 電気・電子
3366-47-0506 関東学院大　　 理工　　 理工／電気電 　 前期英 電気・電子
3366-47-0571 関東学院大　　 理工　　 理工／電気電 セ 前期　 電気・電子
3366-47-0602 関東学院大　　 理工　　 理工／健康ス 　 前期３ 体育・健康
3366-47-0604 関東学院大　　 理工　　 理工／健康ス 　 前期統 体育・健康
3366-47-0605 関東学院大　　 理工　　 理工／健康ス 　 前期２ 体育・健康
3366-47-0606 関東学院大　　 理工　　 理工／健康ス 　 前期英 体育・健康
3366-47-0671 関東学院大　　 理工　　 理工／健康ス セ 前期　 体育・健康
3366-47-0701 関東学院大　　 理工　　 理工／情報ネ 　 前期統 情報工学　
3366-47-0702 関東学院大　　 理工　　 理工／情報ネ 　 前期３ 情報工学　
3366-47-0703 関東学院大　　 理工　　 理工／情報ネ 　 前期２ 情報工学　
3366-47-0704 関東学院大　　 理工　　 理工／情報ネ 　 前期英 情報工学　
3366-47-0771 関東学院大　　 理工　　 理工／情報ネ セ 前期　 情報工学　
3366-47-0901 関東学院大　　 理工　　 理工／土木都 　 前期統 建築・土木
3366-47-0902 関東学院大　　 理工　　 理工／土木都 　 前期３ 建築・土木
3366-47-0903 関東学院大　　 理工　　 理工／土木都 　 前期２ 建築・土木
3366-47-0904 関東学院大　　 理工　　 理工／土木都 　 前期英 建築・土木
3366-47-0971 関東学院大　　 理工　　 理工／土木都 セ 前期　 建築・土木
3366-47-1201 関東学院大　　 理工　　 理工／総合機 　 前期統 機械工学　
3366-47-1202 関東学院大　　 理工　　 理工／総合機 　 前期３ 機械工学　
3366-47-1203 関東学院大　　 理工　　 理工／総合機 　 前期２ 機械工学　
3366-47-1204 関東学院大　　 理工　　 理工／総合機 　 前期英 機械工学　
3366-47-1272 関東学院大　　 理工　　 理工／総合機 セ 前期　 機械工学　
3366-47-1301 関東学院大　　 理工　　 理工／自動車 　 前期統 機械工学　
3366-47-1302 関東学院大　　 理工　　 理工／自動車 　 前期３ 機械工学　
3366-47-1303 関東学院大　　 理工　　 理工／自動車 　 前期２ 機械工学　
3366-47-1304 関東学院大　　 理工　　 理工／自動車 　 前期英 機械工学　
3366-47-1372 関東学院大　　 理工　　 理工／自動車 セ 前期　 機械工学　
3366-47-1401 関東学院大　　 理工　　 理工／ロボテ 　 前期統 機械工学　
3366-47-1402 関東学院大　　 理工　　 理工／ロボテ 　 前期３ 機械工学　
3366-47-1403 関東学院大　　 理工　　 理工／ロボテ 　 前期２ 機械工学　
3366-47-1404 関東学院大　　 理工　　 理工／ロボテ 　 前期英 機械工学　
3366-47-1472 関東学院大　　 理工　　 理工／ロボテ セ 前期　 機械工学　
3366-48-0000 関東学院大　　 建築環境 　　　　　　 　 　　　 住居学　　
3366-48-0101 関東学院大　　 建築環境 建築・環境　 　 前期統 建築・土木
3366-48-0102 関東学院大　　 建築環境 建築・環境　 　 前期３ 建築・土木
3366-48-0103 関東学院大　　 建築環境 建築・環境　 　 前期２ 建築・土木
3366-48-0104 関東学院大　　 建築環境 建築・環境　 　 前期英 建築・土木
3366-48-0171 関東学院大　　 建築環境 建築・環境　 セ 前期　 建築・土木
3366-64-0000 関東学院大　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3366-64-0101 関東学院大　　 看護　　 看護　　　　 　 前期統 看護　　　



3366-64-0102 関東学院大　　 看護　　 看護　　　　 　 前期３ 看護　　　
3366-64-0103 関東学院大　　 看護　　 看護　　　　 　 前期２ 看護　　　
3366-64-0104 関東学院大　　 看護　　 看護　　　　 　 前期英 看護　　　
3366-64-0171 関東学院大　　 看護　　 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3366-79-0000 関東学院大　　 栄養　　 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3366-79-0101 関東学院大　　 栄養　　 管理栄養　　 　 前期統 食物・栄養
3366-79-0102 関東学院大　　 栄養　　 管理栄養　　 　 前期３ 食物・栄養
3366-79-0103 関東学院大　　 栄養　　 管理栄養　　 　 前期２ 食物・栄養
3366-79-0104 関東学院大　　 栄養　　 管理栄養　　 　 前期英 食物・栄養
3366-79-0171 関東学院大　　 栄養　　 管理栄養　　 セ 前期　 食物・栄養
3367-03-0000 相模女子大　　 学芸　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3367-03-0101 相模女子大　　 学芸　　 英語文化コミ 　 Ａ　　 英米語　　
3367-03-0102 相模女子大　　 学芸　　 英語文化コミ 　 Ｂ　　 英米語　　
3367-03-0171 相模女子大　　 学芸　　 英語文化コミ セ Ａ　　 英米語　　
3367-03-0173 相模女子大　　 学芸　　 英語文化コミ セ Ｂ　　 英米語　　
3367-03-0201 相模女子大　　 学芸　　 日本語日本文 　 Ａ　　 日本文学　
3367-03-0202 相模女子大　　 学芸　　 日本語日本文 　 Ｂ　　 日本文学　
3367-03-0271 相模女子大　　 学芸　　 日本語日本文 セ Ａ　　 日本文学　
3367-03-0273 相模女子大　　 学芸　　 日本語日本文 セ Ｂ　　 日本文学　
3367-03-0701 相模女子大　　 学芸　　 子ども教育　 　 Ｂ　　 幼稚園　　
3367-03-0702 相模女子大　　 学芸　　 子ども教育　 　 Ａ　　 幼稚園　　
3367-03-0771 相模女子大　　 学芸　　 子ども教育　 セ Ａ　　 幼稚園　　
3367-03-0772 相模女子大　　 学芸　　 子ども教育　 セ Ｂ　　 幼稚園　　
3367-03-0801 相模女子大　　 学芸　　 メディア情報 　 Ａ　　 総合情報学
3367-03-0802 相模女子大　　 学芸　　 メディア情報 　 Ｂ　　 総合情報学
3367-03-0871 相模女子大　　 学芸　　 メディア情報 セ Ａ　　 総合情報学
3367-03-0872 相模女子大　　 学芸　　 メディア情報 セ Ｂ　　 総合情報学
3367-03-0901 相模女子大　　 学芸　　 生活デザイン 　 Ａ　　 美術・デザ
3367-03-0902 相模女子大　　 学芸　　 生活デザイン 　 Ｂ　　 美術・デザ
3367-03-0971 相模女子大　　 学芸　　 生活デザイン セ Ａ　　 美術・デザ
3367-03-0972 相模女子大　　 学芸　　 生活デザイン セ Ｂ　　 美術・デザ
3367-27-0000 相模女子大　　 人間社会 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3367-27-0101 相模女子大　　 人間社会 社会マネジメ 　 Ａ　　 社会学　　
3367-27-0102 相模女子大　　 人間社会 社会マネジメ 　 Ｂ　　 社会学　　
3367-27-0171 相模女子大　　 人間社会 社会マネジメ セ Ａ　　 社会学　　
3367-27-0172 相模女子大　　 人間社会 社会マネジメ セ Ｂ　　 社会学　　
3367-27-0201 相模女子大　　 人間社会 人間心理　　 　 Ａ　　 心理学　　
3367-27-0202 相模女子大　　 人間社会 人間心理　　 　 Ｂ　　 心理学　　
3367-27-0271 相模女子大　　 人間社会 人間心理　　 セ Ａ　　 心理学　　
3367-27-0272 相模女子大　　 人間社会 人間心理　　 セ Ｂ　　 心理学　　
3367-79-0000 相模女子大　　 栄養科学 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3367-79-0101 相模女子大　　 栄養科学 健康栄養　　 　 Ａ　　 食物・栄養
3367-79-0102 相模女子大　　 栄養科学 健康栄養　　 　 Ｂ　　 食物・栄養
3367-79-0171 相模女子大　　 栄養科学 健康栄養　　 セ Ａ３　 食物・栄養
3367-79-0172 相模女子大　　 栄養科学 健康栄養　　 セ Ａ４　 食物・栄養
3367-79-0173 相模女子大　　 栄養科学 健康栄養　　 セ Ｂ３　 食物・栄養
3367-79-0174 相模女子大　　 栄養科学 健康栄養　　 セ Ｂ４　 食物・栄養
3367-79-0201 相模女子大　　 栄養科学 管理栄養　　 　 Ａ　　 食物・栄養
3367-79-0202 相模女子大　　 栄養科学 管理栄養　　 　 Ｂ　　 食物・栄養
3367-79-0271 相模女子大　　 栄養科学 管理栄養　　 セ Ａ３　 食物・栄養
3367-79-0272 相模女子大　　 栄養科学 管理栄養　　 セ Ａ４　 食物・栄養
3367-79-0273 相模女子大　　 栄養科学 管理栄養　　 セ Ｂ３　 食物・栄養
3367-79-0274 相模女子大　　 栄養科学 管理栄養　　 セ Ｂ４　 食物・栄養
3368-19-0000 産業能率大　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3368-19-0105 産業能率大　　 経営　　 経営　　　　 　 前スタ 経営学・商
3368-19-0106 産業能率大　　 経営　　 経営　　　　 　 前プラ 経営学・商
3368-19-0107 産業能率大　　 経営　　 経営　　　　 　 前２教 経営学・商
3368-19-0175 産業能率大　　 経営　　 経営　　　　 セ ３教科 経営学・商
3368-19-0203 産業能率大　　 経営　　 マーケティン 　 前スタ 経営学・商



3368-19-0204 産業能率大　　 経営　　 マーケティン 　 前プラ 経営学・商
3368-19-0205 産業能率大　　 経営　　 マーケティン 　 前２教 経営学・商
3368-19-0271 産業能率大　　 経営　　 マーケティン セ ３教科 経営学・商
3368-21-0000 産業能率大　　 情報マネ 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3368-21-0304 産業能率大　　 情報マネ 現代マネジメ 　 前スタ 経営学・商
3368-21-0305 産業能率大　　 情報マネ 現代マネジメ 　 前プラ 経営学・商
3368-21-0306 産業能率大　　 情報マネ 現代マネジメ 　 前２教 経営学・商
3368-21-0375 産業能率大　　 情報マネ 現代マネジメ セ ３教科 経営学・商
3369-46-0000 湘南工科大　　 工　　　 　　　　　　 　 　　　 情報工学　
3369-46-0101 湘南工科大　　 工　　　 機械工　　　 　 前期２ 機械工学　
3369-46-0102 湘南工科大　　 工　　　 機械工　　　 　 前期３ 機械工学　
3369-46-0103 湘南工科大　　 工　　　 機械工　　　 　 前期１ 機械工学　
3369-46-0171 湘南工科大　　 工　　　 機械工　　　 セ 前期　 機械工学　
3369-46-0301 湘南工科大　　 工　　　 情報工　　　 　 前期２ 情報工学　
3369-46-0302 湘南工科大　　 工　　　 情報工　　　 　 前期３ 情報工学　
3369-46-0303 湘南工科大　　 工　　　 情報工　　　 　 前期１ 情報工学　
3369-46-0371 湘南工科大　　 工　　　 情報工　　　 セ 前期　 情報工学　
3369-46-0401 湘南工科大　　 工　　　 電気電子工　 　 前期２ 電気・電子
3369-46-0402 湘南工科大　　 工　　　 電気電子工　 　 前期３ 電気・電子
3369-46-0403 湘南工科大　　 工　　　 電気電子工　 　 前期１ 電気・電子
3369-46-0471 湘南工科大　　 工　　　 電気電子工　 セ 前期　 電気・電子
3369-46-0501 湘南工科大　　 工　　　 コンピュータ 　 前期２ 情報工学　
3369-46-0502 湘南工科大　　 工　　　 コンピュータ 　 前期３ 情報工学　
3369-46-0503 湘南工科大　　 工　　　 コンピュータ 　 前期１ 情報工学　
3369-46-0571 湘南工科大　　 工　　　 コンピュータ セ 前期　 情報工学　
3369-46-0601 湘南工科大　　 工　　　 総合デザイン 　 前期２ デザイン工
3369-46-0602 湘南工科大　　 工　　　 総合デザイン 　 前期３ デザイン工
3369-46-0603 湘南工科大　　 工　　　 総合デザイン 　 前期１ デザイン工
3369-46-0671 湘南工科大　　 工　　　 総合デザイン セ 前期　 デザイン工
3369-46-0701 湘南工科大　　 工　　　 人間環境　　 　 前期１ 金属・材料
3369-46-0703 湘南工科大　　 工　　　 人間環境　　 　 前期２ 金属・材料
3369-46-0704 湘南工科大　　 工　　　 人間環境　　 　 前期３ 金属・材料
3369-46-0771 湘南工科大　　 工　　　 人間環境　　 セ 前期　 金属・材料
3370-83-0000 昭和音大　　　 音楽　　 　　　　　　 　 　　　 音楽　　　
3370-83-0173 昭和音大　　　 音楽　　 音楽芸術運営 セ 　　　 音楽　　　
3370-83-1071 昭和音大　　　 音楽　　 音楽芸術表現 セ 　　　 音楽　　　
3371-55-0000 マリアンナ医大 医　　　 　　　　　　 　 　　　 医　　　　
3371-55-0100 マリアンナ医大 医　　　 医　　　　　 　 　　　 医　　　　
3372-83-0000 洗足学園音大　 音楽　　 　　　　　　 　 　　　 音楽　　　
3372-83-0300 洗足学園音大　 音楽　　 音楽／作曲　 　 Ａ　　 音楽　　　
3372-83-0400 洗足学園音大　 音楽　　 音楽／声楽　 　 Ａ　　 音楽　　　
3372-83-1400 洗足学園音大　 音楽　　 音楽／ピアノ 　 Ａ　　 音楽　　　
3372-83-1600 洗足学園音大　 音楽　　 音楽／電子オ 　 Ａ　　 音楽　　　
3372-83-1700 洗足学園音大　 音楽　　 音楽／管楽器 　 Ａ　　 音楽　　　
3372-83-1800 洗足学園音大　 音楽　　 音楽／弦楽器 　 Ａ　　 音楽　　　
3372-83-1900 洗足学園音大　 音楽　　 音楽／打楽器 　 Ａ　　 音楽　　　
3372-83-2100 洗足学園音大　 音楽　　 音楽／音楽音 　 Ａ　　 音楽　　　
3372-83-2200 洗足学園音大　 音楽　　 音楽／ジャズ 　 Ａ　　 音楽　　　
3372-83-2300 洗足学園音大　 音楽　　 音楽／音楽教 　 Ａ　　 中高－音楽
3372-83-2401 洗足学園音大　 音楽　　 音楽／現代邦 　 Ａ　　 音楽　　　
3372-83-2601 洗足学園音大　 音楽　　 音楽／ミュー 　 Ａ　　 音楽　　　
3372-83-4501 洗足学園音大　 音楽　　 音楽／ロック 　 Ａ　　 音楽　　　
3372-83-4701 洗足学園音大　 音楽　　 音楽／バレエ 　 Ａ　　 演劇　　　
3372-83-4801 洗足学園音大　 音楽　　 音楽／声優ア 　 Ａ　　 演劇　　　
3372-83-4901 洗足学園音大　 音楽　　 音楽／ダンス 　 Ａ　　 演劇　　　
3372-83-5001 洗足学園音大　 音楽　　 音楽／ワール 　 Ａ　　 音楽　　　
3373-01-0000 鶴見大　　　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3373-01-0101 鶴見大　　　　 文　　　 英語英米文　 　 １期　 外国文学　
3373-01-0172 鶴見大　　　　 文　　　 英語英米文　 セ １期　 外国文学　



3373-01-0201 鶴見大　　　　 文　　　 日本文　　　 　 １期　 日本文学　
3373-01-0272 鶴見大　　　　 文　　　 日本文　　　 セ １期　 日本文学　
3373-01-0301 鶴見大　　　　 文　　　 文化財　　　 　 １期　 考古学・文
3373-01-0372 鶴見大　　　　 文　　　 文化財　　　 セ １期　 考古学・文
3373-01-0402 鶴見大　　　　 文　　　 ドキュメンテ 　 １期　 総合情報学
3373-01-0472 鶴見大　　　　 文　　　 ドキュメンテ セ １期　 総合情報学
3373-58-0000 鶴見大　　　　 歯　　　 　　　　　　 　 　　　 歯　　　　
3373-58-0100 鶴見大　　　　 歯　　　 歯　　　　　 　 １期　 歯　　　　
3373-58-0171 鶴見大　　　　 歯　　　 歯　　　　　 セ １期　 歯　　　　
3374-12-0000 桐蔭横浜大　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3374-12-0102 桐蔭横浜大　　 法　　　 法律　　　　 　 統一前 法学　　　
3374-12-0103 桐蔭横浜大　　 法　　　 法律　　　　 　 前期　 法学　　　
3374-12-0171 桐蔭横浜大　　 法　　　 法律　　　　 セ 前期　 法学　　　
3374-47-0000 桐蔭横浜大　　 医用工　 　　　　　　 　 　　　 生物工学　
3374-47-0202 桐蔭横浜大　　 医用工　 臨床工　　　 　 統一前 医療技術　
3374-47-0203 桐蔭横浜大　　 医用工　 臨床工　　　 　 前期　 医療技術　
3374-47-0271 桐蔭横浜大　　 医用工　 臨床工　　　 セ 前期　 医療技術　
3374-47-0301 桐蔭横浜大　　 医用工　 生命医工　　 　 統一前 生物工学　
3374-47-0302 桐蔭横浜大　　 医用工　 生命医工　　 　 前期　 生物工学　
3374-47-0371 桐蔭横浜大　　 医用工　 生命医工　　 セ 前期　 生物工学　
3374-64-0000 桐蔭横浜大　　 スポーツ 　　　　　　 　 　　　 体育・健康
3374-64-0101 桐蔭横浜大　　 スポーツ スポーツ教育 　 統一前 体育・健康
3374-64-0102 桐蔭横浜大　　 スポーツ スポーツ教育 　 前期　 体育・健康
3374-64-0171 桐蔭横浜大　　 スポーツ スポーツ教育 セ 前期　 体育・健康
3374-64-0201 桐蔭横浜大　　 スポーツ スポーツテク 　 統一前 体育・健康
3374-64-0202 桐蔭横浜大　　 スポーツ スポーツテク 　 前期　 体育・健康
3374-64-0271 桐蔭横浜大　　 スポーツ スポーツテク セ 前期　 体育・健康
3374-64-0301 桐蔭横浜大　　 スポーツ スポーツ健康 　 統一前 体育・健康
3374-64-0302 桐蔭横浜大　　 スポーツ スポーツ健康 　 前期　 体育・健康
3374-64-0371 桐蔭横浜大　　 スポーツ スポーツ健康 セ 前期　 体育・健康
3375-46-0000 東京工芸大　　 工　　　 　　　　　　 　 　　　 映像　　　
3375-46-1101 東京工芸大　　 工　　　 工／機械　　 　 統一　 機械工学　
3375-46-1102 東京工芸大　　 工　　　 工／機械　　 　 Ⅰ期　 機械工学　
3375-46-1171 東京工芸大　　 工　　　 工／機械　　 セ Ⅰ期　 機械工学　
3375-46-1201 東京工芸大　　 工　　　 工／電気電子 　 統一　 電気・電子
3375-46-1202 東京工芸大　　 工　　　 工／電気電子 　 Ⅰ期　 電気・電子
3375-46-1271 東京工芸大　　 工　　　 工／電気電子 セ Ⅰ期　 電気・電子
3375-46-1301 東京工芸大　　 工　　　 工／情報　　 　 統一　 情報工学　
3375-46-1302 東京工芸大　　 工　　　 工／情報　　 　 Ⅰ期　 情報工学　
3375-46-1371 東京工芸大　　 工　　　 工／情報　　 セ Ⅰ期　 情報工学　
3375-46-1401 東京工芸大　　 工　　　 工／化学材料 　 統一　 応用化学　
3375-46-1402 東京工芸大　　 工　　　 工／化学材料 　 Ⅰ期　 応用化学　
3375-46-1471 東京工芸大　　 工　　　 工／化学材料 セ Ⅰ期　 応用化学　
3375-46-1501 東京工芸大　　 工　　　 工／建築　　 　 統一　 建築・土木
3375-46-1502 東京工芸大　　 工　　　 工／建築　　 　 Ⅰ期　 建築・土木
3375-46-1571 東京工芸大　　 工　　　 工／建築　　 セ Ⅰ期　 建築・土木
3375-83-0000 東京工芸大　　 芸術　　 　　　　　　 　 　　　 映像　　　
3375-83-0104 東京工芸大　　 芸術　　 映像　　　　 　 統一　 映像　　　
3375-83-0105 東京工芸大　　 芸術　　 映像　　　　 　 Ⅰ期　 映像　　　
3375-83-0171 東京工芸大　　 芸術　　 映像　　　　 セ Ⅰ期　 映像　　　
3375-83-0204 東京工芸大　　 芸術　　 写真　　　　 　 統一　 映像　　　
3375-83-0205 東京工芸大　　 芸術　　 写真　　　　 　 Ⅰ期　 映像　　　
3375-83-0271 東京工芸大　　 芸術　　 写真　　　　 セ Ⅰ期　 映像　　　
3375-83-0305 東京工芸大　　 芸術　　 デザイン　　 　 統一　 美術・デザ
3375-83-0306 東京工芸大　　 芸術　　 デザイン　　 　 Ⅰ期　 美術・デザ
3375-83-0371 東京工芸大　　 芸術　　 デザイン　　 セ Ⅰ期　 美術・デザ
3375-83-0403 東京工芸大　　 芸術　　 インタラクテ 　 統一　 映像　　　
3375-83-0404 東京工芸大　　 芸術　　 インタラクテ 　 Ⅰ期　 映像　　　
3375-83-0471 東京工芸大　　 芸術　　 インタラクテ セ Ⅰ期　 映像　　　



3375-83-0705 東京工芸大　　 芸術　　 アニメーショ 　 統一　 映像　　　
3375-83-0706 東京工芸大　　 芸術　　 アニメーショ 　 Ⅰ期　 映像　　　
3375-83-0771 東京工芸大　　 芸術　　 アニメーショ セ Ⅰ期　 映像　　　
3375-83-0805 東京工芸大　　 芸術　　 マンガ　　　 　 統一　 その他芸術
3375-83-0806 東京工芸大　　 芸術　　 マンガ　　　 　 Ⅰ期　 その他芸術
3375-83-0871 東京工芸大　　 芸術　　 マンガ　　　 セ Ⅰ期　 その他芸術
3375-83-1107 東京工芸大　　 芸術　　 ゲーム　　　 　 統一　 総合情報学
3375-83-1108 東京工芸大　　 芸術　　 ゲーム　　　 　 Ⅰ期　 総合情報学
3375-83-1171 東京工芸大　　 芸術　　 ゲーム　　　 セ Ⅰ期　 総合情報学
3376-27-0000 東洋英和女学大 国際社会 　　　　　　 　 　　　 国際関係学
3376-27-0104 東洋英和女学大 国際社会 国際社会　　 　 Ａ　　 国際関係学
3376-27-0105 東洋英和女学大 国際社会 国際社会　　 　 Ｂ　　 国際関係学
3376-27-0172 東洋英和女学大 国際社会 国際社会　　 セ ３教科 国際関係学
3376-27-0173 東洋英和女学大 国際社会 国際社会　　 セ ２教科 国際関係学
3376-27-0401 東洋英和女学大 国際社会 国際コミュニ 　 Ａ　　 国際関係学
3376-27-0402 東洋英和女学大 国際社会 国際コミュニ 　 Ｂ　　 国際関係学
3376-27-0471 東洋英和女学大 国際社会 国際コミュニ セ ３教科 国際関係学
3376-27-0472 東洋英和女学大 国際社会 国際コミュニ セ ２教科 国際関係学
3376-37-0000 東洋英和女学大 人間科学 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3376-37-0101 東洋英和女学大 人間科学 人間科学　　 　 Ａ　　 心理学　　
3376-37-0102 東洋英和女学大 人間科学 人間科学　　 　 Ｂ　　 心理学　　
3376-37-0171 東洋英和女学大 人間科学 人間科学　　 セ ３教科 心理学　　
3376-37-0172 東洋英和女学大 人間科学 人間科学　　 セ ２教科 心理学　　
3376-37-0401 東洋英和女学大 人間科学 保育子ども　 　 Ａ　　 児童学　　
3376-37-0402 東洋英和女学大 人間科学 保育子ども　 　 Ｂ　　 児童学　　
3376-37-0471 東洋英和女学大 人間科学 保育子ども　 セ ３教科 児童学　　
3376-37-0472 東洋英和女学大 人間科学 保育子ども　 セ ２教科 児童学　　
3377-01-0000 フェリス女大　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3377-01-0100 フェリス女大　 文　　　 英語英米文　 　 Ａ２　 外国文学　
3377-01-0101 フェリス女大　 文　　　 英語英米文　 　 Ａ３　 外国文学　
3377-01-0171 フェリス女大　 文　　　 英語英米文　 セ 前期　 外国文学　
3377-01-0300 フェリス女大　 文　　　 日本語日本文 　 Ａ２　 日本文学　
3377-01-0301 フェリス女大　 文　　　 日本語日本文 　 Ａ３　 日本文学　
3377-01-0371 フェリス女大　 文　　　 日本語日本文 セ 前期　 日本文学　
3377-01-0401 フェリス女大　 文　　　 コミュニケー 　 Ａ２　 社会学　　
3377-01-0402 フェリス女大　 文　　　 コミュニケー 　 Ａ３　 社会学　　
3377-01-0471 フェリス女大　 文　　　 コミュニケー セ 前期　 社会学　　
3377-33-0000 フェリス女大　 国際交流 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3377-33-0100 フェリス女大　 国際交流 国際交流　　 　 Ａ２　 国際関係学
3377-33-0101 フェリス女大　 国際交流 国際交流　　 　 Ａ３　 国際関係学
3377-33-0171 フェリス女大　 国際交流 国際交流　　 セ 前期　 国際関係学
3377-83-0000 フェリス女大　 音楽　　 　　　　　　 　 　　　 音楽　　　
3377-83-0100 フェリス女大　 音楽　　 音楽芸術　　 　 Ａ　　 音楽　　　
3377-83-0171 フェリス女大　 音楽　　 音楽芸術　　 セ 前期　 音楽　　　
3378-20-0000 横浜商大　　　 商　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3378-20-0001 横浜商大　　　 商　　　 　　　　　　 　 Ａ　　 経営学・商
3378-20-0002 横浜商大　　　 商　　　 　　　　　　 　 Ｂ　　 経営学・商
3378-20-0071 横浜商大　　　 商　　　 　　　　　　 セ Ａ　　 経営学・商
3379-21-0000 松蔭大　　　　 経営文化 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3379-21-0100 松蔭大　　　　 経営文化 ビジネスマネ 　 第Ⅰ期 経営学・商
3379-21-0171 松蔭大　　　　 経営文化 ビジネスマネ セ 第Ⅰ期 経営学・商
3379-21-0301 松蔭大　　　　 経営文化 経営法　　　 　 第Ⅰ期 法学　　　
3379-21-0371 松蔭大　　　　 経営文化 経営法　　　 セ 第Ⅰ期 法学　　　
3379-21-0401 松蔭大　　　　 経営文化 金融経済　　 　 第Ⅰ期 経営学・商
3379-21-0471 松蔭大　　　　 経営文化 金融経済　　 セ 第Ⅰ期 経営学・商
3379-27-0000 松蔭大　　　　 観光メデ 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3379-27-0101 松蔭大　　　　 観光メデ 観光文化　　 　 第Ⅰ期 観光学　　
3379-27-0171 松蔭大　　　　 観光メデ 観光文化　　 セ 第Ⅰ期 観光学　　
3379-27-0201 松蔭大　　　　 観光メデ メディア情報 　 第Ⅰ期 総合情報学



3379-27-0271 松蔭大　　　　 観光メデ メディア情報 セ 第Ⅰ期 総合情報学
3379-37-0000 松蔭大　　　　 コミュニ 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3379-37-0101 松蔭大　　　　 コミュニ 異文化コミュ 　 第Ⅰ期 文化学　　
3379-37-0171 松蔭大　　　　 コミュニ 異文化コミュ セ 第Ⅰ期 文化学　　
3379-37-0201 松蔭大　　　　 コミュニ 生活心理　　 　 第Ⅰ期 心理学　　
3379-37-0271 松蔭大　　　　 コミュニ 生活心理　　 セ 第Ⅰ期 心理学　　
3379-37-0301 松蔭大　　　　 コミュニ 日本文化コミ 　 第Ⅰ期 文化学　　
3379-37-0371 松蔭大　　　　 コミュニ 日本文化コミ セ 第Ⅰ期 文化学　　
3379-37-0401 松蔭大　　　　 コミュニ 子ども　　　 　 第Ⅰ期 幼稚園　　
3379-37-0471 松蔭大　　　　 コミュニ 子ども　　　 セ 第Ⅰ期 幼稚園　　
3379-64-0000 松蔭大　　　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3379-64-0101 松蔭大　　　　 看護　　 看護　　　　 　 第Ⅰ期 看護　　　
3379-64-0171 松蔭大　　　　 看護　　 看護　　　　 セ 第Ⅰ期 看護　　　
3380-27-0000 田園調布学園大 人間福祉 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3380-27-0100 田園調布学園大 人間福祉 社会／社会福 　 Ａ　　 社会福祉学
3380-27-0171 田園調布学園大 人間福祉 社会／社会福 セ Ⅰ期　 社会福祉学
3380-27-0200 田園調布学園大 人間福祉 社会／介護福 　 Ａ　　 社会福祉学
3380-27-0271 田園調布学園大 人間福祉 社会／介護福 セ Ⅰ期　 社会福祉学
3380-27-0601 田園調布学園大 人間福祉 心理福祉　　 　 Ａ　　 社会福祉学
3380-27-0671 田園調布学園大 人間福祉 心理福祉　　 セ Ⅰ期　 社会福祉学
3380-37-0000 田園調布学園大 人間科学 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3380-37-0101 田園調布学園大 人間科学 共生心理　　 　 　　　 心理学　　
3380-79-0000 田園調布学園大 子ども未 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
3380-79-0101 田園調布学園大 子ども未 子ども未来　 　 Ａ　　 幼稚園　　
3380-79-0171 田園調布学園大 子ども未 子ども未来　 セ Ⅰ期　 幼稚園　　
3381-61-0000 横浜薬大　　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3381-61-0101 横浜薬大　　　 薬　　　 漢方薬　　　 　 Ⅰ期　 薬　　　　
3381-61-0171 横浜薬大　　　 薬　　　 漢方薬　　　 セ 前期　 薬　　　　
3381-61-0175 横浜薬大　　　 薬　　　 漢方薬　　　 セ 中期　 薬　　　　
3381-61-0201 横浜薬大　　　 薬　　　 臨床薬　　　 　 Ⅰ期　 薬　　　　
3381-61-0271 横浜薬大　　　 薬　　　 臨床薬　　　 セ 前期　 薬　　　　
3381-61-0275 横浜薬大　　　 薬　　　 臨床薬　　　 セ 中期　 薬　　　　
3381-61-0301 横浜薬大　　　 薬　　　 健康薬　　　 　 Ⅰ期　 薬　　　　
3381-61-0371 横浜薬大　　　 薬　　　 健康薬　　　 セ 前期　 薬　　　　
3381-61-0375 横浜薬大　　　 薬　　　 健康薬　　　 セ 中期　 薬　　　　
3381-61-0401 横浜薬大　　　 薬　　　 薬科学　　　 　 Ⅰ期　 薬　　　　
3381-61-0471 横浜薬大　　　 薬　　　 薬科学　　　 セ 前期　 薬　　　　
3381-61-0472 横浜薬大　　　 薬　　　 薬科学　　　 セ 中期　 薬　　　　
3382-83-0000 横浜美大　　　 美術　　 　　　　　　 　 　　　 美術・デザ
3382-83-0102 横浜美大　　　 美術　　 美術・デザイ 　 Ａデッ 美術・デザ
3382-83-0103 横浜美大　　　 美術　　 美術・デザイ 　 Ａ学科 美術・デザ
3382-83-0171 横浜美大　　　 美術　　 美術・デザイ セ Ａ　　 美術・デザ
3383-83-0000 日本映画大　　 映画　　 　　　　　　 　 　　　 その他芸術
3383-83-0101 日本映画大　　 映画　　 映画　　　　 　 Ａ　　 その他芸術
3384-31-0000 横浜創英大　　 こども教 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
3384-31-0101 横浜創英大　　 こども教 幼児教育　　 　 第Ⅰ期 幼稚園　　
3384-31-0173 横浜創英大　　 こども教 幼児教育　　 セ 第Ⅰ期 幼稚園　　
3384-64-0000 横浜創英大　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3384-64-0101 横浜創英大　　 看護　　 看護　　　　 　 第Ⅰ期 看護　　　
3384-64-0171 横浜創英大　　 看護　　 看護　　　　 セ 第Ⅰ期 看護　　　
3385-64-0000 湘南医療大　　 保健医療 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3385-64-0101 湘南医療大　　 保健医療 看護　　　　 　 Ⅰ期　 看護　　　
3385-64-0171 湘南医療大　　 保健医療 看護　　　　 セ Ⅰ期　 看護　　　
3385-64-0201 湘南医療大　　 保健医療 リハ／理学療 　 Ⅰ期　 理学療法　
3385-64-0271 湘南医療大　　 保健医療 リハ／理学療 セ Ⅰ期　 理学療法　
3385-64-0301 湘南医療大　　 保健医療 リハ／作業療 　 Ⅰ期　 作業療法　
3385-64-0371 湘南医療大　　 保健医療 リハ／作業療 セ Ⅰ期　 作業療法　
3401-02-0000 敬和学園大　　 人文　　 　　　　　　 　 　　　 外国文学　
3401-02-0101 敬和学園大　　 人文　　 英語文化コミ 　 Ａ　　 英米語　　



3401-02-0102 敬和学園大　　 人文　　 英語文化コミ 　 Ｂ　　 英米語　　
3401-02-0170 敬和学園大　　 人文　　 英語文化コミ セ 第１期 英米語　　
3401-02-0201 敬和学園大　　 人文　　 国際文化　　 　 Ａ　　 文化学　　
3401-02-0202 敬和学園大　　 人文　　 国際文化　　 　 Ｂ　　 文化学　　
3401-02-0270 敬和学園大　　 人文　　 国際文化　　 セ 第１期 文化学　　
3401-02-0301 敬和学園大　　 人文　　 共生社会　　 　 Ａ　　 社会福祉学
3401-02-0302 敬和学園大　　 人文　　 共生社会　　 　 Ｂ　　 社会福祉学
3401-02-0370 敬和学園大　　 人文　　 共生社会　　 セ 第１期 社会福祉学
3403-21-0000 新潟経営大　　 経営情報 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3403-21-0101 新潟経営大　　 経営情報 経営情報　　 　 前期　 経営学・商
3403-21-0173 新潟経営大　　 経営情報 経営情報　　 セ １期　 経営学・商
3403-21-0201 新潟経営大　　 経営情報 スポーツマネ 　 前期　 経営学・商
3403-21-0273 新潟経営大　　 経営情報 スポーツマネ セ １期　 経営学・商
3403-27-0000 新潟経営大　　 観光経営 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3403-27-0101 新潟経営大　　 観光経営 観光経営　　 　 前期　 経営学・商
3403-27-0171 新潟経営大　　 観光経営 観光経営　　 セ １期　 経営学・商
3404-21-0000 新潟国際情報大 経営情報 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3404-21-0101 新潟国際情報大 経営情報 経営　　　　 　 前期　 経営学・商
3404-21-0171 新潟国際情報大 経営情報 経営　　　　 セ 　　　 経営学・商
3404-21-0201 新潟国際情報大 経営情報 情報システム 　 前期　 経営情報学
3404-21-0271 新潟国際情報大 経営情報 情報システム セ 　　　 経営情報学
3404-33-0000 新潟国際情報大 国際　　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3404-33-0101 新潟国際情報大 国際　　 国際文化　　 　 前期　 英米語　　
3404-33-0171 新潟国際情報大 国際　　 国際文化　　 セ 　　　 英米語　　
3405-18-0000 新潟産大　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3405-18-0302 新潟産大　　　 経済　　 経済経営　　 　 前期　 経済学　　
3405-18-0376 新潟産大　　　 経済　　 経済経営　　 セ 第１期 経済学　　
3405-18-0502 新潟産大　　　 経済　　 文化経済　　 　 前期　 文化学　　
3405-18-0576 新潟産大　　　 経済　　 文化経済　　 セ 第１期 文化学　　
3406-61-0000 新潟薬大　　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3406-61-0202 新潟薬大　　　 薬　　　 薬　　　　　 　 Ⅰ期　 薬　　　　
3406-61-0271 新潟薬大　　　 薬　　　 薬　　　　　 セ Ａ　　 薬　　　　
3406-74-0000 新潟薬大　　　 応用生命 　　　　　　 　 　　　 中高－理科
3406-74-0103 新潟薬大　　　 応用生命 応用生命科学 　 Ⅰ期　 生物工学　
3406-74-0171 新潟薬大　　　 応用生命 応用生命科学 セ Ａ　　 生物工学　
3406-74-0301 新潟薬大　　　 応用生命 生命産業創造 　 Ⅰ期　 農業経済学
3406-74-0371 新潟薬大　　　 応用生命 生命産業創造 セ Ａ　　 農業経済学
3407-46-0000 新潟工科大　　 工　　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
3407-46-0601 新潟工科大　　 工　　　 工　　　　　 　 Ａ　　 機械工学　
3407-46-0671 新潟工科大　　 工　　　 工　　　　　 セ Ａ　　 機械工学　
3407-46-0674 新潟工科大　　 工　　　 工　　　　　 セ 併用Ａ 機械工学　
3408-27-0000 新潟青陵大　　 福祉心理 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3408-27-0101 新潟青陵大　　 福祉心理 社会／ソーシ 　 　　　 社会福祉学
3408-27-0171 新潟青陵大　　 福祉心理 社会／ソーシ セ 前期　 社会福祉学
3408-27-0201 新潟青陵大　　 福祉心理 社会／福祉ケ 　 　　　 社会福祉学
3408-27-0271 新潟青陵大　　 福祉心理 社会／福祉ケ セ 前期　 社会福祉学
3408-27-0301 新潟青陵大　　 福祉心理 社会／子ども 　 　　　 児童学　　
3408-27-0371 新潟青陵大　　 福祉心理 社会／子ども セ 前期　 児童学　　
3408-27-0401 新潟青陵大　　 福祉心理 臨床心理　　 　 　　　 心理学　　
3408-27-0471 新潟青陵大　　 福祉心理 臨床心理　　 セ 前期　 心理学　　
3408-65-0000 新潟青陵大　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3408-65-0101 新潟青陵大　　 看護　　 看護　　　　 　 　　　 看護　　　
3408-65-0171 新潟青陵大　　 看護　　 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3409-22-0000 長岡大　　　　 経済経営 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3409-22-0301 長岡大　　　　 経済経営 経済経営　　 　 Ⅰ期　 経済学　　
3409-22-0371 長岡大　　　　 経済経営 経済経営　　 セ Ⅰ期　 経済学　　
3410-21-0000 新潟医療福祉大 医療経営 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3410-21-0101 新潟医療福祉大 医療経営 医療情報管理 　 前期　 経営学・商
3410-21-0171 新潟医療福祉大 医療経営 医療情報管理 セ 前期　 経営学・商



3410-26-0000 新潟医療福祉大 社会福祉 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3410-26-0100 新潟医療福祉大 社会福祉 社会福祉　　 　 前期　 社会福祉学
3410-26-0172 新潟医療福祉大 社会福祉 社会福祉　　 セ 前期　 社会福祉学
3410-64-0000 新潟医療福祉大 医療技術 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
3410-64-0801 新潟医療福祉大 医療技術 臨床技術　　 　 前期　 医療技術　
3410-64-0871 新潟医療福祉大 医療技術 臨床技術　　 セ 前期　 医療技術　
3410-64-0901 新潟医療福祉大 医療技術 視機能科学　 　 前期　 医療技術　
3410-64-0971 新潟医療福祉大 医療技術 視機能科学　 セ 前期　 医療技術　
3410-64-1001 新潟医療福祉大 医療技術 救急救命　　 　 前期　 医療技術　
3410-64-1073 新潟医療福祉大 医療技術 救急救命　　 セ 前期　 医療技術　
3410-64-1101 新潟医療福祉大 医療技術 診療放射線　 　 前期　 放射線技術
3410-64-1171 新潟医療福祉大 医療技術 診療放射線　 セ 前期　 放射線技術
3410-65-0000 新潟医療福祉大 健康科学 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3410-65-0101 新潟医療福祉大 健康科学 健康栄養　　 　 前期　 食物・栄養
3410-65-0172 新潟医療福祉大 健康科学 健康栄養　　 セ 前期　 食物・栄養
3410-65-0201 新潟医療福祉大 健康科学 健康スポーツ 　 前期　 体育・健康
3410-65-0272 新潟医療福祉大 健康科学 健康スポーツ セ 前期　 体育・健康
3410-66-0000 新潟医療福祉大 リハビリ 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
3410-66-0101 新潟医療福祉大 リハビリ 理学療法　　 　 前期　 理学療法　
3410-66-0171 新潟医療福祉大 リハビリ 理学療法　　 セ 前期　 理学療法　
3410-66-0201 新潟医療福祉大 リハビリ 作業療法　　 　 前期　 作業療法　
3410-66-0271 新潟医療福祉大 リハビリ 作業療法　　 セ 前期　 作業療法　
3410-66-0301 新潟医療福祉大 リハビリ 言語聴覚　　 　 前期　 医療技術　
3410-66-0371 新潟医療福祉大 リハビリ 言語聴覚　　 セ 前期　 医療技術　
3410-66-0401 新潟医療福祉大 リハビリ 義肢装具自立 　 前期　 医療技術　
3410-66-0471 新潟医療福祉大 リハビリ 義肢装具自立 セ 前期　 医療技術　
3410-67-0000 新潟医療福祉大 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3410-67-0101 新潟医療福祉大 看護　　 看護　　　　 　 前期　 看護　　　
3410-67-0171 新潟医療福祉大 看護　　 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3411-64-0000 新潟リハビリ大 医療　　 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3411-64-0102 新潟リハビリ大 医療　　 リハ／理学療 　 第１回 理学療法　
3411-64-0173 新潟リハビリ大 医療　　 リハ／理学療 セ 前期　 理学療法　
3411-64-0401 新潟リハビリ大 医療　　 リハ／作業療 　 第１回 作業療法　
3411-64-0471 新潟リハビリ大 医療　　 リハ／作業療 セ 前期　 作業療法　
3411-64-0501 新潟リハビリ大 医療　　 リハ／リハビ 　 第１回 心理学　　
3411-64-0571 新潟リハビリ大 医療　　 リハ／リハビ セ 前期　 心理学　　
3412-74-0000 新潟食料農業大 食料産業 　　　　　　 　 　　　 農学　　　
3412-74-0101 新潟食料農業大 食料産業 食料産業　　 　 前期　 農学　　　
3412-74-0102 新潟食料農業大 食料産業 食料産業　　 　 中期　 農学　　　
3412-74-0171 新潟食料農業大 食料産業 食料産業　　 セ 前期　 農学　　　
3412-74-0172 新潟食料農業大 食料産業 食料産業　　 セ 中期　 農学　　　
3413-64-0000 長岡崇徳大　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3413-64-0101 長岡崇徳大　　 看護　　 看護　　　　 　 　　　 看護　　　
3416-12-0000 高岡法大　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3416-12-0201 高岡法大　　　 法　　　 法　　　　　 　 前期　 法学　　　
3416-12-0271 高岡法大　　　 法　　　 法　　　　　 セ 前期　 法学　　　
3417-29-0000 富山国際大　　 現代社会 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3417-29-0101 富山国際大　　 現代社会 現代社会　　 　 前期　 観光学　　
3417-29-0171 富山国際大　　 現代社会 現代社会　　 セ 前期　 観光学　　
3417-79-0000 富山国際大　　 子ども育 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3417-79-0101 富山国際大　　 子ども育 子ども育成　 　 前期　 小学校　　
3417-79-0171 富山国際大　　 子ども育 子ども育成　 セ 前期　 小学校　　
3426-55-0000 金沢医大　　　 医　　　 　　　　　　 　 　　　 医　　　　
3426-55-0100 金沢医大　　　 医　　　 医　　　　　 　 前期　 医　　　　
3426-64-0000 金沢医大　　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3426-64-0101 金沢医大　　　 看護　　 看護　　　　 　 　　　 看護　　　
3427-02-0000 金沢星稜大　　 人文　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3427-02-0101 金沢星稜大　　 人文　　 国際文化　　 　 Ａ　　 文化学　　
3427-02-0172 金沢星稜大　　 人文　　 国際文化　　 セ Ａ　　 文化学　　



3427-18-0000 金沢星稜大　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3427-18-0101 金沢星稜大　　 経済　　 経済　　　　 　 Ａ３　 経済学　　
3427-18-0102 金沢星稜大　　 経済　　 経済　　　　 　 Ａ２　 経済学　　
3427-18-0171 金沢星稜大　　 経済　　 経済　　　　 セ Ａ　　 経済学　　
3427-18-0301 金沢星稜大　　 経済　　 経営　　　　 　 Ａ３　 経営学・商
3427-18-0302 金沢星稜大　　 経済　　 経営　　　　 　 Ａ２　 経営学・商
3427-18-0371 金沢星稜大　　 経済　　 経営　　　　 セ Ａ　　 経営学・商
3427-37-0000 金沢星稜大　　 人間科学 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3427-37-0101 金沢星稜大　　 人間科学 スポーツ　　 　 Ａ３　 体育・健康
3427-37-0103 金沢星稜大　　 人間科学 スポーツ　　 　 Ａ２　 体育・健康
3427-37-0171 金沢星稜大　　 人間科学 スポーツ　　 セ Ａ　　 体育・健康
3427-37-0201 金沢星稜大　　 人間科学 こども　　　 　 Ａ３　 幼稚園　　
3427-37-0202 金沢星稜大　　 人間科学 こども　　　 　 Ａ２　 幼稚園　　
3427-37-0271 金沢星稜大　　 人間科学 こども　　　 セ Ａ　　 幼稚園　　
3428-38-0000 金沢工大　　　 情報フロ 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3428-38-0101 金沢工大　　　 情報フロ メディア情報 　 Ａ　　 情報工学　
3428-38-0171 金沢工大　　　 情報フロ メディア情報 セ 前期　 情報工学　
3428-38-0201 金沢工大　　　 情報フロ 経営情報　　 　 Ａ　　 経営情報学
3428-38-0271 金沢工大　　　 情報フロ 経営情報　　 セ 前期　 経営情報学
3428-38-0301 金沢工大　　　 情報フロ 心理科学　　 　 Ａ　　 情報科学　
3428-38-0371 金沢工大　　　 情報フロ 心理科学　　 セ 前期　 情報科学　
3428-46-0000 金沢工大　　　 工　　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
3428-46-0203 金沢工大　　　 工　　　 機械工　　　 　 Ａ　　 機械工学　
3428-46-0271 金沢工大　　　 工　　　 機械工　　　 セ 前期　 機械工学　
3428-46-0601 金沢工大　　　 工　　　 情報工　　　 　 Ａ　　 情報工学　
3428-46-0671 金沢工大　　　 工　　　 情報工　　　 セ 前期　 情報工学　
3428-46-1402 金沢工大　　　 工　　　 ロボティクス 　 Ａ　　 機械工学　
3428-46-1471 金沢工大　　　 工　　　 ロボティクス セ 前期　 機械工学　
3428-46-1502 金沢工大　　　 工　　　 航空シス工　 　 Ａ　　 航空・宇宙
3428-46-1571 金沢工大　　　 工　　　 航空シス工　 セ 前期　 航空・宇宙
3428-46-1602 金沢工大　　　 工　　　 電気電子工　 　 Ａ　　 電気・電子
3428-46-1671 金沢工大　　　 工　　　 電気電子工　 セ 前期　 電気・電子
3428-46-1901 金沢工大　　　 工　　　 環境土木工　 　 Ａ　　 建築・土木
3428-46-1971 金沢工大　　　 工　　　 環境土木工　 セ 前期　 建築・土木
3428-48-0000 金沢工大　　　 バイオ化 　　　　　　 　 　　　 応用化学　
3428-48-0101 金沢工大　　　 バイオ化 応用バイオ　 　 Ａ　　 生物工学　
3428-48-0171 金沢工大　　　 バイオ化 応用バイオ　 セ 前期　 生物工学　
3428-48-0201 金沢工大　　　 バイオ化 応用化　　　 　 Ａ　　 応用化学　
3428-48-0271 金沢工大　　　 バイオ化 応用化　　　 セ 前期　 応用化学　
3428-49-0000 金沢工大　　　 建築　　 　　　　　　 　 　　　 建築・土木
3428-49-0101 金沢工大　　　 建築　　 建築　　　　 　 Ａ　　 建築・土木
3428-49-0171 金沢工大　　　 建築　　 建築　　　　 セ 前期　 建築・土木
3429-01-0000 金沢学院大　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3429-01-0501 金沢学院大　　 文　　　 文学／日本文 　 Ⅰ期　 日本文学　
3429-01-0571 金沢学院大　　 文　　　 文学／日本文 セ Ⅰ期　 日本文学　
3429-01-0601 金沢学院大　　 文　　　 文学／英米文 　 Ⅰ期　 英米語　　
3429-01-0671 金沢学院大　　 文　　　 文学／英米文 セ Ⅰ期　 英米語　　
3429-01-0701 金沢学院大　　 文　　　 文学／歴史学 　 Ⅰ期　 日本史　　
3429-01-0771 金沢学院大　　 文　　　 文学／歴史学 セ Ⅰ期　 日本史　　
3429-01-0801 金沢学院大　　 文　　　 文学／心理学 　 Ⅰ期　 心理学　　
3429-01-0871 金沢学院大　　 文　　　 文学／心理学 セ Ⅰ期　 心理学　　
3429-01-0901 金沢学院大　　 文　　　 教育　　　　 　 Ⅰ期　 小学校　　
3429-01-0971 金沢学院大　　 文　　　 教育　　　　 セ Ⅰ期　 小学校　　
3429-21-0000 金沢学院大　　 経営情報 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3429-21-0103 金沢学院大　　 経営情報 経営情報　　 　 Ⅰ期　 経営情報学
3429-21-0171 金沢学院大　　 経営情報 経営情報　　 セ Ⅰ期　 経営情報学
3429-64-0000 金沢学院大　　 人間健康 　　　　　　 　 　　　 中高－体育
3429-64-0102 金沢学院大　　 人間健康 スポーツ健康 　 Ⅰ期　 体育・健康
3429-64-0177 金沢学院大　　 人間健康 スポーツ健康 セ Ⅰ期　 体育・健康



3429-64-0201 金沢学院大　　 人間健康 健康栄養　　 　 Ⅰ期　 食物・栄養
3429-64-0275 金沢学院大　　 人間健康 健康栄養　　 セ Ⅰ期　 食物・栄養
3429-83-0000 金沢学院大　　 芸術　　 　　　　　　 　 　　　 美術・デザ
3429-83-0401 金沢学院大　　 芸術　　 芸術　　　　 　 Ⅰ期　 美術・デザ
3429-83-0475 金沢学院大　　 芸術　　 芸術　　　　 セ Ⅰ期　 美術・デザ
3430-21-0000 北陸大　　　　 経済経営 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3430-21-0101 北陸大　　　　 経済経営 マネジメント 　 Ａ　　 経営学・商
3430-21-0171 北陸大　　　　 経済経営 マネジメント セ Ａ　　 経営学・商
3430-37-0000 北陸大　　　　 国際コミ 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3430-37-0101 北陸大　　　　 国際コミ 国際コミュニ 　 Ａ　　 英米語　　
3430-37-0171 北陸大　　　　 国際コミ 国際コミュニ セ Ａ　　 英米語　　
3430-61-0000 北陸大　　　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3430-61-0201 北陸大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 　 Ａ　　 薬　　　　
3430-61-0271 北陸大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 セ Ａ２　 薬　　　　
3430-61-0274 北陸大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 セ Ａ３　 薬　　　　
3430-64-0000 北陸大　　　　 医療保健 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
3430-64-0101 北陸大　　　　 医療保健 医療技術　　 　 Ａ　　 検査技術　
3430-64-0171 北陸大　　　　 医療保健 医療技術　　 セ Ａ　　 検査技術　
3431-26-0000 金城大　　　　 社会福祉 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3431-26-0101 金城大　　　　 社会福祉 社会福祉　　 　 前期　 社会福祉学
3431-26-0171 金城大　　　　 社会福祉 社会福祉　　 セ 前期　 社会福祉学
3431-26-0401 金城大　　　　 社会福祉 子ども福祉　 　 前期　 児童学　　
3431-26-0471 金城大　　　　 社会福祉 子ども福祉　 セ 前期　 児童学　　
3431-64-0000 金城大　　　　 医療健康 　　　　　　 　 　　　 理学療法　
3431-64-0101 金城大　　　　 医療健康 理学療法　　 　 前期　 理学療法　
3431-64-0171 金城大　　　　 医療健康 理学療法　　 セ 前期　 理学療法　
3431-64-0201 金城大　　　　 医療健康 作業療法　　 　 前期　 作業療法　
3431-64-0271 金城大　　　　 医療健康 作業療法　　 セ 前期　 作業療法　
3431-65-0000 金城大　　　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3431-65-0101 金城大　　　　 看護　　 看護　　　　 　 前期　 看護　　　
3431-65-0171 金城大　　　　 看護　　 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3432-37-0000 北陸学院大　　 人間総合 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3432-37-0101 北陸学院大　　 人間総合 子ども教育　 　 第Ⅰ期 幼稚園　　
3432-37-0171 北陸学院大　　 人間総合 子ども教育　 セ Ａ　　 幼稚園　　
3432-37-0301 北陸学院大　　 人間総合 社会　　　　 　 第Ⅰ期 社会学　　
3432-37-0371 北陸学院大　　 人間総合 社会　　　　 セ Ａ　　 社会学　　
3441-46-0000 福井工大　　　 工　　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
3441-46-1501 福井工大　　　 工　　　 機械工　　　 　 前期Ａ 機械工学　
3441-46-1503 福井工大　　　 工　　　 機械工　　　 　 前期Ｂ 機械工学　
3441-46-1571 福井工大　　　 工　　　 機械工　　　 セ 前期　 機械工学　
3441-46-1901 福井工大　　　 工　　　 原子力技術応 　 前期Ａ 原子力・エ
3441-46-1903 福井工大　　　 工　　　 原子力技術応 　 前期Ｂ 原子力・エ
3441-46-1971 福井工大　　　 工　　　 原子力技術応 セ 前期　 原子力・エ
3441-46-2901 福井工大　　　 工　　　 電気電子工　 　 前期Ｂ 電気・電子
3441-46-2902 福井工大　　　 工　　　 電気電子工　 　 前期Ａ 電気・電子
3441-46-2971 福井工大　　　 工　　　 電気電子工　 セ 前期　 電気・電子
3441-46-3601 福井工大　　　 工　　　 建築土木工　 　 前期Ｂ 建築・土木
3441-46-3602 福井工大　　　 工　　　 建築土木工　 　 前期Ａ 建築・土木
3441-46-3671 福井工大　　　 工　　　 建築土木工　 セ 前期　 建築・土木
3441-47-0000 福井工大　　　 環境情報 　　　　　　 　 　　　 経営情報学
3441-47-0101 福井工大　　　 環境情報 環境・食品科 　 前期Ｂ 生物工学　
3441-47-0102 福井工大　　　 環境情報 環境・食品科 　 前期Ａ 生物工学　
3441-47-0171 福井工大　　　 環境情報 環境・食品科 セ 前期　 生物工学　
3441-47-0201 福井工大　　　 環境情報 経営情報　　 　 前期Ｂ 経営情報学
3441-47-0202 福井工大　　　 環境情報 経営情報　　 　 前期Ａ 経営情報学
3441-47-0271 福井工大　　　 環境情報 経営情報　　 セ 前期　 経営情報学
3441-47-0301 福井工大　　　 環境情報 デザイン　　 　 前期Ｂ デザイン工
3441-47-0302 福井工大　　　 環境情報 デザイン　　 　 前期Ａ デザイン工
3441-47-0371 福井工大　　　 環境情報 デザイン　　 セ 前期　 デザイン工



3441-64-0000 福井工大　　　 スポーツ 　　　　　　 　 　　　 体育・健康
3441-64-0101 福井工大　　　 スポーツ スポーツ健康 　 前期Ｂ 体育・健康
3441-64-0102 福井工大　　　 スポーツ スポーツ健康 　 前期Ａ 体育・健康
3441-64-0171 福井工大　　　 スポーツ スポーツ健康 セ 前期　 体育・健康
3442-37-0000 仁愛大　　　　 人間　　 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3442-37-0100 仁愛大　　　　 人間　　 心理　　　　 　 前期　 心理学　　
3442-37-0171 仁愛大　　　　 人間　　 心理　　　　 セ Ⅰ期　 心理学　　
3442-37-0200 仁愛大　　　　 人間　　 コミュニケー 　 前期　 社会学　　
3442-37-0271 仁愛大　　　　 人間　　 コミュニケー セ Ⅰ期　 社会学　　
3442-79-0000 仁愛大　　　　 人間生活 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3442-79-0101 仁愛大　　　　 人間生活 健康栄養　　 　 前期　 食物・栄養
3442-79-0171 仁愛大　　　　 人間生活 健康栄養　　 セ Ⅰ期　 食物・栄養
3442-79-0201 仁愛大　　　　 人間生活 子ども教育　 　 前期　 児童学　　
3442-79-0271 仁愛大　　　　 人間生活 子ども教育　 セ Ⅰ期　 児童学　　
3443-64-0000 福井医療大　　 保健医療 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3443-64-0101 福井医療大　　 保健医療 リハ／理学療 　 第１次 理学療法　
3443-64-0171 福井医療大　　 保健医療 リハ／理学療 セ 前期　 理学療法　
3443-64-0201 福井医療大　　 保健医療 リハ／作業療 　 第１次 作業療法　
3443-64-0271 福井医療大　　 保健医療 リハ／作業療 セ 前期　 作業療法　
3443-64-0301 福井医療大　　 保健医療 リハ／言語聴 　 第１次 医療技術　
3443-64-0371 福井医療大　　 保健医療 リハ／言語聴 セ 前期　 医療技術　
3443-64-0401 福井医療大　　 保健医療 看護　　　　 　 第１次 看護　　　
3443-64-0471 福井医療大　　 保健医療 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3451-31-0000 帝京科学大　　 教育人間 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
3451-31-0201 帝京科学大　　 教育人間 幼児保育　　 　 Ⅰ期　 幼稚園　　
3451-31-0271 帝京科学大　　 教育人間 幼児保育　　 セ 　　　 幼稚園　　
3451-31-0301 帝京科学大　　 教育人間 学校／小学校 　 Ⅰ期　 小学校　　
3451-31-0371 帝京科学大　　 教育人間 学校／小学校 セ 　　　 小学校　　
3451-31-0401 帝京科学大　　 教育人間 学校／中高理 　 Ⅰ期　 中高－理科
3451-31-0471 帝京科学大　　 教育人間 学校／中高理 セ 　　　 中高－理科
3451-31-0501 帝京科学大　　 教育人間 学校／中高保 　 Ⅰ期　 中高－体育
3451-31-0571 帝京科学大　　 教育人間 学校／中高保 セ 　　　 中高－体育
3451-31-0601 帝京科学大　　 教育人間 こど／小・幼 　 Ⅰ期　 小学校　　
3451-31-0671 帝京科学大　　 教育人間 こど／小・幼 セ 　　　 小学校　　
3451-31-0701 帝京科学大　　 教育人間 こど／幼・保 　 Ⅰ期　 幼稚園　　
3451-31-0771 帝京科学大　　 教育人間 こど／幼・保 セ 　　　 幼稚園　　
3451-31-0801 帝京科学大　　 教育人間 学校／国際英 　 Ⅰ期　 中高－英語
3451-31-0871 帝京科学大　　 教育人間 学校／国際英 セ 　　　 中高－英語
3451-37-0000 帝京科学大　　 生命環境 　　　　　　 　 　　　 生物学　　
3451-37-0901 帝京科学大　　 生命環境 生命／生命　 　 Ⅰ期　 生物工学　
3451-37-0971 帝京科学大　　 生命環境 生命／生命　 セ 　　　 生物工学　
3451-37-1001 帝京科学大　　 生命環境 生命／生・健 　 Ⅰ期　 生物工学　
3451-37-1071 帝京科学大　　 生命環境 生命／生・健 セ 　　　 生物工学　
3451-37-1101 帝京科学大　　 生命環境 生命／臨床工 　 Ⅰ期　 医療技術　
3451-37-1171 帝京科学大　　 生命環境 生命／臨床工 セ 　　　 医療技術　
3451-37-1201 帝京科学大　　 生命環境 アニマルサイ 　 Ⅰ期　 生物学　　
3451-37-1271 帝京科学大　　 生命環境 アニマルサイ セ 　　　 生物学　　
3451-37-1301 帝京科学大　　 生命環境 自然・東京西 　 Ⅰ期　 化学　　　
3451-37-1371 帝京科学大　　 生命環境 自然・東京西 セ 　　　 化学　　　
3451-37-1501 帝京科学大　　 生命環境 自然・千住　 　 Ⅰ期　 化学　　　
3451-37-1571 帝京科学大　　 生命環境 自然・千住　 セ 　　　 化学　　　
3451-37-1601 帝京科学大　　 生命環境 アニ／動物看 　 Ⅰ期　 獣医学　　
3451-37-1671 帝京科学大　　 生命環境 アニ／動物看 セ 　　　 獣医学　　
3451-64-0000 帝京科学大　　 医療科学 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
3451-64-0401 帝京科学大　　 医療科学 理学療法　　 　 Ⅰ期　 理学療法　
3451-64-0471 帝京科学大　　 医療科学 理学療法　　 セ 　　　 理学療法　
3451-64-0501 帝京科学大　　 医療科学 作業療法　　 　 Ⅰ期　 作業療法　
3451-64-0571 帝京科学大　　 医療科学 作業療法　　 セ 　　　 作業療法　
3451-64-0601 帝京科学大　　 医療科学 柔道整復　　 　 Ⅰ期　 医療技術　



3451-64-0671 帝京科学大　　 医療科学 柔道整復　　 セ 　　　 医療技術　
3451-64-0701 帝京科学大　　 医療科学 東京理学療法 　 Ⅰ期　 理学療法　
3451-64-0771 帝京科学大　　 医療科学 東京理学療法 セ 　　　 理学療法　
3451-64-0801 帝京科学大　　 医療科学 東京柔道整復 　 Ⅰ期　 医療技術　
3451-64-0871 帝京科学大　　 医療科学 東京柔道整復 セ 　　　 医療技術　
3451-64-0901 帝京科学大　　 医療科学 看護　　　　 　 Ⅰ期　 看護　　　
3451-64-0971 帝京科学大　　 医療科学 看護　　　　 セ 　　　 看護　　　
3451-64-1001 帝京科学大　　 医療科学 医療福祉　　 　 Ⅰ期　 社会福祉学
3451-64-1071 帝京科学大　　 医療科学 医療福祉　　 セ 　　　 社会福祉学
3452-03-0000 身延山大　　　 仏教　　 　　　　　　 　 　　　 哲学倫理宗
3452-03-0100 身延山大　　　 仏教　　 仏教　　　　 　 Ａ　　 哲学倫理宗
3453-12-0000 山梨学院大　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3453-12-0101 山梨学院大　　 法　　　 政治行政　　 　 Ⅰ期２ 政治学　　
3453-12-0103 山梨学院大　　 法　　　 政治行政　　 　 Ⅰ期３ 政治学　　
3453-12-0173 山梨学院大　　 法　　　 政治行政　　 セ Ⅰ期　 政治学　　
3453-12-0201 山梨学院大　　 法　　　 法　　　　　 　 Ⅰ期２ 法学　　　
3453-12-0203 山梨学院大　　 法　　　 法　　　　　 　 Ⅰ期３ 法学　　　
3453-12-0273 山梨学院大　　 法　　　 法　　　　　 セ Ⅰ期　 法学　　　
3453-19-0000 山梨学院大　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3453-19-0101 山梨学院大　　 経営　　 経営　　　　 　 Ⅰ期２ 経営学・商
3453-19-0102 山梨学院大　　 経営　　 経営　　　　 　 Ⅰ期３ 経営学・商
3453-19-0171 山梨学院大　　 経営　　 経営　　　　 セ Ⅰ期　 経営学・商
3453-37-0000 山梨学院大　　 国際リベ 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3453-37-0101 山梨学院大　　 国際リベ 国際リベラル 　 Ⅰ期　 英米語　　
3453-37-0176 山梨学院大　　 国際リベ 国際リベラル セ Ⅰ期　 英米語　　
3453-64-0000 山梨学院大　　 健康栄養 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3453-64-0101 山梨学院大　　 健康栄養 管理栄養　　 　 Ⅰ期２ 食物・栄養
3453-64-0102 山梨学院大　　 健康栄養 管理栄養　　 　 Ⅰ期３ 食物・栄養
3453-64-0171 山梨学院大　　 健康栄養 管理栄養　　 セ Ⅰ期　 食物・栄養
3453-65-0000 山梨学院大　　 スポーツ 　　　　　　 　 　　　 体育・健康
3453-65-0101 山梨学院大　　 スポーツ スポーツ科学 　 Ⅰ期　 体育・健康
3453-65-0171 山梨学院大　　 スポーツ スポーツ科学 セ Ⅰ期　 体育・健康
3454-37-0000 山梨英和大　　 人間文化 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3454-37-0101 山梨英和大　　 人間文化 人間文化　　 　 Ａ　　 文化学　　
3454-37-0171 山梨英和大　　 人間文化 人間文化　　 セ Ⅰ期　 文化学　　
3455-64-0000 健康科学大　　 健康科学 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3455-64-0100 健康科学大　　 健康科学 理学療法　　 　 Ⅰ期　 理学療法　
3455-64-0171 健康科学大　　 健康科学 理学療法　　 セ Ⅰ期　 理学療法　
3455-64-0200 健康科学大　　 健康科学 作業療法　　 　 Ⅰ期　 作業療法　
3455-64-0271 健康科学大　　 健康科学 作業療法　　 セ Ⅰ期　 作業療法　
3455-64-0301 健康科学大　　 健康科学 福祉心理　　 　 Ⅰ期　 社会福祉学
3455-64-0371 健康科学大　　 健康科学 福祉心理　　 セ Ⅰ期　 社会福祉学
3455-65-0000 健康科学大　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3455-65-0101 健康科学大　　 看護　　 看護　　　　 　 Ⅰ期　 看護　　　
3455-65-0173 健康科学大　　 看護　　 看護　　　　 セ Ⅰ期　 看護　　　
3462-58-0000 松本歯大　　　 歯　　　 　　　　　　 　 　　　 歯　　　　
3462-58-0101 松本歯大　　　 歯　　　 歯　　　　　 　 Ⅰ期　 歯　　　　
3462-58-0172 松本歯大　　　 歯　　　 歯　　　　　 セ Ⅰ期　 歯　　　　
3463-21-0000 松本大　　　　 総合経営 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3463-21-0101 松本大　　　　 総合経営 総合経営　　 　 Ａ　　 経営学・商
3463-21-0171 松本大　　　　 総合経営 総合経営　　 セ Ⅰ期　 経営学・商
3463-21-0201 松本大　　　　 総合経営 観光ホスピタ 　 Ａ　　 観光学　　
3463-21-0271 松本大　　　　 総合経営 観光ホスピタ セ Ⅰ期　 観光学　　
3463-30-0000 松本大　　　　 教育　　 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3463-30-0101 松本大　　　　 教育　　 学校教育　　 　 Ａ　　 小学校　　
3463-30-0171 松本大　　　　 教育　　 学校教育　　 セ Ⅰ期　 小学校　　
3463-64-0000 松本大　　　　 人間健康 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3463-64-0101 松本大　　　　 人間健康 健康栄養　　 　 Ａ　　 食物・栄養
3463-64-0171 松本大　　　　 人間健康 健康栄養　　 セ Ⅰ期　 食物・栄養



3463-64-0201 松本大　　　　 人間健康 スポーツ健康 　 Ａ　　 体育・健康
3463-64-0271 松本大　　　　 人間健康 スポーツ健康 セ Ⅰ期　 体育・健康
3465-37-0000 清泉女学院大　 人間　　 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3465-37-0101 清泉女学院大　 人間　　 心理コミュニ 　 Ａ　　 心理学　　
3465-37-0174 清泉女学院大　 人間　　 心理コミュニ セ Ａ　　 心理学　　
3465-37-0401 清泉女学院大　 人間　　 文化　　　　 　 Ａ　　 文化学　　
3465-37-0471 清泉女学院大　 人間　　 文化　　　　 セ Ａ　　 文化学　　
3465-64-0000 清泉女学院大　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3465-64-0101 清泉女学院大　 看護　　 看護　　　　 　 　　　 看護　　　
3465-64-0171 清泉女学院大　 看護　　 看護　　　　 セ 　　　 看護　　　
3466-64-0000 佐久大　　　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3466-64-0101 佐久大　　　　 看護　　 看護　　　　 　 前期　 看護　　　
3466-64-0171 佐久大　　　　 看護　　 看護　　　　 セ Ａ　　 看護　　　
3467-64-0000 長野保健医療大 保健科学 　　　　　　 　 　　　 理学療法　
3467-64-0101 長野保健医療大 保健科学 リハ／理学療 　 Ⅰ期　 理学療法　
3467-64-0201 長野保健医療大 保健科学 リハ／作業療 　 Ⅰ期　 作業療法　
3467-65-0000 長野保健医療大 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3467-65-0101 長野保健医療大 看護　　 看護　　　　 　 Ⅰ期　 看護　　　
3481-12-0000 朝日大　　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3481-12-0103 朝日大　　　　 法　　　 法　　　　　 　 Ⅰ期　 法学　　　
3481-12-0171 朝日大　　　　 法　　　 法　　　　　 セ プラⅠ 法学　　　
3481-12-0173 朝日大　　　　 法　　　 法　　　　　 セ Ⅰ期　 法学　　　
3481-19-0000 朝日大　　　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3481-19-0103 朝日大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 Ⅰ期　 経営学・商
3481-19-0171 朝日大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ プラⅠ 経営学・商
3481-19-0173 朝日大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ Ⅰ期　 経営学・商
3481-58-0000 朝日大　　　　 歯　　　 　　　　　　 　 　　　 歯　　　　
3481-58-0100 朝日大　　　　 歯　　　 歯　　　　　 　 Ⅰ期　 歯　　　　
3481-58-0171 朝日大　　　　 歯　　　 歯　　　　　 セ Ⅰ期　 歯　　　　
3481-58-0174 朝日大　　　　 歯　　　 歯　　　　　 セ プラⅠ 歯　　　　
3481-64-0000 朝日大　　　　 保健医療 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3481-64-0101 朝日大　　　　 保健医療 看護　　　　 　 Ⅰ期　 看護　　　
3481-64-0171 朝日大　　　　 保健医療 看護　　　　 セ Ⅰ期　 看護　　　
3481-64-0174 朝日大　　　　 保健医療 看護　　　　 セ プラⅠ 看護　　　
3481-64-0201 朝日大　　　　 保健医療 健康スポーツ 　 Ⅰ期　 体育・健康
3481-64-0271 朝日大　　　　 保健医療 健康スポーツ セ プラⅠ 体育・健康
3481-64-0272 朝日大　　　　 保健医療 健康スポーツ セ Ⅰ期　 体育・健康
3482-18-0000 岐阜協立大　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3482-18-0102 岐阜協立大　　 経済　　 経済　　　　 　 Ⅰ期　 経済学　　
3482-18-0171 岐阜協立大　　 経済　　 経済　　　　 セ ２科Ⅰ 経済学　　
3482-18-0174 岐阜協立大　　 経済　　 経済　　　　 セ ３科Ⅰ 経済学　　
3482-18-0402 岐阜協立大　　 経済　　 経済／企業人 　 Ⅰ期　 経営学・商
3482-18-0474 岐阜協立大　　 経済　　 経済／企業人 セ ２科Ⅰ 経営学・商
3482-18-0476 岐阜協立大　　 経済　　 経済／企業人 セ ３科Ⅰ 経営学・商
3482-18-0501 岐阜協立大　　 経済　　 公共政策　　 　 Ⅰ期　 社会福祉学
3482-18-0571 岐阜協立大　　 経済　　 公共政策　　 セ ２科Ⅰ 社会福祉学
3482-18-0574 岐阜協立大　　 経済　　 公共政策　　 セ ３科Ⅰ 社会福祉学
3482-19-0000 岐阜協立大　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3482-19-0301 岐阜協立大　　 経営　　 スポーツ経営 　 Ⅰ期　 経営学・商
3482-19-0371 岐阜協立大　　 経営　　 スポーツ経営 セ ２科Ⅰ 経営学・商
3482-19-0374 岐阜協立大　　 経営　　 スポーツ経営 セ ３科Ⅰ 経営学・商
3482-19-0401 岐阜協立大　　 経営　　 情報メディア 　 Ⅰ期　 経営学・商
3482-19-0471 岐阜協立大　　 経営　　 情報メディア セ ２科Ⅰ 経営学・商
3482-19-0474 岐阜協立大　　 経営　　 情報メディア セ ３科Ⅰ 経営学・商
3482-64-0000 岐阜協立大　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3482-64-0101 岐阜協立大　　 看護　　 看護　　　　 　 Ⅰ期　 看護　　　
3482-64-0172 岐阜協立大　　 看護　　 看護　　　　 セ ３科Ⅰ 看護　　　
3483-03-0000 岐阜女子大　　 文化創造 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3483-03-0901 岐阜女子大　　 文化創造 文化／文化創 　 前期　 観光学　　



3483-03-0971 岐阜女子大　　 文化創造 文化／文化創 セ 前期　 観光学　　
3483-03-1401 岐阜女子大　　 文化創造 文化／子ども 　 前期　 幼稚園　　
3483-03-1471 岐阜女子大　　 文化創造 文化／子ども セ 前期　 幼稚園　　
3483-03-1501 岐阜女子大　　 文化創造 文化／学校教 　 前期　 小学校　　
3483-03-1571 岐阜女子大　　 文化創造 文化／学校教 セ 前期　 小学校　　
3483-03-1601 岐阜女子大　　 文化創造 文化／デジタ 　 前期　 総合情報学
3483-03-1671 岐阜女子大　　 文化創造 文化／デジタ セ 前期　 総合情報学
3483-79-0000 岐阜女子大　　 家政　　 　　　　　　 　 　　　 生活科学　
3483-79-0401 岐阜女子大　　 家政　　 健康栄養　　 　 前期　 食物・栄養
3483-79-0471 岐阜女子大　　 家政　　 健康栄養　　 セ 前期　 食物・栄養
3483-79-0501 岐阜女子大　　 家政　　 生活／生活科 　 前期　 生活科学　
3483-79-0571 岐阜女子大　　 家政　　 生活／生活科 セ 前期　 生活科学　
3483-79-0601 岐阜女子大　　 家政　　 生活／住居学 　 前期　 住居学　　
3483-79-0671 岐阜女子大　　 家政　　 生活／住居学 セ 前期　 住居学　　
3484-08-0000 岐阜聖徳学園大 外国語　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3484-08-0402 岐阜聖徳学園大 外国語　 外国語　　　 　 Ａ　　 英米語　　
3484-08-0403 岐阜聖徳学園大 外国語　 外国語　　　 　 Ｂ　　 英米語　　
3484-08-0471 岐阜聖徳学園大 外国語　 外国語　　　 セ 前期　 英米語　　
3484-21-0000 岐阜聖徳学園大 経済情報 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3484-21-0102 岐阜聖徳学園大 経済情報 経済情報　　 　 Ａ　　 経済学　　
3484-21-0103 岐阜聖徳学園大 経済情報 経済情報　　 　 Ｂ　　 経済学　　
3484-21-0171 岐阜聖徳学園大 経済情報 経済情報　　 セ 前期　 経済学　　
3484-30-0000 岐阜聖徳学園大 教育　　 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3484-30-1001 岐阜聖徳学園大 教育　　 学校／国語　 　 Ｂ　　 中高－国語
3484-30-1071 岐阜聖徳学園大 教育　　 学校／国語　 セ 前期　 中高－国語
3484-30-1074 岐阜聖徳学園大 教育　　 学校／国語　 セ Ｂプラ 中高－国語
3484-30-1101 岐阜聖徳学園大 教育　　 学校／社会　 　 Ｂ　　 中高－社会
3484-30-1171 岐阜聖徳学園大 教育　　 学校／社会　 セ 前期　 中高－社会
3484-30-1174 岐阜聖徳学園大 教育　　 学校／社会　 セ Ｂプラ 中高－社会
3484-30-1201 岐阜聖徳学園大 教育　　 学校／数学　 　 Ｂ　　 中高－数学
3484-30-1271 岐阜聖徳学園大 教育　　 学校／数学　 セ 前期　 中高－数学
3484-30-1274 岐阜聖徳学園大 教育　　 学校／数学　 セ Ｂプラ 中高－数学
3484-30-1301 岐阜聖徳学園大 教育　　 学校／理科　 　 Ｂ　　 中高－理科
3484-30-1371 岐阜聖徳学園大 教育　　 学校／理科　 セ 前期　 中高－理科
3484-30-1374 岐阜聖徳学園大 教育　　 学校／理科　 セ Ｂプラ 中高－理科
3484-30-1401 岐阜聖徳学園大 教育　　 学校／音楽　 　 Ｂ　　 中高－音楽
3484-30-1471 岐阜聖徳学園大 教育　　 学校／音楽　 セ 前期　 中高－音楽
3484-30-1474 岐阜聖徳学園大 教育　　 学校／音楽　 セ Ｂプラ 中高－音楽
3484-30-1501 岐阜聖徳学園大 教育　　 学校／体育　 　 Ｂ　　 中高－体育
3484-30-1571 岐阜聖徳学園大 教育　　 学校／体育　 セ 前期　 中高－体育
3484-30-1574 岐阜聖徳学園大 教育　　 学校／体育　 セ Ｂプラ 中高－体育
3484-30-1601 岐阜聖徳学園大 教育　　 学校／英語　 　 Ｂ　　 中高－英語
3484-30-1671 岐阜聖徳学園大 教育　　 学校／英語　 セ 前期　 中高－英語
3484-30-1674 岐阜聖徳学園大 教育　　 学校／英語　 セ Ｂプラ 中高－英語
3484-30-1701 岐阜聖徳学園大 教育　　 学校／保育　 　 Ｂ　　 幼稚園　　
3484-30-1771 岐阜聖徳学園大 教育　　 学校／保育　 セ 前期　 幼稚園　　
3484-30-1774 岐阜聖徳学園大 教育　　 学校／保育　 セ Ｂプラ 幼稚園　　
3484-30-1801 岐阜聖徳学園大 教育　　 学校／特別支 　 Ｂ　　 特別支援教
3484-30-1871 岐阜聖徳学園大 教育　　 学校／特別支 セ 前期　 特別支援教
3484-30-1874 岐阜聖徳学園大 教育　　 学校／特別支 セ Ｂプラ 特別支援教
3484-30-1901 岐阜聖徳学園大 教育　　 学校／学校心 　 Ｂ　　 教育学　　
3484-30-1971 岐阜聖徳学園大 教育　　 学校／学校心 セ 前期　 教育学　　
3484-30-1974 岐阜聖徳学園大 教育　　 学校／学校心 セ Ｂプラ 教育学　　
3484-64-0000 岐阜聖徳学園大 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3484-64-0101 岐阜聖徳学園大 看護　　 看護　　　　 　 Ａ　　 看護　　　
3484-64-0102 岐阜聖徳学園大 看護　　 看護　　　　 　 Ｂ　　 看護　　　
3484-64-0171 岐阜聖徳学園大 看護　　 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3485-19-0000 中京学院大　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3485-19-0105 中京学院大　　 経営　　 経営　　　　 　 　　　 経営学・商



3485-19-0171 中京学院大　　 経営　　 経営　　　　 セ 前期　 経営学・商
3485-64-0000 中京学院大　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3485-64-0101 中京学院大　　 看護　　 看護　　　　 　 前期　 看護　　　
3485-64-0171 中京学院大　　 看護　　 看護　　　　 セ 　　　 看護　　　
3486-37-0000 東海学院大　　 人間関係 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3486-37-0101 東海学院大　　 人間関係 心理　　　　 　 前期　 心理学　　
3486-37-0171 東海学院大　　 人間関係 心理　　　　 セ 前期　 心理学　　
3486-37-0301 東海学院大　　 人間関係 子ども発達　 　 前期　 幼稚園　　
3486-37-0371 東海学院大　　 人間関係 子ども発達　 セ 前期　 幼稚園　　
3486-64-0000 東海学院大　　 健康福祉 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3486-64-0101 東海学院大　　 健康福祉 管理栄養　　 　 前期　 食物・栄養
3486-64-0171 東海学院大　　 健康福祉 管理栄養　　 セ 前期　 食物・栄養
3486-64-0201 東海学院大　　 健康福祉 総合福祉　　 　 前期　 社会福祉学
3486-64-0271 東海学院大　　 健康福祉 総合福祉　　 セ 前期　 社会福祉学
3487-27-0000 中部学院大　　 人間福祉 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3487-27-0101 中部学院大　　 人間福祉 人間福祉　　 　 前期　 社会福祉学
3487-27-0104 中部学院大　　 人間福祉 人間福祉　　 　 中期　 社会福祉学
3487-27-0172 中部学院大　　 人間福祉 人間福祉　　 セ 前期　 社会福祉学
3487-30-0000 中部学院大　　 教育　　 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3487-30-0101 中部学院大　　 教育　　 子ども教育　 　 中期　 幼稚園　　
3487-30-0102 中部学院大　　 教育　　 子ども教育　 　 前期　 幼稚園　　
3487-30-0171 中部学院大　　 教育　　 子ども教育　 セ 前期　 幼稚園　　
3487-64-0000 中部学院大　　 看護リハ 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3487-64-0101 中部学院大　　 看護リハ 理学療法　　 　 中期　 理学療法　
3487-64-0102 中部学院大　　 看護リハ 理学療法　　 　 前期　 理学療法　
3487-64-0171 中部学院大　　 看護リハ 理学療法　　 セ 前期　 理学療法　
3487-64-0201 中部学院大　　 看護リハ 看護　　　　 　 中期　 看護　　　
3487-64-0202 中部学院大　　 看護リハ 看護　　　　 　 前期　 看護　　　
3487-64-0272 中部学院大　　 看護リハ 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3487-65-0000 中部学院大　　 スポーツ 　　　　　　 　 　　　 体育・健康
3487-65-0101 中部学院大　　 スポーツ スポーツ健康 　 中期　 体育・健康
3487-65-0102 中部学院大　　 スポーツ スポーツ健康 　 前期　 体育・健康
3487-65-0171 中部学院大　　 スポーツ スポーツ健康 セ 前期　 体育・健康
3488-64-0000 岐阜医療科学大 保健科学 　　　　　　 　 　　　 放射線技術
3488-64-0101 岐阜医療科学大 保健科学 放射線技術　 　 前期　 放射線技術
3488-64-0171 岐阜医療科学大 保健科学 放射線技術　 セ 前期　 放射線技術
3488-64-0201 岐阜医療科学大 保健科学 臨床検査　　 　 前期　 検査技術　
3488-64-0271 岐阜医療科学大 保健科学 臨床検査　　 セ 前期　 検査技術　
3488-65-0000 岐阜医療科学大 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3488-65-0101 岐阜医療科学大 看護　　 看護　　　　 　 前期　 看護　　　
3488-65-0171 岐阜医療科学大 看護　　 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3489-64-0000 岐阜保健大　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3489-64-0101 岐阜保健大　　 看護　　 看護　　　　 　 Ⅰ期　 看護　　　
3501-19-0000 静岡産業大　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3501-19-0002 静岡産業大　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3501-19-0072 静岡産業大　　 経営　　 　　　　　　 セ 　　　 経営学・商
3502-37-0000 静岡理工科大　 情報　　 　　　　　　 　 　　　 情報科学　
3502-37-0001 静岡理工科大　 情報　　 　　　　　　 　 前期Ａ 情報工学　
3502-37-0002 静岡理工科大　 情報　　 　　　　　　 　 前期Ｂ 情報工学　
3502-37-0003 静岡理工科大　 情報　　 　　　　　　 　 中期Ａ 情報工学　
3502-37-0004 静岡理工科大　 情報　　 　　　　　　 　 中期Ｂ 情報工学　
3502-37-0071 静岡理工科大　 情報　　 　　　　　　 セ 前期Ａ 情報工学　
3502-37-0072 静岡理工科大　 情報　　 　　　　　　 セ 前期Ｂ 情報工学　
3502-37-0076 静岡理工科大　 情報　　 　　　　　　 セ 中プラ 情報工学　
3502-37-0077 静岡理工科大　 情報　　 　　　　　　 セ 前期Ｓ 情報工学　
3502-37-0078 静岡理工科大　 情報　　 　　　　　　 セ 前Ａプ 情報工学　
3502-37-0079 静岡理工科大　 情報　　 　　　　　　 セ 前Ｂプ 情報工学　
3502-47-0000 静岡理工科大　 理工　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
3502-47-0101 静岡理工科大　 理工　　 機械工　　　 　 前期Ａ 機械工学　



3502-47-0102 静岡理工科大　 理工　　 機械工　　　 　 前期Ｂ 機械工学　
3502-47-0103 静岡理工科大　 理工　　 機械工　　　 　 中期Ａ 機械工学　
3502-47-0104 静岡理工科大　 理工　　 機械工　　　 　 中期Ｂ 機械工学　
3502-47-0171 静岡理工科大　 理工　　 機械工　　　 セ 前期Ａ 機械工学　
3502-47-0174 静岡理工科大　 理工　　 機械工　　　 セ 前期Ｓ 機械工学　
3502-47-0175 静岡理工科大　 理工　　 機械工　　　 セ 前Ａプ 機械工学　
3502-47-0176 静岡理工科大　 理工　　 機械工　　　 セ 前Ｂプ 機械工学　
3502-47-0177 静岡理工科大　 理工　　 機械工　　　 セ 中プラ 機械工学　
3502-47-0301 静岡理工科大　 理工　　 電気電子工　 　 前期Ａ 電気・電子
3502-47-0302 静岡理工科大　 理工　　 電気電子工　 　 前期Ｂ 電気・電子
3502-47-0303 静岡理工科大　 理工　　 電気電子工　 　 中期Ａ 電気・電子
3502-47-0304 静岡理工科大　 理工　　 電気電子工　 　 中期Ｂ 電気・電子
3502-47-0371 静岡理工科大　 理工　　 電気電子工　 セ 前期Ａ 電気・電子
3502-47-0374 静岡理工科大　 理工　　 電気電子工　 セ 前期Ｓ 電気・電子
3502-47-0375 静岡理工科大　 理工　　 電気電子工　 セ 前Ａプ 電気・電子
3502-47-0376 静岡理工科大　 理工　　 電気電子工　 セ 前Ｂプ 電気・電子
3502-47-0377 静岡理工科大　 理工　　 電気電子工　 セ 中プラ 電気・電子
3502-47-0401 静岡理工科大　 理工　　 物質生命科学 　 前期Ａ 生物工学　
3502-47-0402 静岡理工科大　 理工　　 物質生命科学 　 前期Ｂ 生物工学　
3502-47-0403 静岡理工科大　 理工　　 物質生命科学 　 中期Ａ 生物工学　
3502-47-0404 静岡理工科大　 理工　　 物質生命科学 　 中期Ｂ 生物工学　
3502-47-0471 静岡理工科大　 理工　　 物質生命科学 セ 前期Ａ 生物工学　
3502-47-0474 静岡理工科大　 理工　　 物質生命科学 セ 前期Ｓ 生物工学　
3502-47-0475 静岡理工科大　 理工　　 物質生命科学 セ 前Ａプ 生物工学　
3502-47-0476 静岡理工科大　 理工　　 物質生命科学 セ 前Ｂプ 生物工学　
3502-47-0477 静岡理工科大　 理工　　 物質生命科学 セ 中プラ 生物工学　
3502-47-0601 静岡理工科大　 理工　　 建築　　　　 　 前期Ａ 建築・土木
3502-47-0602 静岡理工科大　 理工　　 建築　　　　 　 前期Ｂ 建築・土木
3502-47-0603 静岡理工科大　 理工　　 建築　　　　 　 中期Ａ 建築・土木
3502-47-0604 静岡理工科大　 理工　　 建築　　　　 　 中期Ｂ 建築・土木
3502-47-0671 静岡理工科大　 理工　　 建築　　　　 セ 前期Ａ 建築・土木
3502-47-0674 静岡理工科大　 理工　　 建築　　　　 セ 前期Ｓ 建築・土木
3502-47-0675 静岡理工科大　 理工　　 建築　　　　 セ 前Ａプ 建築・土木
3502-47-0676 静岡理工科大　 理工　　 建築　　　　 セ 前Ｂプ 建築・土木
3502-47-0677 静岡理工科大　 理工　　 建築　　　　 セ 中プラ 建築・土木
3503-26-0000 聖隷クリスト大 社会福祉 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3503-26-0301 聖隷クリスト大 社会福祉 社会福祉　　 　 前期　 社会福祉学
3503-26-0371 聖隷クリスト大 社会福祉 社会福祉　　 セ 前期　 社会福祉学
3503-26-0401 聖隷クリスト大 社会福祉 こども教育福 　 前期　 児童学　　
3503-26-0471 聖隷クリスト大 社会福祉 こども教育福 セ 前期　 児童学　　
3503-26-0501 聖隷クリスト大 社会福祉 介護福祉　　 　 前期　 社会福祉学
3503-26-0571 聖隷クリスト大 社会福祉 介護福祉　　 セ 前期　 社会福祉学
3503-64-0000 聖隷クリスト大 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3503-64-0101 聖隷クリスト大 看護　　 看護　　　　 　 前期　 看護　　　
3503-64-0171 聖隷クリスト大 看護　　 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3503-65-0000 聖隷クリスト大 リハビリ 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
3503-65-0401 聖隷クリスト大 リハビリ 理学療法　　 　 前期３ 理学療法　
3503-65-0402 聖隷クリスト大 リハビリ 理学療法　　 　 前期２ 理学療法　
3503-65-0471 聖隷クリスト大 リハビリ 理学療法　　 セ 前期　 理学療法　
3503-65-0501 聖隷クリスト大 リハビリ 作業療法　　 　 前期３ 作業療法　
3503-65-0502 聖隷クリスト大 リハビリ 作業療法　　 　 前期２ 作業療法　
3503-65-0571 聖隷クリスト大 リハビリ 作業療法　　 セ 前期　 作業療法　
3503-65-0601 聖隷クリスト大 リハビリ 言語聴覚　　 　 前期３ 医療技術　
3503-65-0602 聖隷クリスト大 リハビリ 言語聴覚　　 　 前期２ 医療技術　
3503-65-0671 聖隷クリスト大 リハビリ 言語聴覚　　 セ 前期　 医療技術　
3504-08-0000 常葉大　　　　 外国語　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3504-08-0103 常葉大　　　　 外国語　 英米語　　　 　 前期３ 英米語　　
3504-08-0104 常葉大　　　　 外国語　 英米語　　　 　 前期２ 英米語　　
3504-08-0170 常葉大　　　　 外国語　 英米語　　　 セ 前期３ 英米語　　



3504-08-0171 常葉大　　　　 外国語　 英米語　　　 セ プラス 英米語　　
3504-08-0177 常葉大　　　　 外国語　 英米語　　　 セ 前期２ 英米語　　
3504-08-0303 常葉大　　　　 外国語　 グローバルコ 　 前期３ 英米語　　
3504-08-0304 常葉大　　　　 外国語　 グローバルコ 　 前期２ 英米語　　
3504-08-0370 常葉大　　　　 外国語　 グローバルコ セ 前期３ 英米語　　
3504-08-0371 常葉大　　　　 外国語　 グローバルコ セ プラス 英米語　　
3504-08-0377 常葉大　　　　 外国語　 グローバルコ セ 前期２ 英米語　　
3504-12-0000 常葉大　　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3504-12-0101 常葉大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 前期３ 法学　　　
3504-12-0171 常葉大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ 前期３ 法学　　　
3504-12-0173 常葉大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ プラス 法学　　　
3504-19-0000 常葉大　　　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3504-19-0102 常葉大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 前期３ 経営学・商
3504-19-0103 常葉大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 前期２ 経営学・商
3504-19-0170 常葉大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ プラス 経営学・商
3504-19-0174 常葉大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ 前期３ 経営学・商
3504-19-0175 常葉大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ 前期２ 経営学・商
3504-27-0000 常葉大　　　　 社会環境 　　　　　　 　 　　　 総合科学　
3504-27-0102 常葉大　　　　 社会環境 社会環境　　 　 前期３ 総合科学　
3504-27-0103 常葉大　　　　 社会環境 社会環境　　 　 前期２ 総合科学　
3504-27-0170 常葉大　　　　 社会環境 社会環境　　 セ プラス 総合科学　
3504-27-0174 常葉大　　　　 社会環境 社会環境　　 セ 前期３ 総合科学　
3504-27-0175 常葉大　　　　 社会環境 社会環境　　 セ 前期２ 総合科学　
3504-30-0000 常葉大　　　　 教育　　 　　　　　　 　 　　　 ０免課程　
3504-30-0802 常葉大　　　　 教育　　 生涯学習　　 　 前期３ 総合教育学
3504-30-0871 常葉大　　　　 教育　　 生涯学習　　 セ 前期３ 総合教育学
3504-30-0873 常葉大　　　　 教育　　 生涯学習　　 セ 前期５ 総合教育学
3504-30-0875 常葉大　　　　 教育　　 生涯学習　　 セ プラス 総合教育学
3504-30-0902 常葉大　　　　 教育　　 初等教育　　 　 前期文 小学校　　
3504-30-0903 常葉大　　　　 教育　　 初等教育　　 　 前期理 小学校　　
3504-30-0904 常葉大　　　　 教育　　 初等教育　　 　 前期実 小学校　　
3504-30-0973 常葉大　　　　 教育　　 初等教育　　 セ プラス 小学校　　
3504-30-0974 常葉大　　　　 教育　　 初等教育　　 セ 前期３ 小学校　　
3504-30-0975 常葉大　　　　 教育　　 初等教育　　 セ 前期５ 小学校　　
3504-30-1002 常葉大　　　　 教育　　 心理教育　　 　 前期３ 心理学　　
3504-30-1071 常葉大　　　　 教育　　 心理教育　　 セ 前期３ 心理学　　
3504-30-1073 常葉大　　　　 教育　　 心理教育　　 セ 前期５ 心理学　　
3504-30-1075 常葉大　　　　 教育　　 心理教育　　 セ プラス 心理学　　
3504-64-0000 常葉大　　　　 健康科学 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3504-64-0101 常葉大　　　　 健康科学 看護　　　　 　 前期３ 看護　　　
3504-64-0171 常葉大　　　　 健康科学 看護　　　　 セ 前期３ 看護　　　
3504-64-0173 常葉大　　　　 健康科学 看護　　　　 セ プラス 看護　　　
3504-64-0201 常葉大　　　　 健康科学 静岡理学療法 　 前期３ 理学療法　
3504-64-0271 常葉大　　　　 健康科学 静岡理学療法 セ 前期３ 理学療法　
3504-64-0273 常葉大　　　　 健康科学 静岡理学療法 セ プラス 理学療法　
3504-65-0000 常葉大　　　　 健康プロ 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
3504-65-0102 常葉大　　　　 健康プロ 健康栄養　　 　 前期３ 食物・栄養
3504-65-0170 常葉大　　　　 健康プロ 健康栄養　　 セ プラス 食物・栄養
3504-65-0174 常葉大　　　　 健康プロ 健康栄養　　 セ 前期３ 食物・栄養
3504-65-0202 常葉大　　　　 健康プロ こども健康　 　 前期３ 児童学　　
3504-65-0203 常葉大　　　　 健康プロ こども健康　 　 前期２ 児童学　　
3504-65-0270 常葉大　　　　 健康プロ こども健康　 セ プラス 児童学　　
3504-65-0274 常葉大　　　　 健康プロ こども健康　 セ 前期３ 児童学　　
3504-65-0275 常葉大　　　　 健康プロ こども健康　 セ 前期２ 児童学　　
3504-65-0302 常葉大　　　　 健康プロ 心身マネジメ 　 前期３ 体育・健康
3504-65-0303 常葉大　　　　 健康プロ 心身マネジメ 　 前期２ 体育・健康
3504-65-0370 常葉大　　　　 健康プロ 心身マネジメ セ プラス 体育・健康
3504-65-0374 常葉大　　　　 健康プロ 心身マネジメ セ 前期３ 体育・健康
3504-65-0375 常葉大　　　　 健康プロ 心身マネジメ セ 前期２ 体育・健康



3504-65-0402 常葉大　　　　 健康プロ 健康鍼灸　　 　 前期３ 医療技術　
3504-65-0403 常葉大　　　　 健康プロ 健康鍼灸　　 　 前期２ 医療技術　
3504-65-0470 常葉大　　　　 健康プロ 健康鍼灸　　 セ プラス 医療技術　
3504-65-0474 常葉大　　　　 健康プロ 健康鍼灸　　 セ 前期３ 医療技術　
3504-65-0475 常葉大　　　　 健康プロ 健康鍼灸　　 セ 前期２ 医療技術　
3504-65-0502 常葉大　　　　 健康プロ 健康柔道整復 　 前期３ 医療技術　
3504-65-0503 常葉大　　　　 健康プロ 健康柔道整復 　 前期２ 医療技術　
3504-65-0570 常葉大　　　　 健康プロ 健康柔道整復 セ プラス 医療技術　
3504-65-0574 常葉大　　　　 健康プロ 健康柔道整復 セ 前期３ 医療技術　
3504-65-0575 常葉大　　　　 健康プロ 健康柔道整復 セ 前期２ 医療技術　
3504-66-0000 常葉大　　　　 保健医療 　　　　　　 　 　　　 理学療法　
3504-66-0101 常葉大　　　　 保健医療 理学療法　　 　 前期３ 理学療法　
3504-66-0171 常葉大　　　　 保健医療 理学療法　　 セ 前期３ 理学療法　
3504-66-0174 常葉大　　　　 保健医療 理学療法　　 セ プラス 理学療法　
3504-66-0201 常葉大　　　　 保健医療 作業療法　　 　 前期３ 作業療法　
3504-66-0271 常葉大　　　　 保健医療 作業療法　　 セ 前期３ 作業療法　
3504-66-0274 常葉大　　　　 保健医療 作業療法　　 セ プラス 作業療法　
3504-79-0000 常葉大　　　　 保育　　 　　　　　　 　 　　　 児童学　　
3504-79-0102 常葉大　　　　 保育　　 保育　　　　 　 前期３ 児童学　　
3504-79-0103 常葉大　　　　 保育　　 保育　　　　 　 前期２ 児童学　　
3504-79-0172 常葉大　　　　 保育　　 保育　　　　 セ 前期３ 児童学　　
3504-79-0173 常葉大　　　　 保育　　 保育　　　　 セ 前期２ 児童学　　
3504-79-0176 常葉大　　　　 保育　　 保育　　　　 セ プラス 児童学　　
3504-83-0000 常葉大　　　　 造形　　 　　　　　　 　 　　　 住居学　　
3504-83-0102 常葉大　　　　 造形　　 造形　　　　 　 前期３ 美術・デザ
3504-83-0103 常葉大　　　　 造形　　 造形　　　　 　 前期２ 美術・デザ
3504-83-0170 常葉大　　　　 造形　　 造形　　　　 セ 前期３ 美術・デザ
3504-83-0171 常葉大　　　　 造形　　 造形　　　　 セ プラス 美術・デザ
3504-83-0177 常葉大　　　　 造形　　 造形　　　　 セ 前期２ 美術・デザ
3508-27-0000 静岡英和学院大 人間社会 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3508-27-0100 静岡英和学院大 人間社会 人間社会　　 　 Ａ　　 社会学　　
3508-27-0171 静岡英和学院大 人間社会 人間社会　　 セ 前期　 社会学　　
3508-27-0200 静岡英和学院大 人間社会 コミュニティ 　 Ａ　　 社会福祉学
3508-27-0271 静岡英和学院大 人間社会 コミュニティ セ 前期　 社会福祉学
3509-37-0000 浜松学院大　　 現代コミ 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3509-37-0203 浜松学院大　　 現代コミ 子どもコミュ 　 Ａ　　 児童学　　
3509-37-0271 浜松学院大　　 現代コミ 子どもコミュ セ Ａ　　 児童学　　
3509-37-0303 浜松学院大　　 現代コミ 地域共創　　 　 Ａ　　 社会学　　
3509-37-0371 浜松学院大　　 現代コミ 地域共創　　 セ Ａ　　 社会学　　
3510-26-0000 静岡福祉大　　 社会福祉 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3510-26-0201 静岡福祉大　　 社会福祉 福祉心理　　 　 前期　 心理学　　
3510-26-0271 静岡福祉大　　 社会福祉 福祉心理　　 セ Ⅰ期　 心理学　　
3510-26-0401 静岡福祉大　　 社会福祉 健康福祉　　 　 前期　 社会福祉学
3510-26-0471 静岡福祉大　　 社会福祉 健康福祉　　 セ Ⅰ期　 社会福祉学
3510-79-0000 静岡福祉大　　 子ども　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
3510-79-0101 静岡福祉大　　 子ども　 子ども　　　 　 前期　 幼稚園　　
3510-79-0171 静岡福祉大　　 子ども　 子ども　　　 セ Ⅰ期　 幼稚園　　
3521-01-0000 愛知大　　　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3521-01-2501 愛知大　　　　 文　　　 人文／現代文 　 Ｍ　　 文化学　　
3521-01-2502 愛知大　　　　 文　　　 人文／現代文 　 前期　 文化学　　
3521-01-2571 愛知大　　　　 文　　　 人文／現代文 セ プラス 文化学　　
3521-01-2572 愛知大　　　　 文　　　 人文／現代文 セ 前期３ 文化学　　
3521-01-2573 愛知大　　　　 文　　　 人文／現代文 セ 前期５ 文化学　　
3521-01-2601 愛知大　　　　 文　　　 人文／社会学 　 Ｍ　　 社会学　　
3521-01-2602 愛知大　　　　 文　　　 人文／社会学 　 前期　 社会学　　
3521-01-2671 愛知大　　　　 文　　　 人文／社会学 セ プラス 社会学　　
3521-01-2672 愛知大　　　　 文　　　 人文／社会学 セ 前期３ 社会学　　
3521-01-2673 愛知大　　　　 文　　　 人文／社会学 セ 前期５ 社会学　　
3521-01-2801 愛知大　　　　 文　　　 人文／歴・地 　 Ｍ　　 日本史　　



3521-01-2802 愛知大　　　　 文　　　 人文／歴・地 　 前期　 日本史　　
3521-01-2871 愛知大　　　　 文　　　 人文／歴・地 セ プラス 日本史　　
3521-01-2872 愛知大　　　　 文　　　 人文／歴・地 セ 前期３ 日本史　　
3521-01-2873 愛知大　　　　 文　　　 人文／歴・地 セ 前期５ 日本史　　
3521-01-2901 愛知大　　　　 文　　　 人文／日本語 　 Ｍ　　 日本文学　
3521-01-2902 愛知大　　　　 文　　　 人文／日本語 　 前期　 日本文学　
3521-01-2971 愛知大　　　　 文　　　 人文／日本語 セ プラス 日本文学　
3521-01-2972 愛知大　　　　 文　　　 人文／日本語 セ 前期３ 日本文学　
3521-01-2973 愛知大　　　　 文　　　 人文／日本語 セ 前期５ 日本文学　
3521-01-3001 愛知大　　　　 文　　　 人文／欧米言 　 Ｍ　　 文化学　　
3521-01-3002 愛知大　　　　 文　　　 人文／欧米言 　 前期　 文化学　　
3521-01-3071 愛知大　　　　 文　　　 人文／欧米言 セ プラス 文化学　　
3521-01-3072 愛知大　　　　 文　　　 人文／欧米言 セ 前期３ 文化学　　
3521-01-3073 愛知大　　　　 文　　　 人文／欧米言 セ 前期５ 文化学　　
3521-01-3101 愛知大　　　　 文　　　 心理　　　　 　 前期　 心理学　　
3521-01-3102 愛知大　　　　 文　　　 心理　　　　 　 Ｍ　　 心理学　　
3521-01-3171 愛知大　　　　 文　　　 心理　　　　 セ プラス 心理学　　
3521-01-3172 愛知大　　　　 文　　　 心理　　　　 セ 前期３ 心理学　　
3521-01-3173 愛知大　　　　 文　　　 心理　　　　 セ 前期５ 心理学　　
3521-03-0000 愛知大　　　　 現代中国 　　　　　　 　 　　　 中国語　　
3521-03-0101 愛知大　　　　 現代中国 現代中国　　 　 前期　 中国語　　
3521-03-0103 愛知大　　　　 現代中国 現代中国　　 　 Ｍ　　 中国語　　
3521-03-0171 愛知大　　　　 現代中国 現代中国　　 セ 前期３ 中国語　　
3521-03-0174 愛知大　　　　 現代中国 現代中国　　 セ 前期５ 中国語　　
3521-03-0175 愛知大　　　　 現代中国 現代中国　　 セ プラス 中国語　　
3521-12-0000 愛知大　　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3521-12-0101 愛知大　　　　 法　　　 法　　　　　 　 前期　 法学　　　
3521-12-0103 愛知大　　　　 法　　　 法　　　　　 　 Ｍ　　 法学　　　
3521-12-0171 愛知大　　　　 法　　　 法　　　　　 セ 前期３ 法学　　　
3521-12-0174 愛知大　　　　 法　　　 法　　　　　 セ 前期５ 法学　　　
3521-12-0175 愛知大　　　　 法　　　 法　　　　　 セ プラス 法学　　　
3521-13-0000 愛知大　　　　 地域政策 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3521-13-0101 愛知大　　　　 地域政策 地域／公共政 　 前期　 政治学　　
3521-13-0102 愛知大　　　　 地域政策 地域／公共政 　 Ｍ　　 政治学　　
3521-13-0171 愛知大　　　　 地域政策 地域／公共政 セ プラス 政治学　　
3521-13-0172 愛知大　　　　 地域政策 地域／公共政 セ 前期３ 政治学　　
3521-13-0173 愛知大　　　　 地域政策 地域／公共政 セ 前期５ 政治学　　
3521-13-0201 愛知大　　　　 地域政策 地域／地域産 　 前期　 経済学　　
3521-13-0202 愛知大　　　　 地域政策 地域／地域産 　 Ｍ　　 経済学　　
3521-13-0271 愛知大　　　　 地域政策 地域／地域産 セ プラス 経済学　　
3521-13-0272 愛知大　　　　 地域政策 地域／地域産 セ 前期３ 経済学　　
3521-13-0273 愛知大　　　　 地域政策 地域／地域産 セ 前期５ 経済学　　
3521-13-0301 愛知大　　　　 地域政策 地域／まちづ 　 前期　 総合科学　
3521-13-0302 愛知大　　　　 地域政策 地域／まちづ 　 Ｍ　　 総合科学　
3521-13-0371 愛知大　　　　 地域政策 地域／まちづ セ プラス 総合科学　
3521-13-0372 愛知大　　　　 地域政策 地域／まちづ セ 前期３ 総合科学　
3521-13-0373 愛知大　　　　 地域政策 地域／まちづ セ 前期５ 総合科学　
3521-13-0401 愛知大　　　　 地域政策 地域／地域文 　 前期　 文化学　　
3521-13-0402 愛知大　　　　 地域政策 地域／地域文 　 Ｍ　　 文化学　　
3521-13-0471 愛知大　　　　 地域政策 地域／地域文 セ プラス 文化学　　
3521-13-0472 愛知大　　　　 地域政策 地域／地域文 セ 前期３ 文化学　　
3521-13-0473 愛知大　　　　 地域政策 地域／地域文 セ 前期５ 文化学　　
3521-13-0501 愛知大　　　　 地域政策 地域／健康ス 　 前期　 体育・健康
3521-13-0502 愛知大　　　　 地域政策 地域／健康ス 　 Ｍ　　 体育・健康
3521-13-0571 愛知大　　　　 地域政策 地域／健康ス セ プラス 体育・健康
3521-13-0572 愛知大　　　　 地域政策 地域／健康ス セ 前期３ 体育・健康
3521-13-0573 愛知大　　　　 地域政策 地域／健康ス セ 前期５ 体育・健康
3521-13-0601 愛知大　　　　 地域政策 地域／食農環 　 前期　 農学　　　
3521-13-0602 愛知大　　　　 地域政策 地域／食農環 　 Ｍ　　 農学　　　



3521-13-0671 愛知大　　　　 地域政策 地域／食農環 セ プラス 農学　　　
3521-13-0672 愛知大　　　　 地域政策 地域／食農環 セ 前期３ 農学　　　
3521-13-0673 愛知大　　　　 地域政策 地域／食農環 セ 前期５ 農学　　　
3521-18-0000 愛知大　　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3521-18-0101 愛知大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 前期　 経済学　　
3521-18-0102 愛知大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 Ｍ　　 経済学　　
3521-18-0172 愛知大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期３ 経済学　　
3521-18-0174 愛知大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期５ 経済学　　
3521-18-0175 愛知大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ プラス 経済学　　
3521-19-0000 愛知大　　　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3521-19-0101 愛知大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 前期　 経営学・商
3521-19-0102 愛知大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 Ｍ　　 経営学・商
3521-19-0172 愛知大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ 前期３ 経営学・商
3521-19-0174 愛知大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ 前期５ 経営学・商
3521-19-0175 愛知大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ プラス 経営学・商
3521-19-0201 愛知大　　　　 経営　　 会計ファイナ 　 前期　 経営学・商
3521-19-0202 愛知大　　　　 経営　　 会計ファイナ 　 Ｍ　　 経営学・商
3521-19-0271 愛知大　　　　 経営　　 会計ファイナ セ 前期３ 経営学・商
3521-19-0274 愛知大　　　　 経営　　 会計ファイナ セ 前期５ 経営学・商
3521-19-0275 愛知大　　　　 経営　　 会計ファイナ セ プラス 経営学・商
3521-37-0000 愛知大　　　　 国際コミ 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3521-37-0101 愛知大　　　　 国際コミ 英語　　　　 　 前期　 英米語　　
3521-37-0102 愛知大　　　　 国際コミ 英語　　　　 　 Ｍ　　 英米語　　
3521-37-0171 愛知大　　　　 国際コミ 英語　　　　 セ 前期３ 英米語　　
3521-37-0174 愛知大　　　　 国際コミ 英語　　　　 セ 前期５ 英米語　　
3521-37-0175 愛知大　　　　 国際コミ 英語　　　　 セ プラス 英米語　　
3521-37-0201 愛知大　　　　 国際コミ 国際教養　　 　 前期　 文化学　　
3521-37-0202 愛知大　　　　 国際コミ 国際教養　　 　 Ｍ　　 文化学　　
3521-37-0271 愛知大　　　　 国際コミ 国際教養　　 セ 前期３ 文化学　　
3521-37-0274 愛知大　　　　 国際コミ 国際教養　　 セ 前期５ 文化学　　
3521-37-0275 愛知大　　　　 国際コミ 国際教養　　 セ プラス 文化学　　
3522-55-0000 愛知医大　　　 医　　　 　　　　　　 　 　　　 医　　　　
3522-55-0100 愛知医大　　　 医　　　 医　　　　　 　 　　　 医　　　　
3522-55-0171 愛知医大　　　 医　　　 医　　　　　 セ 前期　 医　　　　
3522-64-0000 愛知医大　　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3522-64-0100 愛知医大　　　 看護　　 看護　　　　 　 　　　 看護　　　
3522-64-0171 愛知医大　　　 看護　　 看護　　　　 セ Ａ　　 看護　　　
3522-64-0173 愛知医大　　　 看護　　 看護　　　　 セ Ｂ　　 看護　　　
3523-01-0000 愛知学院大　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3523-01-0102 愛知学院大　　 文　　　 英語英米文化 　 前期Ｍ 文化学　　
3523-01-0103 愛知学院大　　 文　　　 英語英米文化 　 前期Ａ 文化学　　
3523-01-0105 愛知学院大　　 文　　　 英語英米文化 　 中期　 文化学　　
3523-01-0171 愛知学院大　　 文　　　 英語英米文化 セ Ⅰ期３ 文化学　　
3523-01-0173 愛知学院大　　 文　　　 英語英米文化 セ プラス 文化学　　
3523-01-0174 愛知学院大　　 文　　　 英語英米文化 セ Ⅰ期４ 文化学　　
3523-01-0202 愛知学院大　　 文　　　 宗教文化　　 　 前期Ｍ 哲学倫理宗
3523-01-0203 愛知学院大　　 文　　　 宗教文化　　 　 前期Ａ 哲学倫理宗
3523-01-0205 愛知学院大　　 文　　　 宗教文化　　 　 中期　 哲学倫理宗
3523-01-0271 愛知学院大　　 文　　　 宗教文化　　 セ Ⅰ期３ 哲学倫理宗
3523-01-0273 愛知学院大　　 文　　　 宗教文化　　 セ プラス 哲学倫理宗
3523-01-0274 愛知学院大　　 文　　　 宗教文化　　 セ Ⅰ期４ 哲学倫理宗
3523-01-0402 愛知学院大　　 文　　　 日本文化　　 　 前期Ｍ 文化学　　
3523-01-0403 愛知学院大　　 文　　　 日本文化　　 　 前期Ａ 文化学　　
3523-01-0405 愛知学院大　　 文　　　 日本文化　　 　 中期　 文化学　　
3523-01-0471 愛知学院大　　 文　　　 日本文化　　 セ Ⅰ期３ 文化学　　
3523-01-0473 愛知学院大　　 文　　　 日本文化　　 セ プラス 文化学　　
3523-01-0474 愛知学院大　　 文　　　 日本文化　　 セ Ⅰ期４ 文化学　　
3523-01-0502 愛知学院大　　 文　　　 歴史　　　　 　 前期Ｍ 西洋史　　
3523-01-0503 愛知学院大　　 文　　　 歴史　　　　 　 前期Ａ 西洋史　　



3523-01-0505 愛知学院大　　 文　　　 歴史　　　　 　 中期　 西洋史　　
3523-01-0571 愛知学院大　　 文　　　 歴史　　　　 セ Ⅰ期３ 西洋史　　
3523-01-0573 愛知学院大　　 文　　　 歴史　　　　 セ プラス 西洋史　　
3523-01-0574 愛知学院大　　 文　　　 歴史　　　　 セ Ⅰ期４ 西洋史　　
3523-01-0601 愛知学院大　　 文　　　 グローバル英 　 前期Ｍ 英米語　　
3523-01-0602 愛知学院大　　 文　　　 グローバル英 　 前期Ａ 英米語　　
3523-01-0604 愛知学院大　　 文　　　 グローバル英 　 中期　 英米語　　
3523-01-0671 愛知学院大　　 文　　　 グローバル英 セ Ⅰ期３ 英米語　　
3523-01-0673 愛知学院大　　 文　　　 グローバル英 セ プラス 英米語　　
3523-01-0674 愛知学院大　　 文　　　 グローバル英 セ Ⅰ期４ 英米語　　
3523-03-0000 愛知学院大　　 心身科学 　　　　　　 　 　　　 養護　　　
3523-03-0102 愛知学院大　　 心身科学 心理　　　　 　 前期Ｍ 心理学　　
3523-03-0104 愛知学院大　　 心身科学 心理　　　　 　 前期Ａ 心理学　　
3523-03-0106 愛知学院大　　 心身科学 心理　　　　 　 中期　 心理学　　
3523-03-0171 愛知学院大　　 心身科学 心理　　　　 セ Ⅰ期３ 心理学　　
3523-03-0173 愛知学院大　　 心身科学 心理　　　　 セ プラス 心理学　　
3523-03-0174 愛知学院大　　 心身科学 心理　　　　 セ Ⅰ期４ 心理学　　
3523-03-0202 愛知学院大　　 心身科学 健康科学　　 　 前期Ｍ 体育・健康
3523-03-0204 愛知学院大　　 心身科学 健康科学　　 　 前ＡⅠ 体育・健康
3523-03-0206 愛知学院大　　 心身科学 健康科学　　 　 中期　 体育・健康
3523-03-0207 愛知学院大　　 心身科学 健康科学　　 　 前ＡⅡ 体育・健康
3523-03-0271 愛知学院大　　 心身科学 健康科学　　 セ Ⅰ期３ 体育・健康
3523-03-0273 愛知学院大　　 心身科学 健康科学　　 セ プラス 体育・健康
3523-03-0274 愛知学院大　　 心身科学 健康科学　　 セ Ⅰ期４ 体育・健康
3523-03-0302 愛知学院大　　 心身科学 健康栄養　　 　 前期Ａ 食物・栄養
3523-03-0303 愛知学院大　　 心身科学 健康栄養　　 　 中期　 食物・栄養
3523-03-0371 愛知学院大　　 心身科学 健康栄養　　 セ Ⅰ期３ 食物・栄養
3523-03-0373 愛知学院大　　 心身科学 健康栄養　　 セ プラス 食物・栄養
3523-03-0374 愛知学院大　　 心身科学 健康栄養　　 セ Ⅰ期４ 食物・栄養
3523-12-0000 愛知学院大　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3523-12-0102 愛知学院大　　 法　　　 法律　　　　 　 前期Ｍ 法学　　　
3523-12-0103 愛知学院大　　 法　　　 法律　　　　 　 前期Ａ 法学　　　
3523-12-0105 愛知学院大　　 法　　　 法律　　　　 　 中期　 法学　　　
3523-12-0171 愛知学院大　　 法　　　 法律　　　　 セ Ⅰ期３ 法学　　　
3523-12-0173 愛知学院大　　 法　　　 法律　　　　 セ プラス 法学　　　
3523-12-0174 愛知学院大　　 法　　　 法律　　　　 セ Ⅰ期４ 法学　　　
3523-12-0202 愛知学院大　　 法　　　 現代社会法　 　 前期Ｍ 法学　　　
3523-12-0203 愛知学院大　　 法　　　 現代社会法　 　 前期Ａ 法学　　　
3523-12-0205 愛知学院大　　 法　　　 現代社会法　 　 中期　 法学　　　
3523-12-0271 愛知学院大　　 法　　　 現代社会法　 セ Ⅰ期３ 法学　　　
3523-12-0273 愛知学院大　　 法　　　 現代社会法　 セ プラス 法学　　　
3523-12-0274 愛知学院大　　 法　　　 現代社会法　 セ Ⅰ期４ 法学　　　
3523-13-0000 愛知学院大　　 総合政策 　　　　　　 　 　　　 総合科学　
3523-13-0101 愛知学院大　　 総合政策 総合政策　　 　 前期Ｍ 総合科学　
3523-13-0102 愛知学院大　　 総合政策 総合政策　　 　 前期Ａ 総合科学　
3523-13-0105 愛知学院大　　 総合政策 総合政策　　 　 中期　 総合科学　
3523-13-0171 愛知学院大　　 総合政策 総合政策　　 セ Ⅰ期３ 総合科学　
3523-13-0173 愛知学院大　　 総合政策 総合政策　　 セ プラス 総合科学　
3523-13-0174 愛知学院大　　 総合政策 総合政策　　 セ Ⅰ期４ 総合科学　
3523-18-0000 愛知学院大　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3523-18-0101 愛知学院大　　 経済　　 経済　　　　 　 前期Ａ 経済学　　
3523-18-0102 愛知学院大　　 経済　　 経済　　　　 　 前期Ｍ 経済学　　
3523-18-0104 愛知学院大　　 経済　　 経済　　　　 　 中期　 経済学　　
3523-18-0171 愛知学院大　　 経済　　 経済　　　　 セ Ⅰ期３ 経済学　　
3523-18-0173 愛知学院大　　 経済　　 経済　　　　 セ プラス 経済学　　
3523-18-0174 愛知学院大　　 経済　　 経済　　　　 セ Ⅰ期４ 経済学　　
3523-19-0000 愛知学院大　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3523-19-0102 愛知学院大　　 経営　　 経営　　　　 　 前期Ｍ 経営学・商
3523-19-0103 愛知学院大　　 経営　　 経営　　　　 　 前期Ａ 経営学・商



3523-19-0105 愛知学院大　　 経営　　 経営　　　　 　 中期　 経営学・商
3523-19-0171 愛知学院大　　 経営　　 経営　　　　 セ Ⅰ期３ 経営学・商
3523-19-0173 愛知学院大　　 経営　　 経営　　　　 セ プラス 経営学・商
3523-19-0174 愛知学院大　　 経営　　 経営　　　　 セ Ⅰ期４ 経営学・商
3523-20-0000 愛知学院大　　 商　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3523-20-0102 愛知学院大　　 商　　　 商　　　　　 　 前期Ｍ 経営学・商
3523-20-0103 愛知学院大　　 商　　　 商　　　　　 　 前期Ａ 経営学・商
3523-20-0105 愛知学院大　　 商　　　 商　　　　　 　 中期　 経営学・商
3523-20-0171 愛知学院大　　 商　　　 商　　　　　 セ Ⅰ期３ 経営学・商
3523-20-0173 愛知学院大　　 商　　　 商　　　　　 セ プラス 経営学・商
3523-20-0174 愛知学院大　　 商　　　 商　　　　　 セ Ⅰ期４ 経営学・商
3523-58-0000 愛知学院大　　 歯　　　 　　　　　　 　 　　　 歯　　　　
3523-58-0103 愛知学院大　　 歯　　　 歯　　　　　 　 前期Ａ 歯　　　　
3523-58-0104 愛知学院大　　 歯　　　 歯　　　　　 　 中期　 歯　　　　
3523-58-0171 愛知学院大　　 歯　　　 歯　　　　　 セ Ⅰ期３ 歯　　　　
3523-58-0173 愛知学院大　　 歯　　　 歯　　　　　 セ プラス 歯　　　　
3523-58-0174 愛知学院大　　 歯　　　 歯　　　　　 セ Ⅰ期４ 歯　　　　
3523-61-0000 愛知学院大　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3523-61-0103 愛知学院大　　 薬　　　 医療薬　　　 　 前期Ａ 薬　　　　
3523-61-0104 愛知学院大　　 薬　　　 医療薬　　　 　 中期　 薬　　　　
3523-61-0171 愛知学院大　　 薬　　　 医療薬　　　 セ Ⅰ期３ 薬　　　　
3523-61-0173 愛知学院大　　 薬　　　 医療薬　　　 セ プラス 薬　　　　
3523-61-0174 愛知学院大　　 薬　　　 医療薬　　　 セ Ⅰ期４ 薬　　　　
3524-79-0000 愛知学泉大　　 家政　　 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3524-79-0202 愛知学泉大　　 家政　　 家政／家政学 　 前期Ａ 生活科学　
3524-79-0203 愛知学泉大　　 家政　　 家政／家政学 　 前期Ｂ 生活科学　
3524-79-0271 愛知学泉大　　 家政　　 家政／家政学 セ 前期　 生活科学　
3524-79-0273 愛知学泉大　　 家政　　 家政／家政学 セ プラス 生活科学　
3524-79-0302 愛知学泉大　　 家政　　 家政／管理栄 　 前期Ａ 食物・栄養
3524-79-0303 愛知学泉大　　 家政　　 家政／管理栄 　 前期Ｂ 食物・栄養
3524-79-0371 愛知学泉大　　 家政　　 家政／管理栄 セ 前期　 食物・栄養
3524-79-0373 愛知学泉大　　 家政　　 家政／管理栄 セ プラス 食物・栄養
3524-79-0402 愛知学泉大　　 家政　　 家政／こども 　 前期Ａ 児童学　　
3524-79-0403 愛知学泉大　　 家政　　 家政／こども 　 前期Ｂ 児童学　　
3524-79-0471 愛知学泉大　　 家政　　 家政／こども セ 前期　 児童学　　
3524-79-0473 愛知学泉大　　 家政　　 家政／こども セ プラス 児童学　　
3525-19-0000 愛知工業大　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3525-19-0101 愛知工業大　　 経営　　 経営／経営情 　 前期Ａ 経営情報学
3525-19-0102 愛知工業大　　 経営　　 経営／経営情 　 前期Ｍ 経営情報学
3525-19-0171 愛知工業大　　 経営　　 経営／経営情 セ １期　 経営情報学
3525-19-0174 愛知工業大　　 経営　　 経営／経営情 セ プラＡ 経営情報学
3525-19-0175 愛知工業大　　 経営　　 経営／経営情 セ プラＭ 経営情報学
3525-19-0301 愛知工業大　　 経営　　 経営／スポー 　 前期Ａ 経営学・商
3525-19-0302 愛知工業大　　 経営　　 経営／スポー 　 前期Ｍ 経営学・商
3525-19-0371 愛知工業大　　 経営　　 経営／スポー セ １期　 経営学・商
3525-19-0374 愛知工業大　　 経営　　 経営／スポー セ プラＡ 経営学・商
3525-19-0375 愛知工業大　　 経営　　 経営／スポー セ プラＭ 経営学・商
3525-37-0000 愛知工業大　　 情報科学 　　　　　　 　 　　　 情報工学　
3525-37-0101 愛知工業大　　 情報科学 情報／コンピ 　 前期Ａ 情報工学　
3525-37-0102 愛知工業大　　 情報科学 情報／コンピ 　 前期Ｍ 情報工学　
3525-37-0171 愛知工業大　　 情報科学 情報／コンピ セ １期　 情報工学　
3525-37-0174 愛知工業大　　 情報科学 情報／コンピ セ プラＡ 情報工学　
3525-37-0175 愛知工業大　　 情報科学 情報／コンピ セ プラＭ 情報工学　
3525-37-0205 愛知工業大　　 情報科学 情報／メディ 　 前期Ａ 映像　　　
3525-37-0206 愛知工業大　　 情報科学 情報／メディ 　 前期Ｍ 映像　　　
3525-37-0271 愛知工業大　　 情報科学 情報／メディ セ プラＡ 映像　　　
3525-37-0272 愛知工業大　　 情報科学 情報／メディ セ プラＭ 映像　　　
3525-37-0277 愛知工業大　　 情報科学 情報／メディ セ １期　 映像　　　
3525-46-0000 愛知工業大　　 工　　　 　　　　　　 　 　　　 建築・土木



3525-46-1101 愛知工業大　　 工　　　 電気／電気工 　 前期Ａ 電気・電子
3525-46-1102 愛知工業大　　 工　　　 電気／電気工 　 前期Ｍ 電気・電子
3525-46-1171 愛知工業大　　 工　　　 電気／電気工 セ １期　 電気・電子
3525-46-1174 愛知工業大　　 工　　　 電気／電気工 セ プラＡ 電気・電子
3525-46-1175 愛知工業大　　 工　　　 電気／電気工 セ プラＭ 電気・電子
3525-46-1302 愛知工業大　　 工　　　 応用／応用化 　 前期Ａ 応用化学　
3525-46-1303 愛知工業大　　 工　　　 応用／応用化 　 前期Ｍ 応用化学　
3525-46-1371 愛知工業大　　 工　　　 応用／応用化 セ プラＡ 応用化学　
3525-46-1372 愛知工業大　　 工　　　 応用／応用化 セ プラＭ 応用化学　
3525-46-1373 愛知工業大　　 工　　　 応用／応用化 セ １期　 応用化学　
3525-46-1401 愛知工業大　　 工　　　 機械／機械工 　 前期Ａ 機械工学　
3525-46-1402 愛知工業大　　 工　　　 機械／機械工 　 前期Ｍ 機械工学　
3525-46-1471 愛知工業大　　 工　　　 機械／機械工 セ １期　 機械工学　
3525-46-1474 愛知工業大　　 工　　　 機械／機械工 セ プラＡ 機械工学　
3525-46-1475 愛知工業大　　 工　　　 機械／機械工 セ プラＭ 機械工学　
3525-46-1601 愛知工業大　　 工　　　 土木／土木工 　 前期Ａ 建築・土木
3525-46-1602 愛知工業大　　 工　　　 土木／土木工 　 前期Ｍ 建築・土木
3525-46-1671 愛知工業大　　 工　　　 土木／土木工 セ プラＡ 建築・土木
3525-46-1672 愛知工業大　　 工　　　 土木／土木工 セ プラＭ 建築・土木
3525-46-1673 愛知工業大　　 工　　　 土木／土木工 セ １期　 建築・土木
3525-46-2101 愛知工業大　　 工　　　 応用／バイオ 　 前期Ａ 応用化学　
3525-46-2102 愛知工業大　　 工　　　 応用／バイオ 　 前期Ｍ 応用化学　
3525-46-2171 愛知工業大　　 工　　　 応用／バイオ セ １期　 応用化学　
3525-46-2174 愛知工業大　　 工　　　 応用／バイオ セ プラＡ 応用化学　
3525-46-2175 愛知工業大　　 工　　　 応用／バイオ セ プラＭ 応用化学　
3525-46-2201 愛知工業大　　 工　　　 電気／電子情 　 前期Ａ 電気・電子
3525-46-2202 愛知工業大　　 工　　　 電気／電子情 　 前期Ｍ 電気・電子
3525-46-2271 愛知工業大　　 工　　　 電気／電子情 セ １期　 電気・電子
3525-46-2274 愛知工業大　　 工　　　 電気／電子情 セ プラＡ 電気・電子
3525-46-2275 愛知工業大　　 工　　　 電気／電子情 セ プラＭ 電気・電子
3525-46-2301 愛知工業大　　 工　　　 機械／機械創 　 前期Ａ 機械工学　
3525-46-2302 愛知工業大　　 工　　　 機械／機械創 　 前期Ｍ 機械工学　
3525-46-2371 愛知工業大　　 工　　　 機械／機械創 セ １期　 機械工学　
3525-46-2374 愛知工業大　　 工　　　 機械／機械創 セ プラＡ 機械工学　
3525-46-2375 愛知工業大　　 工　　　 機械／機械創 セ プラＭ 機械工学　
3525-46-2501 愛知工業大　　 工　　　 建築／建築学 　 前期Ａ 建築・土木
3525-46-2502 愛知工業大　　 工　　　 建築／建築学 　 前期Ｍ 建築・土木
3525-46-2571 愛知工業大　　 工　　　 建築／建築学 セ １期　 建築・土木
3525-46-2574 愛知工業大　　 工　　　 建築／建築学 セ プラＡ 建築・土木
3525-46-2575 愛知工業大　　 工　　　 建築／建築学 セ プラＭ 建築・土木
3525-46-2605 愛知工業大　　 工　　　 建築／住居デ 　 前期Ａ 住居学　　
3525-46-2606 愛知工業大　　 工　　　 建築／住居デ 　 前期Ｍ 住居学　　
3525-46-2671 愛知工業大　　 工　　　 建築／住居デ セ プラＡ 住居学　　
3525-46-2672 愛知工業大　　 工　　　 建築／住居デ セ プラＭ 住居学　　
3525-46-2677 愛知工業大　　 工　　　 建築／住居デ セ １期　 住居学　　
3525-46-2701 愛知工業大　　 工　　　 土木／防災土 　 前期Ａ 建築・土木
3525-46-2702 愛知工業大　　 工　　　 土木／防災土 　 前期Ｍ 建築・土木
3525-46-2771 愛知工業大　　 工　　　 土木／防災土 セ １期　 建築・土木
3525-46-2774 愛知工業大　　 工　　　 土木／防災土 セ プラＡ 建築・土木
3525-46-2775 愛知工業大　　 工　　　 土木／防災土 セ プラＭ 建築・土木
3526-19-0000 愛知産業大　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3526-19-0302 愛知産業大　　 経営　　 総合経営　　 　 前期Ａ 経営学・商
3526-19-0303 愛知産業大　　 経営　　 総合経営　　 　 中期　 経営学・商
3526-19-0371 愛知産業大　　 経営　　 総合経営　　 セ 前期　 経営学・商
3526-19-0373 愛知産業大　　 経営　　 総合経営　　 セ 前期Ｂ 経営学・商
3526-19-0377 愛知産業大　　 経営　　 総合経営　　 セ 中期　 経営学・商
3526-83-0000 愛知産業大　　 造形　　 　　　　　　 　 　　　 美術・デザ
3526-83-0104 愛知産業大　　 造形　　 建築　　　　 　 前期Ａ 建築・土木
3526-83-0106 愛知産業大　　 造形　　 建築　　　　 　 中期　 建築・土木



3526-83-0171 愛知産業大　　 造形　　 建築　　　　 セ 前期　 建築・土木
3526-83-0175 愛知産業大　　 造形　　 建築　　　　 セ 前期Ｂ 建築・土木
3526-83-0179 愛知産業大　　 造形　　 建築　　　　 セ 中期　 建築・土木
3526-83-0301 愛知産業大　　 造形　　 スマートデザ 　 前期Ａ 美術・デザ
3526-83-0302 愛知産業大　　 造形　　 スマートデザ 　 中期　 美術・デザ
3526-83-0371 愛知産業大　　 造形　　 スマートデザ セ 前期　 美術・デザ
3526-83-0372 愛知産業大　　 造形　　 スマートデザ セ 前期Ｂ 美術・デザ
3526-83-0373 愛知産業大　　 造形　　 スマートデザ セ 中期　 美術・デザ
3527-01-0000 愛知淑徳大　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3527-01-0901 愛知淑徳大　　 文　　　 国文　　　　 　 Ｂ　　 日本文学　
3527-01-0902 愛知淑徳大　　 文　　　 国文　　　　 　 Ａ　　 日本文学　
3527-01-0972 愛知淑徳大　　 文　　　 国文　　　　 セ プラス 日本文学　
3527-01-0974 愛知淑徳大　　 文　　　 国文　　　　 セ Ⅰ期４ 日本文学　
3527-01-0976 愛知淑徳大　　 文　　　 国文　　　　 セ Ⅰ期３ 日本文学　
3527-01-1101 愛知淑徳大　　 文　　　 教育　　　　 　 Ｂ　　 小学校　　
3527-01-1102 愛知淑徳大　　 文　　　 教育　　　　 　 Ａ　　 小学校　　
3527-01-1172 愛知淑徳大　　 文　　　 教育　　　　 セ プラス 小学校　　
3527-01-1174 愛知淑徳大　　 文　　　 教育　　　　 セ Ⅰ期４ 小学校　　
3527-01-1176 愛知淑徳大　　 文　　　 教育　　　　 セ Ⅰ期３ 小学校　　
3527-01-1201 愛知淑徳大　　 文　　　 総合英語　　 　 Ａ　　 英米語　　
3527-01-1202 愛知淑徳大　　 文　　　 総合英語　　 　 Ｂ　　 英米語　　
3527-01-1271 愛知淑徳大　　 文　　　 総合英語　　 セ プラス 英米語　　
3527-01-1272 愛知淑徳大　　 文　　　 総合英語　　 セ Ⅰ期３ 英米語　　
3527-01-1273 愛知淑徳大　　 文　　　 総合英語　　 セ Ⅰ期４ 英米語　　
3527-04-0000 愛知淑徳大　　 心理　　 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3527-04-0101 愛知淑徳大　　 心理　　 心理　　　　 　 Ａ　　 心理学　　
3527-04-0102 愛知淑徳大　　 心理　　 心理　　　　 　 Ｂ　　 心理学　　
3527-04-0172 愛知淑徳大　　 心理　　 心理　　　　 セ プラス 心理学　　
3527-04-0174 愛知淑徳大　　 心理　　 心理　　　　 セ Ⅰ期４ 心理学　　
3527-04-0176 愛知淑徳大　　 心理　　 心理　　　　 セ Ⅰ期３ 心理学　　
3527-21-0000 愛知淑徳大　　 ビジネス 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3527-21-0201 愛知淑徳大　　 ビジネス ビジ／現代ビ 　 Ａ　　 経営学・商
3527-21-0202 愛知淑徳大　　 ビジネス ビジ／現代ビ 　 Ｂ　　 経営学・商
3527-21-0271 愛知淑徳大　　 ビジネス ビジ／現代ビ セ プラス 経営学・商
3527-21-0272 愛知淑徳大　　 ビジネス ビジ／現代ビ セ Ⅰ期３ 経営学・商
3527-21-0273 愛知淑徳大　　 ビジネス ビジ／現代ビ セ Ⅰ期４ 経営学・商
3527-21-0301 愛知淑徳大　　 ビジネス ビジ／グロー 　 Ａ　　 経営学・商
3527-21-0302 愛知淑徳大　　 ビジネス ビジ／グロー 　 Ｂ　　 経営学・商
3527-21-0371 愛知淑徳大　　 ビジネス ビジ／グロー セ プラス 経営学・商
3527-21-0372 愛知淑徳大　　 ビジネス ビジ／グロー セ Ⅰ期３ 経営学・商
3527-21-0373 愛知淑徳大　　 ビジネス ビジ／グロー セ Ⅰ期４ 経営学・商
3527-28-0000 愛知淑徳大　　 福祉貢献 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3527-28-0101 愛知淑徳大　　 福祉貢献 福祉／社会福 　 Ａ　　 社会福祉学
3527-28-0102 愛知淑徳大　　 福祉貢献 福祉／社会福 　 Ｂ　　 社会福祉学
3527-28-0172 愛知淑徳大　　 福祉貢献 福祉／社会福 セ プラス 社会福祉学
3527-28-0174 愛知淑徳大　　 福祉貢献 福祉／社会福 セ Ⅰ期４ 社会福祉学
3527-28-0176 愛知淑徳大　　 福祉貢献 福祉／社会福 セ Ⅰ期３ 社会福祉学
3527-28-0201 愛知淑徳大　　 福祉貢献 福祉／子ども 　 Ａ　　 児童学　　
3527-28-0202 愛知淑徳大　　 福祉貢献 福祉／子ども 　 Ｂ　　 児童学　　
3527-28-0272 愛知淑徳大　　 福祉貢献 福祉／子ども セ プラス 児童学　　
3527-28-0274 愛知淑徳大　　 福祉貢献 福祉／子ども セ Ⅰ期４ 児童学　　
3527-28-0276 愛知淑徳大　　 福祉貢献 福祉／子ども セ Ⅰ期３ 児童学　　
3527-33-0000 愛知淑徳大　　 交流文化 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3527-33-0202 愛知淑徳大　　 交流文化 交流／ランゲ 　 Ａ　　 英米語　　
3527-33-0203 愛知淑徳大　　 交流文化 交流／ランゲ 　 Ｂ　　 英米語　　
3527-33-0271 愛知淑徳大　　 交流文化 交流／ランゲ セ プラス 英米語　　
3527-33-0272 愛知淑徳大　　 交流文化 交流／ランゲ セ Ⅰ期３ 英米語　　
3527-33-0273 愛知淑徳大　　 交流文化 交流／ランゲ セ Ⅰ期４ 英米語　　
3527-33-0302 愛知淑徳大　　 交流文化 交流／国際交 　 Ａ　　 国際関係学



3527-33-0303 愛知淑徳大　　 交流文化 交流／国際交 　 Ｂ　　 国際関係学
3527-33-0371 愛知淑徳大　　 交流文化 交流／国際交 セ プラス 国際関係学
3527-33-0372 愛知淑徳大　　 交流文化 交流／国際交 セ Ⅰ期３ 国際関係学
3527-33-0373 愛知淑徳大　　 交流文化 交流／国際交 セ Ⅰ期４ 国際関係学
3527-34-0000 愛知淑徳大　　 グローバ 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3527-34-0102 愛知淑徳大　　 グローバ グローバルコ 　 Ａ　　 英米語　　
3527-34-0103 愛知淑徳大　　 グローバ グローバルコ 　 Ｂ　　 英米語　　
3527-34-0171 愛知淑徳大　　 グローバ グローバルコ セ プラス 英米語　　
3527-34-0172 愛知淑徳大　　 グローバ グローバルコ セ Ⅰ期３ 英米語　　
3527-34-0173 愛知淑徳大　　 グローバ グローバルコ セ Ⅰ期４ 英米語　　
3527-38-0000 愛知淑徳大　　 人間情報 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3527-38-0101 愛知淑徳大　　 人間情報 人間情報　　 　 Ａ　　 総合情報学
3527-38-0102 愛知淑徳大　　 人間情報 人間情報　　 　 Ｂ　　 総合情報学
3527-38-0172 愛知淑徳大　　 人間情報 人間情報　　 セ プラス 総合情報学
3527-38-0174 愛知淑徳大　　 人間情報 人間情報　　 セ Ⅰ期４ 総合情報学
3527-38-0176 愛知淑徳大　　 人間情報 人間情報　　 セ Ⅰ期３ 総合情報学
3527-65-0000 愛知淑徳大　　 健康医療 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
3527-65-0101 愛知淑徳大　　 健康医療 医療／言語聴 　 Ａ　　 医療技術　
3527-65-0102 愛知淑徳大　　 健康医療 医療／言語聴 　 Ｂ　　 医療技術　
3527-65-0172 愛知淑徳大　　 健康医療 医療／言語聴 セ プラス 医療技術　
3527-65-0174 愛知淑徳大　　 健康医療 医療／言語聴 セ Ⅰ期４ 医療技術　
3527-65-0176 愛知淑徳大　　 健康医療 医療／言語聴 セ Ⅰ期３ 医療技術　
3527-65-0201 愛知淑徳大　　 健康医療 医療／視覚科 　 Ａ　　 医療技術　
3527-65-0202 愛知淑徳大　　 健康医療 医療／視覚科 　 Ｂ　　 医療技術　
3527-65-0272 愛知淑徳大　　 健康医療 医療／視覚科 セ プラス 医療技術　
3527-65-0274 愛知淑徳大　　 健康医療 医療／視覚科 セ Ⅰ期４ 医療技術　
3527-65-0276 愛知淑徳大　　 健康医療 医療／視覚科 セ Ⅰ期３ 医療技術　
3527-65-0301 愛知淑徳大　　 健康医療 スポーツ・健 　 Ａ　　 体育・健康
3527-65-0302 愛知淑徳大　　 健康医療 スポーツ・健 　 Ｂ　　 体育・健康
3527-65-0372 愛知淑徳大　　 健康医療 スポーツ・健 セ プラス 体育・健康
3527-65-0374 愛知淑徳大　　 健康医療 スポーツ・健 セ Ⅰ期４ 体育・健康
3527-65-0376 愛知淑徳大　　 健康医療 スポーツ・健 セ Ⅰ期３ 体育・健康
3527-65-0401 愛知淑徳大　　 健康医療 健康栄養　　 　 Ａ　　 食物・栄養
3527-65-0402 愛知淑徳大　　 健康医療 健康栄養　　 　 Ｂ　　 食物・栄養
3527-65-0471 愛知淑徳大　　 健康医療 健康栄養　　 セ プラス 食物・栄養
3527-65-0472 愛知淑徳大　　 健康医療 健康栄養　　 セ Ⅰ期３ 食物・栄養
3527-65-0473 愛知淑徳大　　 健康医療 健康栄養　　 セ Ⅰ期４ 食物・栄養
3527-83-0000 愛知淑徳大　　 創造表現 　　　　　　 　 　　　 映像　　　
3527-83-0202 愛知淑徳大　　 創造表現 創造／創作表 　 Ａ　　 その他芸術
3527-83-0203 愛知淑徳大　　 創造表現 創造／創作表 　 Ｂ　　 その他芸術
3527-83-0271 愛知淑徳大　　 創造表現 創造／創作表 セ プラス その他芸術
3527-83-0272 愛知淑徳大　　 創造表現 創造／創作表 セ Ⅰ期３ その他芸術
3527-83-0273 愛知淑徳大　　 創造表現 創造／創作表 セ Ⅰ期４ その他芸術
3527-83-0302 愛知淑徳大　　 創造表現 創造／メディ 　 Ａ　　 映像　　　
3527-83-0303 愛知淑徳大　　 創造表現 創造／メディ 　 Ｂ　　 映像　　　
3527-83-0371 愛知淑徳大　　 創造表現 創造／メディ セ プラス 映像　　　
3527-83-0372 愛知淑徳大　　 創造表現 創造／メディ セ Ⅰ期３ 映像　　　
3527-83-0373 愛知淑徳大　　 創造表現 創造／メディ セ Ⅰ期４ 映像　　　
3527-83-0402 愛知淑徳大　　 創造表現 創造／建築イ 　 Ａ　　 建築・土木
3527-83-0403 愛知淑徳大　　 創造表現 創造／建築イ 　 Ｂ　　 建築・土木
3527-83-0471 愛知淑徳大　　 創造表現 創造／建築イ セ プラス 建築・土木
3527-83-0472 愛知淑徳大　　 創造表現 創造／建築イ セ Ⅰ期３ 建築・土木
3527-83-0473 愛知淑徳大　　 創造表現 創造／建築イ セ Ⅰ期４ 建築・土木
3528-37-0000 愛知みずほ大　 人間科学 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3528-37-0401 愛知みずほ大　 人間科学 心身健康科学 　 Ⅰ期　 養護　　　
3528-37-0471 愛知みずほ大　 人間科学 心身健康科学 セ Ⅰ期　 養護　　　
3529-01-0000 金城学院大　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3529-01-0101 金城学院大　　 文　　　 英語英米文化 　 前期２ 文化学　　
3529-01-0102 金城学院大　　 文　　　 英語英米文化 　 前期３ 文化学　　



3529-01-0103 金城学院大　　 文　　　 英語英米文化 　 前期英 文化学　　
3529-01-0171 金城学院大　　 文　　　 英語英米文化 セ 前期　 文化学　　
3529-01-0173 金城学院大　　 文　　　 英語英米文化 セ プラス 文化学　　
3529-01-0201 金城学院大　　 文　　　 日本語日本文 　 前期２ 文化学　　
3529-01-0202 金城学院大　　 文　　　 日本語日本文 　 前期３ 文化学　　
3529-01-0203 金城学院大　　 文　　　 日本語日本文 　 前期英 文化学　　
3529-01-0271 金城学院大　　 文　　　 日本語日本文 セ 前期　 文化学　　
3529-01-0273 金城学院大　　 文　　　 日本語日本文 セ プラス 文化学　　
3529-01-0401 金城学院大　　 文　　　 外国語コミュ 　 前期２ 中国語　　
3529-01-0402 金城学院大　　 文　　　 外国語コミュ 　 前期３ 中国語　　
3529-01-0403 金城学院大　　 文　　　 外国語コミュ 　 前期英 中国語　　
3529-01-0471 金城学院大　　 文　　　 外国語コミュ セ 前期　 中国語　　
3529-01-0473 金城学院大　　 文　　　 外国語コミュ セ プラス 中国語　　
3529-01-0501 金城学院大　　 文　　　 音楽芸術　　 　 前期２ 音楽　　　
3529-01-0502 金城学院大　　 文　　　 音楽芸術　　 　 前期英 音楽　　　
3529-01-0571 金城学院大　　 文　　　 音楽芸術　　 セ 前期　 音楽　　　
3529-01-0572 金城学院大　　 文　　　 音楽芸術　　 セ プラス 音楽　　　
3529-33-0000 金城学院大　　 国際情報 　　　　　　 　 　　　 国際関係学
3529-33-0101 金城学院大　　 国際情報 国際／グロー 　 前期２ 国際関係学
3529-33-0102 金城学院大　　 国際情報 国際／グロー 　 前期３ 国際関係学
3529-33-0103 金城学院大　　 国際情報 国際／グロー 　 前期英 国際関係学
3529-33-0171 金城学院大　　 国際情報 国際／グロー セ 前期　 国際関係学
3529-33-0173 金城学院大　　 国際情報 国際／グロー セ プラス 国際関係学
3529-33-0201 金城学院大　　 国際情報 国際／メディ 　 前期２ 総合情報学
3529-33-0202 金城学院大　　 国際情報 国際／メディ 　 前期３ 総合情報学
3529-33-0203 金城学院大　　 国際情報 国際／メディ 　 前期英 総合情報学
3529-33-0271 金城学院大　　 国際情報 国際／メディ セ 前期　 総合情報学
3529-33-0273 金城学院大　　 国際情報 国際／メディ セ プラス 総合情報学
3529-37-0000 金城学院大　　 人間科学 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3529-37-0101 金城学院大　　 人間科学 現代子ども教 　 前期２ 幼稚園　　
3529-37-0102 金城学院大　　 人間科学 現代子ども教 　 前期３ 幼稚園　　
3529-37-0103 金城学院大　　 人間科学 現代子ども教 　 前期英 幼稚園　　
3529-37-0171 金城学院大　　 人間科学 現代子ども教 セ 前期　 幼稚園　　
3529-37-0173 金城学院大　　 人間科学 現代子ども教 セ プラス 幼稚園　　
3529-37-0501 金城学院大　　 人間科学 多元心理　　 　 前期２ 心理学　　
3529-37-0502 金城学院大　　 人間科学 多元心理　　 　 前期３ 心理学　　
3529-37-0503 金城学院大　　 人間科学 多元心理　　 　 前期英 心理学　　
3529-37-0571 金城学院大　　 人間科学 多元心理　　 セ 前期　 心理学　　
3529-37-0573 金城学院大　　 人間科学 多元心理　　 セ プラス 心理学　　
3529-37-0601 金城学院大　　 人間科学 コミュニティ 　 前期２ 社会福祉学
3529-37-0602 金城学院大　　 人間科学 コミュニティ 　 前期３ 社会福祉学
3529-37-0603 金城学院大　　 人間科学 コミュニティ 　 前期英 社会福祉学
3529-37-0671 金城学院大　　 人間科学 コミュニティ セ 前期　 社会福祉学
3529-37-0673 金城学院大　　 人間科学 コミュニティ セ プラス 社会福祉学
3529-61-0000 金城学院大　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3529-61-0101 金城学院大　　 薬　　　 薬　　　　　 　 前期３ 薬　　　　
3529-61-0102 金城学院大　　 薬　　　 薬　　　　　 　 前期英 薬　　　　
3529-61-0171 金城学院大　　 薬　　　 薬　　　　　 セ 前期　 薬　　　　
3529-61-0173 金城学院大　　 薬　　　 薬　　　　　 セ プラス 薬　　　　
3529-79-0000 金城学院大　　 生活環境 　　　　　　 　 　　　 生活科学　
3529-79-0301 金城学院大　　 生活環境 生活マネジメ 　 前期２ 生活科学　
3529-79-0302 金城学院大　　 生活環境 生活マネジメ 　 前期３ 生活科学　
3529-79-0303 金城学院大　　 生活環境 生活マネジメ 　 前期英 生活科学　
3529-79-0371 金城学院大　　 生活環境 生活マネジメ セ 前期　 生活科学　
3529-79-0373 金城学院大　　 生活環境 生活マネジメ セ プラス 生活科学　
3529-79-0401 金城学院大　　 生活環境 環境デザイン 　 前期２ 被服・服飾
3529-79-0402 金城学院大　　 生活環境 環境デザイン 　 前期３ 被服・服飾
3529-79-0403 金城学院大　　 生活環境 環境デザイン 　 前期英 被服・服飾
3529-79-0471 金城学院大　　 生活環境 環境デザイン セ 前期　 被服・服飾



3529-79-0473 金城学院大　　 生活環境 環境デザイン セ プラス 被服・服飾
3529-79-0501 金城学院大　　 生活環境 食環境栄養　 　 前期２ 食物・栄養
3529-79-0502 金城学院大　　 生活環境 食環境栄養　 　 前期３ 食物・栄養
3529-79-0503 金城学院大　　 生活環境 食環境栄養　 　 前期英 食物・栄養
3529-79-0571 金城学院大　　 生活環境 食環境栄養　 セ 前期　 食物・栄養
3529-79-0573 金城学院大　　 生活環境 食環境栄養　 セ プラス 食物・栄養
3530-03-0000 椙山女学園大　 文化情報 　　　　　　 　 　　　 マスコミ　
3530-03-0101 椙山女学園大　 文化情報 文化情報　　 　 Ａ２　 総合情報学
3530-03-0171 椙山女学園大　 文化情報 文化情報　　 セ Ａ２　 総合情報学
3530-03-0173 椙山女学園大　 文化情報 文化情報　　 セ Ａプラ 総合情報学
3530-03-0201 椙山女学園大　 文化情報 メディア情報 　 Ａ２　 マスコミ　
3530-03-0271 椙山女学園大　 文化情報 メディア情報 セ Ａプラ マスコミ　
3530-03-0272 椙山女学園大　 文化情報 メディア情報 セ Ａ２　 マスコミ　
3530-21-0000 椙山女学園大　 現代マネ 　　　　　　 　 　　　 政治学　　
3530-21-0101 椙山女学園大　 現代マネ 現代マネジメ 　 Ａ２　 経営学・商
3530-21-0174 椙山女学園大　 現代マネ 現代マネジメ セ Ａプラ 経営学・商
3530-21-0175 椙山女学園大　 現代マネ 現代マネジメ セ Ａ３　 経営学・商
3530-30-0000 椙山女学園大　 教育　　 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3530-30-0201 椙山女学園大　 教育　　 子ど／保育初 　 Ａ２　 幼稚園　　
3530-30-0271 椙山女学園大　 教育　　 子ど／保育初 セ Ａ３　 幼稚園　　
3530-30-0273 椙山女学園大　 教育　　 子ど／保育初 セ Ａプラ 幼稚園　　
3530-30-0301 椙山女学園大　 教育　　 子ど／初等中 　 Ａ２　 小学校　　
3530-30-0371 椙山女学園大　 教育　　 子ど／初等中 セ Ａ３　 小学校　　
3530-30-0373 椙山女学園大　 教育　　 子ど／初等中 セ Ａプラ 小学校　　
3530-30-0374 椙山女学園大　 教育　　 子ど／初等中 セ Ａ５　 小学校　　
3530-37-0000 椙山女学園大　 人間関係 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3530-37-0401 椙山女学園大　 人間関係 人間関係　　 　 Ａ２　 社会学　　
3530-37-0471 椙山女学園大　 人間関係 人間関係　　 セ Ａ２　 社会学　　
3530-37-0473 椙山女学園大　 人間関係 人間関係　　 セ Ａプラ 社会学　　
3530-37-0501 椙山女学園大　 人間関係 心理　　　　 　 Ａ２　 心理学　　
3530-37-0571 椙山女学園大　 人間関係 心理　　　　 セ Ａ２　 心理学　　
3530-37-0573 椙山女学園大　 人間関係 心理　　　　 セ Ａプラ 心理学　　
3530-38-0000 椙山女学園大　 国際コミ 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3530-38-0101 椙山女学園大　 国際コミ 国際言語コミ 　 Ａ２　 英米語　　
3530-38-0171 椙山女学園大　 国際コミ 国際言語コミ セ Ａ２　 英米語　　
3530-38-0173 椙山女学園大　 国際コミ 国際言語コミ セ Ａプラ 英米語　　
3530-38-0201 椙山女学園大　 国際コミ 表現文化　　 　 Ａ２　 文化学　　
3530-38-0271 椙山女学園大　 国際コミ 表現文化　　 セ Ａ２　 文化学　　
3530-38-0273 椙山女学園大　 国際コミ 表現文化　　 セ Ａプラ 文化学　　
3530-64-0000 椙山女学園大　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3530-64-0102 椙山女学園大　 看護　　 看護　　　　 　 Ｂ２　 看護　　　
3530-64-0171 椙山女学園大　 看護　　 看護　　　　 セ Ａ３　 看護　　　
3530-64-0173 椙山女学園大　 看護　　 看護　　　　 セ Ａプラ 看護　　　
3530-79-0000 椙山女学園大　 生活科学 　　　　　　 　 　　　 生活科学　
3530-79-0101 椙山女学園大　 生活科学 管理栄養　　 　 Ａ２　 食物・栄養
3530-79-0171 椙山女学園大　 生活科学 管理栄養　　 セ Ａ２　 食物・栄養
3530-79-0173 椙山女学園大　 生活科学 管理栄養　　 セ Ａプラ 食物・栄養
3530-79-0201 椙山女学園大　 生活科学 生活環境デザ 　 Ａ２　 生活科学　
3530-79-0275 椙山女学園大　 生活科学 生活環境デザ セ Ａプラ 生活科学　
3530-79-0276 椙山女学園大　 生活科学 生活環境デザ セ Ａ３　 生活科学　
3531-37-0000 大同大　　　　 情報　　 　　　　　　 　 　　　 経営情報学
3531-37-0801 大同大　　　　 情報　　 情シ／コンピ 　 Ｍ　　 情報工学　
3531-37-0802 大同大　　　　 情報　　 情シ／コンピ 　 前期Ａ 情報工学　
3531-37-0803 大同大　　　　 情報　　 情シ／コンピ 　 前期Ｂ 情報工学　
3531-37-0871 大同大　　　　 情報　　 情シ／コンピ セ プラＡ 情報工学　
3531-37-0872 大同大　　　　 情報　　 情シ／コンピ セ プラＢ 情報工学　
3531-37-0873 大同大　　　　 情報　　 情シ／コンピ セ 前期　 情報工学　
3531-37-0874 大同大　　　　 情報　　 情シ／コンピ セ 中期　 情報工学　
3531-37-0901 大同大　　　　 情報　　 情シ／情報ネ 　 Ｍ　　 情報工学　



3531-37-0902 大同大　　　　 情報　　 情シ／情報ネ 　 前期Ａ 情報工学　
3531-37-0903 大同大　　　　 情報　　 情シ／情報ネ 　 前期Ｂ 情報工学　
3531-37-0971 大同大　　　　 情報　　 情シ／情報ネ セ プラＡ 情報工学　
3531-37-0972 大同大　　　　 情報　　 情シ／情報ネ セ プラＢ 情報工学　
3531-37-0973 大同大　　　　 情報　　 情シ／情報ネ セ 前期　 情報工学　
3531-37-0974 大同大　　　　 情報　　 情シ／情報ネ セ 中期　 情報工学　
3531-37-1004 大同大　　　　 情報　　 情デ／メディ 　 ＭⅠ　 映像　　　
3531-37-1005 大同大　　　　 情報　　 情デ／メディ 　 ＭⅡ　 映像　　　
3531-37-1006 大同大　　　　 情報　　 情デ／メディ 　 前ＡⅠ 映像　　　
3531-37-1007 大同大　　　　 情報　　 情デ／メディ 　 前ＡⅡ 映像　　　
3531-37-1008 大同大　　　　 情報　　 情デ／メディ 　 前ＢⅠ 映像　　　
3531-37-1009 大同大　　　　 情報　　 情デ／メディ 　 前ＢⅡ 映像　　　
3531-37-1070 大同大　　　　 情報　　 情デ／メディ セ 中期Ⅱ 映像　　　
3531-37-1071 大同大　　　　 情報　　 情デ／メディ セ プＡⅡ 映像　　　
3531-37-1072 大同大　　　　 情報　　 情デ／メディ セ プＢⅡ 映像　　　
3531-37-1073 大同大　　　　 情報　　 情デ／メディ セ 前期Ⅱ 映像　　　
3531-37-1074 大同大　　　　 情報　　 情デ／メディ セ 中期Ⅰ 映像　　　
3531-37-1077 大同大　　　　 情報　　 情デ／メディ セ プＡⅠ 映像　　　
3531-37-1078 大同大　　　　 情報　　 情デ／メディ セ プＢⅠ 映像　　　
3531-37-1079 大同大　　　　 情報　　 情デ／メディ セ 前期Ⅰ 映像　　　
3531-37-1104 大同大　　　　 情報　　 情デ／プロダ 　 ＭⅠ　 デザイン工
3531-37-1105 大同大　　　　 情報　　 情デ／プロダ 　 ＭⅡ　 デザイン工
3531-37-1106 大同大　　　　 情報　　 情デ／プロダ 　 前ＡⅠ デザイン工
3531-37-1107 大同大　　　　 情報　　 情デ／プロダ 　 前ＡⅡ デザイン工
3531-37-1108 大同大　　　　 情報　　 情デ／プロダ 　 前ＢⅠ デザイン工
3531-37-1109 大同大　　　　 情報　　 情デ／プロダ 　 前ＢⅡ デザイン工
3531-37-1170 大同大　　　　 情報　　 情デ／プロダ セ 中期Ⅱ デザイン工
3531-37-1171 大同大　　　　 情報　　 情デ／プロダ セ プＡⅡ デザイン工
3531-37-1172 大同大　　　　 情報　　 情デ／プロダ セ プＢⅡ デザイン工
3531-37-1173 大同大　　　　 情報　　 情デ／プロダ セ 前期Ⅱ デザイン工
3531-37-1174 大同大　　　　 情報　　 情デ／プロダ セ 中期Ⅰ デザイン工
3531-37-1177 大同大　　　　 情報　　 情デ／プロダ セ プＡⅠ デザイン工
3531-37-1178 大同大　　　　 情報　　 情デ／プロダ セ プＢⅠ デザイン工
3531-37-1179 大同大　　　　 情報　　 情デ／プロダ セ 前期Ⅰ デザイン工
3531-37-1901 大同大　　　　 情報　　 総合／経営情 　 ＭⅠ　 経営情報学
3531-37-1902 大同大　　　　 情報　　 総合／経営情 　 ＭⅡ　 経営情報学
3531-37-1903 大同大　　　　 情報　　 総合／経営情 　 前ＡⅠ 経営情報学
3531-37-1904 大同大　　　　 情報　　 総合／経営情 　 前ＡⅡ 経営情報学
3531-37-1905 大同大　　　　 情報　　 総合／経営情 　 前ＢⅠ 経営情報学
3531-37-1906 大同大　　　　 情報　　 総合／経営情 　 前ＢⅡ 経営情報学
3531-37-1970 大同大　　　　 情報　　 総合／経営情 セ プＡⅠ 経営情報学
3531-37-1971 大同大　　　　 情報　　 総合／経営情 セ プＡⅡ 経営情報学
3531-37-1972 大同大　　　　 情報　　 総合／経営情 セ プＢⅠ 経営情報学
3531-37-1973 大同大　　　　 情報　　 総合／経営情 セ プＢⅡ 経営情報学
3531-37-1974 大同大　　　　 情報　　 総合／経営情 セ 前期Ⅰ 経営情報学
3531-37-1975 大同大　　　　 情報　　 総合／経営情 セ 前期Ⅱ 経営情報学
3531-37-1976 大同大　　　　 情報　　 総合／経営情 セ 中期Ⅰ 経営情報学
3531-37-1977 大同大　　　　 情報　　 総合／経営情 セ 中期Ⅱ 経営情報学
3531-37-2001 大同大　　　　 情報　　 総合／スポー 　 ＭⅠ　 体育・健康
3531-37-2002 大同大　　　　 情報　　 総合／スポー 　 ＭⅡ　 体育・健康
3531-37-2003 大同大　　　　 情報　　 総合／スポー 　 前ＡⅠ 体育・健康
3531-37-2004 大同大　　　　 情報　　 総合／スポー 　 前ＡⅡ 体育・健康
3531-37-2005 大同大　　　　 情報　　 総合／スポー 　 前ＢⅠ 体育・健康
3531-37-2006 大同大　　　　 情報　　 総合／スポー 　 前ＢⅡ 体育・健康
3531-37-2070 大同大　　　　 情報　　 総合／スポー セ プＡⅠ 体育・健康
3531-37-2071 大同大　　　　 情報　　 総合／スポー セ プＡⅡ 体育・健康
3531-37-2072 大同大　　　　 情報　　 総合／スポー セ プＢⅠ 体育・健康
3531-37-2073 大同大　　　　 情報　　 総合／スポー セ プＢⅡ 体育・健康
3531-37-2074 大同大　　　　 情報　　 総合／スポー セ 前期Ⅰ 体育・健康



3531-37-2075 大同大　　　　 情報　　 総合／スポー セ 前期Ⅱ 体育・健康
3531-37-2076 大同大　　　　 情報　　 総合／スポー セ 中期Ⅰ 体育・健康
3531-37-2077 大同大　　　　 情報　　 総合／スポー セ 中期Ⅱ 体育・健康
3531-46-0000 大同大　　　　 工　　　 　　　　　　 　 　　　 建築・土木
3531-46-0203 大同大　　　　 工　　　 機械工　　　 　 Ｍ　　 機械工学　
3531-46-0204 大同大　　　　 工　　　 機械工　　　 　 前期Ａ 機械工学　
3531-46-0205 大同大　　　　 工　　　 機械工　　　 　 前期Ｂ 機械工学　
3531-46-0274 大同大　　　　 工　　　 機械工　　　 セ プラＡ 機械工学　
3531-46-0275 大同大　　　　 工　　　 機械工　　　 セ プラＢ 機械工学　
3531-46-0276 大同大　　　　 工　　　 機械工　　　 セ 前期　 機械工学　
3531-46-0277 大同大　　　　 工　　　 機械工　　　 セ 中期　 機械工学　
3531-46-0501 大同大　　　　 工　　　 電気電子工　 　 前期Ａ 電気・電子
3531-46-0502 大同大　　　　 工　　　 電気電子工　 　 Ｍ　　 電気・電子
3531-46-0503 大同大　　　　 工　　　 電気電子工　 　 前期Ｂ 電気・電子
3531-46-0571 大同大　　　　 工　　　 電気電子工　 セ 前期　 電気・電子
3531-46-0573 大同大　　　　 工　　　 電気電子工　 セ 中期　 電気・電子
3531-46-0574 大同大　　　　 工　　　 電気電子工　 セ プラＡ 電気・電子
3531-46-0575 大同大　　　　 工　　　 電気電子工　 セ プラＢ 電気・電子
3531-46-1104 大同大　　　　 工　　　 建築／建築　 　 ＭⅠ　 建築・土木
3531-46-1105 大同大　　　　 工　　　 建築／建築　 　 ＭⅡ　 建築・土木
3531-46-1106 大同大　　　　 工　　　 建築／建築　 　 前ＡⅠ 建築・土木
3531-46-1107 大同大　　　　 工　　　 建築／建築　 　 前ＡⅡ 建築・土木
3531-46-1108 大同大　　　　 工　　　 建築／建築　 　 前ＢⅠ 建築・土木
3531-46-1109 大同大　　　　 工　　　 建築／建築　 　 前ＢⅡ 建築・土木
3531-46-1170 大同大　　　　 工　　　 建築／建築　 セ 中期Ⅱ 建築・土木
3531-46-1171 大同大　　　　 工　　　 建築／建築　 セ 前期Ⅰ 建築・土木
3531-46-1172 大同大　　　　 工　　　 建築／建築　 セ 中期Ⅰ 建築・土木
3531-46-1174 大同大　　　　 工　　　 建築／建築　 セ プＡⅠ 建築・土木
3531-46-1175 大同大　　　　 工　　　 建築／建築　 セ プＢⅠ 建築・土木
3531-46-1177 大同大　　　　 工　　　 建築／建築　 セ プＡⅡ 建築・土木
3531-46-1178 大同大　　　　 工　　　 建築／建築　 セ プＢⅡ 建築・土木
3531-46-1179 大同大　　　　 工　　　 建築／建築　 セ 前期Ⅱ 建築・土木
3531-46-1404 大同大　　　　 工　　　 建築／インテ 　 ＭⅠ　 住居学　　
3531-46-1405 大同大　　　　 工　　　 建築／インテ 　 ＭⅡ　 住居学　　
3531-46-1406 大同大　　　　 工　　　 建築／インテ 　 前ＡⅠ 住居学　　
3531-46-1407 大同大　　　　 工　　　 建築／インテ 　 前ＡⅡ 住居学　　
3531-46-1408 大同大　　　　 工　　　 建築／インテ 　 前ＢⅠ 住居学　　
3531-46-1409 大同大　　　　 工　　　 建築／インテ 　 前ＢⅡ 住居学　　
3531-46-1470 大同大　　　　 工　　　 建築／インテ セ 中期Ⅱ 住居学　　
3531-46-1471 大同大　　　　 工　　　 建築／インテ セ プＡⅠ 住居学　　
3531-46-1472 大同大　　　　 工　　　 建築／インテ セ プＢⅠ 住居学　　
3531-46-1473 大同大　　　　 工　　　 建築／インテ セ 前期Ⅰ 住居学　　
3531-46-1474 大同大　　　　 工　　　 建築／インテ セ 中期Ⅰ 住居学　　
3531-46-1477 大同大　　　　 工　　　 建築／インテ セ プＡⅡ 住居学　　
3531-46-1478 大同大　　　　 工　　　 建築／インテ セ プＢⅡ 住居学　　
3531-46-1479 大同大　　　　 工　　　 建築／インテ セ 前期Ⅱ 住居学　　
3531-46-1904 大同大　　　　 工　　　 建築／土木環 　 ＭⅠ　 建築・土木
3531-46-1905 大同大　　　　 工　　　 建築／土木環 　 ＭⅡ　 建築・土木
3531-46-1906 大同大　　　　 工　　　 建築／土木環 　 前ＡⅠ 建築・土木
3531-46-1907 大同大　　　　 工　　　 建築／土木環 　 前ＡⅡ 建築・土木
3531-46-1908 大同大　　　　 工　　　 建築／土木環 　 前ＢⅠ 建築・土木
3531-46-1909 大同大　　　　 工　　　 建築／土木環 　 前ＢⅡ 建築・土木
3531-46-1970 大同大　　　　 工　　　 建築／土木環 セ 中期Ⅱ 建築・土木
3531-46-1971 大同大　　　　 工　　　 建築／土木環 セ プＡⅠ 建築・土木
3531-46-1972 大同大　　　　 工　　　 建築／土木環 セ プＢⅠ 建築・土木
3531-46-1973 大同大　　　　 工　　　 建築／土木環 セ 前期Ⅰ 建築・土木
3531-46-1974 大同大　　　　 工　　　 建築／土木環 セ 中期Ⅰ 建築・土木
3531-46-1977 大同大　　　　 工　　　 建築／土木環 セ プＡⅡ 建築・土木
3531-46-1978 大同大　　　　 工　　　 建築／土木環 セ プＢⅡ 建築・土木



3531-46-1979 大同大　　　　 工　　　 建築／土木環 セ 前期Ⅱ 建築・土木
3531-46-2001 大同大　　　　 工　　　 機械シス工　 　 Ｍ　　 機械工学　
3531-46-2002 大同大　　　　 工　　　 機械シス工　 　 前期Ａ 機械工学　
3531-46-2003 大同大　　　　 工　　　 機械シス工　 　 前期Ｂ 機械工学　
3531-46-2071 大同大　　　　 工　　　 機械シス工　 セ プラＡ 機械工学　
3531-46-2072 大同大　　　　 工　　　 機械シス工　 セ プラＢ 機械工学　
3531-46-2073 大同大　　　　 工　　　 機械シス工　 セ 前期　 機械工学　
3531-46-2074 大同大　　　　 工　　　 機械シス工　 セ 中期　 機械工学　
3531-46-2102 大同大　　　　 工　　　 建築／かおり 　 ＭⅠ　 生活科学　
3531-46-2103 大同大　　　　 工　　　 建築／かおり 　 ＭⅡ　 生活科学　
3531-46-2104 大同大　　　　 工　　　 建築／かおり 　 前ＡⅠ 生活科学　
3531-46-2105 大同大　　　　 工　　　 建築／かおり 　 前ＡⅡ 生活科学　
3531-46-2106 大同大　　　　 工　　　 建築／かおり 　 前ＢⅠ 生活科学　
3531-46-2107 大同大　　　　 工　　　 建築／かおり 　 前ＢⅡ 生活科学　
3531-46-2170 大同大　　　　 工　　　 建築／かおり セ 中期Ⅱ 生活科学　
3531-46-2171 大同大　　　　 工　　　 建築／かおり セ プＡⅠ 生活科学　
3531-46-2172 大同大　　　　 工　　　 建築／かおり セ プＡⅡ 生活科学　
3531-46-2173 大同大　　　　 工　　　 建築／かおり セ プＢⅠ 生活科学　
3531-46-2174 大同大　　　　 工　　　 建築／かおり セ プＢⅡ 生活科学　
3531-46-2175 大同大　　　　 工　　　 建築／かおり セ 前期Ⅰ 生活科学　
3531-46-2176 大同大　　　　 工　　　 建築／かおり セ 前期Ⅱ 生活科学　
3531-46-2177 大同大　　　　 工　　　 建築／かおり セ 中期Ⅰ 生活科学　
3532-01-0000 中京大　　　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3532-01-0201 中京大　　　　 文　　　 日本文　　　 　 Ａ３　 日本文学　
3532-01-0202 中京大　　　　 文　　　 日本文　　　 　 Ａ２　 日本文学　
3532-01-0203 中京大　　　　 文　　　 日本文　　　 　 Ｍ３文 日本文学　
3532-01-0204 中京大　　　　 文　　　 日本文　　　 　 Ｍ２文 日本文学　
3532-01-0271 中京大　　　　 文　　　 日本文　　　 セ 前期３ 日本文学　
3532-01-0273 中京大　　　　 文　　　 日本文　　　 セ 前期５ 日本文学　
3532-01-0275 中京大　　　　 文　　　 日本文　　　 セ 前期２ 日本文学　
3532-01-0276 中京大　　　　 文　　　 日本文　　　 セ 前期４ 日本文学　
3532-01-0279 中京大　　　　 文　　　 日本文　　　 セ プラ国 日本文学　
3532-01-0401 中京大　　　　 文　　　 言語表現　　 　 Ａ３　 日本語　　
3532-01-0402 中京大　　　　 文　　　 言語表現　　 　 Ａ２　 日本語　　
3532-01-0403 中京大　　　　 文　　　 言語表現　　 　 Ｍ３文 日本語　　
3532-01-0404 中京大　　　　 文　　　 言語表現　　 　 Ｍ２文 日本語　　
3532-01-0471 中京大　　　　 文　　　 言語表現　　 セ 前期３ 日本語　　
3532-01-0473 中京大　　　　 文　　　 言語表現　　 セ 前期５ 日本語　　
3532-01-0475 中京大　　　　 文　　　 言語表現　　 セ 前期２ 日本語　　
3532-01-0476 中京大　　　　 文　　　 言語表現　　 セ 前期４ 日本語　　
3532-01-0479 中京大　　　　 文　　　 言語表現　　 セ プラ国 日本語　　
3532-01-0501 中京大　　　　 文　　　 歴史文化　　 　 Ａ３　 日本史　　
3532-01-0502 中京大　　　　 文　　　 歴史文化　　 　 Ｍ３文 日本史　　
3532-01-0503 中京大　　　　 文　　　 歴史文化　　 　 Ｍ２文 日本史　　
3532-01-0505 中京大　　　　 文　　　 歴史文化　　 　 Ａ２　 日本史　　
3532-01-0571 中京大　　　　 文　　　 歴史文化　　 セ 前期３ 日本史　　
3532-01-0572 中京大　　　　 文　　　 歴史文化　　 セ 前期５ 日本史　　
3532-01-0573 中京大　　　　 文　　　 歴史文化　　 セ 前期４ 日本史　　
3532-01-0576 中京大　　　　 文　　　 歴史文化　　 セ プラ国 日本史　　
3532-01-0579 中京大　　　　 文　　　 歴史文化　　 セ 前期２ 日本史　　
3532-03-0000 中京大　　　　 心理　　 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3532-03-0101 中京大　　　　 心理　　 心理　　　　 　 Ａ３　 心理学　　
3532-03-0102 中京大　　　　 心理　　 心理　　　　 　 Ａ２　 心理学　　
3532-03-0103 中京大　　　　 心理　　 心理　　　　 　 Ｍ３文 心理学　　
3532-03-0104 中京大　　　　 心理　　 心理　　　　 　 Ｍ２文 心理学　　
3532-03-0105 中京大　　　　 心理　　 心理　　　　 　 Ｍ２理 心理学　　
3532-03-0170 中京大　　　　 心理　　 心理　　　　 セ プラ国 心理学　　
3532-03-0171 中京大　　　　 心理　　 心理　　　　 セ 前期３ 心理学　　
3532-03-0172 中京大　　　　 心理　　 心理　　　　 セ プラ英 心理学　　



3532-03-0173 中京大　　　　 心理　　 心理　　　　 セ 前期５ 心理学　　
3532-03-0176 中京大　　　　 心理　　 心理　　　　 セ 前期４ 心理学　　
3532-03-0178 中京大　　　　 心理　　 心理　　　　 セ 前期２ 心理学　　
3532-03-0179 中京大　　　　 心理　　 心理　　　　 セ プラ数 心理学　　
3532-12-0000 中京大　　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3532-12-0101 中京大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 Ａ３　 法学　　　
3532-12-0102 中京大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 Ａ２　 法学　　　
3532-12-0103 中京大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 Ｍ３文 法学　　　
3532-12-0104 中京大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 Ｍ２文 法学　　　
3532-12-0170 中京大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ プラ英 法学　　　
3532-12-0171 中京大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ 前期３ 法学　　　
3532-12-0173 中京大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ 前期５ 法学　　　
3532-12-0176 中京大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ 前期４ 法学　　　
3532-12-0177 中京大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ プラ国 法学　　　
3532-12-0178 中京大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ 前期２ 法学　　　
3532-12-0179 中京大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ プラ数 法学　　　
3532-13-0000 中京大　　　　 総合政策 　　　　　　 　 　　　 政治学　　
3532-13-0101 中京大　　　　 総合政策 総合政策　　 　 Ａ３　 政治学　　
3532-13-0102 中京大　　　　 総合政策 総合政策　　 　 Ａ２　 政治学　　
3532-13-0103 中京大　　　　 総合政策 総合政策　　 　 Ｍ３文 政治学　　
3532-13-0104 中京大　　　　 総合政策 総合政策　　 　 Ｍ２文 政治学　　
3532-13-0170 中京大　　　　 総合政策 総合政策　　 セ プラ国 政治学　　
3532-13-0171 中京大　　　　 総合政策 総合政策　　 セ 前期３ 政治学　　
3532-13-0172 中京大　　　　 総合政策 総合政策　　 セ プラ数 政治学　　
3532-13-0173 中京大　　　　 総合政策 総合政策　　 セ 前期５ 政治学　　
3532-13-0176 中京大　　　　 総合政策 総合政策　　 セ 前期４ 政治学　　
3532-13-0178 中京大　　　　 総合政策 総合政策　　 セ 前期２ 政治学　　
3532-13-0179 中京大　　　　 総合政策 総合政策　　 セ プラ英 政治学　　
3532-18-0000 中京大　　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3532-18-0101 中京大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 Ａ３　 経済学　　
3532-18-0102 中京大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 Ａ２　 経済学　　
3532-18-0103 中京大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 Ｍ３文 経済学　　
3532-18-0104 中京大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 Ｍ２文 経済学　　
3532-18-0105 中京大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 Ｍ２理 経済学　　
3532-18-0170 中京大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ プラ国 経済学　　
3532-18-0171 中京大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期４ 経済学　　
3532-18-0173 中京大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期３ 経済学　　
3532-18-0174 中京大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ プラ英 経済学　　
3532-18-0175 中京大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期５ 経済学　　
3532-18-0178 中京大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期２ 経済学　　
3532-18-0179 中京大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ プラ数 経済学　　
3532-19-0000 中京大　　　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3532-19-0101 中京大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 Ａ３　 経営学・商
3532-19-0102 中京大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 Ａ２　 経営学・商
3532-19-0103 中京大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 Ｍ３文 経営学・商
3532-19-0104 中京大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 Ｍ２文 経営学・商
3532-19-0170 中京大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ プラ国 経営学・商
3532-19-0171 中京大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ 前期３ 経営学・商
3532-19-0172 中京大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ プラ数 経営学・商
3532-19-0173 中京大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ 前期５ 経営学・商
3532-19-0176 中京大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ 前期４ 経営学・商
3532-19-0178 中京大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ 前期２ 経営学・商
3532-19-0179 中京大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ プラ英 経営学・商
3532-27-0000 中京大　　　　 現代社会 　　　　　　 　 　　　 社会学　　
3532-27-0201 中京大　　　　 現代社会 現代／社会学 　 Ａ３　 社会学　　
3532-27-0202 中京大　　　　 現代社会 現代／社会学 　 Ｍ３文 社会学　　
3532-27-0203 中京大　　　　 現代社会 現代／社会学 　 Ｍ２文 社会学　　
3532-27-0205 中京大　　　　 現代社会 現代／社会学 　 Ａ２　 社会学　　
3532-27-0271 中京大　　　　 現代社会 現代／社会学 セ プラ英 社会学　　



3532-27-0272 中京大　　　　 現代社会 現代／社会学 セ 前期３ 社会学　　
3532-27-0273 中京大　　　　 現代社会 現代／社会学 セ プラ数 社会学　　
3532-27-0274 中京大　　　　 現代社会 現代／社会学 セ 前期５ 社会学　　
3532-27-0275 中京大　　　　 現代社会 現代／社会学 セ 前期４ 社会学　　
3532-27-0277 中京大　　　　 現代社会 現代／社会学 セ 前期２ 社会学　　
3532-27-0278 中京大　　　　 現代社会 現代／社会学 セ プラ国 社会学　　
3532-27-0301 中京大　　　　 現代社会 現代／コミュ 　 Ａ３　 社会学　　
3532-27-0302 中京大　　　　 現代社会 現代／コミュ 　 Ｍ３文 社会学　　
3532-27-0303 中京大　　　　 現代社会 現代／コミュ 　 Ｍ２文 社会学　　
3532-27-0305 中京大　　　　 現代社会 現代／コミュ 　 Ａ２　 社会学　　
3532-27-0371 中京大　　　　 現代社会 現代／コミュ セ プラ英 社会学　　
3532-27-0372 中京大　　　　 現代社会 現代／コミュ セ 前期３ 社会学　　
3532-27-0373 中京大　　　　 現代社会 現代／コミュ セ プラ数 社会学　　
3532-27-0374 中京大　　　　 現代社会 現代／コミュ セ 前期５ 社会学　　
3532-27-0375 中京大　　　　 現代社会 現代／コミュ セ 前期４ 社会学　　
3532-27-0377 中京大　　　　 現代社会 現代／コミュ セ 前期２ 社会学　　
3532-27-0378 中京大　　　　 現代社会 現代／コミュ セ プラ国 社会学　　
3532-27-0401 中京大　　　　 現代社会 現代／社会福 　 Ａ３　 社会福祉学
3532-27-0402 中京大　　　　 現代社会 現代／社会福 　 Ｍ３文 社会福祉学
3532-27-0403 中京大　　　　 現代社会 現代／社会福 　 Ｍ２文 社会福祉学
3532-27-0405 中京大　　　　 現代社会 現代／社会福 　 Ａ２　 社会福祉学
3532-27-0471 中京大　　　　 現代社会 現代／社会福 セ プラ英 社会福祉学
3532-27-0472 中京大　　　　 現代社会 現代／社会福 セ 前期３ 社会福祉学
3532-27-0473 中京大　　　　 現代社会 現代／社会福 セ プラ数 社会福祉学
3532-27-0474 中京大　　　　 現代社会 現代／社会福 セ 前期５ 社会福祉学
3532-27-0475 中京大　　　　 現代社会 現代／社会福 セ 前期４ 社会福祉学
3532-27-0477 中京大　　　　 現代社会 現代／社会福 セ 前期２ 社会福祉学
3532-27-0478 中京大　　　　 現代社会 現代／社会福 セ プラ国 社会福祉学
3532-27-0501 中京大　　　　 現代社会 現代／国際文 　 Ａ３　 文化学　　
3532-27-0502 中京大　　　　 現代社会 現代／国際文 　 Ｍ３文 文化学　　
3532-27-0503 中京大　　　　 現代社会 現代／国際文 　 Ｍ２文 文化学　　
3532-27-0505 中京大　　　　 現代社会 現代／国際文 　 Ａ２　 文化学　　
3532-27-0571 中京大　　　　 現代社会 現代／国際文 セ プラ英 文化学　　
3532-27-0572 中京大　　　　 現代社会 現代／国際文 セ 前期３ 文化学　　
3532-27-0573 中京大　　　　 現代社会 現代／国際文 セ プラ数 文化学　　
3532-27-0574 中京大　　　　 現代社会 現代／国際文 セ 前期５ 文化学　　
3532-27-0575 中京大　　　　 現代社会 現代／国際文 セ 前期４ 文化学　　
3532-27-0577 中京大　　　　 現代社会 現代／国際文 セ 前期２ 文化学　　
3532-27-0578 中京大　　　　 現代社会 現代／国際文 セ プラ国 文化学　　
3532-33-0000 中京大　　　　 国際英語 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3532-33-0301 中京大　　　　 国際英語 国際／国際学 　 Ａ３　 国際関係学
3532-33-0302 中京大　　　　 国際英語 国際／国際学 　 Ｍ３文 国際関係学
3532-33-0303 中京大　　　　 国際英語 国際／国際学 　 Ｍ２文 国際関係学
3532-33-0304 中京大　　　　 国際英語 国際／国際学 　 Ａ２　 国際関係学
3532-33-0371 中京大　　　　 国際英語 国際／国際学 セ 前期３ 国際関係学
3532-33-0372 中京大　　　　 国際英語 国際／国際学 セ 前期５ 国際関係学
3532-33-0373 中京大　　　　 国際英語 国際／国際学 セ 前期４ 国際関係学
3532-33-0376 中京大　　　　 国際英語 国際／国際学 セ プラ英 国際関係学
3532-33-0379 中京大　　　　 国際英語 国際／国際学 セ 前期２ 国際関係学
3532-33-0401 中京大　　　　 国際英語 国際／英語圏 　 Ａ３　 文化学　　
3532-33-0402 中京大　　　　 国際英語 国際／英語圏 　 Ｍ３文 文化学　　
3532-33-0403 中京大　　　　 国際英語 国際／英語圏 　 Ｍ２文 文化学　　
3532-33-0404 中京大　　　　 国際英語 国際／英語圏 　 Ａ２　 文化学　　
3532-33-0471 中京大　　　　 国際英語 国際／英語圏 セ 前期３ 文化学　　
3532-33-0472 中京大　　　　 国際英語 国際／英語圏 セ 前期５ 文化学　　
3532-33-0473 中京大　　　　 国際英語 国際／英語圏 セ 前期４ 文化学　　
3532-33-0476 中京大　　　　 国際英語 国際／英語圏 セ プラ英 文化学　　
3532-33-0479 中京大　　　　 国際英語 国際／英語圏 セ 前期２ 文化学　　
3532-33-0501 中京大　　　　 国際英語 国際／国際英 　 Ａ３　 英米語　　



3532-33-0502 中京大　　　　 国際英語 国際／国際英 　 Ｍ３文 英米語　　
3532-33-0503 中京大　　　　 国際英語 国際／国際英 　 Ｍ２文 英米語　　
3532-33-0504 中京大　　　　 国際英語 国際／国際英 　 Ａ２　 英米語　　
3532-33-0571 中京大　　　　 国際英語 国際／国際英 セ 前期３ 英米語　　
3532-33-0572 中京大　　　　 国際英語 国際／国際英 セ 前期５ 英米語　　
3532-33-0573 中京大　　　　 国際英語 国際／国際英 セ 前期４ 英米語　　
3532-33-0576 中京大　　　　 国際英語 国際／国際英 セ プラ英 英米語　　
3532-33-0579 中京大　　　　 国際英語 国際／国際英 セ 前期２ 英米語　　
3532-38-0000 中京大　　　　 国際教養 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3532-38-0101 中京大　　　　 国際教養 国際教養　　 　 Ａ３　 文化学　　
3532-38-0102 中京大　　　　 国際教養 国際教養　　 　 Ａ２　 文化学　　
3532-38-0103 中京大　　　　 国際教養 国際教養　　 　 Ｍ３文 文化学　　
3532-38-0104 中京大　　　　 国際教養 国際教養　　 　 Ｍ２文 文化学　　
3532-38-0172 中京大　　　　 国際教養 国際教養　　 セ 前期３ 文化学　　
3532-38-0173 中京大　　　　 国際教養 国際教養　　 セ 前期４ 文化学　　
3532-38-0174 中京大　　　　 国際教養 国際教養　　 セ 前期５ 文化学　　
3532-38-0177 中京大　　　　 国際教養 国際教養　　 セ プラ英 文化学　　
3532-38-0179 中京大　　　　 国際教養 国際教養　　 セ 前期２ 文化学　　
3532-46-0000 中京大　　　　 工　　　 　　　　　　 　 　　　 情報工学　
3532-46-0101 中京大　　　　 工　　　 機械シス工　 　 Ａ３　 機械工学　
3532-46-0102 中京大　　　　 工　　　 機械シス工　 　 Ｍ３理 機械工学　
3532-46-0103 中京大　　　　 工　　　 機械シス工　 　 Ｍ２理 機械工学　
3532-46-0105 中京大　　　　 工　　　 機械シス工　 　 Ａ２　 機械工学　
3532-46-0171 中京大　　　　 工　　　 機械シス工　 セ 前期４ 機械工学　
3532-46-0172 中京大　　　　 工　　　 機械シス工　 セ 前期５ 機械工学　
3532-46-0173 中京大　　　　 工　　　 機械シス工　 セ 前期６ 機械工学　
3532-46-0176 中京大　　　　 工　　　 機械シス工　 セ プラ数 機械工学　
3532-46-0179 中京大　　　　 工　　　 機械シス工　 セ 前期３ 機械工学　
3532-46-0201 中京大　　　　 工　　　 電気電子工　 　 Ａ３　 電気・電子
3532-46-0202 中京大　　　　 工　　　 電気電子工　 　 Ｍ３理 電気・電子
3532-46-0203 中京大　　　　 工　　　 電気電子工　 　 Ｍ２理 電気・電子
3532-46-0205 中京大　　　　 工　　　 電気電子工　 　 Ａ２　 電気・電子
3532-46-0271 中京大　　　　 工　　　 電気電子工　 セ 前期４ 電気・電子
3532-46-0272 中京大　　　　 工　　　 電気電子工　 セ 前期５ 電気・電子
3532-46-0273 中京大　　　　 工　　　 電気電子工　 セ 前期６ 電気・電子
3532-46-0276 中京大　　　　 工　　　 電気電子工　 セ プラ数 電気・電子
3532-46-0279 中京大　　　　 工　　　 電気電子工　 セ 前期３ 電気・電子
3532-46-0301 中京大　　　　 工　　　 情報工　　　 　 Ａ３　 情報工学　
3532-46-0302 中京大　　　　 工　　　 情報工　　　 　 Ｍ３理 情報工学　
3532-46-0303 中京大　　　　 工　　　 情報工　　　 　 Ｍ２理 情報工学　
3532-46-0305 中京大　　　　 工　　　 情報工　　　 　 Ａ２　 情報工学　
3532-46-0371 中京大　　　　 工　　　 情報工　　　 セ 前期４ 情報工学　
3532-46-0372 中京大　　　　 工　　　 情報工　　　 セ 前期５ 情報工学　
3532-46-0373 中京大　　　　 工　　　 情報工　　　 セ 前期６ 情報工学　
3532-46-0376 中京大　　　　 工　　　 情報工　　　 セ プラ数 情報工学　
3532-46-0379 中京大　　　　 工　　　 情報工　　　 セ 前期３ 情報工学　
3532-46-0401 中京大　　　　 工　　　 メディア工　 　 Ａ３　 情報工学　
3532-46-0402 中京大　　　　 工　　　 メディア工　 　 Ｍ３理 情報工学　
3532-46-0403 中京大　　　　 工　　　 メディア工　 　 Ｍ２理 情報工学　
3532-46-0405 中京大　　　　 工　　　 メディア工　 　 Ａ２　 情報工学　
3532-46-0471 中京大　　　　 工　　　 メディア工　 セ 前期４ 情報工学　
3532-46-0472 中京大　　　　 工　　　 メディア工　 セ 前期５ 情報工学　
3532-46-0473 中京大　　　　 工　　　 メディア工　 セ 前期６ 情報工学　
3532-46-0476 中京大　　　　 工　　　 メディア工　 セ プラ数 情報工学　
3532-46-0479 中京大　　　　 工　　　 メディア工　 セ 前期３ 情報工学　
3532-65-0000 中京大　　　　 スポーツ 　　　　　　 　 　　　 体育・健康
3532-65-0101 中京大　　　　 スポーツ スポーツ健康 　 Ａ２　 体育・健康
3532-65-0102 中京大　　　　 スポーツ スポーツ健康 　 Ｍ２文 体育・健康
3532-65-0103 中京大　　　　 スポーツ スポーツ健康 　 Ｍ２理 体育・健康



3532-65-0105 中京大　　　　 スポーツ スポーツ健康 　 Ａ３　 体育・健康
3532-65-0106 中京大　　　　 スポーツ スポーツ健康 　 Ｍ３文 体育・健康
3532-65-0171 中京大　　　　 スポーツ スポーツ健康 セ 前期３ 体育・健康
3532-65-0172 中京大　　　　 スポーツ スポーツ健康 セ 前期４ 体育・健康
3532-65-0173 中京大　　　　 スポーツ スポーツ健康 セ 前期５ 体育・健康
3532-65-0174 中京大　　　　 スポーツ スポーツ健康 セ 前期２ 体育・健康
3532-65-0177 中京大　　　　 スポーツ スポーツ健康 セ プラ国 体育・健康
3532-65-0178 中京大　　　　 スポーツ スポーツ健康 セ プラ英 体育・健康
3532-65-0179 中京大　　　　 スポーツ スポーツ健康 セ プラ数 体育・健康
3532-65-0201 中京大　　　　 スポーツ 競技スポーツ 　 Ａ２　 体育・健康
3532-65-0202 中京大　　　　 スポーツ 競技スポーツ 　 Ｍ２文 体育・健康
3532-65-0203 中京大　　　　 スポーツ 競技スポーツ 　 Ｍ２理 体育・健康
3532-65-0205 中京大　　　　 スポーツ 競技スポーツ 　 Ａ３　 体育・健康
3532-65-0206 中京大　　　　 スポーツ 競技スポーツ 　 Ｍ３文 体育・健康
3532-65-0271 中京大　　　　 スポーツ 競技スポーツ セ 前期３ 体育・健康
3532-65-0272 中京大　　　　 スポーツ 競技スポーツ セ 前期４ 体育・健康
3532-65-0273 中京大　　　　 スポーツ 競技スポーツ セ 前期２ 体育・健康
3532-65-0276 中京大　　　　 スポーツ 競技スポーツ セ プラ国 体育・健康
3532-65-0277 中京大　　　　 スポーツ 競技スポーツ セ プラ英 体育・健康
3532-65-0278 中京大　　　　 スポーツ 競技スポーツ セ プラ数 体育・健康
3532-65-0279 中京大　　　　 スポーツ 競技スポーツ セ 前期５ 体育・健康
3532-65-0301 中京大　　　　 スポーツ スポーツ教育 　 Ａ２　 中高－体育
3532-65-0302 中京大　　　　 スポーツ スポーツ教育 　 Ｍ２文 中高－体育
3532-65-0304 中京大　　　　 スポーツ スポーツ教育 　 Ａ３　 中高－体育
3532-65-0305 中京大　　　　 スポーツ スポーツ教育 　 Ｍ３文 中高－体育
3532-65-0371 中京大　　　　 スポーツ スポーツ教育 セ 前期３ 中高－体育
3532-65-0372 中京大　　　　 スポーツ スポーツ教育 セ 前期４ 中高－体育
3532-65-0373 中京大　　　　 スポーツ スポーツ教育 セ 前期５ 中高－体育
3532-65-0374 中京大　　　　 スポーツ スポーツ教育 セ 前期２ 中高－体育
3532-65-0377 中京大　　　　 スポーツ スポーツ教育 セ プラ国 中高－体育
3532-65-0378 中京大　　　　 スポーツ スポーツ教育 セ プラ英 中高－体育
3532-65-0379 中京大　　　　 スポーツ スポーツ教育 セ プラ数 中高－体育
3533-64-0000 至学館大　　　 健康科学 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3533-64-0101 至学館大　　　 健康科学 栄養科学　　 　 Ⅰ期２ 食物・栄養
3533-64-0102 至学館大　　　 健康科学 栄養科学　　 　 Ⅰ期３ 食物・栄養
3533-64-0174 至学館大　　　 健康科学 栄養科学　　 セ Ⅰ期２ 食物・栄養
3533-64-0175 至学館大　　　 健康科学 栄養科学　　 セ プラス 食物・栄養
3533-64-0176 至学館大　　　 健康科学 栄養科学　　 セ Ⅰ期３ 食物・栄養
3533-64-0201 至学館大　　　 健康科学 健康スポーツ 　 Ⅰ期２ 体育・健康
3533-64-0202 至学館大　　　 健康科学 健康スポーツ 　 Ⅰ期３ 体育・健康
3533-64-0274 至学館大　　　 健康科学 健康スポーツ セ Ⅰ期２ 体育・健康
3533-64-0275 至学館大　　　 健康科学 健康スポーツ セ プラス 体育・健康
3533-64-0276 至学館大　　　 健康科学 健康スポーツ セ Ⅰ期３ 体育・健康
3533-64-0301 至学館大　　　 健康科学 こども健康教 　 Ⅰ期２ 児童学　　
3533-64-0302 至学館大　　　 健康科学 こども健康教 　 Ⅰ期３ 児童学　　
3533-64-0371 至学館大　　　 健康科学 こども健康教 セ Ⅰ期２ 児童学　　
3533-64-0373 至学館大　　　 健康科学 こども健康教 セ プラス 児童学　　
3533-64-0374 至学館大　　　 健康科学 こども健康教 セ Ⅰ期３ 児童学　　
3534-02-0000 中部大　　　　 人文　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3534-02-0101 中部大　　　　 人文　　 日本語日本文 　 前Ａ　 文化学　　
3534-02-0102 中部大　　　　 人文　　 日本語日本文 　 前Ｂ　 文化学　　
3534-02-0105 中部大　　　　 人文　　 日本語日本文 　 前ＡＭ 文化学　　
3534-02-0106 中部大　　　　 人文　　 日本語日本文 　 前ＢＭ 文化学　　
3534-02-0171 中部大　　　　 人文　　 日本語日本文 セ Ｃ前３ 文化学　　
3534-02-0174 中部大　　　　 人文　　 日本語日本文 セ Ｃ前５ 文化学　　
3534-02-0176 中部大　　　　 人文　　 日本語日本文 セ プラＡ 文化学　　
3534-02-0177 中部大　　　　 人文　　 日本語日本文 セ プラＢ 文化学　　
3534-02-0201 中部大　　　　 人文　　 英語英米文化 　 前Ａ　 英米語　　
3534-02-0202 中部大　　　　 人文　　 英語英米文化 　 前Ｂ　 英米語　　



3534-02-0205 中部大　　　　 人文　　 英語英米文化 　 前ＡＭ 英米語　　
3534-02-0206 中部大　　　　 人文　　 英語英米文化 　 前ＢＭ 英米語　　
3534-02-0271 中部大　　　　 人文　　 英語英米文化 セ Ｃ前３ 英米語　　
3534-02-0274 中部大　　　　 人文　　 英語英米文化 セ Ｃ前５ 英米語　　
3534-02-0276 中部大　　　　 人文　　 英語英米文化 セ プラＡ 英米語　　
3534-02-0277 中部大　　　　 人文　　 英語英米文化 セ プラＢ 英米語　　
3534-02-0301 中部大　　　　 人文　　 コミュニケー 　 前Ａ　 社会学　　
3534-02-0302 中部大　　　　 人文　　 コミュニケー 　 前Ｂ　 社会学　　
3534-02-0305 中部大　　　　 人文　　 コミュニケー 　 前ＡＭ 社会学　　
3534-02-0306 中部大　　　　 人文　　 コミュニケー 　 前ＢＭ 社会学　　
3534-02-0371 中部大　　　　 人文　　 コミュニケー セ Ｃ前３ 社会学　　
3534-02-0374 中部大　　　　 人文　　 コミュニケー セ Ｃ前５ 社会学　　
3534-02-0376 中部大　　　　 人文　　 コミュニケー セ プラＡ 社会学　　
3534-02-0377 中部大　　　　 人文　　 コミュニケー セ プラＢ 社会学　　
3534-02-0401 中部大　　　　 人文　　 心理　　　　 　 前Ａ　 心理学　　
3534-02-0402 中部大　　　　 人文　　 心理　　　　 　 前Ｂ　 心理学　　
3534-02-0405 中部大　　　　 人文　　 心理　　　　 　 前ＡＭ 心理学　　
3534-02-0406 中部大　　　　 人文　　 心理　　　　 　 前ＢＭ 心理学　　
3534-02-0471 中部大　　　　 人文　　 心理　　　　 セ Ｃ前３ 心理学　　
3534-02-0474 中部大　　　　 人文　　 心理　　　　 セ Ｃ前５ 心理学　　
3534-02-0476 中部大　　　　 人文　　 心理　　　　 セ プラＡ 心理学　　
3534-02-0477 中部大　　　　 人文　　 心理　　　　 セ プラＢ 心理学　　
3534-02-0501 中部大　　　　 人文　　 歴史地理　　 　 前Ａ　 地理学　　
3534-02-0502 中部大　　　　 人文　　 歴史地理　　 　 前Ｂ　 地理学　　
3534-02-0505 中部大　　　　 人文　　 歴史地理　　 　 前ＡＭ 地理学　　
3534-02-0506 中部大　　　　 人文　　 歴史地理　　 　 前ＢＭ 地理学　　
3534-02-0571 中部大　　　　 人文　　 歴史地理　　 セ Ｃ前３ 地理学　　
3534-02-0574 中部大　　　　 人文　　 歴史地理　　 セ Ｃ前５ 地理学　　
3534-02-0576 中部大　　　　 人文　　 歴史地理　　 セ プラＡ 地理学　　
3534-02-0577 中部大　　　　 人文　　 歴史地理　　 セ プラＢ 地理学　　
3534-21-0000 中部大　　　　 経営情報 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3534-21-0401 中部大　　　　 経営情報 経営総合　　 　 前Ａ　 経営学・商
3534-21-0402 中部大　　　　 経営情報 経営総合　　 　 前Ｂ　 経営学・商
3534-21-0403 中部大　　　　 経営情報 経営総合　　 　 前ＡＭ 経営学・商
3534-21-0404 中部大　　　　 経営情報 経営総合　　 　 前ＢＭ 経営学・商
3534-21-0471 中部大　　　　 経営情報 経営総合　　 セ Ｃ前３ 経営学・商
3534-21-0472 中部大　　　　 経営情報 経営総合　　 セ Ｃ前５ 経営学・商
3534-21-0473 中部大　　　　 経営情報 経営総合　　 セ プラＡ 経営学・商
3534-21-0474 中部大　　　　 経営情報 経営総合　　 セ プラＢ 経営学・商
3534-31-0000 中部大　　　　 現代教育 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3534-31-0101 中部大　　　　 現代教育 幼児教育　　 　 前Ａ　 幼稚園　　
3534-31-0102 中部大　　　　 現代教育 幼児教育　　 　 前Ｂ　 幼稚園　　
3534-31-0103 中部大　　　　 現代教育 幼児教育　　 　 前ＡＭ 幼稚園　　
3534-31-0104 中部大　　　　 現代教育 幼児教育　　 　 前ＢＭ 幼稚園　　
3534-31-0171 中部大　　　　 現代教育 幼児教育　　 セ Ｃ前３ 幼稚園　　
3534-31-0172 中部大　　　　 現代教育 幼児教育　　 セ Ｃ前５ 幼稚園　　
3534-31-0175 中部大　　　　 現代教育 幼児教育　　 セ プラＡ 幼稚園　　
3534-31-0176 中部大　　　　 現代教育 幼児教育　　 セ プラＢ 幼稚園　　
3534-31-0301 中部大　　　　 現代教育 現代／現代教 　 前Ａ　 小学校　　
3534-31-0302 中部大　　　　 現代教育 現代／現代教 　 前Ｂ　 小学校　　
3534-31-0303 中部大　　　　 現代教育 現代／現代教 　 前ＡＭ 小学校　　
3534-31-0304 中部大　　　　 現代教育 現代／現代教 　 前ＢＭ 小学校　　
3534-31-0371 中部大　　　　 現代教育 現代／現代教 セ Ｃ前３ 小学校　　
3534-31-0372 中部大　　　　 現代教育 現代／現代教 セ Ｃ前５ 小学校　　
3534-31-0373 中部大　　　　 現代教育 現代／現代教 セ プラＡ 小学校　　
3534-31-0374 中部大　　　　 現代教育 現代／現代教 セ プラＢ 小学校　　
3534-31-0401 中部大　　　　 現代教育 現代／中等教 　 前Ａ　 中高－国語
3534-31-0402 中部大　　　　 現代教育 現代／中等教 　 前Ｂ　 中高－国語
3534-31-0403 中部大　　　　 現代教育 現代／中等教 　 前ＡＭ 中高－国語



3534-31-0404 中部大　　　　 現代教育 現代／中等教 　 前ＢＭ 中高－国語
3534-31-0471 中部大　　　　 現代教育 現代／中等教 セ Ｃ前３ 中高－国語
3534-31-0472 中部大　　　　 現代教育 現代／中等教 セ Ｃ前５ 中高－国語
3534-31-0473 中部大　　　　 現代教育 現代／中等教 セ プラＡ 中高－国語
3534-31-0474 中部大　　　　 現代教育 現代／中等教 セ プラＢ 中高－国語
3534-33-0000 中部大　　　　 国際関係 　　　　　　 　 　　　 国際関係学
3534-33-0801 中部大　　　　 国際関係 国際　　　　 　 前Ａ　 国際関係学
3534-33-0802 中部大　　　　 国際関係 国際　　　　 　 前Ｂ　 国際関係学
3534-33-0803 中部大　　　　 国際関係 国際　　　　 　 前ＡＭ 国際関係学
3534-33-0804 中部大　　　　 国際関係 国際　　　　 　 前ＢＭ 国際関係学
3534-33-0871 中部大　　　　 国際関係 国際　　　　 セ Ｃ前３ 国際関係学
3534-33-0872 中部大　　　　 国際関係 国際　　　　 セ Ｃ前５ 国際関係学
3534-33-0873 中部大　　　　 国際関係 国際　　　　 セ プラＡ 国際関係学
3534-33-0874 中部大　　　　 国際関係 国際　　　　 セ プラＢ 国際関係学
3534-46-0000 中部大　　　　 工　　　 　　　　　　 　 　　　 情報工学　
3534-46-0101 中部大　　　　 工　　　 機械工　　　 　 前ＡＭ 機械工学　
3534-46-0102 中部大　　　　 工　　　 機械工　　　 　 前Ａ　 機械工学　
3534-46-0103 中部大　　　　 工　　　 機械工　　　 　 前Ｂ　 機械工学　
3534-46-0106 中部大　　　　 工　　　 機械工　　　 　 前ＢＭ 機械工学　
3534-46-0171 中部大　　　　 工　　　 機械工　　　 セ Ｃ前３ 機械工学　
3534-46-0174 中部大　　　　 工　　　 機械工　　　 セ Ｃ前５ 機械工学　
3534-46-0176 中部大　　　　 工　　　 機械工　　　 セ プラＡ 機械工学　
3534-46-0177 中部大　　　　 工　　　 機械工　　　 セ プラＢ 機械工学　
3534-46-0201 中部大　　　　 工　　　 建築　　　　 　 前ＡＭ 建築・土木
3534-46-0202 中部大　　　　 工　　　 建築　　　　 　 前Ａ　 建築・土木
3534-46-0203 中部大　　　　 工　　　 建築　　　　 　 前Ｂ　 建築・土木
3534-46-0206 中部大　　　　 工　　　 建築　　　　 　 前ＢＭ 建築・土木
3534-46-0271 中部大　　　　 工　　　 建築　　　　 セ Ｃ前３ 建築・土木
3534-46-0274 中部大　　　　 工　　　 建築　　　　 セ Ｃ前５ 建築・土木
3534-46-0276 中部大　　　　 工　　　 建築　　　　 セ プラＡ 建築・土木
3534-46-0277 中部大　　　　 工　　　 建築　　　　 セ プラＢ 建築・土木
3534-46-0301 中部大　　　　 工　　　 応用化　　　 　 前ＡＭ 応用化学　
3534-46-0302 中部大　　　　 工　　　 応用化　　　 　 前Ａ　 応用化学　
3534-46-0303 中部大　　　　 工　　　 応用化　　　 　 前Ｂ　 応用化学　
3534-46-0306 中部大　　　　 工　　　 応用化　　　 　 前ＢＭ 応用化学　
3534-46-0371 中部大　　　　 工　　　 応用化　　　 セ Ｃ前３ 応用化学　
3534-46-0374 中部大　　　　 工　　　 応用化　　　 セ Ｃ前５ 応用化学　
3534-46-0376 中部大　　　　 工　　　 応用化　　　 セ プラＡ 応用化学　
3534-46-0377 中部大　　　　 工　　　 応用化　　　 セ プラＢ 応用化学　
3534-46-0701 中部大　　　　 工　　　 都市建設工　 　 前ＡＭ 建築・土木
3534-46-0702 中部大　　　　 工　　　 都市建設工　 　 前Ａ　 建築・土木
3534-46-0703 中部大　　　　 工　　　 都市建設工　 　 前Ｂ　 建築・土木
3534-46-0706 中部大　　　　 工　　　 都市建設工　 　 前ＢＭ 建築・土木
3534-46-0771 中部大　　　　 工　　　 都市建設工　 セ Ｃ前３ 建築・土木
3534-46-0774 中部大　　　　 工　　　 都市建設工　 セ Ｃ前５ 建築・土木
3534-46-0776 中部大　　　　 工　　　 都市建設工　 セ プラＡ 建築・土木
3534-46-0777 中部大　　　　 工　　　 都市建設工　 セ プラＢ 建築・土木
3534-46-0801 中部大　　　　 工　　　 情報工　　　 　 前Ａ　 情報工学　
3534-46-0802 中部大　　　　 工　　　 情報工　　　 　 前Ｂ　 情報工学　
3534-46-0805 中部大　　　　 工　　　 情報工　　　 　 前ＡＭ 情報工学　
3534-46-0806 中部大　　　　 工　　　 情報工　　　 　 前ＢＭ 情報工学　
3534-46-0871 中部大　　　　 工　　　 情報工　　　 セ Ｃ前３ 情報工学　
3534-46-0874 中部大　　　　 工　　　 情報工　　　 セ Ｃ前５ 情報工学　
3534-46-0876 中部大　　　　 工　　　 情報工　　　 セ プラＡ 情報工学　
3534-46-0877 中部大　　　　 工　　　 情報工　　　 セ プラＢ 情報工学　
3534-46-0901 中部大　　　　 工　　　 ロボット理工 　 前Ａ　 機械工学　
3534-46-0902 中部大　　　　 工　　　 ロボット理工 　 前Ｂ　 機械工学　
3534-46-0903 中部大　　　　 工　　　 ロボット理工 　 前ＡＭ 機械工学　
3534-46-0904 中部大　　　　 工　　　 ロボット理工 　 前ＢＭ 機械工学　



3534-46-0971 中部大　　　　 工　　　 ロボット理工 セ Ｃ前３ 機械工学　
3534-46-0973 中部大　　　　 工　　　 ロボット理工 セ Ｃ前５ 機械工学　
3534-46-0974 中部大　　　　 工　　　 ロボット理工 セ プラＡ 機械工学　
3534-46-0975 中部大　　　　 工　　　 ロボット理工 セ プラＢ 機械工学　
3534-46-1001 中部大　　　　 工　　　 電気電子シス 　 前Ａ　 電気・電子
3534-46-1002 中部大　　　　 工　　　 電気電子シス 　 前Ｂ　 電気・電子
3534-46-1003 中部大　　　　 工　　　 電気電子シス 　 前ＢＭ 電気・電子
3534-46-1004 中部大　　　　 工　　　 電気電子シス 　 前ＡＭ 電気・電子
3534-46-1071 中部大　　　　 工　　　 電気電子シス セ Ｃ前３ 電気・電子
3534-46-1072 中部大　　　　 工　　　 電気電子シス セ Ｃ前５ 電気・電子
3534-46-1074 中部大　　　　 工　　　 電気電子シス セ プラＡ 電気・電子
3534-46-1075 中部大　　　　 工　　　 電気電子シス セ プラＢ 電気・電子
3534-46-1101 中部大　　　　 工　　　 宇宙航空理工 　 前Ａ　 航空・宇宙
3534-46-1102 中部大　　　　 工　　　 宇宙航空理工 　 前Ｂ　 航空・宇宙
3534-46-1103 中部大　　　　 工　　　 宇宙航空理工 　 前ＢＭ 航空・宇宙
3534-46-1104 中部大　　　　 工　　　 宇宙航空理工 　 前ＡＭ 航空・宇宙
3534-46-1171 中部大　　　　 工　　　 宇宙航空理工 セ Ｃ前３ 航空・宇宙
3534-46-1172 中部大　　　　 工　　　 宇宙航空理工 セ Ｃ前５ 航空・宇宙
3534-46-1174 中部大　　　　 工　　　 宇宙航空理工 セ プラＡ 航空・宇宙
3534-46-1175 中部大　　　　 工　　　 宇宙航空理工 セ プラＢ 航空・宇宙
3534-64-0000 中部大　　　　 生命健康 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
3534-64-0101 中部大　　　　 生命健康 生命医科学　 　 前Ａ　 保健　　　
3534-64-0102 中部大　　　　 生命健康 生命医科学　 　 前Ｂ　 保健　　　
3534-64-0105 中部大　　　　 生命健康 生命医科学　 　 前ＡＭ 保健　　　
3534-64-0106 中部大　　　　 生命健康 生命医科学　 　 前ＢＭ 保健　　　
3534-64-0171 中部大　　　　 生命健康 生命医科学　 セ Ｃ前３ 保健　　　
3534-64-0173 中部大　　　　 生命健康 生命医科学　 セ Ｃ前５ 保健　　　
3534-64-0175 中部大　　　　 生命健康 生命医科学　 セ プラＡ 保健　　　
3534-64-0176 中部大　　　　 生命健康 生命医科学　 セ プラＢ 保健　　　
3534-64-0201 中部大　　　　 生命健康 保健看護　　 　 前Ａ　 看護　　　
3534-64-0202 中部大　　　　 生命健康 保健看護　　 　 前Ｂ　 看護　　　
3534-64-0205 中部大　　　　 生命健康 保健看護　　 　 前ＡＭ 看護　　　
3534-64-0206 中部大　　　　 生命健康 保健看護　　 　 前ＢＭ 看護　　　
3534-64-0271 中部大　　　　 生命健康 保健看護　　 セ Ｃ前３ 看護　　　
3534-64-0273 中部大　　　　 生命健康 保健看護　　 セ Ｃ前５ 看護　　　
3534-64-0275 中部大　　　　 生命健康 保健看護　　 セ プラＡ 看護　　　
3534-64-0276 中部大　　　　 生命健康 保健看護　　 セ プラＢ 看護　　　
3534-64-0301 中部大　　　　 生命健康 理学療法　　 　 前Ａ　 理学療法　
3534-64-0302 中部大　　　　 生命健康 理学療法　　 　 前Ｂ　 理学療法　
3534-64-0303 中部大　　　　 生命健康 理学療法　　 　 前ＡＭ 理学療法　
3534-64-0304 中部大　　　　 生命健康 理学療法　　 　 前ＢＭ 理学療法　
3534-64-0371 中部大　　　　 生命健康 理学療法　　 セ Ｃ前３ 理学療法　
3534-64-0373 中部大　　　　 生命健康 理学療法　　 セ Ｃ前５ 理学療法　
3534-64-0375 中部大　　　　 生命健康 理学療法　　 セ プラＡ 理学療法　
3534-64-0376 中部大　　　　 生命健康 理学療法　　 セ プラＢ 理学療法　
3534-64-0401 中部大　　　　 生命健康 作業療法　　 　 前Ａ　 作業療法　
3534-64-0402 中部大　　　　 生命健康 作業療法　　 　 前Ｂ　 作業療法　
3534-64-0403 中部大　　　　 生命健康 作業療法　　 　 前ＡＭ 作業療法　
3534-64-0404 中部大　　　　 生命健康 作業療法　　 　 前ＢＭ 作業療法　
3534-64-0471 中部大　　　　 生命健康 作業療法　　 セ Ｃ前３ 作業療法　
3534-64-0473 中部大　　　　 生命健康 作業療法　　 セ Ｃ前５ 作業療法　
3534-64-0475 中部大　　　　 生命健康 作業療法　　 セ プラＡ 作業療法　
3534-64-0476 中部大　　　　 生命健康 作業療法　　 セ プラＢ 作業療法　
3534-64-0501 中部大　　　　 生命健康 臨床工　　　 　 前Ａ　 医療技術　
3534-64-0502 中部大　　　　 生命健康 臨床工　　　 　 前Ｂ　 医療技術　
3534-64-0503 中部大　　　　 生命健康 臨床工　　　 　 前ＡＭ 医療技術　
3534-64-0504 中部大　　　　 生命健康 臨床工　　　 　 前ＢＭ 医療技術　
3534-64-0571 中部大　　　　 生命健康 臨床工　　　 セ Ｃ前３ 医療技術　
3534-64-0573 中部大　　　　 生命健康 臨床工　　　 セ Ｃ前５ 医療技術　



3534-64-0575 中部大　　　　 生命健康 臨床工　　　 セ プラＡ 医療技術　
3534-64-0576 中部大　　　　 生命健康 臨床工　　　 セ プラＢ 医療技術　
3534-64-0601 中部大　　　　 生命健康 スポーツ保健 　 前Ａ　 体育・健康
3534-64-0602 中部大　　　　 生命健康 スポーツ保健 　 前Ｂ　 体育・健康
3534-64-0603 中部大　　　　 生命健康 スポーツ保健 　 前ＢＭ 体育・健康
3534-64-0604 中部大　　　　 生命健康 スポーツ保健 　 前ＡＭ 体育・健康
3534-64-0671 中部大　　　　 生命健康 スポーツ保健 セ Ｃ前３ 体育・健康
3534-64-0672 中部大　　　　 生命健康 スポーツ保健 セ Ｃ前５ 体育・健康
3534-64-0675 中部大　　　　 生命健康 スポーツ保健 セ プラＡ 体育・健康
3534-64-0676 中部大　　　　 生命健康 スポーツ保健 セ プラＢ 体育・健康
3534-74-0000 中部大　　　　 応用生物 　　　　　　 　 　　　 農芸化学　
3534-74-0102 中部大　　　　 応用生物 応用生物化　 　 前Ｂ　 生物工学　
3534-74-0103 中部大　　　　 応用生物 応用生物化　 　 前Ａ　 生物工学　
3534-74-0105 中部大　　　　 応用生物 応用生物化　 　 前ＡＭ 生物工学　
3534-74-0106 中部大　　　　 応用生物 応用生物化　 　 前ＢＭ 生物工学　
3534-74-0171 中部大　　　　 応用生物 応用生物化　 セ Ｃ前３ 生物工学　
3534-74-0174 中部大　　　　 応用生物 応用生物化　 セ Ｃ前５ 生物工学　
3534-74-0176 中部大　　　　 応用生物 応用生物化　 セ プラＡ 生物工学　
3534-74-0177 中部大　　　　 応用生物 応用生物化　 セ プラＢ 生物工学　
3534-74-0202 中部大　　　　 応用生物 環境生物科学 　 前Ｂ　 生物学　　
3534-74-0203 中部大　　　　 応用生物 環境生物科学 　 前Ａ　 生物学　　
3534-74-0205 中部大　　　　 応用生物 環境生物科学 　 前ＡＭ 生物学　　
3534-74-0206 中部大　　　　 応用生物 環境生物科学 　 前ＢＭ 生物学　　
3534-74-0271 中部大　　　　 応用生物 環境生物科学 セ Ｃ前３ 生物学　　
3534-74-0274 中部大　　　　 応用生物 環境生物科学 セ Ｃ前５ 生物学　　
3534-74-0276 中部大　　　　 応用生物 環境生物科学 セ プラＡ 生物学　　
3534-74-0277 中部大　　　　 応用生物 環境生物科学 セ プラＢ 生物学　　
3534-74-0401 中部大　　　　 応用生物 食品／食品栄 　 前Ｂ　 農芸化学　
3534-74-0402 中部大　　　　 応用生物 食品／食品栄 　 前Ａ　 農芸化学　
3534-74-0403 中部大　　　　 応用生物 食品／食品栄 　 前ＡＭ 農芸化学　
3534-74-0404 中部大　　　　 応用生物 食品／食品栄 　 前ＢＭ 農芸化学　
3534-74-0471 中部大　　　　 応用生物 食品／食品栄 セ Ｃ前３ 農芸化学　
3534-74-0472 中部大　　　　 応用生物 食品／食品栄 セ Ｃ前５ 農芸化学　
3534-74-0475 中部大　　　　 応用生物 食品／食品栄 セ プラＡ 農芸化学　
3534-74-0476 中部大　　　　 応用生物 食品／食品栄 セ プラＢ 農芸化学　
3534-74-0501 中部大　　　　 応用生物 食品／管理栄 　 前Ｂ　 食物・栄養
3534-74-0502 中部大　　　　 応用生物 食品／管理栄 　 前Ａ　 食物・栄養
3534-74-0503 中部大　　　　 応用生物 食品／管理栄 　 前ＡＭ 食物・栄養
3534-74-0504 中部大　　　　 応用生物 食品／管理栄 　 前ＢＭ 食物・栄養
3534-74-0571 中部大　　　　 応用生物 食品／管理栄 セ Ｃ前３ 食物・栄養
3534-74-0572 中部大　　　　 応用生物 食品／管理栄 セ Ｃ前５ 食物・栄養
3534-74-0575 中部大　　　　 応用生物 食品／管理栄 セ プラＡ 食物・栄養
3534-74-0576 中部大　　　　 応用生物 食品／管理栄 セ プラＢ 食物・栄養
3535-02-0000 東海学園大　　 人文　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3535-02-0102 東海学園大　　 人文　　 人文　　　　 　 前期Ａ その他芸術
3535-02-0103 東海学園大　　 人文　　 人文　　　　 　 前期Ｂ その他芸術
3535-02-0171 東海学園大　　 人文　　 人文　　　　 セ 前期２ その他芸術
3535-02-0174 東海学園大　　 人文　　 人文　　　　 セ 前プラ その他芸術
3535-02-0177 東海学園大　　 人文　　 人文　　　　 セ 前期３ その他芸術
3535-03-0000 東海学園大　　 心理　　 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3535-03-0101 東海学園大　　 心理　　 心理　　　　 　 前期Ａ 心理学　　
3535-03-0102 東海学園大　　 心理　　 心理　　　　 　 前期Ｂ 心理学　　
3535-03-0171 東海学園大　　 心理　　 心理　　　　 セ 前期２ 心理学　　
3535-03-0172 東海学園大　　 心理　　 心理　　　　 セ 前期３ 心理学　　
3535-03-0173 東海学園大　　 心理　　 心理　　　　 セ 前プラ 心理学　　
3535-19-0000 東海学園大　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 政治学　　
3535-19-0102 東海学園大　　 経営　　 経営　　　　 　 前期Ａ 経営学・商
3535-19-0104 東海学園大　　 経営　　 経営　　　　 　 前期Ｂ 経営学・商
3535-19-0171 東海学園大　　 経営　　 経営　　　　 セ 前期２ 経営学・商



3535-19-0174 東海学園大　　 経営　　 経営　　　　 セ 前プラ 経営学・商
3535-19-0177 東海学園大　　 経営　　 経営　　　　 セ 前期３ 経営学・商
3535-30-0000 東海学園大　　 教育　　 　　　　　　 　 　　　 ０免課程　
3535-30-0101 東海学園大　　 教育　　 教育／学校教 　 前期Ａ 小学校　　
3535-30-0103 東海学園大　　 教育　　 教育／学校教 　 前期Ｂ 小学校　　
3535-30-0171 東海学園大　　 教育　　 教育／学校教 セ 前プラ 小学校　　
3535-30-0172 東海学園大　　 教育　　 教育／学校教 セ 前期２ 小学校　　
3535-30-0177 東海学園大　　 教育　　 教育／学校教 セ 前期３ 小学校　　
3535-30-0201 東海学園大　　 教育　　 教育／保育　 　 前期Ａ 児童学　　
3535-30-0203 東海学園大　　 教育　　 教育／保育　 　 前期Ｂ 児童学　　
3535-30-0271 東海学園大　　 教育　　 教育／保育　 セ 前プラ 児童学　　
3535-30-0272 東海学園大　　 教育　　 教育／保育　 セ 前期２ 児童学　　
3535-30-0277 東海学園大　　 教育　　 教育／保育　 セ 前期３ 児童学　　
3535-30-0301 東海学園大　　 教育　　 教育／養護教 　 前期Ａ 養護　　　
3535-30-0303 東海学園大　　 教育　　 教育／養護教 　 前期Ｂ 養護　　　
3535-30-0371 東海学園大　　 教育　　 教育／養護教 セ 前プラ 養護　　　
3535-30-0372 東海学園大　　 教育　　 教育／養護教 セ 前期２ 養護　　　
3535-30-0377 東海学園大　　 教育　　 教育／養護教 セ 前期３ 養護　　　
3535-65-0000 東海学園大　　 健康栄養 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3535-65-0101 東海学園大　　 健康栄養 管理栄養　　 　 前期Ａ 食物・栄養
3535-65-0103 東海学園大　　 健康栄養 管理栄養　　 　 前期Ｂ 食物・栄養
3535-65-0171 東海学園大　　 健康栄養 管理栄養　　 セ 前期２ 食物・栄養
3535-65-0172 東海学園大　　 健康栄養 管理栄養　　 セ 前プラ 食物・栄養
3535-65-0177 東海学園大　　 健康栄養 管理栄養　　 セ 前期３ 食物・栄養
3535-66-0000 東海学園大　　 スポーツ 　　　　　　 　 　　　 中高－体育
3535-66-0101 東海学園大　　 スポーツ スポーツ健康 　 前期Ａ 体育・健康
3535-66-0103 東海学園大　　 スポーツ スポーツ健康 　 前期Ｂ 体育・健康
3535-66-0171 東海学園大　　 スポーツ スポーツ健康 セ 前プラ 体育・健康
3535-66-0172 東海学園大　　 スポーツ スポーツ健康 セ 前期２ 体育・健康
3535-66-0177 東海学園大　　 スポーツ スポーツ健康 セ 前期３ 体育・健康
3536-01-0000 同朋大　　　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3536-01-0101 同朋大　　　　 文　　　 人文　　　　 　 Ⅰ期Ａ 日本文学　
3536-01-0102 同朋大　　　　 文　　　 人文　　　　 　 Ⅰ期Ｂ 日本文学　
3536-01-0103 同朋大　　　　 文　　　 人文　　　　 　 Ⅰ期Ｃ 日本文学　
3536-01-0174 同朋大　　　　 文　　　 人文　　　　 セ 前期３ 日本文学　
3536-01-0175 同朋大　　　　 文　　　 人文　　　　 セ 前期２ 日本文学　
3536-01-0201 同朋大　　　　 文　　　 仏教　　　　 　 Ⅰ期Ａ 哲学倫理宗
3536-01-0202 同朋大　　　　 文　　　 仏教　　　　 　 Ⅰ期Ｂ 哲学倫理宗
3536-01-0203 同朋大　　　　 文　　　 仏教　　　　 　 Ⅰ期Ｃ 哲学倫理宗
3536-01-0274 同朋大　　　　 文　　　 仏教　　　　 セ 前期３ 哲学倫理宗
3536-01-0275 同朋大　　　　 文　　　 仏教　　　　 セ 前期２ 哲学倫理宗
3536-26-0000 同朋大　　　　 社会福祉 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3536-26-0201 同朋大　　　　 社会福祉 社会／社会福 　 Ⅰ期Ａ 社会福祉学
3536-26-0202 同朋大　　　　 社会福祉 社会／社会福 　 Ⅰ期Ｂ 社会福祉学
3536-26-0203 同朋大　　　　 社会福祉 社会／社会福 　 Ⅰ期Ｃ 社会福祉学
3536-26-0274 同朋大　　　　 社会福祉 社会／社会福 セ 前期３ 社会福祉学
3536-26-0275 同朋大　　　　 社会福祉 社会／社会福 セ 前期２ 社会福祉学
3536-26-0301 同朋大　　　　 社会福祉 社会／子ども 　 Ⅰ期Ａ 社会福祉学
3536-26-0302 同朋大　　　　 社会福祉 社会／子ども 　 Ⅰ期Ｂ 社会福祉学
3536-26-0303 同朋大　　　　 社会福祉 社会／子ども 　 Ⅰ期Ｃ 社会福祉学
3536-26-0374 同朋大　　　　 社会福祉 社会／子ども セ 前期３ 社会福祉学
3536-26-0375 同朋大　　　　 社会福祉 社会／子ども セ 前期２ 社会福祉学
3537-46-0000 豊田工大　　　 工　　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
3537-46-0371 豊田工大　　　 工　　　 先端工学基礎 セ Ａ　　 機械工学　
3537-46-0372 豊田工大　　　 工　　　 先端工学基礎 セ Ｂ　　 機械工学　
3538-83-0000 名古屋音大　　 音楽　　 　　　　　　 　 　　　 音楽　　　
3538-83-0501 名古屋音大　　 音楽　　 音楽／演奏家 　 Ａ　　 音楽　　　
3538-83-0601 名古屋音大　　 音楽　　 音楽／ピアノ 　 Ａ　　 音楽　　　
3538-83-0701 名古屋音大　　 音楽　　 音楽／管楽　 　 Ａ　　 音楽　　　



3538-83-0801 名古屋音大　　 音楽　　 音楽／弦楽　 　 Ａ　　 音楽　　　
3538-83-0901 名古屋音大　　 音楽　　 音楽／打楽　 　 Ａ　　 音楽　　　
3538-83-1001 名古屋音大　　 音楽　　 音楽／邦楽　 　 Ａ　　 音楽　　　
3538-83-1101 名古屋音大　　 音楽　　 音楽／声楽　 　 Ａ　　 音楽　　　
3538-83-1201 名古屋音大　　 音楽　　 音楽／舞踊演 　 Ａ　　 演劇　　　
3538-83-1301 名古屋音大　　 音楽　　 音楽／作曲音 　 Ａ　　 音楽　　　
3538-83-1401 名古屋音大　　 音楽　　 音楽／電子オ 　 Ａ　　 音楽　　　
3538-83-1501 名古屋音大　　 音楽　　 音楽／ジャズ 　 Ａ　　 音楽　　　
3538-83-1601 名古屋音大　　 音楽　　 音楽／音楽教 　 Ａ　　 中高－音楽
3538-83-1701 名古屋音大　　 音楽　　 音楽／音楽療 　 Ａ　　 医療技術　
3538-83-1801 名古屋音大　　 音楽　　 音楽／音楽総 　 Ａ　　 音楽　　　
3538-83-1901 名古屋音大　　 音楽　　 音楽／音楽ビ 　 Ａ　　 芸術理論　
3539-08-0000 名古屋外大　　 外国語　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3539-08-0202 名古屋外大　　 外国語　 中国語　　　 　 前Ａ　 中国語　　
3539-08-0205 名古屋外大　　 外国語　 中国語　　　 　 前Ｍ３ 中国語　　
3539-08-0206 名古屋外大　　 外国語　 中国語　　　 　 前Ｍ２ 中国語　　
3539-08-0271 名古屋外大　　 外国語　 中国語　　　 セ 前期５ 中国語　　
3539-08-0273 名古屋外大　　 外国語　 中国語　　　 セ 前期３ 中国語　　
3539-08-0275 名古屋外大　　 外国語　 中国語　　　 セ プラス 中国語　　
3539-08-0302 名古屋外大　　 外国語　 フランス語　 　 前Ａ　 フランス語
3539-08-0305 名古屋外大　　 外国語　 フランス語　 　 前Ｍ３ フランス語
3539-08-0306 名古屋外大　　 外国語　 フランス語　 　 前Ｍ２ フランス語
3539-08-0371 名古屋外大　　 外国語　 フランス語　 セ 前期５ フランス語
3539-08-0373 名古屋外大　　 外国語　 フランス語　 セ 前期３ フランス語
3539-08-0375 名古屋外大　　 外国語　 フランス語　 セ プラス フランス語
3539-08-0601 名古屋外大　　 外国語　 英米／英米語 　 前Ａ　 英米語　　
3539-08-0602 名古屋外大　　 外国語　 英米／英米語 　 前Ｍ３ 英米語　　
3539-08-0603 名古屋外大　　 外国語　 英米／英米語 　 前Ｍ２ 英米語　　
3539-08-0671 名古屋外大　　 外国語　 英米／英米語 セ 前期５ 英米語　　
3539-08-0672 名古屋外大　　 外国語　 英米／英米語 セ 前期３ 英米語　　
3539-08-0674 名古屋外大　　 外国語　 英米／英米語 セ プラス 英米語　　
3539-08-0701 名古屋外大　　 外国語　 英米／英語コ 　 前Ａ　 英米語　　
3539-08-0702 名古屋外大　　 外国語　 英米／英語コ 　 前Ｍ３ 英米語　　
3539-08-0703 名古屋外大　　 外国語　 英米／英語コ 　 前Ｍ２ 英米語　　
3539-08-0771 名古屋外大　　 外国語　 英米／英語コ セ 前期５ 英米語　　
3539-08-0772 名古屋外大　　 外国語　 英米／英語コ セ 前期３ 英米語　　
3539-08-0774 名古屋外大　　 外国語　 英米／英語コ セ プラス 英米語　　
3539-08-0901 名古屋外大　　 外国語　 英米／英語教 　 前Ａ　 英米語　　
3539-08-0902 名古屋外大　　 外国語　 英米／英語教 　 前Ｍ３ 英米語　　
3539-08-0903 名古屋外大　　 外国語　 英米／英語教 　 前Ｍ２ 英米語　　
3539-08-0971 名古屋外大　　 外国語　 英米／英語教 セ 前期５ 英米語　　
3539-08-0972 名古屋外大　　 外国語　 英米／英語教 セ 前期３ 英米語　　
3539-08-0973 名古屋外大　　 外国語　 英米／英語教 セ プラス 英米語　　
3539-09-0000 名古屋外大　　 世界共生 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3539-09-0101 名古屋外大　　 世界共生 世界共生　　 　 前Ａ　 英米語　　
3539-09-0102 名古屋外大　　 世界共生 世界共生　　 　 前Ｍ３ 英米語　　
3539-09-0103 名古屋外大　　 世界共生 世界共生　　 　 前Ｍ２ 英米語　　
3539-09-0171 名古屋外大　　 世界共生 世界共生　　 セ 前期５ 英米語　　
3539-09-0172 名古屋外大　　 世界共生 世界共生　　 セ 前期３ 英米語　　
3539-09-0174 名古屋外大　　 世界共生 世界共生　　 セ プラス 英米語　　
3539-10-0000 名古屋外大　　 世界教養 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3539-10-0101 名古屋外大　　 世界教養 世界教養　　 　 前Ａ　 文化学　　
3539-10-0102 名古屋外大　　 世界教養 世界教養　　 　 前Ｍ３ 文化学　　
3539-10-0103 名古屋外大　　 世界教養 世界教養　　 　 前Ｍ２ 文化学　　
3539-10-0171 名古屋外大　　 世界教養 世界教養　　 セ 前期５ 文化学　　
3539-10-0172 名古屋外大　　 世界教養 世界教養　　 セ 前期３ 文化学　　
3539-10-0173 名古屋外大　　 世界教養 世界教養　　 セ プラス 文化学　　
3539-10-0201 名古屋外大　　 世界教養 国際日本　　 　 前Ａ　 文化学　　
3539-10-0202 名古屋外大　　 世界教養 国際日本　　 　 前Ｍ３ 文化学　　



3539-10-0203 名古屋外大　　 世界教養 国際日本　　 　 前Ｍ２ 文化学　　
3539-10-0271 名古屋外大　　 世界教養 国際日本　　 セ 前期５ 文化学　　
3539-10-0272 名古屋外大　　 世界教養 国際日本　　 セ 前期３ 文化学　　
3539-10-0273 名古屋外大　　 世界教養 国際日本　　 セ プラス 文化学　　
3539-33-0000 名古屋外大　　 現代国際 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3539-33-0101 名古屋外大　　 現代国際 現代英語　　 　 前Ａ　 英米語　　
3539-33-0105 名古屋外大　　 現代国際 現代英語　　 　 前Ｍ３ 英米語　　
3539-33-0106 名古屋外大　　 現代国際 現代英語　　 　 前Ｍ２ 英米語　　
3539-33-0171 名古屋外大　　 現代国際 現代英語　　 セ 前期３ 英米語　　
3539-33-0173 名古屋外大　　 現代国際 現代英語　　 セ プラス 英米語　　
3539-33-0174 名古屋外大　　 現代国際 現代英語　　 セ 前期５ 英米語　　
3539-33-0201 名古屋外大　　 現代国際 グローバルビ 　 前Ａ　 英米語　　
3539-33-0205 名古屋外大　　 現代国際 グローバルビ 　 前Ｍ３ 英米語　　
3539-33-0206 名古屋外大　　 現代国際 グローバルビ 　 前Ｍ２ 英米語　　
3539-33-0271 名古屋外大　　 現代国際 グローバルビ セ 前期３ 英米語　　
3539-33-0273 名古屋外大　　 現代国際 グローバルビ セ プラス 英米語　　
3539-33-0274 名古屋外大　　 現代国際 グローバルビ セ 前期５ 英米語　　
3539-33-0301 名古屋外大　　 現代国際 国際教養　　 　 前Ａ　 英米語　　
3539-33-0302 名古屋外大　　 現代国際 国際教養　　 　 前Ｍ３ 英米語　　
3539-33-0303 名古屋外大　　 現代国際 国際教養　　 　 前Ｍ２ 英米語　　
3539-33-0371 名古屋外大　　 現代国際 国際教養　　 セ 前期５ 英米語　　
3539-33-0372 名古屋外大　　 現代国際 国際教養　　 セ 前期３ 英米語　　
3539-33-0374 名古屋外大　　 現代国際 国際教養　　 セ プラス 英米語　　
3540-08-0000 名古屋学院大　 外国語　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3540-08-0102 名古屋学院大　 外国語　 英米語　　　 　 前期２ 英米語　　
3540-08-0105 名古屋学院大　 外国語　 英米語　　　 　 前期３ 英米語　　
3540-08-0171 名古屋学院大　 外国語　 英米語　　　 セ 前期２ 英米語　　
3540-08-0173 名古屋学院大　 外国語　 英米語　　　 セ 前期３ 英米語　　
3540-08-0178 名古屋学院大　 外国語　 英米語　　　 セ プラス 英米語　　
3540-12-0000 名古屋学院大　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3540-12-0102 名古屋学院大　 法　　　 法　　　　　 　 前期２ 法学　　　
3540-12-0103 名古屋学院大　 法　　　 法　　　　　 　 前期３ 法学　　　
3540-12-0171 名古屋学院大　 法　　　 法　　　　　 セ 前期２ 法学　　　
3540-12-0172 名古屋学院大　 法　　　 法　　　　　 セ 前期３ 法学　　　
3540-12-0177 名古屋学院大　 法　　　 法　　　　　 セ プラス 法学　　　
3540-18-0000 名古屋学院大　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3540-18-0102 名古屋学院大　 経済　　 経済　　　　 　 前期２ 経済学　　
3540-18-0105 名古屋学院大　 経済　　 経済　　　　 　 前期３ 経済学　　
3540-18-0171 名古屋学院大　 経済　　 経済　　　　 セ 前期２ 経済学　　
3540-18-0173 名古屋学院大　 経済　　 経済　　　　 セ 前期３ 経済学　　
3540-18-0178 名古屋学院大　 経済　　 経済　　　　 セ プラス 経済学　　
3540-20-0000 名古屋学院大　 商　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3540-20-0102 名古屋学院大　 商　　　 商　　　　　 　 前期２ 経営学・商
3540-20-0105 名古屋学院大　 商　　　 商　　　　　 　 前期３ 経営学・商
3540-20-0171 名古屋学院大　 商　　　 商　　　　　 セ 前期２ 経営学・商
3540-20-0173 名古屋学院大　 商　　　 商　　　　　 セ 前期３ 経営学・商
3540-20-0178 名古屋学院大　 商　　　 商　　　　　 セ プラス 経営学・商
3540-20-0301 名古屋学院大　 商　　　 経営情報　　 　 前期２ 経営情報学
3540-20-0302 名古屋学院大　 商　　　 経営情報　　 　 前期３ 経営情報学
3540-20-0371 名古屋学院大　 商　　　 経営情報　　 セ 前期２ 経営情報学
3540-20-0372 名古屋学院大　 商　　　 経営情報　　 セ 前期３ 経営情報学
3540-20-0378 名古屋学院大　 商　　　 経営情報　　 セ プラス 経営情報学
3540-27-0000 名古屋学院大　 現代社会 　　　　　　 　 　　　 社会学　　
3540-27-0101 名古屋学院大　 現代社会 現代社会　　 　 前期２ 社会学　　
3540-27-0102 名古屋学院大　 現代社会 現代社会　　 　 前期３ 社会学　　
3540-27-0171 名古屋学院大　 現代社会 現代社会　　 セ 前期２ 社会学　　
3540-27-0172 名古屋学院大　 現代社会 現代社会　　 セ 前期３ 社会学　　
3540-27-0177 名古屋学院大　 現代社会 現代社会　　 セ プラス 社会学　　
3540-33-0000 名古屋学院大　 国際文化 　　　　　　 　 　　　 文化学　　



3540-33-0101 名古屋学院大　 国際文化 国際文化　　 　 前期２ 文化学　　
3540-33-0102 名古屋学院大　 国際文化 国際文化　　 　 前期３ 文化学　　
3540-33-0171 名古屋学院大　 国際文化 国際文化　　 セ 前期２ 文化学　　
3540-33-0172 名古屋学院大　 国際文化 国際文化　　 セ 前期３ 文化学　　
3540-33-0177 名古屋学院大　 国際文化 国際文化　　 セ プラス 文化学　　
3540-33-0201 名古屋学院大　 国際文化 国際協力　　 　 前期２ 国際関係学
3540-33-0202 名古屋学院大　 国際文化 国際協力　　 　 前期３ 国際関係学
3540-33-0271 名古屋学院大　 国際文化 国際協力　　 セ 前期２ 国際関係学
3540-33-0272 名古屋学院大　 国際文化 国際協力　　 セ 前期３ 国際関係学
3540-33-0277 名古屋学院大　 国際文化 国際協力　　 セ プラス 国際関係学
3540-65-0000 名古屋学院大　 スポーツ 　　　　　　 　 　　　 体育・健康
3540-65-0103 名古屋学院大　 スポーツ スポーツ健康 　 前期２ 体育・健康
3540-65-0104 名古屋学院大　 スポーツ スポーツ健康 　 前期３ 体育・健康
3540-65-0173 名古屋学院大　 スポーツ スポーツ健康 セ 前期２ 体育・健康
3540-65-0174 名古屋学院大　 スポーツ スポーツ健康 セ 前期３ 体育・健康
3540-65-0179 名古屋学院大　 スポーツ スポーツ健康 セ プラス 体育・健康
3540-65-0201 名古屋学院大　 スポーツ こどもスポー 　 前期２ 体育・健康
3540-65-0202 名古屋学院大　 スポーツ こどもスポー 　 前期３ 体育・健康
3540-65-0271 名古屋学院大　 スポーツ こどもスポー セ 前期２ 体育・健康
3540-65-0272 名古屋学院大　 スポーツ こどもスポー セ 前期３ 体育・健康
3540-65-0278 名古屋学院大　 スポーツ こどもスポー セ プラス 体育・健康
3540-66-0000 名古屋学院大　 リハビリ 　　　　　　 　 　　　 理学療法　
3540-66-0103 名古屋学院大　 リハビリ 理学療法　　 　 前期２ 理学療法　
3540-66-0104 名古屋学院大　 リハビリ 理学療法　　 　 前期３ 理学療法　
3540-66-0173 名古屋学院大　 リハビリ 理学療法　　 セ 前期２ 理学療法　
3540-66-0174 名古屋学院大　 リハビリ 理学療法　　 セ 前期３ 理学療法　
3540-66-0179 名古屋学院大　 リハビリ 理学療法　　 セ プラス 理学療法　
3541-12-0000 名古屋経大　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3541-12-0301 名古屋経大　　 法　　　 ビジネス法　 　 前期Ｂ 法学　　　
3541-12-0307 名古屋経大　　 法　　　 ビジネス法　 　 前Ａ１ 法学　　　
3541-12-0308 名古屋経大　　 法　　　 ビジネス法　 　 前Ａ２ 法学　　　
3541-12-0371 名古屋経大　　 法　　　 ビジネス法　 セ Ⅰ期　 法学　　　
3541-18-0000 名古屋経大　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3541-18-0201 名古屋経大　　 経済　　 現代経済　　 　 前期Ｂ 経済学　　
3541-18-0207 名古屋経大　　 経済　　 現代経済　　 　 前Ａ１ 経済学　　
3541-18-0208 名古屋経大　　 経済　　 現代経済　　 　 前Ａ２ 経済学　　
3541-18-0271 名古屋経大　　 経済　　 現代経済　　 セ Ⅰ期　 経済学　　
3541-19-0000 名古屋経大　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3541-19-0101 名古屋経大　　 経営　　 経営　　　　 　 前期Ｂ 経営学・商
3541-19-0107 名古屋経大　　 経営　　 経営　　　　 　 前Ａ１ 経営学・商
3541-19-0108 名古屋経大　　 経営　　 経営　　　　 　 前Ａ２ 経営学・商
3541-19-0171 名古屋経大　　 経営　　 経営　　　　 セ Ⅰ期　 経営学・商
3541-79-0000 名古屋経大　　 人間生活 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3541-79-0101 名古屋経大　　 人間生活 教育保育　　 　 前期Ｂ 児童学　　
3541-79-0107 名古屋経大　　 人間生活 教育保育　　 　 前期Ａ 児童学　　
3541-79-0171 名古屋経大　　 人間生活 教育保育　　 セ Ⅰ期　 児童学　　
3541-79-0201 名古屋経大　　 人間生活 管理栄養　　 　 前期Ｂ 食物・栄養
3541-79-0207 名古屋経大　　 人間生活 管理栄養　　 　 前期Ａ 食物・栄養
3541-79-0271 名古屋経大　　 人間生活 管理栄養　　 セ Ⅰ期　 食物・栄養
3542-79-0000 名古屋芸大　　 人間発達 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3542-79-0101 名古屋芸大　　 人間発達 子ども発達　 　 Ａ　　 幼稚園　　
3542-79-0171 名古屋芸大　　 人間発達 子ども発達　 セ 前期　 幼稚園　　
3542-86-0000 名古屋芸大　　 芸術　　 　　　　　　 　 　　　 美術・デザ
3542-86-0401 名古屋芸大　　 芸術　　 芸術／デザイ 　 Ａ　　 美術・デザ
3542-86-0471 名古屋芸大　　 芸術　　 芸術／デザイ セ Ａ　　 美術・デザ
3542-86-0472 名古屋芸大　　 芸術　　 芸術／デザイ セ 前期　 美術・デザ
3542-86-0501 名古屋芸大　　 芸術　　 芸術／芸術教 　 Ａ　　 芸術理論　
3542-86-0502 名古屋芸大　　 芸術　　 芸術／芸術教 　 Ａ外部 芸術理論　
3542-86-0571 名古屋芸大　　 芸術　　 芸術／芸術教 セ Ａプラ 芸術理論　



3542-86-0572 名古屋芸大　　 芸術　　 芸術／芸術教 セ 前期　 芸術理論　
3542-86-0601 名古屋芸大　　 芸術　　 芸術／声楽　 　 Ａ　　 音楽　　　
3542-86-0701 名古屋芸大　　 芸術　　 芸術／鍵盤楽 　 Ａ　　 音楽　　　
3542-86-0801 名古屋芸大　　 芸術　　 芸術／弦管打 　 Ａ　　 音楽　　　
3542-86-0901 名古屋芸大　　 芸術　　 芸術／サウン 　 Ａ　　 音楽　　　
3542-86-1001 名古屋芸大　　 芸術　　 芸術／音楽ケ 　 Ａ　　 音楽　　　
3542-86-1101 名古屋芸大　　 芸術　　 芸術／ミュー 　 Ａ　　 音楽　　　
3542-86-1201 名古屋芸大　　 芸術　　 芸術／ポップ 　 Ａ　　 音楽　　　
3542-86-1301 名古屋芸大　　 芸術　　 芸術／エンタ 　 Ａ　　 音楽　　　
3542-86-1401 名古屋芸大　　 芸術　　 芸術／音楽総 　 Ａ　　 音楽　　　
3542-86-1501 名古屋芸大　　 芸術　　 芸術／日本画 　 Ａ　　 美術・デザ
3542-86-1571 名古屋芸大　　 芸術　　 芸術／日本画 セ Ａ　　 美術・デザ
3542-86-1572 名古屋芸大　　 芸術　　 芸術／日本画 セ 前期　 美術・デザ
3542-86-1601 名古屋芸大　　 芸術　　 芸術／洋画　 　 Ａ　　 美術・デザ
3542-86-1671 名古屋芸大　　 芸術　　 芸術／洋画　 セ Ａ　　 美術・デザ
3542-86-1672 名古屋芸大　　 芸術　　 芸術／洋画　 セ 前期　 美術・デザ
3542-86-1701 名古屋芸大　　 芸術　　 芸術／アート 　 Ａ　　 美術・デザ
3542-86-1771 名古屋芸大　　 芸術　　 芸術／アート セ Ａ　　 美術・デザ
3542-86-1772 名古屋芸大　　 芸術　　 芸術／アート セ 前期　 美術・デザ
3542-86-1801 名古屋芸大　　 芸術　　 芸術／声優ア 　 Ａ　　 演劇　　　
3542-86-1901 名古屋芸大　　 芸術　　 芸術／文芸ラ 　 Ａ　　 その他芸術
3542-86-1971 名古屋芸大　　 芸術　　 芸術／文芸ラ セ Ａ　　 その他芸術
3542-86-1972 名古屋芸大　　 芸術　　 芸術／文芸ラ セ 前期　 その他芸術
3543-18-0000 名古屋商大　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 政治学　　
3543-18-0003 名古屋商大　　 経済　　 　　　　　　 　 前期３ 経済学　　
3543-18-0004 名古屋商大　　 経済　　 　　　　　　 　 前期２ 経済学　　
3543-18-0071 名古屋商大　　 経済　　 　　　　　　 セ 前期３ 経済学　　
3543-18-0072 名古屋商大　　 経済　　 　　　　　　 セ 前期２ 経済学　　
3543-18-0078 名古屋商大　　 経済　　 　　　　　　 セ プラス 経済学　　
3543-19-0000 名古屋商大　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3543-19-0103 名古屋商大　　 経営　　 経営・日進　 　 前期３ 経営学・商
3543-19-0104 名古屋商大　　 経営　　 経営・日進　 　 前期２ 経営学・商
3543-19-0171 名古屋商大　　 経営　　 経営・日進　 セ 前期２ 経営学・商
3543-19-0172 名古屋商大　　 経営　　 経営・日進　 セ 前期３ 経営学・商
3543-19-0175 名古屋商大　　 経営　　 経営・日進　 セ プラス 経営学・商
3543-19-0201 名古屋商大　　 経営　　 経営情報　　 　 前期３ 経営情報学
3543-19-0202 名古屋商大　　 経営　　 経営情報　　 　 前期２ 経営情報学
3543-19-0271 名古屋商大　　 経営　　 経営情報　　 セ 前期３ 経営情報学
3543-19-0272 名古屋商大　　 経営　　 経営情報　　 セ 前期２ 経営情報学
3543-19-0274 名古屋商大　　 経営　　 経営情報　　 セ プラス 経営情報学
3543-19-0301 名古屋商大　　 経営　　 経営・名古屋 　 前期　 経営学・商
3543-19-0371 名古屋商大　　 経営　　 経営・名古屋 セ プラス 経営学・商
3543-20-0000 名古屋商大　　 商　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3543-20-0502 名古屋商大　　 商　　　 会計ファイナ 　 前期３ 経営学・商
3543-20-0503 名古屋商大　　 商　　　 会計ファイナ 　 前期２ 経営学・商
3543-20-0571 名古屋商大　　 商　　　 会計ファイナ セ 前期３ 経営学・商
3543-20-0572 名古屋商大　　 商　　　 会計ファイナ セ 前期２ 経営学・商
3543-20-0574 名古屋商大　　 商　　　 会計ファイナ セ プラス 経営学・商
3543-20-0602 名古屋商大　　 商　　　 マーケ・日進 　 前期３ 経営学・商
3543-20-0603 名古屋商大　　 商　　　 マーケ・日進 　 前期２ 経営学・商
3543-20-0671 名古屋商大　　 商　　　 マーケ・日進 セ 前期３ 経営学・商
3543-20-0672 名古屋商大　　 商　　　 マーケ・日進 セ 前期２ 経営学・商
3543-20-0674 名古屋商大　　 商　　　 マーケ・日進 セ プラス 経営学・商
3543-20-0801 名古屋商大　　 商　　　 マー・名古屋 　 前期　 経営学・商
3543-20-0871 名古屋商大　　 商　　　 マー・名古屋 セ プラス 経営学・商
3543-33-0000 名古屋商大　　 国際　　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3543-33-0001 名古屋商大　　 国際　　 　　　　　　 　 前期３ 国際関係学
3543-33-0002 名古屋商大　　 国際　　 　　　　　　 　 前期２ 国際関係学
3543-33-0071 名古屋商大　　 国際　　 　　　　　　 セ 前期３ 国際関係学



3543-33-0072 名古屋商大　　 国際　　 　　　　　　 セ プラス 国際関係学
3543-33-0073 名古屋商大　　 国際　　 　　　　　　 セ 前期２ 国際関係学
3544-01-0000 名古屋女子大　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
3544-01-0401 名古屋女子大　 文　　　 児童／児童教 　 Ⅰ期　 小学校　　
3544-01-0473 名古屋女子大　 文　　　 児童／児童教 セ プラス 小学校　　
3544-01-0474 名古屋女子大　 文　　　 児童／児童教 セ Ⅰ期２ 小学校　　
3544-01-0475 名古屋女子大　 文　　　 児童／児童教 セ Ⅰ期１ 小学校　　
3544-01-0476 名古屋女子大　 文　　　 児童／児童教 セ Ⅰ期３ 小学校　　
3544-01-0501 名古屋女子大　 文　　　 児童／幼児保 　 Ⅰ期　 幼稚園　　
3544-01-0573 名古屋女子大　 文　　　 児童／幼児保 セ プラス 幼稚園　　
3544-01-0574 名古屋女子大　 文　　　 児童／幼児保 セ Ⅰ期２ 幼稚園　　
3544-01-0575 名古屋女子大　 文　　　 児童／幼児保 セ Ⅰ期１ 幼稚園　　
3544-01-0576 名古屋女子大　 文　　　 児童／幼児保 セ Ⅰ期３ 幼稚園　　
3544-64-0000 名古屋女子大　 健康科学 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3544-64-0101 名古屋女子大　 健康科学 看護　　　　 　 Ⅰ期２ 看護　　　
3544-64-0102 名古屋女子大　 健康科学 看護　　　　 　 Ⅰ期理 看護　　　
3544-64-0171 名古屋女子大　 健康科学 看護　　　　 セ Ⅰ期３ 看護　　　
3544-64-0172 名古屋女子大　 健康科学 看護　　　　 セ Ⅰ期２ 看護　　　
3544-64-0173 名古屋女子大　 健康科学 看護　　　　 セ Ⅰ期理 看護　　　
3544-64-0174 名古屋女子大　 健康科学 看護　　　　 セ Ⅰ期１ 看護　　　
3544-64-0175 名古屋女子大　 健康科学 看護　　　　 セ プラス 看護　　　
3544-64-0201 名古屋女子大　 健康科学 健康栄養　　 　 Ⅰ期２ 食物・栄養
3544-64-0202 名古屋女子大　 健康科学 健康栄養　　 　 Ⅰ期理 食物・栄養
3544-64-0271 名古屋女子大　 健康科学 健康栄養　　 セ Ⅰ期３ 食物・栄養
3544-64-0272 名古屋女子大　 健康科学 健康栄養　　 セ Ⅰ期２ 食物・栄養
3544-64-0273 名古屋女子大　 健康科学 健康栄養　　 セ Ⅰ期理 食物・栄養
3544-64-0274 名古屋女子大　 健康科学 健康栄養　　 セ Ⅰ期１ 食物・栄養
3544-64-0275 名古屋女子大　 健康科学 健康栄養　　 セ プラス 食物・栄養
3544-79-0000 名古屋女子大　 家政　　 　　　　　　 　 　　　 生活科学　
3544-79-0501 名古屋女子大　 家政　　 生活環境　　 　 Ⅰ期　 生活科学　
3544-79-0573 名古屋女子大　 家政　　 生活環境　　 セ プラス 生活科学　
3544-79-0574 名古屋女子大　 家政　　 生活環境　　 セ Ⅰ期２ 生活科学　
3544-79-0575 名古屋女子大　 家政　　 生活環境　　 セ Ⅰ期１ 生活科学　
3544-79-0576 名古屋女子大　 家政　　 生活環境　　 セ Ⅰ期３ 生活科学　
3545-83-0000 名古屋造形大　 造形　　 　　　　　　 　 　　　 美術・デザ
3545-83-2203 名古屋造形大　 造形　　 造形／グラフ 　 前期　 美術・デザ
3545-83-2271 名古屋造形大　 造形　　 造形／グラフ セ 前プラ 美術・デザ
3545-83-2303 名古屋造形大　 造形　　 造形／イラス 　 前期　 美術・デザ
3545-83-2371 名古屋造形大　 造形　　 造形／イラス セ 前プラ 美術・デザ
3545-83-2404 名古屋造形大　 造形　　 造形／メディ 　 前期デ 映像　　　
3545-83-2405 名古屋造形大　 造形　　 造形／メディ 　 前期学 映像　　　
3545-83-2471 名古屋造形大　 造形　　 造形／メディ セ 前プラ 映像　　　
3545-83-2474 名古屋造形大　 造形　　 造形／メディ セ 前期２ 映像　　　
3545-83-2475 名古屋造形大　 造形　　 造形／メディ セ 前期３ 映像　　　
3545-83-2804 名古屋造形大　 造形　　 造形／ライフ 　 前期デ デザイン工
3545-83-2805 名古屋造形大　 造形　　 造形／ライフ 　 前期学 デザイン工
3545-83-2871 名古屋造形大　 造形　　 造形／ライフ セ 前プラ デザイン工
3545-83-2874 名古屋造形大　 造形　　 造形／ライフ セ 前期２ デザイン工
3545-83-2875 名古屋造形大　 造形　　 造形／ライフ セ 前期３ デザイン工
3545-83-3203 名古屋造形大　 造形　　 造形／マンガ 　 前期　 その他芸術
3545-83-3271 名古屋造形大　 造形　　 造形／マンガ セ 前プラ その他芸術
3545-83-3304 名古屋造形大　 造形　　 造形／ジュエ 　 前期デ 美術・デザ
3545-83-3305 名古屋造形大　 造形　　 造形／ジュエ 　 前期学 美術・デザ
3545-83-3371 名古屋造形大　 造形　　 造形／ジュエ セ 前プラ 美術・デザ
3545-83-3374 名古屋造形大　 造形　　 造形／ジュエ セ 前期２ 美術・デザ
3545-83-3375 名古屋造形大　 造形　　 造形／ジュエ セ 前期３ 美術・デザ
3545-83-3603 名古屋造形大　 造形　　 造形／アニメ 　 前期デ 映像　　　
3545-83-3604 名古屋造形大　 造形　　 造形／アニメ 　 前期学 映像　　　
3545-83-3671 名古屋造形大　 造形　　 造形／アニメ セ 前プラ 映像　　　



3545-83-3672 名古屋造形大　 造形　　 造形／アニメ セ 前期２ 映像　　　
3545-83-3673 名古屋造形大　 造形　　 造形／アニメ セ 前期３ 映像　　　
3545-83-3701 名古屋造形大　 造形　　 造形／美術　 　 前期デ 美術・デザ
3545-83-3703 名古屋造形大　 造形　　 造形／美術　 　 前期学 美術・デザ
3545-83-3704 名古屋造形大　 造形　　 造形／美術　 　 前期美 美術・デザ
3545-83-3771 名古屋造形大　 造形　　 造形／美術　 セ 前プラ 美術・デザ
3545-83-3773 名古屋造形大　 造形　　 造形／美術　 セ 前期２ 美術・デザ
3545-83-3774 名古屋造形大　 造形　　 造形／美術　 セ 前期３ 美術・デザ
3545-83-3804 名古屋造形大　 造形　　 造形／建築イ 　 前期デ 建築・土木
3545-83-3805 名古屋造形大　 造形　　 造形／建築イ 　 前期学 建築・土木
3545-83-3871 名古屋造形大　 造形　　 造形／建築イ セ 前プラ 建築・土木
3545-83-3874 名古屋造形大　 造形　　 造形／建築イ セ 前期２ 建築・土木
3545-83-3875 名古屋造形大　 造形　　 造形／建築イ セ 前期３ 建築・土木
3546-02-0000 南山大　　　　 人文　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3546-02-0101 南山大　　　　 人文　　 キリスト教　 　 　　　 哲学倫理宗
3546-02-0102 南山大　　　　 人文　　 キリスト教　 　 個別文 哲学倫理宗
3546-02-0171 南山大　　　　 人文　　 キリスト教　 セ 前期３ 哲学倫理宗
3546-02-0173 南山大　　　　 人文　　 キリスト教　 セ 併用文 哲学倫理宗
3546-02-0201 南山大　　　　 人文　　 人類文化　　 　 　　　 文化学　　
3546-02-0202 南山大　　　　 人文　　 人類文化　　 　 個別文 文化学　　
3546-02-0273 南山大　　　　 人文　　 人類文化　　 セ 前期３ 文化学　　
3546-02-0275 南山大　　　　 人文　　 人類文化　　 セ 前期５ 文化学　　
3546-02-0276 南山大　　　　 人文　　 人類文化　　 セ 併用文 文化学　　
3546-02-0301 南山大　　　　 人文　　 心理人間　　 　 　　　 心理学　　
3546-02-0302 南山大　　　　 人文　　 心理人間　　 　 個別文 心理学　　
3546-02-0373 南山大　　　　 人文　　 心理人間　　 セ 前期３ 心理学　　
3546-02-0375 南山大　　　　 人文　　 心理人間　　 セ 前期５ 心理学　　
3546-02-0376 南山大　　　　 人文　　 心理人間　　 セ 併用文 心理学　　
3546-02-0401 南山大　　　　 人文　　 日本文化　　 　 　　　 文化学　　
3546-02-0402 南山大　　　　 人文　　 日本文化　　 　 個別文 文化学　　
3546-02-0473 南山大　　　　 人文　　 日本文化　　 セ 前期３ 文化学　　
3546-02-0475 南山大　　　　 人文　　 日本文化　　 セ 前期５ 文化学　　
3546-02-0476 南山大　　　　 人文　　 日本文化　　 セ 併用文 文化学　　
3546-08-0000 南山大　　　　 外国語　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3546-08-0201 南山大　　　　 外国語　 英米　　　　 　 　　　 英米語　　
3546-08-0202 南山大　　　　 外国語　 英米　　　　 　 個別文 英米語　　
3546-08-0273 南山大　　　　 外国語　 英米　　　　 セ 前期３ 英米語　　
3546-08-0275 南山大　　　　 外国語　 英米　　　　 セ 前期５ 英米語　　
3546-08-0276 南山大　　　　 外国語　 英米　　　　 セ 併用文 英米語　　
3546-08-0701 南山大　　　　 外国語　 スペ／スペイ 　 　　　 スペイン語
3546-08-0702 南山大　　　　 外国語　 スペ／スペイ 　 個別文 スペイン語
3546-08-0771 南山大　　　　 外国語　 スペ／スペイ セ 前期３ スペイン語
3546-08-0772 南山大　　　　 外国語　 スペ／スペイ セ 前期５ スペイン語
3546-08-0773 南山大　　　　 外国語　 スペ／スペイ セ 併用文 スペイン語
3546-08-0801 南山大　　　　 外国語　 スペ／ラテン 　 　　　 スペイン語
3546-08-0802 南山大　　　　 外国語　 スペ／ラテン 　 個別文 スペイン語
3546-08-0871 南山大　　　　 外国語　 スペ／ラテン セ 前期３ スペイン語
3546-08-0872 南山大　　　　 外国語　 スペ／ラテン セ 前期５ スペイン語
3546-08-0873 南山大　　　　 外国語　 スペ／ラテン セ 併用文 スペイン語
3546-08-0901 南山大　　　　 外国語　 アジ／東アジ 　 　　　 中国語　　
3546-08-0902 南山大　　　　 外国語　 アジ／東アジ 　 個別文 中国語　　
3546-08-0971 南山大　　　　 外国語　 アジ／東アジ セ 前期３ 中国語　　
3546-08-0972 南山大　　　　 外国語　 アジ／東アジ セ 前期５ 中国語　　
3546-08-0973 南山大　　　　 外国語　 アジ／東アジ セ 併用文 中国語　　
3546-08-1001 南山大　　　　 外国語　 アジ／東南ア 　 　　　 東南アジア
3546-08-1002 南山大　　　　 外国語　 アジ／東南ア 　 個別文 東南アジア
3546-08-1071 南山大　　　　 外国語　 アジ／東南ア セ 前期３ 東南アジア
3546-08-1072 南山大　　　　 外国語　 アジ／東南ア セ 前期５ 東南アジア
3546-08-1073 南山大　　　　 外国語　 アジ／東南ア セ 併用文 東南アジア



3546-08-1101 南山大　　　　 外国語　 フラ／文化　 　 　　　 フランス語
3546-08-1102 南山大　　　　 外国語　 フラ／文化　 　 個別文 フランス語
3546-08-1171 南山大　　　　 外国語　 フラ／文化　 セ 前期３ フランス語
3546-08-1172 南山大　　　　 外国語　 フラ／文化　 セ 前期５ フランス語
3546-08-1173 南山大　　　　 外国語　 フラ／文化　 セ 併用文 フランス語
3546-08-1201 南山大　　　　 外国語　 フラ／社会　 　 　　　 フランス語
3546-08-1202 南山大　　　　 外国語　 フラ／社会　 　 個別文 フランス語
3546-08-1271 南山大　　　　 外国語　 フラ／社会　 セ 前期３ フランス語
3546-08-1272 南山大　　　　 外国語　 フラ／社会　 セ 前期５ フランス語
3546-08-1273 南山大　　　　 外国語　 フラ／社会　 セ 併用文 フランス語
3546-08-1301 南山大　　　　 外国語　 ドイ／文化　 　 　　　 ドイツ語　
3546-08-1302 南山大　　　　 外国語　 ドイ／文化　 　 個別文 ドイツ語　
3546-08-1371 南山大　　　　 外国語　 ドイ／文化　 セ 前期３ ドイツ語　
3546-08-1372 南山大　　　　 外国語　 ドイ／文化　 セ 前期５ ドイツ語　
3546-08-1373 南山大　　　　 外国語　 ドイ／文化　 セ 併用文 ドイツ語　
3546-08-1401 南山大　　　　 外国語　 ドイ／社会　 　 　　　 ドイツ語　
3546-08-1402 南山大　　　　 外国語　 ドイ／社会　 　 個別文 ドイツ語　
3546-08-1471 南山大　　　　 外国語　 ドイ／社会　 セ 前期３ ドイツ語　
3546-08-1472 南山大　　　　 外国語　 ドイ／社会　 セ 前期５ ドイツ語　
3546-08-1473 南山大　　　　 外国語　 ドイ／社会　 セ 併用文 ドイツ語　
3546-12-0000 南山大　　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3546-12-0101 南山大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 　　　 法学　　　
3546-12-0102 南山大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 個別文 法学　　　
3546-12-0173 南山大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ 前期３ 法学　　　
3546-12-0175 南山大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ 前期５ 法学　　　
3546-12-0176 南山大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ 併用文 法学　　　
3546-12-0177 南山大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ 併用理 法学　　　
3546-13-0000 南山大　　　　 総合政策 　　　　　　 　 　　　 政治学　　
3546-13-0103 南山大　　　　 総合政策 総合政策　　 　 個別文 政治学　　
3546-13-0104 南山大　　　　 総合政策 総合政策　　 　 　　　 政治学　　
3546-13-0173 南山大　　　　 総合政策 総合政策　　 セ 前期３ 政治学　　
3546-13-0175 南山大　　　　 総合政策 総合政策　　 セ 前期５ 政治学　　
3546-13-0176 南山大　　　　 総合政策 総合政策　　 セ 併用文 政治学　　
3546-13-0177 南山大　　　　 総合政策 総合政策　　 セ 併用理 政治学　　
3546-18-0000 南山大　　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3546-18-0101 南山大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 Ａ　　 経済学　　
3546-18-0102 南山大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 Ｂ　　 経済学　　
3546-18-0103 南山大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 個別文 経済学　　
3546-18-0173 南山大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期３ 経済学　　
3546-18-0175 南山大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期５ 経済学　　
3546-18-0176 南山大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 併用文 経済学　　
3546-18-0177 南山大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 併用理 経済学　　
3546-19-0000 南山大　　　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3546-19-0101 南山大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 Ａ　　 経営学・商
3546-19-0102 南山大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 Ｂ　　 経営学・商
3546-19-0103 南山大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 個別文 経営学・商
3546-19-0173 南山大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ 前期３ 経営学・商
3546-19-0175 南山大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ 前期５ 経営学・商
3546-19-0176 南山大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ 併用文 経営学・商
3546-19-0177 南山大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ 併用理 経営学・商
3546-37-0000 南山大　　　　 国際教養 　　　　　　 　 　　　 国際関係学
3546-37-0102 南山大　　　　 国際教養 国際教養　　 　 　　　 国際関係学
3546-37-0103 南山大　　　　 国際教養 国際教養　　 　 個別文 国際関係学
3546-37-0171 南山大　　　　 国際教養 国際教養　　 セ 前期５ 国際関係学
3546-37-0172 南山大　　　　 国際教養 国際教養　　 セ 併用文 国際関係学
3546-37-0173 南山大　　　　 国際教養 国際教養　　 セ 併用理 国際関係学
3546-47-0000 南山大　　　　 理工　　 　　　　　　 　 　　　 情報科学　
3546-47-0101 南山大　　　　 理工　　 ソフトウェア 　 Ａ　　 情報工学　
3546-47-0102 南山大　　　　 理工　　 ソフトウェア 　 Ｂ　　 情報工学　



3546-47-0103 南山大　　　　 理工　　 ソフトウェア 　 個別理 情報工学　
3546-47-0171 南山大　　　　 理工　　 ソフトウェア セ 前期３ 情報工学　
3546-47-0172 南山大　　　　 理工　　 ソフトウェア セ 前期５ 情報工学　
3546-47-0173 南山大　　　　 理工　　 ソフトウェア セ 併用理 情報工学　
3546-47-0201 南山大　　　　 理工　　 機械電子制御 　 Ａ　　 電気・電子
3546-47-0202 南山大　　　　 理工　　 機械電子制御 　 Ｂ　　 電気・電子
3546-47-0203 南山大　　　　 理工　　 機械電子制御 　 個別理 電気・電子
3546-47-0271 南山大　　　　 理工　　 機械電子制御 セ 前期３ 電気・電子
3546-47-0272 南山大　　　　 理工　　 機械電子制御 セ 前期５ 電気・電子
3546-47-0273 南山大　　　　 理工　　 機械電子制御 セ 併用理 電気・電子
3546-47-0301 南山大　　　　 理工　　 システム数理 　 Ａ　　 情報科学　
3546-47-0302 南山大　　　　 理工　　 システム数理 　 Ｂ　　 情報科学　
3546-47-0303 南山大　　　　 理工　　 システム数理 　 個別理 情報科学　
3546-47-0371 南山大　　　　 理工　　 システム数理 セ 前期３ 情報科学　
3546-47-0372 南山大　　　　 理工　　 システム数理 セ 前期５ 情報科学　
3546-47-0373 南山大　　　　 理工　　 システム数理 セ 併用理 情報科学　
3547-18-0000 日本福祉大　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3547-18-0104 日本福祉大　　 経済　　 経済　　　　 　 前期Ａ 経済学　　
3547-18-0105 日本福祉大　　 経済　　 経済　　　　 　 前期Ｂ 経済学　　
3547-18-0170 日本福祉大　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期２ 経済学　　
3547-18-0175 日本福祉大　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期３ 経済学　　
3547-18-0177 日本福祉大　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期５ 経済学　　
3547-18-0179 日本福祉大　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期全 経済学　　
3547-25-0000 日本福祉大　　 国際福祉 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3547-25-0101 日本福祉大　　 国際福祉 国際福祉開発 　 前期Ａ 英米語　　
3547-25-0102 日本福祉大　　 国際福祉 国際福祉開発 　 前期Ｂ 英米語　　
3547-25-0171 日本福祉大　　 国際福祉 国際福祉開発 セ 前期３ 英米語　　
3547-25-0172 日本福祉大　　 国際福祉 国際福祉開発 セ 前期５ 英米語　　
3547-25-0175 日本福祉大　　 国際福祉 国際福祉開発 セ 前期全 英米語　　
3547-25-0176 日本福祉大　　 国際福祉 国際福祉開発 セ 前期２ 英米語　　
3547-26-0000 日本福祉大　　 社会福祉 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3547-26-0401 日本福祉大　　 社会福祉 社会／行政　 　 前期Ａ 政治学　　
3547-26-0402 日本福祉大　　 社会福祉 社会／行政　 　 前期Ｂ 政治学　　
3547-26-0471 日本福祉大　　 社会福祉 社会／行政　 セ 前期２ 政治学　　
3547-26-0472 日本福祉大　　 社会福祉 社会／行政　 セ 前期３ 政治学　　
3547-26-0473 日本福祉大　　 社会福祉 社会／行政　 セ 前期５ 政治学　　
3547-26-0474 日本福祉大　　 社会福祉 社会／行政　 セ 前期全 政治学　　
3547-26-0501 日本福祉大　　 社会福祉 社会／子ども 　 前期Ａ 児童学　　
3547-26-0502 日本福祉大　　 社会福祉 社会／子ども 　 前期Ｂ 児童学　　
3547-26-0571 日本福祉大　　 社会福祉 社会／子ども セ 前期２ 児童学　　
3547-26-0572 日本福祉大　　 社会福祉 社会／子ども セ 前期３ 児童学　　
3547-26-0573 日本福祉大　　 社会福祉 社会／子ども セ 前期５ 児童学　　
3547-26-0574 日本福祉大　　 社会福祉 社会／子ども セ 前期全 児童学　　
3547-26-0601 日本福祉大　　 社会福祉 社会／医療　 　 前期Ａ 社会福祉学
3547-26-0602 日本福祉大　　 社会福祉 社会／医療　 　 前期Ｂ 社会福祉学
3547-26-0671 日本福祉大　　 社会福祉 社会／医療　 セ 前期２ 社会福祉学
3547-26-0672 日本福祉大　　 社会福祉 社会／医療　 セ 前期３ 社会福祉学
3547-26-0673 日本福祉大　　 社会福祉 社会／医療　 セ 前期５ 社会福祉学
3547-26-0674 日本福祉大　　 社会福祉 社会／医療　 セ 前期全 社会福祉学
3547-26-0701 日本福祉大　　 社会福祉 社会／人間福 　 前期Ａ 社会福祉学
3547-26-0702 日本福祉大　　 社会福祉 社会／人間福 　 前期Ｂ 社会福祉学
3547-26-0771 日本福祉大　　 社会福祉 社会／人間福 セ 前期２ 社会福祉学
3547-26-0772 日本福祉大　　 社会福祉 社会／人間福 セ 前期３ 社会福祉学
3547-26-0773 日本福祉大　　 社会福祉 社会／人間福 セ 前期５ 社会福祉学
3547-26-0774 日本福祉大　　 社会福祉 社会／人間福 セ 前期全 社会福祉学
3547-64-0000 日本福祉大　　 健康科学 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3547-64-0101 日本福祉大　　 健康科学 リハ／理学療 　 前期Ａ 理学療法　
3547-64-0102 日本福祉大　　 健康科学 リハ／理学療 　 前期Ｂ 理学療法　
3547-64-0171 日本福祉大　　 健康科学 リハ／理学療 セ 前期３ 理学療法　



3547-64-0173 日本福祉大　　 健康科学 リハ／理学療 セ 前期５ 理学療法　
3547-64-0175 日本福祉大　　 健康科学 リハ／理学療 セ 前期全 理学療法　
3547-64-0201 日本福祉大　　 健康科学 リハ／作業療 　 前期Ａ 作業療法　
3547-64-0202 日本福祉大　　 健康科学 リハ／作業療 　 前期Ｂ 作業療法　
3547-64-0271 日本福祉大　　 健康科学 リハ／作業療 セ 前期３ 作業療法　
3547-64-0273 日本福祉大　　 健康科学 リハ／作業療 セ 前期５ 作業療法　
3547-64-0275 日本福祉大　　 健康科学 リハ／作業療 セ 前期全 作業療法　
3547-64-0301 日本福祉大　　 健康科学 リハ／介護学 　 前期Ａ 社会福祉学
3547-64-0302 日本福祉大　　 健康科学 リハ／介護学 　 前期Ｂ 社会福祉学
3547-64-0371 日本福祉大　　 健康科学 リハ／介護学 セ 前期３ 社会福祉学
3547-64-0373 日本福祉大　　 健康科学 リハ／介護学 セ 前期５ 社会福祉学
3547-64-0375 日本福祉大　　 健康科学 リハ／介護学 セ 前期全 社会福祉学
3547-64-0376 日本福祉大　　 健康科学 リハ／介護学 セ 前期２ 社会福祉学
3547-64-0601 日本福祉大　　 健康科学 福祉／情報工 　 前期Ａ 情報工学　
3547-64-0602 日本福祉大　　 健康科学 福祉／情報工 　 前期Ｂ 情報工学　
3547-64-0671 日本福祉大　　 健康科学 福祉／情報工 セ 前期２ 情報工学　
3547-64-0672 日本福祉大　　 健康科学 福祉／情報工 セ 前期３ 情報工学　
3547-64-0673 日本福祉大　　 健康科学 福祉／情報工 セ 前期５ 情報工学　
3547-64-0674 日本福祉大　　 健康科学 福祉／情報工 セ 前期全 情報工学　
3547-64-0701 日本福祉大　　 健康科学 福祉／建築バ 　 前期Ａ 建築・土木
3547-64-0702 日本福祉大　　 健康科学 福祉／建築バ 　 前期Ｂ 建築・土木
3547-64-0771 日本福祉大　　 健康科学 福祉／建築バ セ 前期２ 建築・土木
3547-64-0772 日本福祉大　　 健康科学 福祉／建築バ セ 前期３ 建築・土木
3547-64-0773 日本福祉大　　 健康科学 福祉／建築バ セ 前期５ 建築・土木
3547-64-0774 日本福祉大　　 健康科学 福祉／建築バ セ 前期全 建築・土木
3547-65-0000 日本福祉大　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3547-65-0101 日本福祉大　　 看護　　 看護　　　　 　 前期Ａ 看護　　　
3547-65-0102 日本福祉大　　 看護　　 看護　　　　 　 前期Ｂ 看護　　　
3547-65-0171 日本福祉大　　 看護　　 看護　　　　 セ 前期３ 看護　　　
3547-65-0172 日本福祉大　　 看護　　 看護　　　　 セ 前期５ 看護　　　
3547-65-0173 日本福祉大　　 看護　　 看護　　　　 セ 前期全 看護　　　
3547-66-0000 日本福祉大　　 スポーツ 　　　　　　 　 　　　 体育・健康
3547-66-0101 日本福祉大　　 スポーツ スポーツ科学 　 前期Ａ 体育・健康
3547-66-0102 日本福祉大　　 スポーツ スポーツ科学 　 前期Ｂ 体育・健康
3547-66-0171 日本福祉大　　 スポーツ スポーツ科学 セ 前期２ 体育・健康
3547-66-0172 日本福祉大　　 スポーツ スポーツ科学 セ 前期３ 体育・健康
3547-66-0173 日本福祉大　　 スポーツ スポーツ科学 セ 前期５ 体育・健康
3547-66-0174 日本福祉大　　 スポーツ スポーツ科学 セ 前期全 体育・健康
3547-79-0000 日本福祉大　　 子ども発 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3547-79-0101 日本福祉大　　 子ども発 子ど／保育　 　 前期Ａ 幼稚園　　
3547-79-0102 日本福祉大　　 子ども発 子ど／保育　 　 前期Ｂ 幼稚園　　
3547-79-0171 日本福祉大　　 子ども発 子ど／保育　 セ 前期３ 幼稚園　　
3547-79-0173 日本福祉大　　 子ども発 子ど／保育　 セ 前期５ 幼稚園　　
3547-79-0175 日本福祉大　　 子ども発 子ど／保育　 セ 前期全 幼稚園　　
3547-79-0176 日本福祉大　　 子ども発 子ど／保育　 セ 前期２ 幼稚園　　
3547-79-0301 日本福祉大　　 子ども発 心理臨床　　 　 前期Ａ 心理学　　
3547-79-0302 日本福祉大　　 子ども発 心理臨床　　 　 前期Ｂ 心理学　　
3547-79-0371 日本福祉大　　 子ども発 心理臨床　　 セ 前期３ 心理学　　
3547-79-0372 日本福祉大　　 子ども発 心理臨床　　 セ 前期５ 心理学　　
3547-79-0375 日本福祉大　　 子ども発 心理臨床　　 セ 前期全 心理学　　
3547-79-0376 日本福祉大　　 子ども発 心理臨床　　 セ 前期２ 心理学　　
3547-79-0701 日本福祉大　　 子ども発 子ど／学校教 　 前期Ａ 小学校　　
3547-79-0702 日本福祉大　　 子ども発 子ど／学校教 　 前期Ｂ 小学校　　
3547-79-0771 日本福祉大　　 子ども発 子ど／学校教 セ 前期全 小学校　　
3547-79-0772 日本福祉大　　 子ども発 子ど／学校教 セ 前期５ 小学校　　
3547-79-0773 日本福祉大　　 子ども発 子ど／学校教 セ 前期３ 小学校　　
3547-79-0774 日本福祉大　　 子ども発 子ど／学校教 セ 前期２ 小学校　　
3547-79-0801 日本福祉大　　 子ども発 子ど／特別支 　 前期Ａ 特別支援教
3547-79-0802 日本福祉大　　 子ども発 子ど／特別支 　 前期Ｂ 特別支援教



3547-79-0871 日本福祉大　　 子ども発 子ど／特別支 セ 前期全 特別支援教
3547-79-0872 日本福祉大　　 子ども発 子ど／特別支 セ 前期５ 特別支援教
3547-79-0873 日本福祉大　　 子ども発 子ど／特別支 セ 前期３ 特別支援教
3547-79-0874 日本福祉大　　 子ども発 子ど／特別支 セ 前期２ 特別支援教
3548-55-0000 藤田医大　　　 医　　　 　　　　　　 　 　　　 医　　　　
3548-55-0100 藤田医大　　　 医　　　 医　　　　　 　 前期　 医　　　　
3548-55-0101 藤田医大　　　 医　　　 医　　　　　 　 前愛知 医　　　　
3548-55-0171 藤田医大　　　 医　　　 医　　　　　 セ 前期　 医　　　　
3548-65-0000 藤田医大　　　 医療科学 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
3548-65-0301 藤田医大　　　 医療科学 放射線　　　 　 前期　 放射線技術
3548-65-0371 藤田医大　　　 医療科学 放射線　　　 セ 前期　 放射線技術
3548-65-0801 藤田医大　　　 医療科学 医療検査　　 　 前期　 検査技術　
3548-65-0871 藤田医大　　　 医療科学 医療検査　　 セ 前期　 検査技術　
3548-66-0000 藤田医大　　　 保健衛生 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3548-66-0101 藤田医大　　　 保健衛生 看護　　　　 　 前期　 看護　　　
3548-66-0171 藤田医大　　　 保健衛生 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3548-66-0201 藤田医大　　　 保健衛生 リハ／理学療 　 前期　 理学療法　
3548-66-0271 藤田医大　　　 保健衛生 リハ／理学療 セ 前期　 理学療法　
3548-66-0301 藤田医大　　　 保健衛生 リハ／作業療 　 前期　 作業療法　
3548-66-0371 藤田医大　　　 保健衛生 リハ／作業療 セ 前期　 作業療法　
3549-08-0000 名城大　　　　 外国語　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3549-08-0101 名城大　　　　 外国語　 国際英語　　 　 Ａ　　 英米語　　
3549-08-0102 名城大　　　　 外国語　 国際英語　　 　 Ｂ　　 英米語　　
3549-08-0171 名城大　　　　 外国語　 国際英語　　 セ Ｃ前期 英米語　　
3549-08-0172 名城大　　　　 外国語　 国際英語　　 セ Ｆ　　 英米語　　
3549-12-0000 名城大　　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3549-12-0102 名城大　　　　 法　　　 法　　　　　 　 Ｂ　　 法学　　　
3549-12-0104 名城大　　　　 法　　　 法　　　　　 　 Ａ　　 法学　　　
3549-12-0171 名城大　　　　 法　　　 法　　　　　 セ Ｃ前期 法学　　　
3549-12-0173 名城大　　　　 法　　　 法　　　　　 セ Ｆ　　 法学　　　
3549-18-0000 名城大　　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3549-18-0101 名城大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 Ａ　　 経済学　　
3549-18-0102 名城大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 Ｂ　　 経済学　　
3549-18-0171 名城大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期３ 経済学　　
3549-18-0173 名城大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ Ｆ　　 経済学　　
3549-18-0174 名城大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期５ 経済学　　
3549-18-0201 名城大　　　　 経済　　 産業社会　　 　 Ａ　　 経済学　　
3549-18-0202 名城大　　　　 経済　　 産業社会　　 　 Ｂ　　 経済学　　
3549-18-0271 名城大　　　　 経済　　 産業社会　　 セ 前期３ 経済学　　
3549-18-0273 名城大　　　　 経済　　 産業社会　　 セ Ｆ　　 経済学　　
3549-18-0274 名城大　　　　 経済　　 産業社会　　 セ 前期５ 経済学　　
3549-19-0000 名城大　　　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3549-19-0101 名城大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 Ａ　　 経営学・商
3549-19-0102 名城大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 Ｂ　　 経営学・商
3549-19-0173 名城大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ 前期３ 経営学・商
3549-19-0174 名城大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ 前期５ 経営学・商
3549-19-0175 名城大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ Ｆ　　 経営学・商
3549-19-0201 名城大　　　　 経営　　 国際経営　　 　 Ａ　　 経営学・商
3549-19-0202 名城大　　　　 経営　　 国際経営　　 　 Ｂ　　 経営学・商
3549-19-0273 名城大　　　　 経営　　 国際経営　　 セ 前期３ 経営学・商
3549-19-0274 名城大　　　　 経営　　 国際経営　　 セ 前期５ 経営学・商
3549-19-0275 名城大　　　　 経営　　 国際経営　　 セ Ｆ　　 経営学・商
3549-37-0000 名城大　　　　 都市情報 　　　　　　 　 　　　 総合科学　
3549-37-0102 名城大　　　　 都市情報 都市情報　　 　 Ｂ　　 総合科学　
3549-37-0104 名城大　　　　 都市情報 都市情報　　 　 Ａ　　 総合科学　
3549-37-0172 名城大　　　　 都市情報 都市情報　　 セ Ｃ前期 総合科学　
3549-37-0173 名城大　　　　 都市情報 都市情報　　 セ Ｆ　　 総合科学　
3549-38-0000 名城大　　　　 人間　　 　　　　　　 　 　　　 人間科学　
3549-38-0101 名城大　　　　 人間　　 人間　　　　 　 Ａ　　 人間科学　



3549-38-0102 名城大　　　　 人間　　 人間　　　　 　 Ｂ　　 人間科学　
3549-38-0171 名城大　　　　 人間　　 人間　　　　 セ Ｃ前期 人間科学　
3549-38-0173 名城大　　　　 人間　　 人間　　　　 セ Ｆ　　 人間科学　
3549-47-0000 名城大　　　　 理工　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
3549-47-0101 名城大　　　　 理工　　 機械工　　　 　 Ａ　　 機械工学　
3549-47-0103 名城大　　　　 理工　　 機械工　　　 　 Ｂ　　 機械工学　
3549-47-0104 名城大　　　　 理工　　 機械工　　　 　 Ｍ　　 機械工学　
3549-47-0172 名城大　　　　 理工　　 機械工　　　 セ Ｃ前期 機械工学　
3549-47-0173 名城大　　　　 理工　　 機械工　　　 セ Ｆ　　 機械工学　
3549-47-0201 名城大　　　　 理工　　 建築　　　　 　 Ａ　　 建築・土木
3549-47-0203 名城大　　　　 理工　　 建築　　　　 　 Ｂ　　 建築・土木
3549-47-0204 名城大　　　　 理工　　 建築　　　　 　 Ｍ　　 建築・土木
3549-47-0272 名城大　　　　 理工　　 建築　　　　 セ Ｃ前期 建築・土木
3549-47-0273 名城大　　　　 理工　　 建築　　　　 セ Ｆ　　 建築・土木
3549-47-0301 名城大　　　　 理工　　 交通機械工　 　 Ａ　　 機械工学　
3549-47-0303 名城大　　　　 理工　　 交通機械工　 　 Ｂ　　 機械工学　
3549-47-0304 名城大　　　　 理工　　 交通機械工　 　 Ｍ　　 機械工学　
3549-47-0372 名城大　　　　 理工　　 交通機械工　 セ Ｃ前期 機械工学　
3549-47-0373 名城大　　　　 理工　　 交通機械工　 セ Ｆ　　 機械工学　
3549-47-0401 名城大　　　　 理工　　 数学　　　　 　 Ａ　　 数学　　　
3549-47-0402 名城大　　　　 理工　　 数学　　　　 　 Ｂ　　 数学　　　
3549-47-0403 名城大　　　　 理工　　 数学　　　　 　 Ｍ　　 数学　　　
3549-47-0472 名城大　　　　 理工　　 数学　　　　 セ Ｃ前期 数学　　　
3549-47-0473 名城大　　　　 理工　　 数学　　　　 セ Ｆ　　 数学　　　
3549-47-0501 名城大　　　　 理工　　 電気電子工　 　 Ａ　　 電気・電子
3549-47-0503 名城大　　　　 理工　　 電気電子工　 　 Ｂ　　 電気・電子
3549-47-0504 名城大　　　　 理工　　 電気電子工　 　 Ｍ　　 電気・電子
3549-47-0572 名城大　　　　 理工　　 電気電子工　 セ Ｃ前期 電気・電子
3549-47-0573 名城大　　　　 理工　　 電気電子工　 セ Ｆ　　 電気・電子
3549-47-0701 名城大　　　　 理工　　 情報工　　　 　 Ａ　　 情報工学　
3549-47-0703 名城大　　　　 理工　　 情報工　　　 　 Ｂ　　 情報工学　
3549-47-0704 名城大　　　　 理工　　 情報工　　　 　 Ｍ　　 情報工学　
3549-47-0772 名城大　　　　 理工　　 情報工　　　 セ Ｃ前期 情報工学　
3549-47-0773 名城大　　　　 理工　　 情報工　　　 セ Ｆ　　 情報工学　
3549-47-0801 名城大　　　　 理工　　 材料機能工　 　 Ａ　　 金属・材料
3549-47-0803 名城大　　　　 理工　　 材料機能工　 　 Ｂ　　 金属・材料
3549-47-0804 名城大　　　　 理工　　 材料機能工　 　 Ｍ　　 金属・材料
3549-47-0872 名城大　　　　 理工　　 材料機能工　 セ Ｃ前期 金属・材料
3549-47-0873 名城大　　　　 理工　　 材料機能工　 セ Ｆ　　 金属・材料
3549-47-0901 名城大　　　　 理工　　 社会基盤デザ 　 Ａ　　 建築・土木
3549-47-0903 名城大　　　　 理工　　 社会基盤デザ 　 Ｂ　　 建築・土木
3549-47-0904 名城大　　　　 理工　　 社会基盤デザ 　 Ｍ　　 建築・土木
3549-47-0972 名城大　　　　 理工　　 社会基盤デザ セ Ｃ前期 建築・土木
3549-47-0973 名城大　　　　 理工　　 社会基盤デザ セ Ｆ　　 建築・土木
3549-47-1001 名城大　　　　 理工　　 環境創造　　 　 Ａ　　 建築・土木
3549-47-1003 名城大　　　　 理工　　 環境創造　　 　 Ｂ　　 建築・土木
3549-47-1004 名城大　　　　 理工　　 環境創造　　 　 Ｍ　　 建築・土木
3549-47-1072 名城大　　　　 理工　　 環境創造　　 セ Ｃ前期 建築・土木
3549-47-1073 名城大　　　　 理工　　 環境創造　　 セ Ｆ　　 建築・土木
3549-47-1401 名城大　　　　 理工　　 応用化　　　 　 Ａ　　 応用化学　
3549-47-1402 名城大　　　　 理工　　 応用化　　　 　 Ｂ　　 応用化学　
3549-47-1403 名城大　　　　 理工　　 応用化　　　 　 Ｍ　　 応用化学　
3549-47-1471 名城大　　　　 理工　　 応用化　　　 セ Ｃ前期 応用化学　
3549-47-1473 名城大　　　　 理工　　 応用化　　　 セ Ｆ　　 応用化学　
3549-47-1501 名城大　　　　 理工　　 メカトロニク 　 Ａ　　 電気・電子
3549-47-1502 名城大　　　　 理工　　 メカトロニク 　 Ｂ　　 電気・電子
3549-47-1503 名城大　　　　 理工　　 メカトロニク 　 Ｍ　　 電気・電子
3549-47-1571 名城大　　　　 理工　　 メカトロニク セ Ｃ前期 電気・電子
3549-47-1573 名城大　　　　 理工　　 メカトロニク セ Ｆ　　 電気・電子



3549-61-0000 名城大　　　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3549-61-0401 名城大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 　 Ａ　　 薬　　　　
3549-61-0402 名城大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 　 Ｂ　　 薬　　　　
3549-61-0471 名城大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 セ Ｃ前期 薬　　　　
3549-61-0473 名城大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 セ Ｆ　　 薬　　　　
3549-72-0000 名城大　　　　 農　　　 　　　　　　 　 　　　 農学　　　
3549-72-0101 名城大　　　　 農　　　 生物資源　　 　 Ａ　　 農学　　　
3549-72-0102 名城大　　　　 農　　　 生物資源　　 　 Ｂ　　 農学　　　
3549-72-0171 名城大　　　　 農　　　 生物資源　　 セ Ｃ前期 農学　　　
3549-72-0173 名城大　　　　 農　　　 生物資源　　 セ Ｆ　　 農学　　　
3549-72-0201 名城大　　　　 農　　　 応用生物化　 　 Ａ　　 農芸化学　
3549-72-0202 名城大　　　　 農　　　 応用生物化　 　 Ｂ　　 農芸化学　
3549-72-0271 名城大　　　　 農　　　 応用生物化　 セ Ｃ前期 農芸化学　
3549-72-0273 名城大　　　　 農　　　 応用生物化　 セ Ｆ　　 農芸化学　
3549-72-0301 名城大　　　　 農　　　 生物環境科学 　 Ａ　　 農学　　　
3549-72-0302 名城大　　　　 農　　　 生物環境科学 　 Ｂ　　 農学　　　
3549-72-0371 名城大　　　　 農　　　 生物環境科学 セ Ｃ前期 農学　　　
3549-72-0373 名城大　　　　 農　　　 生物環境科学 セ Ｆ　　 農学　　　
3550-19-0000 豊橋創造大　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3550-19-0101 豊橋創造大　　 経営　　 経営　　　　 　 前期Ａ 経営学・商
3550-19-0102 豊橋創造大　　 経営　　 経営　　　　 　 前期Ｂ 経営学・商
3550-19-0171 豊橋創造大　　 経営　　 経営　　　　 セ 一期　 経営学・商
3550-64-0000 豊橋創造大　　 保健医療 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3550-64-0102 豊橋創造大　　 保健医療 理学療法　　 　 前期Ａ 理学療法　
3550-64-0103 豊橋創造大　　 保健医療 理学療法　　 　 前期Ｂ 理学療法　
3550-64-0171 豊橋創造大　　 保健医療 理学療法　　 セ 一期　 理学療法　
3550-64-0202 豊橋創造大　　 保健医療 看護　　　　 　 前期Ａ 看護　　　
3550-64-0203 豊橋創造大　　 保健医療 看護　　　　 　 前期Ｂ 看護　　　
3550-64-0271 豊橋創造大　　 保健医療 看護　　　　 セ 一期　 看護　　　
3551-02-0000 愛知文教大　　 人文　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3551-02-0102 愛知文教大　　 人文　　 人文　　　　 　 前期　 英米語　　
3551-02-0171 愛知文教大　　 人文　　 人文　　　　 セ 前期　 英米語　　
3551-02-0172 愛知文教大　　 人文　　 人文　　　　 セ プラ前 英米語　　
3552-03-0000 桜花学園大　　 学芸　　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3552-03-0101 桜花学園大　　 学芸　　 英語　　　　 　 Ⅰ期　 英米語　　
3552-03-0102 桜花学園大　　 学芸　　 英語　　　　 　 Ⅱ期　 英米語　　
3552-03-0171 桜花学園大　　 学芸　　 英語　　　　 セ Ⅰ期　 英米語　　
3552-79-0000 桜花学園大　　 保育　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
3552-79-0101 桜花学園大　　 保育　　 保育　　　　 　 Ⅰ期　 児童学　　
3552-79-0102 桜花学園大　　 保育　　 保育　　　　 　 Ⅱ期　 児童学　　
3552-79-0171 桜花学園大　　 保育　　 保育　　　　 セ Ⅰ期　 児童学　　
3552-79-0173 桜花学園大　　 保育　　 保育　　　　 セ プラス 児童学　　
3552-79-0201 桜花学園大　　 保育　　 国際教養こど 　 Ⅰ期　 児童学　　
3552-79-0202 桜花学園大　　 保育　　 国際教養こど 　 Ⅱ期　 児童学　　
3552-79-0271 桜花学園大　　 保育　　 国際教養こど セ Ⅰ期　 児童学　　
3553-38-0000 名古屋文理大　 情報メデ 　　　　　　 　 　　　 総合情報学
3553-38-0101 名古屋文理大　 情報メデ 情報メディア 　 Ⅰ期　 総合情報学
3553-38-0171 名古屋文理大　 情報メデ 情報メディア セ Ⅰ期２ 総合情報学
3553-38-0173 名古屋文理大　 情報メデ 情報メディア セ Ⅰ期３ 総合情報学
3553-79-0000 名古屋文理大　 健康生活 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3553-79-0100 名古屋文理大　 健康生活 健康栄養　　 　 Ⅰ期　 食物・栄養
3553-79-0171 名古屋文理大　 健康生活 健康栄養　　 セ Ⅰ期２ 食物・栄養
3553-79-0173 名古屋文理大　 健康生活 健康栄養　　 セ Ⅰ期３ 食物・栄養
3553-79-0201 名古屋文理大　 健康生活 フードビジネ 　 Ⅰ期　 経営学・商
3553-79-0271 名古屋文理大　 健康生活 フードビジネ セ Ⅰ期２ 経営学・商
3553-79-0273 名古屋文理大　 健康生活 フードビジネ セ Ⅰ期３ 経営学・商
3554-46-0000 愛知工科大　　 工　　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
3554-46-0201 愛知工科大　　 工　　　 機械シス工　 　 前期　 機械工学　
3554-46-0271 愛知工科大　　 工　　　 機械シス工　 セ 前期　 機械工学　



3554-46-0301 愛知工科大　　 工　　　 電子制御・ロ 　 前期　 機械工学　
3554-46-0371 愛知工科大　　 工　　　 電子制御・ロ セ 前期　 機械工学　
3554-46-0401 愛知工科大　　 工　　　 情報メディア 　 前期　 情報工学　
3554-46-0471 愛知工科大　　 工　　　 情報メディア セ 前期　 情報工学　
3555-21-0000 名古屋産大　　 現代ビジ 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3555-21-0103 名古屋産大　　 現代ビジ 現代ビジネス 　 前期Ａ 経営学・商
3555-21-0104 名古屋産大　　 現代ビジ 現代ビジネス 　 前期Ｂ 経営学・商
3556-37-0000 人間環境大　　 人間環境 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3556-37-0901 人間環境大　　 人間環境 心理　　　　 　 Ⅰ期Ａ 心理学　　
3556-37-0902 人間環境大　　 人間環境 心理　　　　 　 Ⅰ期Ｂ 心理学　　
3556-37-0971 人間環境大　　 人間環境 心理　　　　 セ Ⅰ期Ａ 心理学　　
3556-37-0972 人間環境大　　 人間環境 心理　　　　 セ Ⅰ期Ｂ 心理学　　
3556-37-1001 人間環境大　　 人間環境 環境科学　　 　 Ⅰ期Ａ 農学　　　
3556-37-1002 人間環境大　　 人間環境 環境科学　　 　 Ⅰ期Ｂ 農学　　　
3556-37-1071 人間環境大　　 人間環境 環境科学　　 セ Ⅰ期Ａ 農学　　　
3556-37-1072 人間環境大　　 人間環境 環境科学　　 セ Ⅰ期Ｂ 農学　　　
3556-64-0000 人間環境大　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3556-64-0101 人間環境大　　 看護　　 看護　　　　 　 Ⅰ期　 看護　　　
3556-64-0171 人間環境大　　 看護　　 看護　　　　 セ Ⅰ期　 看護　　　
3556-65-0000 人間環境大　　 松山看護 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3556-65-0101 人間環境大　　 松山看護 看護　　　　 　 Ⅰ期　 看護　　　
3556-65-0171 人間環境大　　 松山看護 看護　　　　 セ Ⅰ期　 看護　　　
3557-19-0000 愛知東邦大　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3557-19-0101 愛知東邦大　　 経営　　 地域ビジネス 　 Ⅰ期Ａ 経営学・商
3557-19-0102 愛知東邦大　　 経営　　 地域ビジネス 　 Ⅰ期Ｂ 経営学・商
3557-19-0172 愛知東邦大　　 経営　　 地域ビジネス セ Ⅰ期　 経営学・商
3557-19-0201 愛知東邦大　　 経営　　 国際ビジネス 　 Ⅰ期Ａ 国際関係学
3557-19-0202 愛知東邦大　　 経営　　 国際ビジネス 　 Ⅰ期Ｂ 国際関係学
3557-19-0275 愛知東邦大　　 経営　　 国際ビジネス セ Ⅰ期　 国際関係学
3557-30-0000 愛知東邦大　　 教育　　 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3557-30-0101 愛知東邦大　　 教育　　 子ども発達　 　 Ⅰ期Ａ 幼稚園　　
3557-30-0102 愛知東邦大　　 教育　　 子ども発達　 　 Ⅰ期Ｂ 幼稚園　　
3557-30-0171 愛知東邦大　　 教育　　 子ども発達　 セ Ⅰ期　 幼稚園　　
3557-64-0000 愛知東邦大　　 人間健康 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3557-64-0101 愛知東邦大　　 人間健康 人間健康　　 　 Ⅰ期Ａ 体育・健康
3557-64-0102 愛知東邦大　　 人間健康 人間健康　　 　 Ⅰ期Ｂ 体育・健康
3557-64-0171 愛知東邦大　　 人間健康 人間健康　　 セ Ⅰ期　 体育・健康
3558-19-0000 星城大　　　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3558-19-0106 星城大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 前期　 経営学・商
3558-19-0172 星城大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ 前期　 経営学・商
3558-19-0178 星城大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ プラス 経営学・商
3558-64-0000 星城大　　　　 リハビリ 　　　　　　 　 　　　 理学療法　
3558-64-0102 星城大　　　　 リハビリ リハ／理学療 　 前期　 理学療法　
3558-64-0172 星城大　　　　 リハビリ リハ／理学療 セ 前期　 理学療法　
3558-64-0178 星城大　　　　 リハビリ リハ／理学療 セ プラス 理学療法　
3558-64-0202 星城大　　　　 リハビリ リハ／作業療 　 前期　 作業療法　
3558-64-0272 星城大　　　　 リハビリ リハ／作業療 セ 前期　 作業療法　
3558-64-0278 星城大　　　　 リハビリ リハ／作業療 セ プラス 作業療法　
3559-64-0000 名古屋学芸大　 ヒューマ 　　　　　　 　 　　　 児童学　　
3559-64-0301 名古屋学芸大　 ヒューマ 子ど／幼児保 　 前期２ 幼稚園　　
3559-64-0302 名古屋学芸大　 ヒューマ 子ど／幼児保 　 前期３ 幼稚園　　
3559-64-0371 名古屋学芸大　 ヒューマ 子ど／幼児保 セ プラス 幼稚園　　
3559-64-0375 名古屋学芸大　 ヒューマ 子ど／幼児保 セ 前期２ 幼稚園　　
3559-64-0376 名古屋学芸大　 ヒューマ 子ど／幼児保 セ 前期３ 幼稚園　　
3559-64-0401 名古屋学芸大　 ヒューマ 子ど／養護教 　 前期２ 養護　　　
3559-64-0402 名古屋学芸大　 ヒューマ 子ど／養護教 　 前期３ 養護　　　
3559-64-0471 名古屋学芸大　 ヒューマ 子ど／養護教 セ プラス 養護　　　
3559-64-0472 名古屋学芸大　 ヒューマ 子ど／養護教 セ 前期２ 養護　　　
3559-64-0473 名古屋学芸大　 ヒューマ 子ど／養護教 セ 前期３ 養護　　　



3559-64-0501 名古屋学芸大　 ヒューマ 子ど／児童発 　 前期２ 心理学　　
3559-64-0502 名古屋学芸大　 ヒューマ 子ど／児童発 　 前期３ 心理学　　
3559-64-0571 名古屋学芸大　 ヒューマ 子ど／児童発 セ プラス 心理学　　
3559-64-0572 名古屋学芸大　 ヒューマ 子ど／児童発 セ 前期２ 心理学　　
3559-64-0573 名古屋学芸大　 ヒューマ 子ど／児童発 セ 前期３ 心理学　　
3559-65-0000 名古屋学芸大　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3559-65-0101 名古屋学芸大　 看護　　 看護　　　　 　 前期２ 看護　　　
3559-65-0102 名古屋学芸大　 看護　　 看護　　　　 　 前期３ 看護　　　
3559-65-0171 名古屋学芸大　 看護　　 看護　　　　 セ プラス 看護　　　
3559-65-0172 名古屋学芸大　 看護　　 看護　　　　 セ 前期３ 看護　　　
3559-79-0000 名古屋学芸大　 管理栄養 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3559-79-0101 名古屋学芸大　 管理栄養 管理栄養　　 　 前期２ 食物・栄養
3559-79-0102 名古屋学芸大　 管理栄養 管理栄養　　 　 前期３ 食物・栄養
3559-79-0172 名古屋学芸大　 管理栄養 管理栄養　　 セ プラス 食物・栄養
3559-79-0176 名古屋学芸大　 管理栄養 管理栄養　　 セ 前期２ 食物・栄養
3559-79-0177 名古屋学芸大　 管理栄養 管理栄養　　 セ 前期３ 食物・栄養
3559-83-0000 名古屋学芸大　 メディア 　　　　　　 　 　　　 被服・服飾
3559-83-0101 名古屋学芸大　 メディア 映像メディア 　 前期２ 映像　　　
3559-83-0172 名古屋学芸大　 メディア 映像メディア セ プラス 映像　　　
3559-83-0176 名古屋学芸大　 メディア 映像メディア セ 前期２ 映像　　　
3559-83-0203 名古屋学芸大　 メディア デザイン　　 　 前期２ 美術・デザ
3559-83-0272 名古屋学芸大　 メディア デザイン　　 セ プラス 美術・デザ
3559-83-0276 名古屋学芸大　 メディア デザイン　　 セ 前期２ 美術・デザ
3559-83-0301 名古屋学芸大　 メディア ファッション 　 前期２ 被服・服飾
3559-83-0372 名古屋学芸大　 メディア ファッション セ プラス 被服・服飾
3559-83-0376 名古屋学芸大　 メディア ファッション セ 前期２ 被服・服飾
3560-64-0000 日赤豊田看護大 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3560-64-0101 日赤豊田看護大 看護　　 看護　　　　 　 　　　 看護　　　
3560-64-0173 日赤豊田看護大 看護　　 看護　　　　 セ 前期Ａ 看護　　　
3560-64-0174 日赤豊田看護大 看護　　 看護　　　　 セ 前期Ｂ 看護　　　
3562-64-0000 修文大　　　　 健康栄養 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3562-64-0102 修文大　　　　 健康栄養 管理栄養　　 　 Ⅰ期Ａ 食物・栄養
3562-64-0103 修文大　　　　 健康栄養 管理栄養　　 　 Ⅰ期Ｂ 食物・栄養
3562-64-0171 修文大　　　　 健康栄養 管理栄養　　 セ Ⅰ期　 食物・栄養
3562-64-0173 修文大　　　　 健康栄養 管理栄養　　 セ プラⅠ 食物・栄養
3562-65-0000 修文大　　　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3562-65-0101 修文大　　　　 看護　　 看護　　　　 　 Ⅰ期　 看護　　　
3562-65-0171 修文大　　　　 看護　　 看護　　　　 セ Ⅰ期　 看護　　　
3562-65-0175 修文大　　　　 看護　　 看護　　　　 セ プラⅠ 看護　　　
3563-31-0000 岡崎女子大　　 子ども教 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
3563-31-0105 岡崎女子大　　 子ども教 子ども教育　 　 ⅠＡＢ 幼稚園　　
3563-31-0171 岡崎女子大　　 子ども教 子ども教育　 セ Ⅰ期　 幼稚園　　
3564-64-0000 一宮研伸大　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3564-64-0101 一宮研伸大　　 看護　　 看護　　　　 　 １期　 看護　　　
3571-01-0000 皇学館大　　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3571-01-0203 皇学館大　　　 文　　　 国史　　　　 　 前期３ 日本史　　
3571-01-0204 皇学館大　　　 文　　　 国史　　　　 　 前期２ 日本史　　
3571-01-0205 皇学館大　　　 文　　　 国史　　　　 　 前期得 日本史　　
3571-01-0274 皇学館大　　　 文　　　 国史　　　　 セ 前３１ 日本史　　
3571-01-0275 皇学館大　　　 文　　　 国史　　　　 セ 前２９ 日本史　　
3571-01-0276 皇学館大　　　 文　　　 国史　　　　 セ 前３０ 日本史　　
3571-01-0278 皇学館大　　　 文　　　 国史　　　　 セ 前期　 日本史　　
3571-01-0303 皇学館大　　　 文　　　 国文　　　　 　 前期３ 日本文学　
3571-01-0304 皇学館大　　　 文　　　 国文　　　　 　 前期２ 日本文学　
3571-01-0305 皇学館大　　　 文　　　 国文　　　　 　 前期得 日本文学　
3571-01-0374 皇学館大　　　 文　　　 国文　　　　 セ 前３１ 日本文学　
3571-01-0375 皇学館大　　　 文　　　 国文　　　　 セ 前２９ 日本文学　
3571-01-0376 皇学館大　　　 文　　　 国文　　　　 セ 前３０ 日本文学　
3571-01-0378 皇学館大　　　 文　　　 国文　　　　 セ 前期　 日本文学　



3571-01-0403 皇学館大　　　 文　　　 神道　　　　 　 前期３ 哲学倫理宗
3571-01-0404 皇学館大　　　 文　　　 神道　　　　 　 前期２ 哲学倫理宗
3571-01-0405 皇学館大　　　 文　　　 神道　　　　 　 前期得 哲学倫理宗
3571-01-0474 皇学館大　　　 文　　　 神道　　　　 セ 前３１ 哲学倫理宗
3571-01-0475 皇学館大　　　 文　　　 神道　　　　 セ 前２９ 哲学倫理宗
3571-01-0476 皇学館大　　　 文　　　 神道　　　　 セ 前３０ 哲学倫理宗
3571-01-0478 皇学館大　　　 文　　　 神道　　　　 セ 前期　 哲学倫理宗
3571-01-0503 皇学館大　　　 文　　　 コミュニケー 　 前期３ 英米語　　
3571-01-0504 皇学館大　　　 文　　　 コミュニケー 　 前期２ 英米語　　
3571-01-0505 皇学館大　　　 文　　　 コミュニケー 　 前期得 英米語　　
3571-01-0574 皇学館大　　　 文　　　 コミュニケー セ 前３１ 英米語　　
3571-01-0575 皇学館大　　　 文　　　 コミュニケー セ 前２９ 英米語　　
3571-01-0576 皇学館大　　　 文　　　 コミュニケー セ 前３０ 英米語　　
3571-01-0578 皇学館大　　　 文　　　 コミュニケー セ 前期　 英米語　　
3571-27-0000 皇学館大　　　 現代日本 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3571-27-0101 皇学館大　　　 現代日本 現代日本社会 　 前期３ 政治学　　
3571-27-0102 皇学館大　　　 現代日本 現代日本社会 　 前期２ 政治学　　
3571-27-0103 皇学館大　　　 現代日本 現代日本社会 　 前期得 政治学　　
3571-27-0171 皇学館大　　　 現代日本 現代日本社会 セ 前３１ 政治学　　
3571-27-0172 皇学館大　　　 現代日本 現代日本社会 セ 前期　 政治学　　
3571-27-0175 皇学館大　　　 現代日本 現代日本社会 セ 前２９ 政治学　　
3571-27-0176 皇学館大　　　 現代日本 現代日本社会 セ 前３０ 政治学　　
3571-30-0000 皇学館大　　　 教育　　 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3571-30-0103 皇学館大　　　 教育　　 教育　　　　 　 前期３ 小学校　　
3571-30-0104 皇学館大　　　 教育　　 教育　　　　 　 前期２ 小学校　　
3571-30-0105 皇学館大　　　 教育　　 教育　　　　 　 前期得 小学校　　
3571-30-0171 皇学館大　　　 教育　　 教育　　　　 セ 前期３ 小学校　　
3571-30-0174 皇学館大　　　 教育　　 教育　　　　 セ 前３１ 小学校　　
3571-30-0175 皇学館大　　　 教育　　 教育　　　　 セ 前２９ 小学校　　
3571-30-0176 皇学館大　　　 教育　　 教育　　　　 セ 前３０ 小学校　　
3571-30-0178 皇学館大　　　 教育　　 教育　　　　 セ 前期４ 小学校　　
3572-47-0000 鈴鹿医療科学大 医用工　 　　　　　　 　 　　　 情報工学　
3572-47-0101 鈴鹿医療科学大 医用工　 医用情報工　 　 Ａ　　 情報工学　
3572-47-0171 鈴鹿医療科学大 医用工　 医用情報工　 セ 前期　 情報工学　
3572-47-0201 鈴鹿医療科学大 医用工　 臨床工　　　 　 Ａ　　 医療技術　
3572-47-0271 鈴鹿医療科学大 医用工　 臨床工　　　 セ 前期　 医療技術　
3572-61-0000 鈴鹿医療科学大 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3572-61-0101 鈴鹿医療科学大 薬　　　 薬　　　　　 　 Ａ３　 薬　　　　
3572-61-0102 鈴鹿医療科学大 薬　　　 薬　　　　　 　 Ａ２　 薬　　　　
3572-61-0171 鈴鹿医療科学大 薬　　　 薬　　　　　 セ 前期　 薬　　　　
3572-64-0000 鈴鹿医療科学大 保健衛生 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3572-64-0201 鈴鹿医療科学大 保健衛生 放射線技術科 　 Ａ　　 放射線技術
3572-64-0271 鈴鹿医療科学大 保健衛生 放射線技術科 セ 前期　 放射線技術
3572-64-0501 鈴鹿医療科学大 保健衛生 栄養／管理栄 　 Ａ　　 食物・栄養
3572-64-0571 鈴鹿医療科学大 保健衛生 栄養／管理栄 セ 前期　 食物・栄養
3572-64-0601 鈴鹿医療科学大 保健衛生 栄養／臨床検 　 Ａ　　 検査技術　
3572-64-0671 鈴鹿医療科学大 保健衛生 栄養／臨床検 セ 前期　 検査技術　
3572-64-0701 鈴鹿医療科学大 保健衛生 福祉／医療福 　 Ａ　　 社会福祉学
3572-64-0771 鈴鹿医療科学大 保健衛生 福祉／医療福 セ 前期　 社会福祉学
3572-64-0801 鈴鹿医療科学大 保健衛生 福祉／臨床心 　 Ａ　　 心理学　　
3572-64-0871 鈴鹿医療科学大 保健衛生 福祉／臨床心 セ 前期　 心理学　　
3572-64-0901 鈴鹿医療科学大 保健衛生 鍼灸サイエン 　 Ａ　　 医療技術　
3572-64-0971 鈴鹿医療科学大 保健衛生 鍼灸サイエン セ 前期　 医療技術　
3572-64-1001 鈴鹿医療科学大 保健衛生 リハ／理学療 　 Ａ　　 理学療法　
3572-64-1071 鈴鹿医療科学大 保健衛生 リハ／理学療 セ 前期　 理学療法　
3572-64-1101 鈴鹿医療科学大 保健衛生 リハ／作業療 　 Ａ　　 作業療法　
3572-64-1171 鈴鹿医療科学大 保健衛生 リハ／作業療 セ 前期　 作業療法　
3572-66-0000 鈴鹿医療科学大 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3572-66-0101 鈴鹿医療科学大 看護　　 看護　　　　 　 Ａ　　 看護　　　



3572-66-0171 鈴鹿医療科学大 看護　　 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3573-31-0000 鈴鹿大　　　　 こども教 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
3573-31-0301 鈴鹿大　　　　 こども教 こども教育　 　 Ⅰ期　 幼稚園　　
3573-31-0371 鈴鹿大　　　　 こども教 こども教育　 セ Ⅰ期　 幼稚園　　
3573-33-0000 鈴鹿大　　　　 国際地域 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3573-33-0503 鈴鹿大　　　　 国際地域 国際地域　　 　 Ⅰ期　 国際関係学
3573-33-0572 鈴鹿大　　　　 国際地域 国際地域　　 セ Ⅰ期　 国際関係学
3575-13-0000 四日市大　　　 総合政策 　　　　　　 　 　　　 政治学　　
3575-13-0107 四日市大　　　 総合政策 総合政策　　 　 Ａ　　 政治学　　
3575-13-0171 四日市大　　　 総合政策 総合政策　　 セ Ⅰ期　 政治学　　
3575-47-0000 四日市大　　　 環境情報 　　　　　　 　 　　　 その他芸術
3575-47-0109 四日市大　　　 環境情報 環境情報　　 　 Ａ　　 農学　　　
3575-47-0171 四日市大　　　 環境情報 環境情報　　 セ Ⅰ期　 農学　　　
3576-64-0000 四日市看護医大 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3576-64-0101 四日市看護医大 看護　　 看護　　　　 　 前期　 看護　　　
3576-64-0172 四日市看護医大 看護　　 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3581-83-0000 成安造形大　　 芸術　　 　　　　　　 　 　　　 美術・デザ
3581-83-0505 成安造形大　　 芸術　　 芸術／総合　 　 前期　 美術・デザ
3581-83-0571 成安造形大　　 芸術　　 芸術／総合　 セ １期奨 美術・デザ
3581-83-0576 成安造形大　　 芸術　　 芸術／総合　 セ １期　 美術・デザ
3581-83-0605 成安造形大　　 芸術　　 芸術／イラス 　 前期　 美術・デザ
3581-83-0671 成安造形大　　 芸術　　 芸術／イラス セ １期奨 美術・デザ
3581-83-0676 成安造形大　　 芸術　　 芸術／イラス セ １期　 美術・デザ
3581-83-0705 成安造形大　　 芸術　　 芸術／美術　 　 前期　 美術・デザ
3581-83-0771 成安造形大　　 芸術　　 芸術／美術　 セ １期奨 美術・デザ
3581-83-0776 成安造形大　　 芸術　　 芸術／美術　 セ １期　 美術・デザ
3581-83-0805 成安造形大　　 芸術　　 芸術／情報デ 　 前期　 映像　　　
3581-83-0871 成安造形大　　 芸術　　 芸術／情報デ セ １期奨 映像　　　
3581-83-0876 成安造形大　　 芸術　　 芸術／情報デ セ １期　 映像　　　
3581-83-0905 成安造形大　　 芸術　　 芸術／空間デ 　 前期　 美術・デザ
3581-83-0971 成安造形大　　 芸術　　 芸術／空間デ セ １期奨 美術・デザ
3581-83-0976 成安造形大　　 芸術　　 芸術／空間デ セ １期　 美術・デザ
3581-83-1001 成安造形大　　 芸術　　 芸術／地域実 　 前期　 総合科学　
3581-83-1071 成安造形大　　 芸術　　 芸術／地域実 セ １期奨 総合科学　
3581-83-1074 成安造形大　　 芸術　　 芸術／地域実 セ １期　 総合科学　
3582-28-0000 平安女学院大　 国際観光 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3582-28-0101 平安女学院大　 国際観光 国際観光　　 　 Ａ　　 観光学　　
3582-28-0171 平安女学院大　 国際観光 国際観光　　 セ Ⅰ期　 観光学　　
3582-31-0000 平安女学院大　 子ども教 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3582-31-0301 平安女学院大　 子ども教 子ども教育　 　 Ａ　　 幼稚園　　
3582-31-0371 平安女学院大　 子ども教 子ども教育　 セ Ⅰ期　 幼稚園　　
3583-74-0000 長浜バイオ大　 バイオサ 　　　　　　 　 　　　 生物学　　
3583-74-0106 長浜バイオ大　 バイオサ フロンティア 　 前Ａ２ 生物学　　
3583-74-0107 長浜バイオ大　 バイオサ フロンティア 　 前Ｂ２ 生物学　　
3583-74-0108 長浜バイオ大　 バイオサ フロンティア 　 前Ａ理 生物学　　
3583-74-0109 長浜バイオ大　 バイオサ フロンティア 　 前Ｂ理 生物学　　
3583-74-0171 長浜バイオ大　 バイオサ フロンティア セ 前期Ｂ 生物学　　
3583-74-0172 長浜バイオ大　 バイオサ フロンティア セ 前期Ａ 生物学　　
3583-74-0174 長浜バイオ大　 バイオサ フロンティア セ 前Ａ１ 生物学　　
3583-74-0176 長浜バイオ大　 バイオサ フロンティア セ 前Ｂ１ 生物学　　
3583-74-0402 長浜バイオ大　 バイオサ アニマルバイ 　 前Ａ２ 生物学　　
3583-74-0403 長浜バイオ大　 バイオサ アニマルバイ 　 前Ｂ２ 生物学　　
3583-74-0404 長浜バイオ大　 バイオサ アニマルバイ 　 前Ａ理 生物学　　
3583-74-0405 長浜バイオ大　 バイオサ アニマルバイ 　 前Ｂ理 生物学　　
3583-74-0471 長浜バイオ大　 バイオサ アニマルバイ セ 前期Ａ 生物学　　
3583-74-0472 長浜バイオ大　 バイオサ アニマルバイ セ 前期Ｂ 生物学　　
3583-74-0474 長浜バイオ大　 バイオサ アニマルバイ セ 前Ａ１ 生物学　　
3583-74-0477 長浜バイオ大　 バイオサ アニマルバイ セ 前Ｂ１ 生物学　　
3583-74-0501 長浜バイオ大　 バイオサ フロ／臨床検 　 前期Ａ 検査技術　



3583-74-0502 長浜バイオ大　 バイオサ フロ／臨床検 　 前期Ｂ 検査技術　
3583-74-0571 長浜バイオ大　 バイオサ フロ／臨床検 セ 前期Ａ 検査技術　
3583-74-0572 長浜バイオ大　 バイオサ フロ／臨床検 セ 前期Ｂ 検査技術　
3583-74-0601 長浜バイオ大　 バイオサ メディカルバ 　 前Ａ２ 生物学　　
3583-74-0602 長浜バイオ大　 バイオサ メディカルバ 　 前Ａ理 生物学　　
3583-74-0603 長浜バイオ大　 バイオサ メディカルバ 　 前Ｂ２ 生物学　　
3583-74-0604 長浜バイオ大　 バイオサ メディカルバ 　 前Ｂ理 生物学　　
3583-74-0671 長浜バイオ大　 バイオサ メディカルバ セ 前期Ａ 生物学　　
3583-74-0672 長浜バイオ大　 バイオサ メディカルバ セ 前Ａ１ 生物学　　
3583-74-0673 長浜バイオ大　 バイオサ メディカルバ セ 前期Ｂ 生物学　　
3583-74-0674 長浜バイオ大　 バイオサ メディカルバ セ 前Ｂ１ 生物学　　
3584-64-0000 びわこ成蹊大　 スポーツ 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3584-64-0301 びわこ成蹊大　 スポーツ スポーツ　　 　 Ａ　　 体育・健康
3584-64-0302 びわこ成蹊大　 スポーツ スポーツ　　 　 Ｂ　　 体育・健康
3584-64-0303 びわこ成蹊大　 スポーツ スポーツ　　 　 Ｃ　　 体育・健康
3584-64-0371 びわこ成蹊大　 スポーツ スポーツ　　 セ Ａ　　 体育・健康
3585-37-0000 聖泉大　　　　 人間　　 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3585-37-0104 聖泉大　　　　 人間　　 人間心理　　 　 前期　 心理学　　
3585-37-0171 聖泉大　　　　 人間　　 人間心理　　 セ 前期　 心理学　　
3585-64-0000 聖泉大　　　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3585-64-0101 聖泉大　　　　 看護　　 看護　　　　 　 前期　 看護　　　
3585-64-0171 聖泉大　　　　 看護　　 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3586-31-0000 びわこ学院大　 教育福祉 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3586-31-0101 びわこ学院大　 教育福祉 子ども　　　 　 前期　 幼稚園　　
3586-31-0174 びわこ学院大　 教育福祉 子ども　　　 セ Ａ２　 幼稚園　　
3586-31-0177 びわこ学院大　 教育福祉 子ども　　　 セ Ａ３　 幼稚園　　
3586-31-0202 びわこ学院大　 教育福祉 スポーツ教育 　 前期　 体育・健康
3586-31-0271 びわこ学院大　 教育福祉 スポーツ教育 セ Ａ２　 体育・健康
3586-31-0274 びわこ学院大　 教育福祉 スポーツ教育 セ Ａ３　 体育・健康
3591-01-0000 大谷大　　　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 哲学倫理宗
3591-01-0101 大谷大　　　　 文　　　 国際文化　　 　 １期２ 文化学　　
3591-01-0102 大谷大　　　　 文　　　 国際文化　　 　 １期３ 文化学　　
3591-01-0103 大谷大　　　　 文　　　 国際文化　　 　 第２期 文化学　　
3591-01-0172 大谷大　　　　 文　　　 国際文化　　 セ 前期３ 文化学　　
3591-01-0174 大谷大　　　　 文　　　 国際文化　　 セ 前期２ 文化学　　
3591-01-0201 大谷大　　　　 文　　　 歴史　　　　 　 １期２ 東洋史　　
3591-01-0202 大谷大　　　　 文　　　 歴史　　　　 　 １期３ 東洋史　　
3591-01-0203 大谷大　　　　 文　　　 歴史　　　　 　 第２期 東洋史　　
3591-01-0272 大谷大　　　　 文　　　 歴史　　　　 セ 前期３ 東洋史　　
3591-01-0274 大谷大　　　　 文　　　 歴史　　　　 セ 前期２ 東洋史　　
3591-01-0401 大谷大　　　　 文　　　 真宗　　　　 　 １期２ 哲学倫理宗
3591-01-0402 大谷大　　　　 文　　　 真宗　　　　 　 １期３ 哲学倫理宗
3591-01-0403 大谷大　　　　 文　　　 真宗　　　　 　 第２期 哲学倫理宗
3591-01-0472 大谷大　　　　 文　　　 真宗　　　　 セ 前期３ 哲学倫理宗
3591-01-0474 大谷大　　　　 文　　　 真宗　　　　 セ 前期２ 哲学倫理宗
3591-01-0501 大谷大　　　　 文　　　 哲学　　　　 　 １期２ 哲学倫理宗
3591-01-0502 大谷大　　　　 文　　　 哲学　　　　 　 １期３ 哲学倫理宗
3591-01-0503 大谷大　　　　 文　　　 哲学　　　　 　 第２期 哲学倫理宗
3591-01-0572 大谷大　　　　 文　　　 哲学　　　　 セ 前期３ 哲学倫理宗
3591-01-0574 大谷大　　　　 文　　　 哲学　　　　 セ 前期２ 哲学倫理宗
3591-01-0601 大谷大　　　　 文　　　 仏教　　　　 　 １期２ 哲学倫理宗
3591-01-0602 大谷大　　　　 文　　　 仏教　　　　 　 １期３ 哲学倫理宗
3591-01-0603 大谷大　　　　 文　　　 仏教　　　　 　 第２期 哲学倫理宗
3591-01-0672 大谷大　　　　 文　　　 仏教　　　　 セ 前期３ 哲学倫理宗
3591-01-0674 大谷大　　　　 文　　　 仏教　　　　 セ 前期２ 哲学倫理宗
3591-01-0701 大谷大　　　　 文　　　 文学　　　　 　 １期２ 日本文学　
3591-01-0702 大谷大　　　　 文　　　 文学　　　　 　 １期３ 日本文学　
3591-01-0703 大谷大　　　　 文　　　 文学　　　　 　 第２期 日本文学　
3591-01-0772 大谷大　　　　 文　　　 文学　　　　 セ 前期３ 日本文学　



3591-01-0774 大谷大　　　　 文　　　 文学　　　　 セ 前期２ 日本文学　
3591-25-0000 大谷大　　　　 社会　　 　　　　　　 　 　　　 社会学　　
3591-25-0102 大谷大　　　　 社会　　 コミュニティ 　 １期３ 社会学　　
3591-25-0103 大谷大　　　　 社会　　 コミュニティ 　 １期２ 社会学　　
3591-25-0104 大谷大　　　　 社会　　 コミュニティ 　 第２期 社会学　　
3591-25-0171 大谷大　　　　 社会　　 コミュニティ セ 前期３ 社会学　　
3591-25-0172 大谷大　　　　 社会　　 コミュニティ セ 前期２ 社会学　　
3591-25-0202 大谷大　　　　 社会　　 現代社会　　 　 １期３ 社会学　　
3591-25-0203 大谷大　　　　 社会　　 現代社会　　 　 １期２ 社会学　　
3591-25-0204 大谷大　　　　 社会　　 現代社会　　 　 第２期 社会学　　
3591-25-0271 大谷大　　　　 社会　　 現代社会　　 セ 前期３ 社会学　　
3591-25-0272 大谷大　　　　 社会　　 現代社会　　 セ 前期２ 社会学　　
3591-30-0000 大谷大　　　　 教育　　 　　　　　　 　 　　　 ０免課程　
3591-30-0102 大谷大　　　　 教育　　 教育／初等教 　 １期３ 小学校　　
3591-30-0103 大谷大　　　　 教育　　 教育／初等教 　 １期２ 小学校　　
3591-30-0104 大谷大　　　　 教育　　 教育／初等教 　 第２期 小学校　　
3591-30-0171 大谷大　　　　 教育　　 教育／初等教 セ 前期３ 小学校　　
3591-30-0172 大谷大　　　　 教育　　 教育／初等教 セ 前期２ 小学校　　
3591-30-0202 大谷大　　　　 教育　　 教育／幼児教 　 １期３ 幼稚園　　
3591-30-0203 大谷大　　　　 教育　　 教育／幼児教 　 １期２ 幼稚園　　
3591-30-0204 大谷大　　　　 教育　　 教育／幼児教 　 第２期 幼稚園　　
3591-30-0271 大谷大　　　　 教育　　 教育／幼児教 セ 前期３ 幼稚園　　
3591-30-0272 大谷大　　　　 教育　　 教育／幼児教 セ 前期２ 幼稚園　　
3592-08-0000 京都外大　　　 外国語　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3592-08-0100 京都外大　　　 外国語　 スペイン語　 　 Ａ２　 スペイン語
3592-08-0101 京都外大　　　 外国語　 スペイン語　 　 Ａ検定 スペイン語
3592-08-0102 京都外大　　　 外国語　 スペイン語　 　 Ａ３　 スペイン語
3592-08-0172 京都外大　　　 外国語　 スペイン語　 セ Ａ　　 スペイン語
3592-08-0200 京都外大　　　 外国語　 英米語　　　 　 Ａ２　 英米語　　
3592-08-0201 京都外大　　　 外国語　 英米語　　　 　 Ａ検定 英米語　　
3592-08-0202 京都外大　　　 外国語　 英米語　　　 　 Ａ３　 英米語　　
3592-08-0272 京都外大　　　 外国語　 英米語　　　 セ Ａ　　 英米語　　
3592-08-0300 京都外大　　　 外国語　 中国語　　　 　 Ａ２　 中国語　　
3592-08-0301 京都外大　　　 外国語　 中国語　　　 　 Ａ検定 中国語　　
3592-08-0302 京都外大　　　 外国語　 中国語　　　 　 Ａ３　 中国語　　
3592-08-0372 京都外大　　　 外国語　 中国語　　　 セ Ａ　　 中国語　　
3592-08-0400 京都外大　　　 外国語　 ドイツ語　　 　 Ａ２　 ドイツ語　
3592-08-0401 京都外大　　　 外国語　 ドイツ語　　 　 Ａ検定 ドイツ語　
3592-08-0402 京都外大　　　 外国語　 ドイツ語　　 　 Ａ３　 ドイツ語　
3592-08-0472 京都外大　　　 外国語　 ドイツ語　　 セ Ａ　　 ドイツ語　
3592-08-0500 京都外大　　　 外国語　 日本語　　　 　 Ａ２　 日本語　　
3592-08-0501 京都外大　　　 外国語　 日本語　　　 　 Ａ検定 日本語　　
3592-08-0502 京都外大　　　 外国語　 日本語　　　 　 Ａ３　 日本語　　
3592-08-0572 京都外大　　　 外国語　 日本語　　　 セ Ａ　　 日本語　　
3592-08-0600 京都外大　　　 外国語　 フランス語　 　 Ａ２　 フランス語
3592-08-0601 京都外大　　　 外国語　 フランス語　 　 Ａ検定 フランス語
3592-08-0602 京都外大　　　 外国語　 フランス語　 　 Ａ３　 フランス語
3592-08-0672 京都外大　　　 外国語　 フランス語　 セ Ａ　　 フランス語
3592-08-0700 京都外大　　　 外国語　 ブラジルポル 　 Ａ２　 ポルトガル
3592-08-0701 京都外大　　　 外国語　 ブラジルポル 　 Ａ検定 ポルトガル
3592-08-0702 京都外大　　　 外国語　 ブラジルポル 　 Ａ３　 ポルトガル
3592-08-0772 京都外大　　　 外国語　 ブラジルポル セ Ａ　　 ポルトガル
3592-08-0801 京都外大　　　 外国語　 イタリア語　 　 Ａ２　 イタリア語
3592-08-0802 京都外大　　　 外国語　 イタリア語　 　 Ａ検定 イタリア語
3592-08-0803 京都外大　　　 外国語　 イタリア語　 　 Ａ３　 イタリア語
3592-08-0872 京都外大　　　 外国語　 イタリア語　 セ Ａ　　 イタリア語
3592-33-0000 京都外大　　　 国際貢献 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3592-33-0102 京都外大　　　 国際貢献 グローバルス 　 Ａ２　 国際関係学
3592-33-0103 京都外大　　　 国際貢献 グローバルス 　 Ａ３　 国際関係学



3592-33-0104 京都外大　　　 国際貢献 グローバルス 　 Ａ検定 国際関係学
3592-33-0172 京都外大　　　 国際貢献 グローバルス セ Ａ　　 国際関係学
3592-33-0202 京都外大　　　 国際貢献 グローバル観 　 Ａ２　 観光学　　
3592-33-0203 京都外大　　　 国際貢献 グローバル観 　 Ａ３　 観光学　　
3592-33-0204 京都外大　　　 国際貢献 グローバル観 　 Ａ検定 観光学　　
3592-33-0272 京都外大　　　 国際貢献 グローバル観 セ Ａ　　 観光学　　
3593-02-0000 京都先端科学大 人文　　 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3593-02-0101 京都先端科学大 人文　　 歴史文化　　 　 Ａ　　 日本史　　
3593-02-0102 京都先端科学大 人文　　 歴史文化　　 　 Ｂ　　 日本史　　
3593-02-0171 京都先端科学大 人文　　 歴史文化　　 セ Ａ　　 日本史　　
3593-02-0172 京都先端科学大 人文　　 歴史文化　　 セ Ｂ　　 日本史　　
3593-02-0201 京都先端科学大 人文　　 心理　　　　 　 Ａ　　 心理学　　
3593-02-0202 京都先端科学大 人文　　 心理　　　　 　 Ｂ　　 心理学　　
3593-02-0271 京都先端科学大 人文　　 心理　　　　 セ Ａ　　 心理学　　
3593-02-0272 京都先端科学大 人文　　 心理　　　　 セ Ｂ　　 心理学　　
3593-21-0000 京都先端科学大 経済経営 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3593-21-0101 京都先端科学大 経済経営 経済　　　　 　 Ａ　　 経済学　　
3593-21-0102 京都先端科学大 経済経営 経済　　　　 　 Ｂ　　 経済学　　
3593-21-0171 京都先端科学大 経済経営 経済　　　　 セ Ａ　　 経済学　　
3593-21-0172 京都先端科学大 経済経営 経済　　　　 セ Ｂ　　 経済学　　
3593-21-0201 京都先端科学大 経済経営 経営　　　　 　 Ａ　　 経営学・商
3593-21-0202 京都先端科学大 経済経営 経営　　　　 　 Ｂ　　 経営学・商
3593-21-0271 京都先端科学大 経済経営 経営　　　　 セ Ａ　　 経営学・商
3593-21-0272 京都先端科学大 経済経営 経営　　　　 セ Ｂ　　 経営学・商
3593-64-0000 京都先端科学大 健康医療 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3593-64-0101 京都先端科学大 健康医療 看護　　　　 　 Ａ　　 看護　　　
3593-64-0102 京都先端科学大 健康医療 看護　　　　 　 Ｂ　　 看護　　　
3593-64-0171 京都先端科学大 健康医療 看護　　　　 セ Ａ　　 看護　　　
3593-64-0172 京都先端科学大 健康医療 看護　　　　 セ Ｂ　　 看護　　　
3593-64-0201 京都先端科学大 健康医療 言語聴覚　　 　 Ａ　　 医療技術　
3593-64-0202 京都先端科学大 健康医療 言語聴覚　　 　 Ｂ　　 医療技術　
3593-64-0271 京都先端科学大 健康医療 言語聴覚　　 セ Ａ　　 医療技術　
3593-64-0272 京都先端科学大 健康医療 言語聴覚　　 セ Ｂ　　 医療技術　
3593-64-0301 京都先端科学大 健康医療 健康スポーツ 　 Ａ　　 体育・健康
3593-64-0302 京都先端科学大 健康医療 健康スポーツ 　 Ｂ　　 体育・健康
3593-64-0371 京都先端科学大 健康医療 健康スポーツ セ Ａ　　 体育・健康
3593-64-0372 京都先端科学大 健康医療 健康スポーツ セ Ｂ　　 体育・健康
3593-74-0000 京都先端科学大 バイオ環 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3593-74-0101 京都先端科学大 バイオ環 バイオサイエ 　 Ｂ　　 生物学　　
3593-74-0103 京都先端科学大 バイオ環 バイオサイエ 　 Ａ　　 生物学　　
3593-74-0171 京都先端科学大 バイオ環 バイオサイエ セ Ａ併用 生物学　　
3593-74-0173 京都先端科学大 バイオ環 バイオサイエ セ Ａ　　 生物学　　
3593-74-0174 京都先端科学大 バイオ環 バイオサイエ セ Ｂ　　 生物学　　
3593-74-0201 京都先端科学大 バイオ環 バイオ環境デ 　 Ｂ　　 農芸化学　
3593-74-0203 京都先端科学大 バイオ環 バイオ環境デ 　 Ａ　　 農芸化学　
3593-74-0271 京都先端科学大 バイオ環 バイオ環境デ セ Ａ併用 農芸化学　
3593-74-0273 京都先端科学大 バイオ環 バイオ環境デ セ Ａ　　 農芸化学　
3593-74-0274 京都先端科学大 バイオ環 バイオ環境デ セ Ｂ　　 農芸化学　
3593-74-0301 京都先端科学大 バイオ環 食農　　　　 　 Ａ　　 農学　　　
3593-74-0302 京都先端科学大 バイオ環 食農　　　　 　 Ｂ　　 農学　　　
3593-74-0371 京都先端科学大 バイオ環 食農　　　　 セ Ａ　　 農学　　　
3593-74-0372 京都先端科学大 バイオ環 食農　　　　 セ Ｂ　　 農学　　　
3593-74-0375 京都先端科学大 バイオ環 食農　　　　 セ Ａ併用 農学　　　
3594-03-0000 京都産業大　　 文化　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3594-03-0101 京都産業大　　 文化　　 国際文化　　 　 前期３ 文化学　　
3594-03-0106 京都産業大　　 文化　　 国際文化　　 　 前期２ 文化学　　
3594-03-0107 京都産業大　　 文化　　 国際文化　　 　 中期　 文化学　　
3594-03-0173 京都産業大　　 文化　　 国際文化　　 セ 前プラ 文化学　　
3594-03-0174 京都産業大　　 文化　　 国際文化　　 セ 前期３ 文化学　　



3594-03-0175 京都産業大　　 文化　　 国際文化　　 セ 前期２ 文化学　　
3594-03-0177 京都産業大　　 文化　　 国際文化　　 セ 中プラ 文化学　　
3594-03-0201 京都産業大　　 文化　　 京都文化　　 　 前期３ 文化学　　
3594-03-0202 京都産業大　　 文化　　 京都文化　　 　 前期２ 文化学　　
3594-03-0203 京都産業大　　 文化　　 京都文化　　 　 中期　 文化学　　
3594-03-0271 京都産業大　　 文化　　 京都文化　　 セ 前期３ 文化学　　
3594-03-0272 京都産業大　　 文化　　 京都文化　　 セ 前期２ 文化学　　
3594-03-0273 京都産業大　　 文化　　 京都文化　　 セ 前プラ 文化学　　
3594-03-0274 京都産業大　　 文化　　 京都文化　　 セ 中プラ 文化学　　
3594-08-0000 京都産業大　　 外国語　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3594-08-0105 京都産業大　　 外国語　 英語　　　　 　 前期２ 英米語　　
3594-08-0106 京都産業大　　 外国語　 英語　　　　 　 前期３ 英米語　　
3594-08-0107 京都産業大　　 外国語　 英語　　　　 　 英語　 英米語　　
3594-08-0108 京都産業大　　 外国語　 英語　　　　 　 中期　 英米語　　
3594-08-0174 京都産業大　　 外国語　 英語　　　　 セ 前期３ 英米語　　
3594-08-0175 京都産業大　　 外国語　 英語　　　　 セ 前期２ 英米語　　
3594-08-0177 京都産業大　　 外国語　 英語　　　　 セ 前プラ 英米語　　
3594-08-0178 京都産業大　　 外国語　 英語　　　　 セ 中プラ 英米語　　
3594-08-1401 京都産業大　　 外国語　 ヨーロッパ言 　 前期３ ドイツ語　
3594-08-1402 京都産業大　　 外国語　 ヨーロッパ言 　 前期２ ドイツ語　
3594-08-1403 京都産業大　　 外国語　 ヨーロッパ言 　 英語　 ドイツ語　
3594-08-1404 京都産業大　　 外国語　 ヨーロッパ言 　 中期　 ドイツ語　
3594-08-1470 京都産業大　　 外国語　 ヨーロッパ言 セ 中プラ ドイツ語　
3594-08-1471 京都産業大　　 外国語　 ヨーロッパ言 セ 前プラ ドイツ語　
3594-08-1472 京都産業大　　 外国語　 ヨーロッパ言 セ 前期２ ドイツ語　
3594-08-1473 京都産業大　　 外国語　 ヨーロッパ言 セ 前期３ ドイツ語　
3594-08-1501 京都産業大　　 外国語　 アジア言語　 　 前期３ 中国語　　
3594-08-1502 京都産業大　　 外国語　 アジア言語　 　 前期２ 中国語　　
3594-08-1503 京都産業大　　 外国語　 アジア言語　 　 英語　 中国語　　
3594-08-1504 京都産業大　　 外国語　 アジア言語　 　 中期　 中国語　　
3594-08-1570 京都産業大　　 外国語　 アジア言語　 セ 中プラ 中国語　　
3594-08-1571 京都産業大　　 外国語　 アジア言語　 セ 前プラ 中国語　　
3594-08-1572 京都産業大　　 外国語　 アジア言語　 セ 前期２ 中国語　　
3594-08-1573 京都産業大　　 外国語　 アジア言語　 セ 前期３ 中国語　　
3594-12-0000 京都産業大　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3594-12-0101 京都産業大　　 法　　　 法律　　　　 　 前期３ 法学　　　
3594-12-0106 京都産業大　　 法　　　 法律　　　　 　 前期２ 法学　　　
3594-12-0107 京都産業大　　 法　　　 法律　　　　 　 中期　 法学　　　
3594-12-0171 京都産業大　　 法　　　 法律　　　　 セ 前期４ 法学　　　
3594-12-0173 京都産業大　　 法　　　 法律　　　　 セ 前プラ 法学　　　
3594-12-0174 京都産業大　　 法　　　 法律　　　　 セ 前期３ 法学　　　
3594-12-0175 京都産業大　　 法　　　 法律　　　　 セ 中プラ 法学　　　
3594-12-0201 京都産業大　　 法　　　 法政策　　　 　 前期３ 法学　　　
3594-12-0202 京都産業大　　 法　　　 法政策　　　 　 前期２ 法学　　　
3594-12-0203 京都産業大　　 法　　　 法政策　　　 　 中期　 法学　　　
3594-12-0271 京都産業大　　 法　　　 法政策　　　 セ 前期３ 法学　　　
3594-12-0272 京都産業大　　 法　　　 法政策　　　 セ 前期４ 法学　　　
3594-12-0273 京都産業大　　 法　　　 法政策　　　 セ 前プラ 法学　　　
3594-12-0275 京都産業大　　 法　　　 法政策　　　 セ 中プラ 法学　　　
3594-18-0000 京都産業大　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 政治学　　
3594-18-0101 京都産業大　　 経済　　 経済　　　　 　 前期３ 経済学　　
3594-18-0107 京都産業大　　 経済　　 経済　　　　 　 前期２ 経済学　　
3594-18-0108 京都産業大　　 経済　　 経済　　　　 　 中期　 経済学　　
3594-18-0171 京都産業大　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期４ 経済学　　
3594-18-0173 京都産業大　　 経済　　 経済　　　　 セ 前プラ 経済学　　
3594-18-0174 京都産業大　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期３ 経済学　　
3594-18-0175 京都産業大　　 経済　　 経済　　　　 セ 中プラ 経済学　　
3594-19-0000 京都産業大　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3594-19-0202 京都産業大　　 経営　　 マネジメント 　 前期３ 経営学・商



3594-19-0203 京都産業大　　 経営　　 マネジメント 　 前期２ 経営学・商
3594-19-0204 京都産業大　　 経営　　 マネジメント 　 中期　 経営学・商
3594-19-0271 京都産業大　　 経営　　 マネジメント セ 前期３ 経営学・商
3594-19-0272 京都産業大　　 経営　　 マネジメント セ 前期４ 経営学・商
3594-19-0273 京都産業大　　 経営　　 マネジメント セ 前プラ 経営学・商
3594-19-0274 京都産業大　　 経営　　 マネジメント セ 中プラ 経営学・商
3594-27-0000 京都産業大　　 現代社会 　　　　　　 　 　　　 社会学　　
3594-27-0102 京都産業大　　 現代社会 現代社会　　 　 前期３ 社会学　　
3594-27-0103 京都産業大　　 現代社会 現代社会　　 　 前期２ 社会学　　
3594-27-0104 京都産業大　　 現代社会 現代社会　　 　 中期　 社会学　　
3594-27-0171 京都産業大　　 現代社会 現代社会　　 セ 前期４ 社会学　　
3594-27-0172 京都産業大　　 現代社会 現代社会　　 セ 前期３ 社会学　　
3594-27-0173 京都産業大　　 現代社会 現代社会　　 セ 前プラ 社会学　　
3594-27-0174 京都産業大　　 現代社会 現代社会　　 セ 中プラ 社会学　　
3594-27-0202 京都産業大　　 現代社会 健康スポーツ 　 前期３ 体育・健康
3594-27-0203 京都産業大　　 現代社会 健康スポーツ 　 前期２ 体育・健康
3594-27-0204 京都産業大　　 現代社会 健康スポーツ 　 中期　 体育・健康
3594-27-0271 京都産業大　　 現代社会 健康スポーツ セ 前期４ 体育・健康
3594-27-0272 京都産業大　　 現代社会 健康スポーツ セ 前期３ 体育・健康
3594-27-0273 京都産業大　　 現代社会 健康スポーツ セ 前プラ 体育・健康
3594-27-0274 京都産業大　　 現代社会 健康スポーツ セ 中プラ 体育・健康
3594-33-0000 京都産業大　　 国際関係 　　　　　　 　 　　　 国際関係学
3594-33-0102 京都産業大　　 国際関係 国際関係　　 　 前期３ 国際関係学
3594-33-0103 京都産業大　　 国際関係 国際関係　　 　 前期２ 国際関係学
3594-33-0104 京都産業大　　 国際関係 国際関係　　 　 中期　 国際関係学
3594-33-0171 京都産業大　　 国際関係 国際関係　　 セ 前期３ 国際関係学
3594-33-0172 京都産業大　　 国際関係 国際関係　　 セ 前期４ 国際関係学
3594-33-0173 京都産業大　　 国際関係 国際関係　　 セ 前プラ 国際関係学
3594-33-0174 京都産業大　　 国際関係 国際関係　　 セ 中プラ 国際関係学
3594-42-0000 京都産業大　　 理　　　 　　　　　　 　 　　　 物理学　　
3594-42-0201 京都産業大　　 理　　　 数理科学　　 　 前期３ 数学　　　
3594-42-0204 京都産業大　　 理　　　 数理科学　　 　 前期２ 数学　　　
3594-42-0205 京都産業大　　 理　　　 数理科学　　 　 中期　 数学　　　
3594-42-0271 京都産業大　　 理　　　 数理科学　　 セ 前期５ 数学　　　
3594-42-0273 京都産業大　　 理　　　 数理科学　　 セ 前プラ 数学　　　
3594-42-0274 京都産業大　　 理　　　 数理科学　　 セ 前期４ 数学　　　
3594-42-0275 京都産業大　　 理　　　 数理科学　　 セ 中プラ 数学　　　
3594-42-0301 京都産業大　　 理　　　 物理科学　　 　 前期３ 物理学　　
3594-42-0304 京都産業大　　 理　　　 物理科学　　 　 前期２ 物理学　　
3594-42-0305 京都産業大　　 理　　　 物理科学　　 　 中期　 物理学　　
3594-42-0371 京都産業大　　 理　　　 物理科学　　 セ 前期５ 物理学　　
3594-42-0373 京都産業大　　 理　　　 物理科学　　 セ 前プラ 物理学　　
3594-42-0374 京都産業大　　 理　　　 物理科学　　 セ 前期４ 物理学　　
3594-42-0375 京都産業大　　 理　　　 物理科学　　 セ 中プラ 物理学　　
3594-42-0401 京都産業大　　 理　　　 宇宙物理・気 　 前期３ 地球科学　
3594-42-0402 京都産業大　　 理　　　 宇宙物理・気 　 前期２ 地球科学　
3594-42-0403 京都産業大　　 理　　　 宇宙物理・気 　 中期　 地球科学　
3594-42-0471 京都産業大　　 理　　　 宇宙物理・気 セ 前期４ 地球科学　
3594-42-0472 京都産業大　　 理　　　 宇宙物理・気 セ 前期５ 地球科学　
3594-42-0473 京都産業大　　 理　　　 宇宙物理・気 セ 前プラ 地球科学　
3594-42-0474 京都産業大　　 理　　　 宇宙物理・気 セ 中プラ 地球科学　
3594-48-0000 京都産業大　　 情報理工 　　　　　　 　 　　　 情報科学　
3594-48-0101 京都産業大　　 情報理工 情報理工　　 　 前期３ 情報工学　
3594-48-0102 京都産業大　　 情報理工 情報理工　　 　 前期２ 情報工学　
3594-48-0103 京都産業大　　 情報理工 情報理工　　 　 中期　 情報工学　
3594-48-0171 京都産業大　　 情報理工 情報理工　　 セ 前期４ 情報工学　
3594-48-0172 京都産業大　　 情報理工 情報理工　　 セ 前期５ 情報工学　
3594-48-0173 京都産業大　　 情報理工 情報理工　　 セ 前プラ 情報工学　
3594-48-0174 京都産業大　　 情報理工 情報理工　　 セ 中プラ 情報工学　



3594-75-0000 京都産業大　　 生命科学 　　　　　　 　 　　　 生物工学　
3594-75-0102 京都産業大　　 生命科学 先端生命科学 　 前期３ 生物工学　
3594-75-0103 京都産業大　　 生命科学 先端生命科学 　 前期２ 生物工学　
3594-75-0104 京都産業大　　 生命科学 先端生命科学 　 中期　 生物工学　
3594-75-0171 京都産業大　　 生命科学 先端生命科学 セ 前期４ 生物工学　
3594-75-0172 京都産業大　　 生命科学 先端生命科学 セ 前期５ 生物工学　
3594-75-0173 京都産業大　　 生命科学 先端生命科学 セ 前プラ 生物工学　
3594-75-0174 京都産業大　　 生命科学 先端生命科学 セ 中プラ 生物工学　
3594-75-0203 京都産業大　　 生命科学 産業生命科学 　 前期２ 生物工学　
3594-75-0204 京都産業大　　 生命科学 産業生命科学 　 中期　 生物工学　
3594-75-0205 京都産業大　　 生命科学 産業生命科学 　 前３文 生物工学　
3594-75-0206 京都産業大　　 生命科学 産業生命科学 　 前３理 生物工学　
3594-75-0271 京都産業大　　 生命科学 産業生命科学 セ 前期４ 生物工学　
3594-75-0272 京都産業大　　 生命科学 産業生命科学 セ 前期５ 生物工学　
3594-75-0273 京都産業大　　 生命科学 産業生命科学 セ 前プラ 生物工学　
3594-75-0274 京都産業大　　 生命科学 産業生命科学 セ 中プラ 生物工学　
3595-01-0000 京都女子大　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3595-01-0101 京都女子大　　 文　　　 英文　　　　 　 前期Ａ 外国文学　
3595-01-0102 京都女子大　　 文　　　 英文　　　　 　 前期Ｂ 外国文学　
3595-01-0171 京都女子大　　 文　　　 英文　　　　 セ 前期３ 外国文学　
3595-01-0172 京都女子大　　 文　　　 英文　　　　 セ 前期Ｃ 外国文学　
3595-01-0174 京都女子大　　 文　　　 英文　　　　 セ 前期５ 外国文学　
3595-01-0401 京都女子大　　 文　　　 国文　　　　 　 前期Ａ 日本文学　
3595-01-0402 京都女子大　　 文　　　 国文　　　　 　 前期Ｂ 日本文学　
3595-01-0471 京都女子大　　 文　　　 国文　　　　 セ 前期３ 日本文学　
3595-01-0472 京都女子大　　 文　　　 国文　　　　 セ 前期Ｃ 日本文学　
3595-01-0474 京都女子大　　 文　　　 国文　　　　 セ 前期５ 日本文学　
3595-01-0501 京都女子大　　 文　　　 史学　　　　 　 前期Ａ 西洋史　　
3595-01-0502 京都女子大　　 文　　　 史学　　　　 　 前期Ｂ 西洋史　　
3595-01-0571 京都女子大　　 文　　　 史学　　　　 セ 前期３ 西洋史　　
3595-01-0572 京都女子大　　 文　　　 史学　　　　 セ 前期Ｃ 西洋史　　
3595-01-0574 京都女子大　　 文　　　 史学　　　　 セ 前期５ 西洋史　　
3595-12-0000 京都女子大　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3595-12-0101 京都女子大　　 法　　　 法　　　　　 　 前期Ａ 法学　　　
3595-12-0102 京都女子大　　 法　　　 法　　　　　 　 前期Ｂ 法学　　　
3595-12-0171 京都女子大　　 法　　　 法　　　　　 セ 前期３ 法学　　　
3595-12-0172 京都女子大　　 法　　　 法　　　　　 セ 前期Ｃ 法学　　　
3595-12-0173 京都女子大　　 法　　　 法　　　　　 セ 前期５ 法学　　　
3595-27-0000 京都女子大　　 現代社会 　　　　　　 　 　　　 社会学　　
3595-27-0201 京都女子大　　 現代社会 現代／国際社 　 前期Ａ 国際関係学
3595-27-0202 京都女子大　　 現代社会 現代／国際社 　 前期Ｂ 国際関係学
3595-27-0271 京都女子大　　 現代社会 現代／国際社 セ 前期Ｃ 国際関係学
3595-27-0272 京都女子大　　 現代社会 現代／国際社 セ 前期３ 国際関係学
3595-27-0273 京都女子大　　 現代社会 現代／国際社 セ 前期５ 国際関係学
3595-27-0301 京都女子大　　 現代社会 現代／現代社 　 前期Ａ 社会学　　
3595-27-0302 京都女子大　　 現代社会 現代／現代社 　 前期Ｂ 社会学　　
3595-27-0371 京都女子大　　 現代社会 現代／現代社 セ 前期Ｃ 社会学　　
3595-27-0372 京都女子大　　 現代社会 現代／現代社 セ 前期３ 社会学　　
3595-27-0373 京都女子大　　 現代社会 現代／現代社 セ 前期５ 社会学　　
3595-27-0401 京都女子大　　 現代社会 現代／情報シ 　 前期Ａ 情報科学　
3595-27-0402 京都女子大　　 現代社会 現代／情報シ 　 前期Ｂ 情報科学　
3595-27-0471 京都女子大　　 現代社会 現代／情報シ セ 前期Ｃ 情報科学　
3595-27-0472 京都女子大　　 現代社会 現代／情報シ セ 前期３ 情報科学　
3595-27-0473 京都女子大　　 現代社会 現代／情報シ セ 前期５ 情報科学　
3595-31-0000 京都女子大　　 発達教育 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3595-31-0101 京都女子大　　 発達教育 教育／教育学 　 前期Ａ 教育学　　
3595-31-0102 京都女子大　　 発達教育 教育／教育学 　 前期Ｂ 教育学　　
3595-31-0171 京都女子大　　 発達教育 教育／教育学 セ 前期３ 教育学　　
3595-31-0172 京都女子大　　 発達教育 教育／教育学 セ 前期Ｃ 教育学　　



3595-31-0173 京都女子大　　 発達教育 教育／教育学 セ 前期５ 教育学　　
3595-31-0301 京都女子大　　 発達教育 教育／音楽教 　 前期Ａ 音楽　　　
3595-31-0302 京都女子大　　 発達教育 教育／音楽教 　 前期Ｂ 音楽　　　
3595-31-0371 京都女子大　　 発達教育 教育／音楽教 セ 前期３ 音楽　　　
3595-31-0372 京都女子大　　 発達教育 教育／音楽教 セ 前期Ｃ 音楽　　　
3595-31-0373 京都女子大　　 発達教育 教育／音楽教 セ 前期５ 音楽　　　
3595-31-0401 京都女子大　　 発達教育 児童　　　　 　 前期Ａ 児童学　　
3595-31-0402 京都女子大　　 発達教育 児童　　　　 　 前期Ｂ 児童学　　
3595-31-0471 京都女子大　　 発達教育 児童　　　　 セ 前期３ 児童学　　
3595-31-0472 京都女子大　　 発達教育 児童　　　　 セ 前期Ｃ 児童学　　
3595-31-0473 京都女子大　　 発達教育 児童　　　　 セ 前期５ 児童学　　
3595-31-0502 京都女子大　　 発達教育 教育／養護福 　 前期Ａ 養護　　　
3595-31-0503 京都女子大　　 発達教育 教育／養護福 　 前期Ｂ 養護　　　
3595-31-0571 京都女子大　　 発達教育 教育／養護福 セ 前期３ 養護　　　
3595-31-0572 京都女子大　　 発達教育 教育／養護福 セ 前期５ 養護　　　
3595-31-0573 京都女子大　　 発達教育 教育／養護福 セ 前期Ｃ 養護　　　
3595-31-0602 京都女子大　　 発達教育 心理　　　　 　 前期Ａ 心理学　　
3595-31-0603 京都女子大　　 発達教育 心理　　　　 　 前期Ｂ 心理学　　
3595-31-0671 京都女子大　　 発達教育 心理　　　　 セ 前期３ 心理学　　
3595-31-0672 京都女子大　　 発達教育 心理　　　　 セ 前期５ 心理学　　
3595-31-0673 京都女子大　　 発達教育 心理　　　　 セ 前期Ｃ 心理学　　
3595-79-0000 京都女子大　　 家政　　 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3595-79-0101 京都女子大　　 家政　　 食物栄養　　 　 前期Ａ 食物・栄養
3595-79-0102 京都女子大　　 家政　　 食物栄養　　 　 前期Ｂ 食物・栄養
3595-79-0171 京都女子大　　 家政　　 食物栄養　　 セ 前期３ 食物・栄養
3595-79-0172 京都女子大　　 家政　　 食物栄養　　 セ 前期Ｃ 食物・栄養
3595-79-0174 京都女子大　　 家政　　 食物栄養　　 セ 前期５ 食物・栄養
3595-79-0301 京都女子大　　 家政　　 生活造形　　 　 前期Ａ 被服・服飾
3595-79-0302 京都女子大　　 家政　　 生活造形　　 　 前期Ｂ 被服・服飾
3595-79-0371 京都女子大　　 家政　　 生活造形　　 セ 前期３ 被服・服飾
3595-79-0372 京都女子大　　 家政　　 生活造形　　 セ 前期Ｃ 被服・服飾
3595-79-0373 京都女子大　　 家政　　 生活造形　　 セ 前期５ 被服・服飾
3596-02-0000 京都精華大　　 人文　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3596-02-0607 京都精華大　　 人文　　 総合人文　　 　 前期Ａ 日本文学　
3596-02-0608 京都精華大　　 人文　　 総合人文　　 　 前期Ｂ 日本文学　
3596-02-0671 京都精華大　　 人文　　 総合人文　　 セ 前期　 日本文学　
3596-83-0000 京都精華大　　 芸術　　 　　　　　　 　 　　　 美術・デザ
3596-83-0101 京都精華大　　 芸術　　 造形　　　　 　 前期Ａ 美術・デザ
3596-83-0102 京都精華大　　 芸術　　 造形　　　　 　 前期Ｂ 美術・デザ
3596-83-0171 京都精華大　　 芸術　　 造形　　　　 セ 前期　 美術・デザ
3596-84-0000 京都精華大　　 デザイン 　　　　　　 　 　　　 美術・デザ
3596-84-0306 京都精華大　　 デザイン 建築　　　　 　 前期Ａ 建築・土木
3596-84-0307 京都精華大　　 デザイン 建築　　　　 　 前期Ｂ 建築・土木
3596-84-0371 京都精華大　　 デザイン 建築　　　　 セ 前期　 建築・土木
3596-84-0407 京都精華大　　 デザイン ビジ／グラフ 　 前期Ａ 美術・デザ
3596-84-0408 京都精華大　　 デザイン ビジ／グラフ 　 前期Ｂ 美術・デザ
3596-84-0477 京都精華大　　 デザイン ビジ／グラフ セ 前期　 美術・デザ
3596-84-0600 京都精華大　　 デザイン ビジ／デジタ 　 前期Ａ 映像　　　
3596-84-0602 京都精華大　　 デザイン ビジ／デジタ 　 前期Ｂ 映像　　　
3596-84-0670 京都精華大　　 デザイン ビジ／デジタ セ 前期　 映像　　　
3596-84-0707 京都精華大　　 デザイン プロ／プロダ 　 前期Ａ 美術・デザ
3596-84-0708 京都精華大　　 デザイン プロ／プロダ 　 前期Ｂ 美術・デザ
3596-84-0772 京都精華大　　 デザイン プロ／プロダ セ 前期　 美術・デザ
3596-84-0807 京都精華大　　 デザイン プロ／ライフ 　 前期Ａ 住居学　　
3596-84-0808 京都精華大　　 デザイン プロ／ライフ 　 前期Ｂ 住居学　　
3596-84-0872 京都精華大　　 デザイン プロ／ライフ セ 前期　 住居学　　
3596-84-0906 京都精華大　　 デザイン イラスト　　 　 前期Ａ 美術・デザ
3596-84-0907 京都精華大　　 デザイン イラスト　　 　 前期Ｂ 美術・デザ
3596-84-0975 京都精華大　　 デザイン イラスト　　 セ 前期　 美術・デザ



3596-85-0000 京都精華大　　 マンガ　 　　　　　　 　 　　　 美術・デザ
3596-85-0301 京都精華大　　 マンガ　 アニメーショ 　 前期Ａ 映像　　　
3596-85-0305 京都精華大　　 マンガ　 アニメーショ 　 前期Ｂ 映像　　　
3596-85-0372 京都精華大　　 マンガ　 アニメーショ セ 前期　 映像　　　
3596-85-0402 京都精華大　　 マンガ　 マン／カート 　 前期Ｂ 美術・デザ
3596-85-0403 京都精華大　　 マンガ　 マン／カート 　 前期Ａ 美術・デザ
3596-85-0472 京都精華大　　 マンガ　 マン／カート セ 前期　 美術・デザ
3596-85-0502 京都精華大　　 マンガ　 マン／ストー 　 前期Ｂ その他芸術
3596-85-0503 京都精華大　　 マンガ　 マン／ストー 　 前期Ａ その他芸術
3596-85-0572 京都精華大　　 マンガ　 マン／ストー セ 前期　 その他芸術
3596-85-0802 京都精華大　　 マンガ　 マン／キャラ 　 前期Ｂ 美術・デザ
3596-85-0803 京都精華大　　 マンガ　 マン／キャラ 　 前期Ａ 美術・デザ
3596-85-0872 京都精華大　　 マンガ　 マン／キャラ セ 前期　 美術・デザ
3596-85-0901 京都精華大　　 マンガ　 マン／新世代 　 前期Ｂ その他芸術
3596-85-0902 京都精華大　　 マンガ　 マン／新世代 　 前期Ａ その他芸術
3596-85-0971 京都精華大　　 マンガ　 マン／新世代 セ 前期　 その他芸術
3596-86-0000 京都精華大　　 ポピュラ 　　　　　　 　 　　　 被服・服飾
3596-86-0208 京都精華大　　 ポピュラ ポピ／音楽　 　 前期Ａ 音楽　　　
3596-86-0209 京都精華大　　 ポピュラ ポピ／音楽　 　 前期Ｂ 音楽　　　
3596-86-0271 京都精華大　　 ポピュラ ポピ／音楽　 セ 前期　 音楽　　　
3596-86-0307 京都精華大　　 ポピュラ ポピ／ファッ 　 前期Ａ 被服・服飾
3596-86-0308 京都精華大　　 ポピュラ ポピ／ファッ 　 前期Ｂ 被服・服飾
3596-86-0371 京都精華大　　 ポピュラ ポピ／ファッ セ 前期　 被服・服飾
3597-83-0000 京都造形芸大　 芸術　　 　　　　　　 　 　　　 美術・デザ
3597-83-0401 京都造形芸大　 芸術　　 アートプロデ 　 　　　 芸術理論　
3597-83-0472 京都造形芸大　 芸術　　 アートプロデ セ Ⅰ期　 芸術理論　
3597-83-0501 京都造形芸大　 芸術　　 歴史遺産　　 　 　　　 考古学・文
3597-83-0572 京都造形芸大　 芸術　　 歴史遺産　　 セ Ⅰ期　 考古学・文
3597-83-0800 京都造形芸大　 芸術　　 美術／日本画 　 　　　 美術・デザ
3597-83-0872 京都造形芸大　 芸術　　 美術／日本画 セ Ⅰ期　 美術・デザ
3597-83-0900 京都造形芸大　 芸術　　 美術／油画　 　 　　　 美術・デザ
3597-83-0972 京都造形芸大　 芸術　　 美術／油画　 セ Ⅰ期　 美術・デザ
3597-83-1200 京都造形芸大　 芸術　　 美術／染織テ 　 　　　 美術・デザ
3597-83-1272 京都造形芸大　 芸術　　 美術／染織テ セ Ⅰ期　 美術・デザ
3597-83-1300 京都造形芸大　 芸術　　 空間／ファッ 　 　　　 被服・服飾
3597-83-1372 京都造形芸大　 芸術　　 空間／ファッ セ Ⅰ期　 被服・服飾
3597-83-1400 京都造形芸大　 芸術　　 空間／空間デ 　 　　　 美術・デザ
3597-83-1472 京都造形芸大　 芸術　　 空間／空間デ セ Ⅰ期　 美術・デザ
3597-83-2201 京都造形芸大　 芸術　　 環境デザイン 　 　　　 建築・土木
3597-83-2272 京都造形芸大　 芸術　　 環境デザイン セ Ⅰ期　 建築・土木
3597-83-3301 京都造形芸大　 芸術　　 映画／俳優　 　 　　　 演劇　　　
3597-83-3372 京都造形芸大　 芸術　　 映画／俳優　 セ Ⅰ期　 演劇　　　
3597-83-3501 京都造形芸大　 芸術　　 こども芸術　 　 　　　 美術・デザ
3597-83-3572 京都造形芸大　 芸術　　 こども芸術　 セ Ⅰ期　 美術・デザ
3597-83-3901 京都造形芸大　 芸術　　 情報／イラス 　 　　　 美術・デザ
3597-83-3972 京都造形芸大　 芸術　　 情報／イラス セ Ⅰ期　 美術・デザ
3597-83-4901 京都造形芸大　 芸術　　 舞台／舞台デ 　 　　　 演劇　　　
3597-83-4972 京都造形芸大　 芸術　　 舞台／舞台デ セ Ⅰ期　 演劇　　　
3597-83-5001 京都造形芸大　 芸術　　 マンガ　　　 　 　　　 その他芸術
3597-83-5071 京都造形芸大　 芸術　　 マンガ　　　 セ Ⅰ期　 その他芸術
3597-83-5301 京都造形芸大　 芸術　　 文芸表現　　 　 　　　 その他芸術
3597-83-5371 京都造形芸大　 芸術　　 文芸表現　　 セ Ⅰ期　 その他芸術
3597-83-5501 京都造形芸大　 芸術　　 美術／総合造 　 　　　 美術・デザ
3597-83-5571 京都造形芸大　 芸術　　 美術／総合造 セ Ⅰ期　 美術・デザ
3597-83-5801 京都造形芸大　 芸術　　 映画／映画製 　 　　　 映像　　　
3597-83-5871 京都造形芸大　 芸術　　 映画／映画製 セ Ⅰ期　 映像　　　
3597-83-5901 京都造形芸大　 芸術　　 舞台／演技演 　 　　　 演劇　　　
3597-83-5971 京都造形芸大　 芸術　　 舞台／演技演 セ Ⅰ期　 演劇　　　
3597-83-6001 京都造形芸大　 芸術　　 美術／写真映 　 　　　 映像　　　



3597-83-6071 京都造形芸大　 芸術　　 美術／写真映 セ Ⅰ期　 映像　　　
3597-83-6101 京都造形芸大　 芸術　　 キャラクター 　 　　　 映像　　　
3597-83-6171 京都造形芸大　 芸術　　 キャラクター セ Ⅰ期　 映像　　　
3597-83-6201 京都造形芸大　 芸術　　 プロダクトデ 　 　　　 美術・デザ
3597-83-6271 京都造形芸大　 芸術　　 プロダクトデ セ Ⅰ期　 美術・デザ
3597-83-6301 京都造形芸大　 芸術　　 情報／ビジュ 　 　　　 美術・デザ
3597-83-6371 京都造形芸大　 芸術　　 情報／ビジュ セ Ⅰ期　 美術・デザ
3597-83-6401 京都造形芸大　 芸術　　 美術／基礎美 　 　　　 美術・デザ
3597-83-6471 京都造形芸大　 芸術　　 美術／基礎美 セ Ⅰ期　 美術・デザ
3597-83-6501 京都造形芸大　 芸術　　 情報／クロス 　 　　　 美術・デザ
3597-83-6571 京都造形芸大　 芸術　　 情報／クロス セ Ⅰ期　 美術・デザ
3598-01-0000 京都橘大　　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3598-01-0301 京都橘大　　　 文　　　 歴史　　　　 　 前期Ａ 日本史　　
3598-01-0302 京都橘大　　　 文　　　 歴史　　　　 　 前期Ｂ 日本史　　
3598-01-0303 京都橘大　　　 文　　　 歴史　　　　 　 前期Ｃ 日本史　　
3598-01-0372 京都橘大　　　 文　　　 歴史　　　　 セ 前期　 日本史　　
3598-01-0401 京都橘大　　　 文　　　 歴史遺産　　 　 前期Ａ 考古学・文
3598-01-0402 京都橘大　　　 文　　　 歴史遺産　　 　 前期Ｂ 考古学・文
3598-01-0403 京都橘大　　　 文　　　 歴史遺産　　 　 前期Ｃ 考古学・文
3598-01-0471 京都橘大　　　 文　　　 歴史遺産　　 セ 前期　 考古学・文
3598-01-0901 京都橘大　　　 文　　　 日本／書道　 　 前期Ｂ 書道　　　
3598-01-1001 京都橘大　　　 文　　　 日本／日本語 　 前期Ａ 日本文学　
3598-01-1002 京都橘大　　　 文　　　 日本／日本語 　 前期Ｂ 日本文学　
3598-01-1003 京都橘大　　　 文　　　 日本／日本語 　 前期Ｃ 日本文学　
3598-01-1071 京都橘大　　　 文　　　 日本／日本語 セ 前期　 日本文学　
3598-21-0000 京都橘大　　　 現代ビジ 　　　　　　 　 　　　 政治学　　
3598-21-0101 京都橘大　　　 現代ビジ 都市環境デザ 　 前期Ａ 建築・土木
3598-21-0102 京都橘大　　　 現代ビジ 都市環境デザ 　 前期Ｂ 建築・土木
3598-21-0103 京都橘大　　　 現代ビジ 都市環境デザ 　 前期Ｃ 建築・土木
3598-21-0171 京都橘大　　　 現代ビジ 都市環境デザ セ 前期　 建築・土木
3598-21-0202 京都橘大　　　 現代ビジ 経営　　　　 　 前期Ａ 経営学・商
3598-21-0203 京都橘大　　　 現代ビジ 経営　　　　 　 前期Ｂ 経営学・商
3598-21-0204 京都橘大　　　 現代ビジ 経営　　　　 　 前期Ｃ 経営学・商
3598-21-0271 京都橘大　　　 現代ビジ 経営　　　　 セ 前期　 経営学・商
3598-31-0000 京都橘大　　　 発達教育 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3598-31-0101 京都橘大　　　 発達教育 児童教育　　 　 前期Ａ 小学校　　
3598-31-0102 京都橘大　　　 発達教育 児童教育　　 　 前期Ｂ 小学校　　
3598-31-0103 京都橘大　　　 発達教育 児童教育　　 　 前期Ｃ 小学校　　
3598-31-0171 京都橘大　　　 発達教育 児童教育　　 セ 前期　 小学校　　
3598-33-0000 京都橘大　　　 国際英語 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3598-33-0101 京都橘大　　　 国際英語 国際英語　　 　 前期Ａ 英米語　　
3598-33-0102 京都橘大　　　 国際英語 国際英語　　 　 前期Ｂ 英米語　　
3598-33-0103 京都橘大　　　 国際英語 国際英語　　 　 前期Ｃ 英米語　　
3598-33-0171 京都橘大　　　 国際英語 国際英語　　 セ 前期　 英米語　　
3598-64-0000 京都橘大　　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3598-64-0101 京都橘大　　　 看護　　 看護　　　　 　 前期Ａ 看護　　　
3598-64-0102 京都橘大　　　 看護　　 看護　　　　 　 前期Ｂ 看護　　　
3598-64-0103 京都橘大　　　 看護　　 看護　　　　 　 前期Ｃ 看護　　　
3598-64-0171 京都橘大　　　 看護　　 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3598-65-0000 京都橘大　　　 健康科学 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3598-65-0101 京都橘大　　　 健康科学 理学療法　　 　 前期Ａ 理学療法　
3598-65-0102 京都橘大　　　 健康科学 理学療法　　 　 前期Ｂ 理学療法　
3598-65-0103 京都橘大　　　 健康科学 理学療法　　 　 前期Ｃ 理学療法　
3598-65-0171 京都橘大　　　 健康科学 理学療法　　 セ 前期　 理学療法　
3598-65-0201 京都橘大　　　 健康科学 心理　　　　 　 前期Ａ 心理学　　
3598-65-0202 京都橘大　　　 健康科学 心理　　　　 　 前期Ｂ 心理学　　
3598-65-0203 京都橘大　　　 健康科学 心理　　　　 　 前期Ｃ 心理学　　
3598-65-0271 京都橘大　　　 健康科学 心理　　　　 セ 前期　 心理学　　
3598-65-0301 京都橘大　　　 健康科学 救急救命　　 　 前期Ａ 医療技術　



3598-65-0302 京都橘大　　　 健康科学 救急救命　　 　 前期Ｂ 医療技術　
3598-65-0303 京都橘大　　　 健康科学 救急救命　　 　 前期Ｃ 医療技術　
3598-65-0371 京都橘大　　　 健康科学 救急救命　　 セ 前期　 医療技術　
3598-65-0401 京都橘大　　　 健康科学 作業療法　　 　 前期Ａ 作業療法　
3598-65-0402 京都橘大　　　 健康科学 作業療法　　 　 前期Ｂ 作業療法　
3598-65-0403 京都橘大　　　 健康科学 作業療法　　 　 前期Ｃ 作業療法　
3598-65-0471 京都橘大　　　 健康科学 作業療法　　 セ 前期　 作業療法　
3598-65-0501 京都橘大　　　 健康科学 臨床検査　　 　 前期Ａ 検査技術　
3598-65-0502 京都橘大　　　 健康科学 臨床検査　　 　 前期Ｂ 検査技術　
3598-65-0503 京都橘大　　　 健康科学 臨床検査　　 　 前期Ｃ 検査技術　
3598-65-0571 京都橘大　　　 健康科学 臨床検査　　 セ 前期　 検査技術　
3599-61-0000 京都薬大　　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3599-61-0301 京都薬大　　　 薬　　　 薬　　　　　 　 Ｂ　　 薬　　　　
3599-61-0371 京都薬大　　　 薬　　　 薬　　　　　 セ Ａ前期 薬　　　　
3600-31-0000 京都光華女子大 こども教 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3600-31-0102 京都光華女子大 こども教 こども教育　 　 前期Ａ 小学校　　
3600-31-0103 京都光華女子大 こども教 こども教育　 　 前期Ｂ 小学校　　
3600-31-0172 京都光華女子大 こども教 こども教育　 セ Ⅰ期　 小学校　　
3600-38-0000 京都光華女子大 キャリア 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3600-38-0102 京都光華女子大 キャリア キャリア形成 　 前期Ａ 経営学・商
3600-38-0103 京都光華女子大 キャリア キャリア形成 　 前期Ｂ 経営学・商
3600-38-0171 京都光華女子大 キャリア キャリア形成 セ Ⅰ期　 経営学・商
3600-64-0000 京都光華女子大 健康科学 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3600-64-0201 京都光華女子大 健康科学 看護　　　　 　 前期Ａ 看護　　　
3600-64-0202 京都光華女子大 健康科学 看護　　　　 　 前期Ｂ 看護　　　
3600-64-0271 京都光華女子大 健康科学 看護　　　　 セ Ⅰ期　 看護　　　
3600-64-0301 京都光華女子大 健康科学 健康／管理栄 　 前期Ａ 食物・栄養
3600-64-0302 京都光華女子大 健康科学 健康／管理栄 　 前期Ｂ 食物・栄養
3600-64-0371 京都光華女子大 健康科学 健康／管理栄 セ Ⅰ期　 食物・栄養
3600-64-0401 京都光華女子大 健康科学 健康／健康ス 　 前期Ａ 食物・栄養
3600-64-0402 京都光華女子大 健康科学 健康／健康ス 　 前期Ｂ 食物・栄養
3600-64-0471 京都光華女子大 健康科学 健康／健康ス セ Ⅰ期　 食物・栄養
3600-64-0501 京都光華女子大 健康科学 心理　　　　 　 前期Ａ 心理学　　
3600-64-0502 京都光華女子大 健康科学 心理　　　　 　 前期Ｂ 心理学　　
3600-64-0571 京都光華女子大 健康科学 心理　　　　 セ Ⅰ期　 心理学　　
3600-64-0601 京都光華女子大 健康科学 医療／社会福 　 前期Ａ 社会福祉学
3600-64-0602 京都光華女子大 健康科学 医療／社会福 　 前期Ｂ 社会福祉学
3600-64-0671 京都光華女子大 健康科学 医療／社会福 セ Ⅰ期　 社会福祉学
3600-64-0701 京都光華女子大 健康科学 医療／言語聴 　 前期Ａ 医療技術　
3600-64-0702 京都光華女子大 健康科学 医療／言語聴 　 前期Ｂ 医療技術　
3600-64-0771 京都光華女子大 健康科学 医療／言語聴 セ Ⅰ期　 医療技術　
3601-02-0000 種智院大　　　 人文　　 　　　　　　 　 　　　 哲学倫理宗
3601-02-0101 種智院大　　　 人文　　 仏教　　　　 　 1 哲学倫理宗
3601-02-0171 種智院大　　　 人文　　 仏教　　　　 セ Ａ　　 哲学倫理宗
3601-02-0201 種智院大　　　 人文　　 社会福祉　　 　 1 社会福祉学
3601-02-0271 種智院大　　　 人文　　 社会福祉　　 セ Ａ　　 社会福祉学
3602-01-0000 同志社大　　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 哲学倫理宗
3602-01-0102 同志社大　　　 文　　　 英文　　　　 　 個別　 外国文学　
3602-01-0103 同志社大　　　 文　　　 英文　　　　 　 全学部 外国文学　
3602-01-0171 同志社大　　　 文　　　 英文　　　　 セ Ａ　　 外国文学　
3602-01-0172 同志社大　　　 文　　　 英文　　　　 セ Ｂ　　 外国文学　
3602-01-1402 同志社大　　　 文　　　 哲学　　　　 　 個別　 哲学倫理宗
3602-01-1403 同志社大　　　 文　　　 哲学　　　　 　 全学部 哲学倫理宗
3602-01-1471 同志社大　　　 文　　　 哲学　　　　 セ 　　　 哲学倫理宗
3602-01-1502 同志社大　　　 文　　　 国文　　　　 　 個別　 日本文学　
3602-01-1503 同志社大　　　 文　　　 国文　　　　 　 全学部 日本文学　
3602-01-1571 同志社大　　　 文　　　 国文　　　　 セ 　　　 日本文学　
3602-01-1702 同志社大　　　 文　　　 美学芸術　　 　 個別　 芸術理論　
3602-01-1703 同志社大　　　 文　　　 美学芸術　　 　 全学部 芸術理論　



3602-01-1771 同志社大　　　 文　　　 美学芸術　　 セ 　　　 芸術理論　
3602-01-1802 同志社大　　　 文　　　 文化史　　　 　 個別　 日本史　　
3602-01-1803 同志社大　　　 文　　　 文化史　　　 　 全学部 日本史　　
3602-01-1871 同志社大　　　 文　　　 文化史　　　 セ 　　　 日本史　　
3602-03-0000 同志社大　　　 神　　　 　　　　　　 　 　　　 哲学倫理宗
3602-03-0102 同志社大　　　 神　　　 神　　　　　 　 個別　 哲学倫理宗
3602-03-0103 同志社大　　　 神　　　 神　　　　　 　 全学部 哲学倫理宗
3602-03-0171 同志社大　　　 神　　　 神　　　　　 セ 　　　 哲学倫理宗
3602-04-0000 同志社大　　　 文化情報 　　　　　　 　 　　　 総合情報学
3602-04-0105 同志社大　　　 文化情報 文化情報　　 　 個別文 総合情報学
3602-04-0106 同志社大　　　 文化情報 文化情報　　 　 個別理 総合情報学
3602-04-0107 同志社大　　　 文化情報 文化情報　　 　 全文系 総合情報学
3602-04-0108 同志社大　　　 文化情報 文化情報　　 　 全理系 総合情報学
3602-04-0171 同志社大　　　 文化情報 文化情報　　 セ Ａ　　 総合情報学
3602-04-0172 同志社大　　　 文化情報 文化情報　　 セ Ｂ　　 総合情報学
3602-05-0000 同志社大　　　 心理　　 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3602-05-0103 同志社大　　　 心理　　 心理　　　　 　 個別　 心理学　　
3602-05-0104 同志社大　　　 心理　　 心理　　　　 　 全文系 心理学　　
3602-05-0105 同志社大　　　 心理　　 心理　　　　 　 全理系 心理学　　
3602-05-0171 同志社大　　　 心理　　 心理　　　　 セ 　　　 心理学　　
3602-06-0000 同志社大　　　 地域文化 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3602-06-0201 同志社大　　　 地域文化 グロ／ヨーロ 　 個別　 文化学　　
3602-06-0202 同志社大　　　 地域文化 グロ／ヨーロ 　 全学部 文化学　　
3602-06-0271 同志社大　　　 地域文化 グロ／ヨーロ セ 　　　 文化学　　
3602-06-0301 同志社大　　　 地域文化 グロ／アジア 　 個別　 文化学　　
3602-06-0302 同志社大　　　 地域文化 グロ／アジア 　 全学部 文化学　　
3602-06-0371 同志社大　　　 地域文化 グロ／アジア セ 　　　 文化学　　
3602-06-0401 同志社大　　　 地域文化 グロ／アメリ 　 個別　 文化学　　
3602-06-0402 同志社大　　　 地域文化 グロ／アメリ 　 全学部 文化学　　
3602-06-0471 同志社大　　　 地域文化 グロ／アメリ セ 　　　 文化学　　
3602-12-0000 同志社大　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3602-12-0102 同志社大　　　 法　　　 政治　　　　 　 個別　 政治学　　
3602-12-0103 同志社大　　　 法　　　 政治　　　　 　 全学部 政治学　　
3602-12-0171 同志社大　　　 法　　　 政治　　　　 セ 　　　 政治学　　
3602-12-0202 同志社大　　　 法　　　 法律　　　　 　 個別　 法学　　　
3602-12-0203 同志社大　　　 法　　　 法律　　　　 　 全学部 法学　　　
3602-12-0271 同志社大　　　 法　　　 法律　　　　 セ 　　　 法学　　　
3602-13-0000 同志社大　　　 政策　　 　　　　　　 　 　　　 政治学　　
3602-13-0102 同志社大　　　 政策　　 政策　　　　 　 個別　 政治学　　
3602-13-0103 同志社大　　　 政策　　 政策　　　　 　 全学部 政治学　　
3602-13-0171 同志社大　　　 政策　　 政策　　　　 セ ４科目 政治学　　
3602-13-0172 同志社大　　　 政策　　 政策　　　　 セ ３科目 政治学　　
3602-18-0000 同志社大　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3602-18-0102 同志社大　　　 経済　　 経済　　　　 　 個別　 経済学　　
3602-18-0103 同志社大　　　 経済　　 経済　　　　 　 全学部 経済学　　
3602-18-0173 同志社大　　　 経済　　 経済　　　　 セ 　　　 経済学　　
3602-20-0000 同志社大　　　 商　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3602-20-0201 同志社大　　　 商　　　 商／商学総合 　 個別　 経営学・商
3602-20-0202 同志社大　　　 商　　　 商／商学総合 　 全学部 経営学・商
3602-20-0271 同志社大　　　 商　　　 商／商学総合 セ 　　　 経営学・商
3602-20-0301 同志社大　　　 商　　　 商／フレック 　 個別　 経営学・商
3602-20-0302 同志社大　　　 商　　　 商／フレック 　 全学部 経営学・商
3602-25-0000 同志社大　　　 社会　　 　　　　　　 　 　　　 社会学　　
3602-25-0102 同志社大　　　 社会　　 社会　　　　 　 個別　 社会学　　
3602-25-0103 同志社大　　　 社会　　 社会　　　　 　 全学部 社会学　　
3602-25-0171 同志社大　　　 社会　　 社会　　　　 セ 　　　 社会学　　
3602-25-0202 同志社大　　　 社会　　 社会福祉　　 　 個別　 社会福祉学
3602-25-0203 同志社大　　　 社会　　 社会福祉　　 　 全学部 社会福祉学
3602-25-0271 同志社大　　　 社会　　 社会福祉　　 セ 　　　 社会福祉学



3602-25-0302 同志社大　　　 社会　　 メディア　　 　 個別　 マスコミ　
3602-25-0303 同志社大　　　 社会　　 メディア　　 　 全学部 マスコミ　
3602-25-0371 同志社大　　　 社会　　 メディア　　 セ 　　　 マスコミ　
3602-25-0402 同志社大　　　 社会　　 産業関係　　 　 個別　 社会学　　
3602-25-0403 同志社大　　　 社会　　 産業関係　　 　 全学部 社会学　　
3602-25-0471 同志社大　　　 社会　　 産業関係　　 セ 　　　 社会学　　
3602-25-0502 同志社大　　　 社会　　 教育文化　　 　 個別　 教育学　　
3602-25-0503 同志社大　　　 社会　　 教育文化　　 　 全学部 教育学　　
3602-25-0571 同志社大　　　 社会　　 教育文化　　 セ 　　　 教育学　　
3602-33-0000 同志社大　　　 コミュニ 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3602-33-0101 同志社大　　　 コミュニ グロ／英語　 　 個別　 英米語　　
3602-33-0102 同志社大　　　 コミュニ グロ／英語　 　 全学部 英米語　　
3602-33-0201 同志社大　　　 コミュニ グロ／中国語 　 個別　 中国語　　
3602-33-0202 同志社大　　　 コミュニ グロ／中国語 　 全学部 中国語　　
3602-47-0000 同志社大　　　 理工　　 　　　　　　 　 　　　 情報工学　
3602-47-0101 同志社大　　　 理工　　 インテリジェ 　 個別　 情報工学　
3602-47-0102 同志社大　　　 理工　　 インテリジェ 　 全学部 情報工学　
3602-47-0171 同志社大　　　 理工　　 インテリジェ セ 　　　 情報工学　
3602-47-0201 同志社大　　　 理工　　 情報システム 　 個別　 情報工学　
3602-47-0202 同志社大　　　 理工　　 情報システム 　 全理系 情報工学　
3602-47-0203 同志社大　　　 理工　　 情報システム 　 全文系 情報工学　
3602-47-0271 同志社大　　　 理工　　 情報システム セ 　　　 情報工学　
3602-47-0301 同志社大　　　 理工　　 電気工　　　 　 個別　 電気・電子
3602-47-0302 同志社大　　　 理工　　 電気工　　　 　 全学部 電気・電子
3602-47-0371 同志社大　　　 理工　　 電気工　　　 セ 　　　 電気・電子
3602-47-0401 同志社大　　　 理工　　 電子工　　　 　 個別　 電気・電子
3602-47-0402 同志社大　　　 理工　　 電子工　　　 　 全学部 電気・電子
3602-47-0471 同志社大　　　 理工　　 電子工　　　 セ 　　　 電気・電子
3602-47-0501 同志社大　　　 理工　　 機能分子・生 　 個別　 応用化学　
3602-47-0502 同志社大　　　 理工　　 機能分子・生 　 全学部 応用化学　
3602-47-0571 同志社大　　　 理工　　 機能分子・生 セ 　　　 応用化学　
3602-47-0601 同志社大　　　 理工　　 化学システム 　 個別　 応用化学　
3602-47-0602 同志社大　　　 理工　　 化学システム 　 全学部 応用化学　
3602-47-0671 同志社大　　　 理工　　 化学システム セ 　　　 応用化学　
3602-47-0701 同志社大　　　 理工　　 機械シス工　 　 個別　 機械工学　
3602-47-0702 同志社大　　　 理工　　 機械シス工　 　 全学部 機械工学　
3602-47-0771 同志社大　　　 理工　　 機械シス工　 セ 　　　 機械工学　
3602-47-0801 同志社大　　　 理工　　 エネルギー機 　 個別　 機械工学　
3602-47-0802 同志社大　　　 理工　　 エネルギー機 　 全学部 機械工学　
3602-47-0872 同志社大　　　 理工　　 エネルギー機 セ 　　　 機械工学　
3602-47-0901 同志社大　　　 理工　　 環境システム 　 個別　 総合理学　
3602-47-0902 同志社大　　　 理工　　 環境システム 　 全学部 総合理学　
3602-47-0971 同志社大　　　 理工　　 環境システム セ 　　　 総合理学　
3602-47-1001 同志社大　　　 理工　　 数理システム 　 個別　 数学　　　
3602-47-1002 同志社大　　　 理工　　 数理システム 　 全学部 数学　　　
3602-47-1071 同志社大　　　 理工　　 数理システム セ 　　　 数学　　　
3602-48-0000 同志社大　　　 生命医科 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
3602-48-0101 同志社大　　　 生命医科 医工　　　　 　 個別　 機械工学　
3602-48-0102 同志社大　　　 生命医科 医工　　　　 　 全学部 機械工学　
3602-48-0171 同志社大　　　 生命医科 医工　　　　 セ 　　　 機械工学　
3602-48-0201 同志社大　　　 生命医科 医情報　　　 　 個別　 電気・電子
3602-48-0202 同志社大　　　 生命医科 医情報　　　 　 全学部 電気・電子
3602-48-0271 同志社大　　　 生命医科 医情報　　　 セ 　　　 電気・電子
3602-48-0301 同志社大　　　 生命医科 医生命システ 　 個別　 生物工学　
3602-48-0302 同志社大　　　 生命医科 医生命システ 　 全学部 生物工学　
3602-48-0371 同志社大　　　 生命医科 医生命システ セ 　　　 生物工学　
3602-64-0000 同志社大　　　 スポーツ 　　　　　　 　 　　　 体育・健康
3602-64-0103 同志社大　　　 スポーツ スポーツ健康 　 個別文 体育・健康
3602-64-0104 同志社大　　　 スポーツ スポーツ健康 　 全文系 体育・健康



3602-64-0105 同志社大　　　 スポーツ スポーツ健康 　 全理系 体育・健康
3602-64-0106 同志社大　　　 スポーツ スポーツ健康 　 個別理 体育・健康
3602-64-0171 同志社大　　　 スポーツ スポーツ健康 セ ３科目 体育・健康
3602-64-0172 同志社大　　　 スポーツ スポーツ健康 セ ５科目 体育・健康
3602-64-0173 同志社大　　　 スポーツ スポーツ健康 セ 競技力 体育・健康
3603-03-0000 同志社女子大　 学芸　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3603-03-0400 同志社女子大　 学芸　　 音楽／演奏　 　 前期　 音楽　　　
3603-03-0500 同志社女子大　 学芸　　 音楽／音楽文 　 前実技 音楽　　　
3603-03-0501 同志社女子大　 学芸　　 音楽／音楽文 　 前期３ 音楽　　　
3603-03-0502 同志社女子大　 学芸　　 音楽／音楽文 　 前期２ 音楽　　　
3603-03-0601 同志社女子大　 学芸　　 メディア創造 　 前期３ 総合情報学
3603-03-0602 同志社女子大　 学芸　　 メディア創造 　 前期２ 総合情報学
3603-03-0671 同志社女子大　 学芸　　 メディア創造 セ 前期３ 総合情報学
3603-03-0673 同志社女子大　 学芸　　 メディア創造 セ 前期５ 総合情報学
3603-03-0701 同志社女子大　 学芸　　 国際教養　　 　 前期３ 英米語　　
3603-03-0702 同志社女子大　 学芸　　 国際教養　　 　 前期２ 英米語　　
3603-03-0771 同志社女子大　 学芸　　 国際教養　　 セ 前期３ 英米語　　
3603-03-0772 同志社女子大　 学芸　　 国際教養　　 セ 前期５ 英米語　　
3603-04-0000 同志社女子大　 表象文化 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3603-04-0101 同志社女子大　 表象文化 英語英文　　 　 前期３ 外国文学　
3603-04-0102 同志社女子大　 表象文化 英語英文　　 　 前期２ 外国文学　
3603-04-0171 同志社女子大　 表象文化 英語英文　　 セ 前期３ 外国文学　
3603-04-0172 同志社女子大　 表象文化 英語英文　　 セ 前期５ 外国文学　
3603-04-0201 同志社女子大　 表象文化 日本語日本文 　 前期３ 日本文学　
3603-04-0202 同志社女子大　 表象文化 日本語日本文 　 前期２ 日本文学　
3603-04-0271 同志社女子大　 表象文化 日本語日本文 セ 前期３ 日本文学　
3603-04-0272 同志社女子大　 表象文化 日本語日本文 セ 前期５ 日本文学　
3603-27-0000 同志社女子大　 現代社会 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3603-27-0101 同志社女子大　 現代社会 社会システム 　 前期３ 社会学　　
3603-27-0102 同志社女子大　 現代社会 社会システム 　 前期２ 社会学　　
3603-27-0171 同志社女子大　 現代社会 社会システム セ 前期３ 社会学　　
3603-27-0173 同志社女子大　 現代社会 社会システム セ 前期５ 社会学　　
3603-27-0201 同志社女子大　 現代社会 現代こども　 　 前期３ 児童学　　
3603-27-0202 同志社女子大　 現代社会 現代こども　 　 前期２ 児童学　　
3603-27-0271 同志社女子大　 現代社会 現代こども　 セ 前期３ 児童学　　
3603-27-0273 同志社女子大　 現代社会 現代こども　 セ 前期５ 児童学　　
3603-61-0000 同志社女子大　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3603-61-0101 同志社女子大　 薬　　　 医療薬　　　 　 前期　 薬　　　　
3603-61-0171 同志社女子大　 薬　　　 医療薬　　　 セ 前期　 薬　　　　
3603-64-0000 同志社女子大　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3603-64-0101 同志社女子大　 看護　　 看護　　　　 　 前期３ 看護　　　
3603-64-0102 同志社女子大　 看護　　 看護　　　　 　 前期２ 看護　　　
3603-64-0171 同志社女子大　 看護　　 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3603-79-0000 同志社女子大　 生活科学 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3603-79-0101 同志社女子大　 生活科学 人間生活　　 　 前期３ 生活科学　
3603-79-0102 同志社女子大　 生活科学 人間生活　　 　 前期２ 生活科学　
3603-79-0171 同志社女子大　 生活科学 人間生活　　 セ 前期３ 生活科学　
3603-79-0173 同志社女子大　 生活科学 人間生活　　 セ 前期５ 生活科学　
3603-79-0201 同志社女子大　 生活科学 食物／管理栄 　 前期　 食物・栄養
3603-79-0271 同志社女子大　 生活科学 食物／管理栄 セ 前期３ 食物・栄養
3603-79-0273 同志社女子大　 生活科学 食物／管理栄 セ 前期５ 食物・栄養
3603-79-0301 同志社女子大　 生活科学 食物／食物科 　 前期　 食物・栄養
3603-79-0371 同志社女子大　 生活科学 食物／食物科 セ 前期３ 食物・栄養
3603-79-0373 同志社女子大　 生活科学 食物／食物科 セ 前期５ 食物・栄養
3604-09-0000 ノートルダム大 国際言語 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3604-09-0101 ノートルダム大 国際言語 英語英文　　 　 Ⅰ期　 英米語　　
3604-09-0171 ノートルダム大 国際言語 英語英文　　 セ Ⅰ期　 英米語　　
3604-09-0201 ノートルダム大 国際言語 国際日本文化 　 Ⅰ期　 文化学　　
3604-09-0271 ノートルダム大 国際言語 国際日本文化 セ Ⅰ期　 文化学　　



3604-38-0000 ノートルダム大 現代人間 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3604-38-0101 ノートルダム大 現代人間 福祉生活デザ 　 Ⅰ期　 生活科学　
3604-38-0171 ノートルダム大 現代人間 福祉生活デザ セ Ⅰ期　 生活科学　
3604-38-0201 ノートルダム大 現代人間 心理　　　　 　 Ⅰ期　 心理学　　
3604-38-0271 ノートルダム大 現代人間 心理　　　　 セ Ⅰ期　 心理学　　
3604-38-0301 ノートルダム大 現代人間 こども教育　 　 Ⅰ期　 児童学　　
3604-38-0371 ノートルダム大 現代人間 こども教育　 セ Ⅰ期　 児童学　　
3605-01-0000 花園大　　　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 書道　　　
3605-01-0104 花園大　　　　 文　　　 日本文　　　 　 Ａ　　 日本文学　
3605-01-0105 花園大　　　　 文　　　 日本文　　　 　 Ｂ　　 日本文学　
3605-01-0172 花園大　　　　 文　　　 日本文　　　 セ 前期　 日本文学　
3605-01-0204 花園大　　　　 文　　　 日本史　　　 　 Ａ　　 日本史　　
3605-01-0205 花園大　　　　 文　　　 日本史　　　 　 Ｂ　　 日本史　　
3605-01-0272 花園大　　　　 文　　　 日本史　　　 セ 前期　 日本史　　
3605-01-0304 花園大　　　　 文　　　 仏教　　　　 　 Ａ　　 哲学倫理宗
3605-01-0305 花園大　　　　 文　　　 仏教　　　　 　 Ｂ　　 哲学倫理宗
3605-01-0372 花園大　　　　 文　　　 仏教　　　　 セ 前期　 哲学倫理宗
3605-01-0402 花園大　　　　 文　　　 日本／書道　 　 Ａ　　 書道　　　
3605-01-0403 花園大　　　　 文　　　 日本／書道　 　 Ｂ　　 書道　　　
3605-26-0000 花園大　　　　 社会福祉 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3605-26-0104 花園大　　　　 社会福祉 社会福祉　　 　 Ａ　　 社会福祉学
3605-26-0105 花園大　　　　 社会福祉 社会福祉　　 　 Ｂ　　 社会福祉学
3605-26-0172 花園大　　　　 社会福祉 社会福祉　　 セ 前期　 社会福祉学
3605-26-0204 花園大　　　　 社会福祉 臨床心理　　 　 Ａ　　 心理学　　
3605-26-0205 花園大　　　　 社会福祉 臨床心理　　 　 Ｂ　　 心理学　　
3605-26-0272 花園大　　　　 社会福祉 臨床心理　　 セ 前期　 心理学　　
3605-31-0000 花園大　　　　 発達教育 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3605-31-0102 花園大　　　　 発達教育 発達教育　　 　 Ａ　　 小学校　　
3605-31-0103 花園大　　　　 発達教育 発達教育　　 　 Ｂ　　 小学校　　
3605-31-0171 花園大　　　　 発達教育 発達教育　　 セ 前期　 小学校　　
3606-01-0000 佛教大　　　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3606-01-0102 佛教大　　　　 文　　　 英米　　　　 　 Ａ　　 英米語　　
3606-01-0171 佛教大　　　　 文　　　 英米　　　　 セ 前期　 英米語　　
3606-01-0173 佛教大　　　　 文　　　 英米　　　　 セ Ａ併用 英米語　　
3606-01-0402 佛教大　　　　 文　　　 中国　　　　 　 Ａ　　 外国文学　
3606-01-0471 佛教大　　　　 文　　　 中国　　　　 セ 前期　 外国文学　
3606-01-0473 佛教大　　　　 文　　　 中国　　　　 セ Ａ併用 外国文学　
3606-01-0801 佛教大　　　　 文　　　 日本文　　　 　 Ａ　　 日本文学　
3606-01-0871 佛教大　　　　 文　　　 日本文　　　 セ 前期　 日本文学　
3606-01-0873 佛教大　　　　 文　　　 日本文　　　 セ Ａ併用 日本文学　
3606-03-0000 佛教大　　　　 仏教　　 　　　　　　 　 　　　 哲学倫理宗
3606-03-0101 佛教大　　　　 仏教　　 仏教　　　　 　 Ａ　　 哲学倫理宗
3606-03-0171 佛教大　　　　 仏教　　 仏教　　　　 セ 前期　 哲学倫理宗
3606-03-0173 佛教大　　　　 仏教　　 仏教　　　　 セ Ａ併用 哲学倫理宗
3606-04-0000 佛教大　　　　 歴史　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3606-04-0101 佛教大　　　　 歴史　　 歴史　　　　 　 Ａ　　 日本史　　
3606-04-0171 佛教大　　　　 歴史　　 歴史　　　　 セ 前期　 日本史　　
3606-04-0173 佛教大　　　　 歴史　　 歴史　　　　 セ Ａ併用 日本史　　
3606-04-0201 佛教大　　　　 歴史　　 歴史文化　　 　 Ａ　　 考古学・文
3606-04-0271 佛教大　　　　 歴史　　 歴史文化　　 セ 前期　 考古学・文
3606-04-0273 佛教大　　　　 歴史　　 歴史文化　　 セ Ａ併用 考古学・文
3606-25-0000 佛教大　　　　 社会　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3606-25-0102 佛教大　　　　 社会　　 公共政策　　 　 Ａ　　 総合科学　
3606-25-0171 佛教大　　　　 社会　　 公共政策　　 セ 前期　 総合科学　
3606-25-0173 佛教大　　　　 社会　　 公共政策　　 セ Ａ併用 総合科学　
3606-25-0202 佛教大　　　　 社会　　 現代社会　　 　 Ａ　　 社会学　　
3606-25-0271 佛教大　　　　 社会　　 現代社会　　 セ 前期　 社会学　　
3606-25-0273 佛教大　　　　 社会　　 現代社会　　 セ Ａ併用 社会学　　
3606-26-0000 佛教大　　　　 社会福祉 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学



3606-26-0101 佛教大　　　　 社会福祉 社会福祉　　 　 Ａ　　 社会福祉学
3606-26-0171 佛教大　　　　 社会福祉 社会福祉　　 セ 前期　 社会福祉学
3606-26-0173 佛教大　　　　 社会福祉 社会福祉　　 セ Ａ併用 社会福祉学
3606-30-0000 佛教大　　　　 教育　　 　　　　　　 　 　　　 ０免課程　
3606-30-0103 佛教大　　　　 教育　　 教育　　　　 　 Ａ　　 総合教育学
3606-30-0172 佛教大　　　　 教育　　 教育　　　　 セ 前期　 総合教育学
3606-30-0174 佛教大　　　　 教育　　 教育　　　　 セ Ａ併用 総合教育学
3606-30-0302 佛教大　　　　 教育　　 臨床心理　　 　 Ａ　　 心理学　　
3606-30-0371 佛教大　　　　 教育　　 臨床心理　　 セ 前期　 心理学　　
3606-30-0373 佛教大　　　　 教育　　 臨床心理　　 セ Ａ併用 心理学　　
3606-64-0000 佛教大　　　　 保健医療 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3606-64-0101 佛教大　　　　 保健医療 理学療法　　 　 Ａ　　 理学療法　
3606-64-0171 佛教大　　　　 保健医療 理学療法　　 セ 前期　 理学療法　
3606-64-0173 佛教大　　　　 保健医療 理学療法　　 セ Ａ併用 理学療法　
3606-64-0201 佛教大　　　　 保健医療 作業療法　　 　 Ａ　　 作業療法　
3606-64-0271 佛教大　　　　 保健医療 作業療法　　 セ 前期　 作業療法　
3606-64-0273 佛教大　　　　 保健医療 作業療法　　 セ Ａ併用 作業療法　
3606-64-0301 佛教大　　　　 保健医療 看護　　　　 　 Ａ　　 看護　　　
3606-64-0371 佛教大　　　　 保健医療 看護　　　　 セ Ａ併用 看護　　　
3606-64-0372 佛教大　　　　 保健医療 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3607-64-0000 明治国際医療大 鍼灸　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
3607-64-0100 明治国際医療大 鍼灸　　 鍼灸　　　　 　 Ａ　　 医療技術　
3607-64-0171 明治国際医療大 鍼灸　　 鍼灸　　　　 セ Ａ　　 医療技術　
3607-66-0000 明治国際医療大 保健医療 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
3607-66-0101 明治国際医療大 保健医療 柔道整復　　 　 Ａ　　 医療技術　
3607-66-0171 明治国際医療大 保健医療 柔道整復　　 セ Ａ　　 医療技術　
3607-66-0201 明治国際医療大 保健医療 救急救命　　 　 Ａ　　 医療技術　
3607-66-0271 明治国際医療大 保健医療 救急救命　　 セ Ａ　　 医療技術　
3607-67-0000 明治国際医療大 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3607-67-0101 明治国際医療大 看護　　 看護　　　　 　 Ａ　　 看護　　　
3607-67-0171 明治国際医療大 看護　　 看護　　　　 セ Ａ　　 看護　　　
3608-01-0000 立命館大　　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3608-01-4201 立命館大　　　 文　　　 人文／人間研 　 文系　 哲学倫理宗
3608-01-4202 立命館大　　　 文　　　 人文／人間研 　 学部　 哲学倫理宗
3608-01-4271 立命館大　　　 文　　　 人文／人間研 セ 併用　 哲学倫理宗
3608-01-4272 立命館大　　　 文　　　 人文／人間研 セ ７科目 哲学倫理宗
3608-01-4273 立命館大　　　 文　　　 人文／人間研 セ ５教科 哲学倫理宗
3608-01-4274 立命館大　　　 文　　　 人文／人間研 セ ３教科 哲学倫理宗
3608-01-4301 立命館大　　　 文　　　 人文／日本文 　 文系　 日本文学　
3608-01-4302 立命館大　　　 文　　　 人文／日本文 　 学部　 日本文学　
3608-01-4371 立命館大　　　 文　　　 人文／日本文 セ 併用　 日本文学　
3608-01-4372 立命館大　　　 文　　　 人文／日本文 セ ７科目 日本文学　
3608-01-4373 立命館大　　　 文　　　 人文／日本文 セ ５教科 日本文学　
3608-01-4374 立命館大　　　 文　　　 人文／日本文 セ ３教科 日本文学　
3608-01-4401 立命館大　　　 文　　　 人文／日本史 　 文系　 日本史　　
3608-01-4402 立命館大　　　 文　　　 人文／日本史 　 学部　 日本史　　
3608-01-4471 立命館大　　　 文　　　 人文／日本史 セ 併用　 日本史　　
3608-01-4472 立命館大　　　 文　　　 人文／日本史 セ ７科目 日本史　　
3608-01-4473 立命館大　　　 文　　　 人文／日本史 セ ５教科 日本史　　
3608-01-4474 立命館大　　　 文　　　 人文／日本史 セ ３教科 日本史　　
3608-01-4501 立命館大　　　 文　　　 人文／東アジ 　 文系　 東洋史　　
3608-01-4502 立命館大　　　 文　　　 人文／東アジ 　 学部　 東洋史　　
3608-01-4571 立命館大　　　 文　　　 人文／東アジ セ 併用　 東洋史　　
3608-01-4572 立命館大　　　 文　　　 人文／東アジ セ ７科目 東洋史　　
3608-01-4573 立命館大　　　 文　　　 人文／東アジ セ ５教科 東洋史　　
3608-01-4574 立命館大　　　 文　　　 人文／東アジ セ ３教科 東洋史　　
3608-01-4601 立命館大　　　 文　　　 人文／国際文 　 文系　 外国文学　
3608-01-4602 立命館大　　　 文　　　 人文／国際文 　 学部　 外国文学　
3608-01-4671 立命館大　　　 文　　　 人文／国際文 セ 併用　 外国文学　



3608-01-4672 立命館大　　　 文　　　 人文／国際文 セ ７科目 外国文学　
3608-01-4673 立命館大　　　 文　　　 人文／国際文 セ ５教科 外国文学　
3608-01-4674 立命館大　　　 文　　　 人文／国際文 セ ３教科 外国文学　
3608-01-4701 立命館大　　　 文　　　 人文／地域研 　 文系　 地理学　　
3608-01-4702 立命館大　　　 文　　　 人文／地域研 　 学部　 地理学　　
3608-01-4771 立命館大　　　 文　　　 人文／地域研 セ 併用　 地理学　　
3608-01-4772 立命館大　　　 文　　　 人文／地域研 セ ７科目 地理学　　
3608-01-4773 立命館大　　　 文　　　 人文／地域研 セ ５教科 地理学　　
3608-01-4774 立命館大　　　 文　　　 人文／地域研 セ ３教科 地理学　　
3608-01-4801 立命館大　　　 文　　　 人文／コミュ 　 文系　 日本語　　
3608-01-4802 立命館大　　　 文　　　 人文／コミュ 　 学部　 日本語　　
3608-01-4871 立命館大　　　 文　　　 人文／コミュ セ 併用　 日本語　　
3608-01-4872 立命館大　　　 文　　　 人文／コミュ セ ７科目 日本語　　
3608-01-4873 立命館大　　　 文　　　 人文／コミュ セ ５教科 日本語　　
3608-01-4874 立命館大　　　 文　　　 人文／コミュ セ ３教科 日本語　　
3608-03-0000 立命館大　　　 総合心理 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3608-03-0101 立命館大　　　 総合心理 総合心理　　 　 文系　 心理学　　
3608-03-0103 立命館大　　　 総合心理 総合心理　　 　 学部文 心理学　　
3608-03-0104 立命館大　　　 総合心理 総合心理　　 　 学部理 心理学　　
3608-03-0171 立命館大　　　 総合心理 総合心理　　 セ 併用　 心理学　　
3608-03-0172 立命館大　　　 総合心理 総合心理　　 セ ７科目 心理学　　
3608-03-0173 立命館大　　　 総合心理 総合心理　　 セ ５教科 心理学　　
3608-12-0000 立命館大　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3608-12-0101 立命館大　　　 法　　　 法　　　　　 　 文系　 法学　　　
3608-12-0102 立命館大　　　 法　　　 法　　　　　 　 学部　 法学　　　
3608-12-0171 立命館大　　　 法　　　 法　　　　　 セ ３教科 法学　　　
3608-12-0173 立命館大　　　 法　　　 法　　　　　 セ ５教科 法学　　　
3608-12-0174 立命館大　　　 法　　　 法　　　　　 セ 併用　 法学　　　
3608-12-0178 立命館大　　　 法　　　 法　　　　　 セ ７科目 法学　　　
3608-13-0000 立命館大　　　 政策科学 　　　　　　 　 　　　 政治学　　
3608-13-0101 立命館大　　　 政策科学 政策科学　　 　 文系　 政治学　　
3608-13-0104 立命館大　　　 政策科学 政策科学　　 　 学部　 政治学　　
3608-13-0171 立命館大　　　 政策科学 政策科学　　 セ ７科目 政治学　　
3608-13-0176 立命館大　　　 政策科学 政策科学　　 セ 併用　 政治学　　
3608-13-0177 立命館大　　　 政策科学 政策科学　　 セ ３教科 政治学　　
3608-13-0179 立命館大　　　 政策科学 政策科学　　 セ ５教科 政治学　　
3608-18-0000 立命館大　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3608-18-1401 立命館大　　　 経済　　 経済／経済　 　 文系　 経済学　　
3608-18-1402 立命館大　　　 経済　　 経済／経済　 　 学部　 経済学　　
3608-18-1471 立命館大　　　 経済　　 経済／経済　 セ 併用　 経済学　　
3608-18-1472 立命館大　　　 経済　　 経済／経済　 セ ７科目 経済学　　
3608-18-1473 立命館大　　　 経済　　 経済／経済　 セ ５教科 経済学　　
3608-18-1474 立命館大　　　 経済　　 経済／経済　 セ ３教科 経済学　　
3608-18-1501 立命館大　　　 経済　　 経済／国際　 　 文系　 経済学　　
3608-18-1571 立命館大　　　 経済　　 経済／国際　 セ 併用　 経済学　　
3608-19-0000 立命館大　　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3608-19-0101 立命館大　　　 経営　　 経営　　　　 　 文系　 経営学・商
3608-19-0102 立命館大　　　 経営　　 経営　　　　 　 学部　 経営学・商
3608-19-0172 立命館大　　　 経営　　 経営　　　　 セ 併用　 経営学・商
3608-19-0173 立命館大　　　 経営　　 経営　　　　 セ ７科目 経営学・商
3608-19-0174 立命館大　　　 経営　　 経営　　　　 セ ５教科 経営学・商
3608-19-0176 立命館大　　　 経営　　 経営　　　　 セ ３教科 経営学・商
3608-19-0501 立命館大　　　 経営　　 国際経営　　 　 文系　 経営学・商
3608-19-0503 立命館大　　　 経営　　 国際経営　　 　 学部　 経営学・商
3608-19-0571 立命館大　　　 経営　　 国際経営　　 セ 併用　 経営学・商
3608-19-0572 立命館大　　　 経営　　 国際経営　　 セ ５教科 経営学・商
3608-19-0577 立命館大　　　 経営　　 国際経営　　 セ ７科目 経営学・商
3608-27-0000 立命館大　　　 産業社会 　　　　　　 　 　　　 社会学　　
3608-27-3002 立命館大　　　 産業社会 現代／現代社 　 文系　 社会学　　



3608-27-3005 立命館大　　　 産業社会 現代／現代社 　 学部　 社会学　　
3608-27-3071 立命館大　　　 産業社会 現代／現代社 セ ３教科 社会学　　
3608-27-3073 立命館大　　　 産業社会 現代／現代社 セ ５教科 社会学　　
3608-27-3074 立命館大　　　 産業社会 現代／現代社 セ 併用　 社会学　　
3608-27-3078 立命館大　　　 産業社会 現代／現代社 セ ７科目 社会学　　
3608-27-3102 立命館大　　　 産業社会 現代／メディ 　 文系　 マスコミ　
3608-27-3105 立命館大　　　 産業社会 現代／メディ 　 学部　 マスコミ　
3608-27-3171 立命館大　　　 産業社会 現代／メディ セ ３教科 マスコミ　
3608-27-3173 立命館大　　　 産業社会 現代／メディ セ ５教科 マスコミ　
3608-27-3174 立命館大　　　 産業社会 現代／メディ セ 併用　 マスコミ　
3608-27-3178 立命館大　　　 産業社会 現代／メディ セ ７科目 マスコミ　
3608-27-3202 立命館大　　　 産業社会 現代／スポー 　 文系　 体育・健康
3608-27-3203 立命館大　　　 産業社会 現代／スポー 　 学部　 体育・健康
3608-27-3271 立命館大　　　 産業社会 現代／スポー セ ３教科 体育・健康
3608-27-3273 立命館大　　　 産業社会 現代／スポー セ ５教科 体育・健康
3608-27-3277 立命館大　　　 産業社会 現代／スポー セ ７科目 体育・健康
3608-27-3278 立命館大　　　 産業社会 現代／スポー セ 併用　 体育・健康
3608-27-3302 立命館大　　　 産業社会 現代／子ども 　 文系　 児童学　　
3608-27-3303 立命館大　　　 産業社会 現代／子ども 　 学部　 児童学　　
3608-27-3371 立命館大　　　 産業社会 現代／子ども セ ３教科 児童学　　
3608-27-3373 立命館大　　　 産業社会 現代／子ども セ ５教科 児童学　　
3608-27-3374 立命館大　　　 産業社会 現代／子ども セ 併用　 児童学　　
3608-27-3377 立命館大　　　 産業社会 現代／子ども セ ７科目 児童学　　
3608-27-3402 立命館大　　　 産業社会 現代／人間福 　 文系　 社会福祉学
3608-27-3405 立命館大　　　 産業社会 現代／人間福 　 学部　 社会福祉学
3608-27-3471 立命館大　　　 産業社会 現代／人間福 セ ３教科 社会福祉学
3608-27-3473 立命館大　　　 産業社会 現代／人間福 セ ５教科 社会福祉学
3608-27-3474 立命館大　　　 産業社会 現代／人間福 セ 併用　 社会福祉学
3608-27-3478 立命館大　　　 産業社会 現代／人間福 セ ７科目 社会福祉学
3608-33-0000 立命館大　　　 国際関係 　　　　　　 　 　　　 国際関係学
3608-33-0601 立命館大　　　 国際関係 国際／国際関 　 文系　 国際関係学
3608-33-0602 立命館大　　　 国際関係 国際／国際関 　 学部　 国際関係学
3608-33-0604 立命館大　　　 国際関係 国際／国際関 　 ＩＲ　 国際関係学
3608-33-0671 立命館大　　　 国際関係 国際／国際関 セ 併用　 国際関係学
3608-33-0672 立命館大　　　 国際関係 国際／国際関 セ ７科目 国際関係学
3608-33-0673 立命館大　　　 国際関係 国際／国際関 セ ５教科 国際関係学
3608-33-0674 立命館大　　　 国際関係 国際／国際関 セ ３教科 国際関係学
3608-33-0703 立命館大　　　 国際関係 国際／グロー 　 ＩＲ　 英米語　　
3608-37-0000 立命館大　　　 食マネジ 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3608-37-0101 立命館大　　　 食マネジ 食マネジメン 　 文系　 経済学　　
3608-37-0102 立命館大　　　 食マネジ 食マネジメン 　 学部　 経済学　　
3608-37-0171 立命館大　　　 食マネジ 食マネジメン セ 併用　 経済学　　
3608-37-0172 立命館大　　　 食マネジ 食マネジメン セ ７科目 経済学　　
3608-37-0173 立命館大　　　 食マネジ 食マネジメン セ ５教科 経済学　　
3608-37-0174 立命館大　　　 食マネジ 食マネジメン セ ３教科 経済学　　
3608-38-0000 立命館大　　　 グローバ 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3608-38-0171 立命館大　　　 グローバ グローバル教 セ ＋面接 英米語　　
3608-47-0000 立命館大　　　 理工　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
3608-47-0301 立命館大　　　 理工　　 機械工　　　 　 理系　 機械工学　
3608-47-0302 立命館大　　　 理工　　 機械工　　　 　 学理１ 機械工学　
3608-47-0303 立命館大　　　 理工　　 機械工　　　 　 学理２ 機械工学　
3608-47-0372 立命館大　　　 理工　　 機械工　　　 セ ７科目 機械工学　
3608-47-0373 立命館大　　　 理工　　 機械工　　　 セ ３教科 機械工学　
3608-47-0376 立命館大　　　 理工　　 機械工　　　 セ 併用　 機械工学　
3608-47-0377 立命館大　　　 理工　　 機械工　　　 セ ５教科 機械工学　
3608-47-0901 立命館大　　　 理工　　 電気電子工　 　 理系　 電気・電子
3608-47-0902 立命館大　　　 理工　　 電気電子工　 　 学理１ 電気・電子
3608-47-0903 立命館大　　　 理工　　 電気電子工　 　 学理２ 電気・電子
3608-47-0972 立命館大　　　 理工　　 電気電子工　 セ ７科目 電気・電子



3608-47-0973 立命館大　　　 理工　　 電気電子工　 セ ３教科 電気・電子
3608-47-0976 立命館大　　　 理工　　 電気電子工　 セ 併用　 電気・電子
3608-47-0977 立命館大　　　 理工　　 電気電子工　 セ ５教科 電気・電子
3608-47-1201 立命館大　　　 理工　　 ロボティクス 　 理系　 機械工学　
3608-47-1202 立命館大　　　 理工　　 ロボティクス 　 学理１ 機械工学　
3608-47-1203 立命館大　　　 理工　　 ロボティクス 　 学理２ 機械工学　
3608-47-1272 立命館大　　　 理工　　 ロボティクス セ ７科目 機械工学　
3608-47-1273 立命館大　　　 理工　　 ロボティクス セ ３教科 機械工学　
3608-47-1276 立命館大　　　 理工　　 ロボティクス セ 併用　 機械工学　
3608-47-1277 立命館大　　　 理工　　 ロボティクス セ ５教科 機械工学　
3608-47-2001 立命館大　　　 理工　　 数理科学　　 　 理系　 数学　　　
3608-47-2002 立命館大　　　 理工　　 数理科学　　 　 学理１ 数学　　　
3608-47-2004 立命館大　　　 理工　　 数理科学　　 　 学理２ 数学　　　
3608-47-2072 立命館大　　　 理工　　 数理科学　　 セ ７科目 数学　　　
3608-47-2073 立命館大　　　 理工　　 数理科学　　 セ ３教科 数学　　　
3608-47-2076 立命館大　　　 理工　　 数理科学　　 セ 併用　 数学　　　
3608-47-2077 立命館大　　　 理工　　 数理科学　　 セ ５教科 数学　　　
3608-47-2101 立命館大　　　 理工　　 物理科学　　 　 理系　 物理学　　
3608-47-2102 立命館大　　　 理工　　 物理科学　　 　 学理１ 物理学　　
3608-47-2103 立命館大　　　 理工　　 物理科学　　 　 学理２ 物理学　　
3608-47-2172 立命館大　　　 理工　　 物理科学　　 セ ７科目 物理学　　
3608-47-2173 立命館大　　　 理工　　 物理科学　　 セ ３教科 物理学　　
3608-47-2176 立命館大　　　 理工　　 物理科学　　 セ 併用　 物理学　　
3608-47-2177 立命館大　　　 理工　　 物理科学　　 セ ５教科 物理学　　
3608-47-2401 立命館大　　　 理工　　 電子情報工　 　 理系　 電気・電子
3608-47-2403 立命館大　　　 理工　　 電子情報工　 　 学理１ 電気・電子
3608-47-2404 立命館大　　　 理工　　 電子情報工　 　 学理２ 電気・電子
3608-47-2472 立命館大　　　 理工　　 電子情報工　 セ ３教科 電気・電子
3608-47-2473 立命館大　　　 理工　　 電子情報工　 セ ５教科 電気・電子
3608-47-2475 立命館大　　　 理工　　 電子情報工　 セ 併用　 電気・電子
3608-47-2479 立命館大　　　 理工　　 電子情報工　 セ ７科目 電気・電子
3608-47-2701 立命館大　　　 理工　　 建築都市デザ 　 理系　 建築・土木
3608-47-2702 立命館大　　　 理工　　 建築都市デザ 　 学理１ 建築・土木
3608-47-2703 立命館大　　　 理工　　 建築都市デザ 　 学理２ 建築・土木
3608-47-2771 立命館大　　　 理工　　 建築都市デザ セ 併用　 建築・土木
3608-47-2772 立命館大　　　 理工　　 建築都市デザ セ ７科目 建築・土木
3608-47-2773 立命館大　　　 理工　　 建築都市デザ セ ５教科 建築・土木
3608-47-2775 立命館大　　　 理工　　 建築都市デザ セ ３教科 建築・土木
3608-47-2901 立命館大　　　 理工　　 環境都市工　 　 理系　 建築・土木
3608-47-2902 立命館大　　　 理工　　 環境都市工　 　 学理１ 建築・土木
3608-47-2903 立命館大　　　 理工　　 環境都市工　 　 学理２ 建築・土木
3608-47-2971 立命館大　　　 理工　　 環境都市工　 セ 併用　 建築・土木
3608-47-2972 立命館大　　　 理工　　 環境都市工　 セ ７科目 建築・土木
3608-47-2973 立命館大　　　 理工　　 環境都市工　 セ ５教科 建築・土木
3608-47-2974 立命館大　　　 理工　　 環境都市工　 セ ３教科 建築・土木
3608-48-0000 立命館大　　　 情報理工 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3608-48-0601 立命館大　　　 情報理工 情報理工　　 　 理系　 情報工学　
3608-48-0602 立命館大　　　 情報理工 情報理工　　 　 学部　 情報工学　
3608-48-0671 立命館大　　　 情報理工 情報理工　　 セ 併用　 情報工学　
3608-48-0672 立命館大　　　 情報理工 情報理工　　 セ ７科目 情報工学　
3608-48-0673 立命館大　　　 情報理工 情報理工　　 セ ５教科 情報工学　
3608-48-0674 立命館大　　　 情報理工 情報理工　　 セ ３教科 情報工学　
3608-48-0772 立命館大　　　 情報理工 情報／情報シ セ ＋面接 英米語　　
3608-61-0000 立命館大　　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3608-61-0101 立命館大　　　 薬　　　 薬　　　　　 　 薬学　 薬　　　　
3608-61-0102 立命館大　　　 薬　　　 薬　　　　　 　 学理１ 薬　　　　
3608-61-0103 立命館大　　　 薬　　　 薬　　　　　 　 理系　 薬　　　　
3608-61-0104 立命館大　　　 薬　　　 薬　　　　　 　 学理２ 薬　　　　
3608-61-0171 立命館大　　　 薬　　　 薬　　　　　 セ ７科目 薬　　　　



3608-61-0172 立命館大　　　 薬　　　 薬　　　　　 セ ３教科 薬　　　　
3608-61-0201 立命館大　　　 薬　　　 創薬科学　　 　 薬学　 薬　　　　
3608-61-0202 立命館大　　　 薬　　　 創薬科学　　 　 学理１ 薬　　　　
3608-61-0203 立命館大　　　 薬　　　 創薬科学　　 　 理系　 薬　　　　
3608-61-0204 立命館大　　　 薬　　　 創薬科学　　 　 学理２ 薬　　　　
3608-61-0271 立命館大　　　 薬　　　 創薬科学　　 セ ７科目 薬　　　　
3608-61-0272 立命館大　　　 薬　　　 創薬科学　　 セ ３教科 薬　　　　
3608-64-0000 立命館大　　　 スポーツ 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3608-64-0101 立命館大　　　 スポーツ スポーツ健康 　 文系　 体育・健康
3608-64-0103 立命館大　　　 スポーツ スポーツ健康 　 学部理 体育・健康
3608-64-0104 立命館大　　　 スポーツ スポーツ健康 　 学部文 体育・健康
3608-64-0171 立命館大　　　 スポーツ スポーツ健康 セ 併用　 体育・健康
3608-64-0172 立命館大　　　 スポーツ スポーツ健康 セ ７科目 体育・健康
3608-64-0173 立命館大　　　 スポーツ スポーツ健康 セ ５教科 体育・健康
3608-74-0000 立命館大　　　 生命科学 　　　　　　 　 　　　 生物工学　
3608-74-0101 立命館大　　　 生命科学 生命医科学　 　 理系　 生物工学　
3608-74-0102 立命館大　　　 生命科学 生命医科学　 　 学理１ 生物工学　
3608-74-0103 立命館大　　　 生命科学 生命医科学　 　 学理２ 生物工学　
3608-74-0171 立命館大　　　 生命科学 生命医科学　 セ 併用　 生物工学　
3608-74-0172 立命館大　　　 生命科学 生命医科学　 セ ７科目 生物工学　
3608-74-0173 立命館大　　　 生命科学 生命医科学　 セ ５教科 生物工学　
3608-74-0175 立命館大　　　 生命科学 生命医科学　 セ ３教科 生物工学　
3608-74-0201 立命館大　　　 生命科学 応用化　　　 　 理系　 応用化学　
3608-74-0202 立命館大　　　 生命科学 応用化　　　 　 学理１ 応用化学　
3608-74-0203 立命館大　　　 生命科学 応用化　　　 　 学理２ 応用化学　
3608-74-0271 立命館大　　　 生命科学 応用化　　　 セ 併用　 応用化学　
3608-74-0272 立命館大　　　 生命科学 応用化　　　 セ ７科目 応用化学　
3608-74-0273 立命館大　　　 生命科学 応用化　　　 セ ５教科 応用化学　
3608-74-0275 立命館大　　　 生命科学 応用化　　　 セ ３教科 応用化学　
3608-74-0301 立命館大　　　 生命科学 生物工　　　 　 理系　 生物工学　
3608-74-0302 立命館大　　　 生命科学 生物工　　　 　 学理１ 生物工学　
3608-74-0303 立命館大　　　 生命科学 生物工　　　 　 学理２ 生物工学　
3608-74-0371 立命館大　　　 生命科学 生物工　　　 セ 併用　 生物工学　
3608-74-0372 立命館大　　　 生命科学 生物工　　　 セ ７科目 生物工学　
3608-74-0373 立命館大　　　 生命科学 生物工　　　 セ ５教科 生物工学　
3608-74-0375 立命館大　　　 生命科学 生物工　　　 セ ３教科 生物工学　
3608-74-0401 立命館大　　　 生命科学 生命情報　　 　 理系　 生物工学　
3608-74-0402 立命館大　　　 生命科学 生命情報　　 　 学理１ 生物工学　
3608-74-0403 立命館大　　　 生命科学 生命情報　　 　 学理２ 生物工学　
3608-74-0471 立命館大　　　 生命科学 生命情報　　 セ 併用　 生物工学　
3608-74-0472 立命館大　　　 生命科学 生命情報　　 セ ７科目 生物工学　
3608-74-0473 立命館大　　　 生命科学 生命情報　　 セ ５教科 生物工学　
3608-74-0475 立命館大　　　 生命科学 生命情報　　 セ ３教科 生物工学　
3608-83-0000 立命館大　　　 映像　　 　　　　　　 　 　　　 映像　　　
3608-83-0102 立命館大　　　 映像　　 映像　　　　 　 文系　 映像　　　
3608-83-0105 立命館大　　　 映像　　 映像　　　　 　 学部文 映像　　　
3608-83-0106 立命館大　　　 映像　　 映像　　　　 　 学部理 映像　　　
3608-83-0171 立命館大　　　 映像　　 映像　　　　 セ ３教科 映像　　　
3608-83-0173 立命館大　　　 映像　　 映像　　　　 セ 併用　 映像　　　
3608-83-0175 立命館大　　　 映像　　 映像　　　　 セ ５教科 映像　　　
3609-01-0000 龍谷大　　　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 哲学倫理宗
3609-01-0100 龍谷大　　　　 文　　　 英語英米文　 　 Ａ高得 外国文学　
3609-01-0101 龍谷大　　　　 文　　　 英語英米文　 　 Ａスタ 外国文学　
3609-01-0102 龍谷大　　　　 文　　　 英語英米文　 　 Ｂスタ 外国文学　
3609-01-0109 龍谷大　　　　 文　　　 英語英米文　 　 Ｂ高得 外国文学　
3609-01-0171 龍谷大　　　　 文　　　 英語英米文　 セ 前期　 外国文学　
3609-01-0173 龍谷大　　　　 文　　　 英語英米文　 セ 中期　 外国文学　
3609-01-0200 龍谷大　　　　 文　　　 歴史／日本史 　 Ａ高得 日本史　　
3609-01-0201 龍谷大　　　　 文　　　 歴史／日本史 　 Ａスタ 日本史　　



3609-01-0202 龍谷大　　　　 文　　　 歴史／日本史 　 Ｂスタ 日本史　　
3609-01-0209 龍谷大　　　　 文　　　 歴史／日本史 　 Ｂ高得 日本史　　
3609-01-0271 龍谷大　　　　 文　　　 歴史／日本史 セ 前期　 日本史　　
3609-01-0273 龍谷大　　　　 文　　　 歴史／日本史 セ 中期　 日本史　　
3609-01-0300 龍谷大　　　　 文　　　 歴史／東洋史 　 Ａ高得 東洋史　　
3609-01-0301 龍谷大　　　　 文　　　 歴史／東洋史 　 Ａスタ 東洋史　　
3609-01-0302 龍谷大　　　　 文　　　 歴史／東洋史 　 Ｂスタ 東洋史　　
3609-01-0309 龍谷大　　　　 文　　　 歴史／東洋史 　 Ｂ高得 東洋史　　
3609-01-0371 龍谷大　　　　 文　　　 歴史／東洋史 セ 前期　 東洋史　　
3609-01-0373 龍谷大　　　　 文　　　 歴史／東洋史 セ 中期　 東洋史　　
3609-01-0400 龍谷大　　　　 文　　　 歴史／仏教史 　 Ａ高得 哲学倫理宗
3609-01-0401 龍谷大　　　　 文　　　 歴史／仏教史 　 Ａスタ 哲学倫理宗
3609-01-0402 龍谷大　　　　 文　　　 歴史／仏教史 　 Ｂスタ 哲学倫理宗
3609-01-0409 龍谷大　　　　 文　　　 歴史／仏教史 　 Ｂ高得 哲学倫理宗
3609-01-0471 龍谷大　　　　 文　　　 歴史／仏教史 セ 前期　 哲学倫理宗
3609-01-0473 龍谷大　　　　 文　　　 歴史／仏教史 セ 中期　 哲学倫理宗
3609-01-0500 龍谷大　　　　 文　　　 真宗　　　　 　 Ａ高得 哲学倫理宗
3609-01-0501 龍谷大　　　　 文　　　 真宗　　　　 　 Ａスタ 哲学倫理宗
3609-01-0502 龍谷大　　　　 文　　　 真宗　　　　 　 Ｂスタ 哲学倫理宗
3609-01-0509 龍谷大　　　　 文　　　 真宗　　　　 　 Ｂ高得 哲学倫理宗
3609-01-0571 龍谷大　　　　 文　　　 真宗　　　　 セ 前期　 哲学倫理宗
3609-01-0573 龍谷大　　　　 文　　　 真宗　　　　 セ 中期　 哲学倫理宗
3609-01-0600 龍谷大　　　　 文　　　 哲／教育学　 　 Ａ高得 教育学　　
3609-01-0601 龍谷大　　　　 文　　　 哲／教育学　 　 Ａスタ 教育学　　
3609-01-0602 龍谷大　　　　 文　　　 哲／教育学　 　 Ｂスタ 教育学　　
3609-01-0609 龍谷大　　　　 文　　　 哲／教育学　 　 Ｂ高得 教育学　　
3609-01-0671 龍谷大　　　　 文　　　 哲／教育学　 セ 前期　 教育学　　
3609-01-0673 龍谷大　　　　 文　　　 哲／教育学　 セ 中期　 教育学　　
3609-01-0700 龍谷大　　　　 文　　　 哲／哲学　　 　 Ａ高得 哲学倫理宗
3609-01-0701 龍谷大　　　　 文　　　 哲／哲学　　 　 Ａスタ 哲学倫理宗
3609-01-0702 龍谷大　　　　 文　　　 哲／哲学　　 　 Ｂスタ 哲学倫理宗
3609-01-0709 龍谷大　　　　 文　　　 哲／哲学　　 　 Ｂ高得 哲学倫理宗
3609-01-0771 龍谷大　　　　 文　　　 哲／哲学　　 セ 前期　 哲学倫理宗
3609-01-0773 龍谷大　　　　 文　　　 哲／哲学　　 セ 中期　 哲学倫理宗
3609-01-0800 龍谷大　　　　 文　　　 日本語日本文 　 Ａ高得 日本文学　
3609-01-0801 龍谷大　　　　 文　　　 日本語日本文 　 Ａスタ 日本文学　
3609-01-0802 龍谷大　　　　 文　　　 日本語日本文 　 Ｂスタ 日本文学　
3609-01-0809 龍谷大　　　　 文　　　 日本語日本文 　 Ｂ高得 日本文学　
3609-01-0871 龍谷大　　　　 文　　　 日本語日本文 セ 前期　 日本文学　
3609-01-0873 龍谷大　　　　 文　　　 日本語日本文 セ 中期　 日本文学　
3609-01-0900 龍谷大　　　　 文　　　 仏教　　　　 　 Ａ高得 哲学倫理宗
3609-01-0901 龍谷大　　　　 文　　　 仏教　　　　 　 Ａスタ 哲学倫理宗
3609-01-0902 龍谷大　　　　 文　　　 仏教　　　　 　 Ｂスタ 哲学倫理宗
3609-01-0909 龍谷大　　　　 文　　　 仏教　　　　 　 Ｂ高得 哲学倫理宗
3609-01-0971 龍谷大　　　　 文　　　 仏教　　　　 セ 前期　 哲学倫理宗
3609-01-0973 龍谷大　　　　 文　　　 仏教　　　　 セ 中期　 哲学倫理宗
3609-01-1000 龍谷大　　　　 文　　　 臨床心理　　 　 Ａ高得 心理学　　
3609-01-1001 龍谷大　　　　 文　　　 臨床心理　　 　 Ａスタ 心理学　　
3609-01-1002 龍谷大　　　　 文　　　 臨床心理　　 　 Ｂスタ 心理学　　
3609-01-1009 龍谷大　　　　 文　　　 臨床心理　　 　 Ｂ高得 心理学　　
3609-01-1071 龍谷大　　　　 文　　　 臨床心理　　 セ 前期　 心理学　　
3609-01-1072 龍谷大　　　　 文　　　 臨床心理　　 セ 中期　 心理学　　
3609-01-1101 龍谷大　　　　 文　　　 歴史／文化遺 　 Ａ高得 考古学・文
3609-01-1102 龍谷大　　　　 文　　　 歴史／文化遺 　 Ａスタ 考古学・文
3609-01-1103 龍谷大　　　　 文　　　 歴史／文化遺 　 Ｂスタ 考古学・文
3609-01-1104 龍谷大　　　　 文　　　 歴史／文化遺 　 Ｂ高得 考古学・文
3609-01-1171 龍谷大　　　　 文　　　 歴史／文化遺 セ 前期　 考古学・文
3609-01-1172 龍谷大　　　　 文　　　 歴史／文化遺 セ 中期　 考古学・文
3609-12-0000 龍谷大　　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　



3609-12-0200 龍谷大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 Ａ高得 法学　　　
3609-12-0201 龍谷大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 Ａスタ 法学　　　
3609-12-0202 龍谷大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 Ｂスタ 法学　　　
3609-12-0209 龍谷大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 Ｂ高得 法学　　　
3609-12-0273 龍谷大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ 中期併 法学　　　
3609-12-0275 龍谷大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ 前期　 法学　　　
3609-12-0276 龍谷大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ 中期４ 法学　　　
3609-12-0277 龍谷大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ 中期３ 法学　　　
3609-13-0000 龍谷大　　　　 政策　　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3609-13-0100 龍谷大　　　　 政策　　 政策　　　　 　 Ａ高得 政治学　　
3609-13-0101 龍谷大　　　　 政策　　 政策　　　　 　 Ａスタ 政治学　　
3609-13-0102 龍谷大　　　　 政策　　 政策　　　　 　 Ｂスタ 政治学　　
3609-13-0109 龍谷大　　　　 政策　　 政策　　　　 　 Ｂ高得 政治学　　
3609-13-0171 龍谷大　　　　 政策　　 政策　　　　 セ 前期３ 政治学　　
3609-13-0172 龍谷大　　　　 政策　　 政策　　　　 セ 中期　 政治学　　
3609-13-0174 龍谷大　　　　 政策　　 政策　　　　 セ 前期４ 政治学　　
3609-18-0000 龍谷大　　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3609-18-0001 龍谷大　　　　 経済　　 　　　　　　 　 Ａスタ 経済学　　
3609-18-0002 龍谷大　　　　 経済　　 　　　　　　 　 Ｂスタ 経済学　　
3609-18-0003 龍谷大　　　　 経済　　 　　　　　　 　 Ａ高得 経済学　　
3609-18-0004 龍谷大　　　　 経済　　 　　　　　　 　 Ｂ高得 経済学　　
3609-18-0071 龍谷大　　　　 経済　　 　　　　　　 セ 前期３ 経済学　　
3609-18-0074 龍谷大　　　　 経済　　 　　　　　　 セ 中期　 経済学　　
3609-18-0076 龍谷大　　　　 経済　　 　　　　　　 セ 前期４ 経済学　　
3609-19-0000 龍谷大　　　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3609-19-0100 龍谷大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 Ａ高得 経営学・商
3609-19-0101 龍谷大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 Ａスタ 経営学・商
3609-19-0102 龍谷大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 Ｂスタ 経営学・商
3609-19-0109 龍谷大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 Ｂ高得 経営学・商
3609-19-0171 龍谷大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ 前期３ 経営学・商
3609-19-0173 龍谷大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ 中期　 経営学・商
3609-19-0174 龍谷大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ 前期４ 経営学・商
3609-25-0000 龍谷大　　　　 社会　　 　　　　　　 　 　　　 社会学　　
3609-25-0100 龍谷大　　　　 社会　　 社会　　　　 　 Ａ高得 社会学　　
3609-25-0101 龍谷大　　　　 社会　　 社会　　　　 　 Ａスタ 社会学　　
3609-25-0102 龍谷大　　　　 社会　　 社会　　　　 　 Ｂスタ 社会学　　
3609-25-0109 龍谷大　　　　 社会　　 社会　　　　 　 Ｂ高得 社会学　　
3609-25-0171 龍谷大　　　　 社会　　 社会　　　　 セ 前期３ 社会学　　
3609-25-0173 龍谷大　　　　 社会　　 社会　　　　 セ 中期　 社会学　　
3609-25-0174 龍谷大　　　　 社会　　 社会　　　　 セ 前期４ 社会学　　
3609-25-0500 龍谷大　　　　 社会　　 コミュニティ 　 Ａ高得 社会学　　
3609-25-0501 龍谷大　　　　 社会　　 コミュニティ 　 Ａスタ 社会学　　
3609-25-0502 龍谷大　　　　 社会　　 コミュニティ 　 Ｂスタ 社会学　　
3609-25-0509 龍谷大　　　　 社会　　 コミュニティ 　 Ｂ高得 社会学　　
3609-25-0571 龍谷大　　　　 社会　　 コミュニティ セ 前期３ 社会学　　
3609-25-0573 龍谷大　　　　 社会　　 コミュニティ セ 中期　 社会学　　
3609-25-0574 龍谷大　　　　 社会　　 コミュニティ セ 前期４ 社会学　　
3609-25-0601 龍谷大　　　　 社会　　 現代福祉　　 　 Ａ高得 社会福祉学
3609-25-0602 龍谷大　　　　 社会　　 現代福祉　　 　 Ａスタ 社会福祉学
3609-25-0603 龍谷大　　　　 社会　　 現代福祉　　 　 Ｂスタ 社会福祉学
3609-25-0604 龍谷大　　　　 社会　　 現代福祉　　 　 Ｂ高得 社会福祉学
3609-25-0671 龍谷大　　　　 社会　　 現代福祉　　 セ 前期３ 社会福祉学
3609-25-0672 龍谷大　　　　 社会　　 現代福祉　　 セ 前期４ 社会福祉学
3609-25-0673 龍谷大　　　　 社会　　 現代福祉　　 セ 中期　 社会福祉学
3609-34-0000 龍谷大　　　　 国際　　 　　　　　　 　 　　　 国際関係学
3609-34-0101 龍谷大　　　　 国際　　 グローバルス 　 Ａスタ 英米語　　
3609-34-0102 龍谷大　　　　 国際　　 グローバルス 　 Ａ高得 英米語　　
3609-34-0103 龍谷大　　　　 国際　　 グローバルス 　 Ｂスタ 英米語　　
3609-34-0104 龍谷大　　　　 国際　　 グローバルス 　 Ｂ高得 英米語　　



3609-34-0175 龍谷大　　　　 国際　　 グローバルス セ 中期英 英米語　　
3609-34-0176 龍谷大　　　　 国際　　 グローバルス セ 中期４ 英米語　　
3609-34-0177 龍谷大　　　　 国際　　 グローバルス セ 前期３ 英米語　　
3609-34-0201 龍谷大　　　　 国際　　 国際文化　　 　 Ａスタ 文化学　　
3609-34-0202 龍谷大　　　　 国際　　 国際文化　　 　 Ａ高得 文化学　　
3609-34-0203 龍谷大　　　　 国際　　 国際文化　　 　 Ｂスタ 文化学　　
3609-34-0204 龍谷大　　　　 国際　　 国際文化　　 　 Ｂ高得 文化学　　
3609-34-0205 龍谷大　　　　 国際　　 国際文化　　 　 Ａ独自 文化学　　
3609-34-0206 龍谷大　　　　 国際　　 国際文化　　 　 Ｂ独自 文化学　　
3609-34-0276 龍谷大　　　　 国際　　 国際文化　　 セ 中期英 文化学　　
3609-34-0277 龍谷大　　　　 国際　　 国際文化　　 セ 中期４ 文化学　　
3609-34-0278 龍谷大　　　　 国際　　 国際文化　　 セ 前期リ 文化学　　
3609-34-0279 龍谷大　　　　 国際　　 国際文化　　 セ 前期３ 文化学　　
3609-47-0000 龍谷大　　　　 理工　　 　　　　　　 　 　　　 情報工学　
3609-47-0101 龍谷大　　　　 理工　　 機械シス工　 　 Ａスタ 機械工学　
3609-47-0102 龍谷大　　　　 理工　　 機械シス工　 　 Ｂスタ 機械工学　
3609-47-0103 龍谷大　　　　 理工　　 機械シス工　 　 Ａ数学 機械工学　
3609-47-0104 龍谷大　　　　 理工　　 機械シス工　 　 Ｂ数学 機械工学　
3609-47-0105 龍谷大　　　　 理工　　 機械シス工　 　 Ａ理科 機械工学　
3609-47-0106 龍谷大　　　　 理工　　 機械シス工　 　 Ｂ理科 機械工学　
3609-47-0171 龍谷大　　　　 理工　　 機械シス工　 セ 前期３ 機械工学　
3609-47-0172 龍谷大　　　　 理工　　 機械シス工　 セ 中期併 機械工学　
3609-47-0175 龍谷大　　　　 理工　　 機械シス工　 セ 中期４ 機械工学　
3609-47-0176 龍谷大　　　　 理工　　 機械シス工　 セ 前期併 機械工学　
3609-47-0201 龍谷大　　　　 理工　　 数理情報　　 　 Ａスタ 数学　　　
3609-47-0202 龍谷大　　　　 理工　　 数理情報　　 　 Ｂスタ 数学　　　
3609-47-0203 龍谷大　　　　 理工　　 数理情報　　 　 Ａ数学 数学　　　
3609-47-0204 龍谷大　　　　 理工　　 数理情報　　 　 Ｂ数学 数学　　　
3609-47-0205 龍谷大　　　　 理工　　 数理情報　　 　 Ａ理科 数学　　　
3609-47-0206 龍谷大　　　　 理工　　 数理情報　　 　 Ｂ理科 数学　　　
3609-47-0271 龍谷大　　　　 理工　　 数理情報　　 セ 前期３ 数学　　　
3609-47-0272 龍谷大　　　　 理工　　 数理情報　　 セ 中期併 数学　　　
3609-47-0275 龍谷大　　　　 理工　　 数理情報　　 セ 中期４ 数学　　　
3609-47-0276 龍谷大　　　　 理工　　 数理情報　　 セ 前期併 数学　　　
3609-47-0301 龍谷大　　　　 理工　　 電子情報　　 　 Ａスタ 電気・電子
3609-47-0302 龍谷大　　　　 理工　　 電子情報　　 　 Ｂスタ 電気・電子
3609-47-0303 龍谷大　　　　 理工　　 電子情報　　 　 Ａ数学 電気・電子
3609-47-0304 龍谷大　　　　 理工　　 電子情報　　 　 Ｂ数学 電気・電子
3609-47-0305 龍谷大　　　　 理工　　 電子情報　　 　 Ａ理科 電気・電子
3609-47-0306 龍谷大　　　　 理工　　 電子情報　　 　 Ｂ理科 電気・電子
3609-47-0371 龍谷大　　　　 理工　　 電子情報　　 セ 前期３ 電気・電子
3609-47-0372 龍谷大　　　　 理工　　 電子情報　　 セ 中期併 電気・電子
3609-47-0375 龍谷大　　　　 理工　　 電子情報　　 セ 中期４ 電気・電子
3609-47-0376 龍谷大　　　　 理工　　 電子情報　　 セ 前期併 電気・電子
3609-47-0401 龍谷大　　　　 理工　　 物質化　　　 　 Ａスタ 応用化学　
3609-47-0402 龍谷大　　　　 理工　　 物質化　　　 　 Ｂスタ 応用化学　
3609-47-0403 龍谷大　　　　 理工　　 物質化　　　 　 Ａ数学 応用化学　
3609-47-0404 龍谷大　　　　 理工　　 物質化　　　 　 Ｂ数学 応用化学　
3609-47-0405 龍谷大　　　　 理工　　 物質化　　　 　 Ａ理科 応用化学　
3609-47-0406 龍谷大　　　　 理工　　 物質化　　　 　 Ｂ理科 応用化学　
3609-47-0471 龍谷大　　　　 理工　　 物質化　　　 セ 前期３ 応用化学　
3609-47-0472 龍谷大　　　　 理工　　 物質化　　　 セ 中期併 応用化学　
3609-47-0475 龍谷大　　　　 理工　　 物質化　　　 セ 中期４ 応用化学　
3609-47-0476 龍谷大　　　　 理工　　 物質化　　　 セ 前期併 応用化学　
3609-47-0501 龍谷大　　　　 理工　　 情報メディア 　 Ａスタ 情報工学　
3609-47-0502 龍谷大　　　　 理工　　 情報メディア 　 Ｂスタ 情報工学　
3609-47-0503 龍谷大　　　　 理工　　 情報メディア 　 Ａ数学 情報工学　
3609-47-0504 龍谷大　　　　 理工　　 情報メディア 　 Ｂ数学 情報工学　
3609-47-0505 龍谷大　　　　 理工　　 情報メディア 　 Ａ理科 情報工学　



3609-47-0506 龍谷大　　　　 理工　　 情報メディア 　 Ｂ理科 情報工学　
3609-47-0571 龍谷大　　　　 理工　　 情報メディア セ 前期３ 情報工学　
3609-47-0572 龍谷大　　　　 理工　　 情報メディア セ 中期併 情報工学　
3609-47-0575 龍谷大　　　　 理工　　 情報メディア セ 中期４ 情報工学　
3609-47-0576 龍谷大　　　　 理工　　 情報メディア セ 前期併 情報工学　
3609-47-0601 龍谷大　　　　 理工　　 環境ソリュー 　 Ａスタ 建築・土木
3609-47-0602 龍谷大　　　　 理工　　 環境ソリュー 　 Ｂスタ 建築・土木
3609-47-0603 龍谷大　　　　 理工　　 環境ソリュー 　 Ａ数学 建築・土木
3609-47-0604 龍谷大　　　　 理工　　 環境ソリュー 　 Ｂ数学 建築・土木
3609-47-0605 龍谷大　　　　 理工　　 環境ソリュー 　 Ａ理科 建築・土木
3609-47-0606 龍谷大　　　　 理工　　 環境ソリュー 　 Ｂ理科 建築・土木
3609-47-0671 龍谷大　　　　 理工　　 環境ソリュー セ 前期３ 建築・土木
3609-47-0672 龍谷大　　　　 理工　　 環境ソリュー セ 中期併 建築・土木
3609-47-0675 龍谷大　　　　 理工　　 環境ソリュー セ 中期４ 建築・土木
3609-47-0676 龍谷大　　　　 理工　　 環境ソリュー セ 前期併 建築・土木
3609-72-0000 龍谷大　　　　 農　　　 　　　　　　 　 　　　 農業経済学
3609-72-0101 龍谷大　　　　 農　　　 植物生命科学 　 Ａ農４ 農芸化学　
3609-72-0102 龍谷大　　　　 農　　　 植物生命科学 　 Ａ農３ 農芸化学　
3609-72-0103 龍谷大　　　　 農　　　 植物生命科学 　 Ａ文ス 農芸化学　
3609-72-0104 龍谷大　　　　 農　　　 植物生命科学 　 Ａ文高 農芸化学　
3609-72-0105 龍谷大　　　　 農　　　 植物生命科学 　 Ｂ農４ 農芸化学　
3609-72-0106 龍谷大　　　　 農　　　 植物生命科学 　 Ｂ農３ 農芸化学　
3609-72-0171 龍谷大　　　　 農　　　 植物生命科学 セ 前期　 農芸化学　
3609-72-0172 龍谷大　　　　 農　　　 植物生命科学 セ 中期　 農芸化学　
3609-72-0201 龍谷大　　　　 農　　　 資源生物科学 　 Ａ農４ 農学　　　
3609-72-0202 龍谷大　　　　 農　　　 資源生物科学 　 Ａ農３ 農学　　　
3609-72-0203 龍谷大　　　　 農　　　 資源生物科学 　 Ａ文ス 農学　　　
3609-72-0204 龍谷大　　　　 農　　　 資源生物科学 　 Ａ文高 農学　　　
3609-72-0205 龍谷大　　　　 農　　　 資源生物科学 　 Ｂ農４ 農学　　　
3609-72-0206 龍谷大　　　　 農　　　 資源生物科学 　 Ｂ農３ 農学　　　
3609-72-0271 龍谷大　　　　 農　　　 資源生物科学 セ 前期　 農学　　　
3609-72-0272 龍谷大　　　　 農　　　 資源生物科学 セ 中期　 農学　　　
3609-72-0301 龍谷大　　　　 農　　　 食品栄養　　 　 Ａ農４ 食物・栄養
3609-72-0302 龍谷大　　　　 農　　　 食品栄養　　 　 Ａ農３ 食物・栄養
3609-72-0303 龍谷大　　　　 農　　　 食品栄養　　 　 Ｂ農４ 食物・栄養
3609-72-0304 龍谷大　　　　 農　　　 食品栄養　　 　 Ｂ農３ 食物・栄養
3609-72-0371 龍谷大　　　　 農　　　 食品栄養　　 セ 前期　 食物・栄養
3609-72-0372 龍谷大　　　　 農　　　 食品栄養　　 セ 中期　 食物・栄養
3609-72-0401 龍谷大　　　　 農　　　 食料農業シス 　 Ａ農４ 農業経済学
3609-72-0402 龍谷大　　　　 農　　　 食料農業シス 　 Ａ農３ 農業経済学
3609-72-0403 龍谷大　　　　 農　　　 食料農業シス 　 Ａ文ス 農業経済学
3609-72-0404 龍谷大　　　　 農　　　 食料農業シス 　 Ａ文高 農業経済学
3609-72-0405 龍谷大　　　　 農　　　 食料農業シス 　 Ｂ農４ 農業経済学
3609-72-0406 龍谷大　　　　 農　　　 食料農業シス 　 Ｂ農３ 農業経済学
3609-72-0407 龍谷大　　　　 農　　　 食料農業シス 　 Ｂ文ス 農業経済学
3609-72-0408 龍谷大　　　　 農　　　 食料農業シス 　 Ｂ文高 農業経済学
3609-72-0471 龍谷大　　　　 農　　　 食料農業シス セ 前期　 農業経済学
3609-72-0472 龍谷大　　　　 農　　　 食料農業シス セ 中期　 農業経済学
3610-27-0000 京都文教大　　 総合社会 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3610-27-0401 京都文教大　　 総合社会 総合／経済経 　 Ａ英国 経営学・商
3610-27-0402 京都文教大　　 総合社会 総合／経済経 　 Ａ英数 経営学・商
3610-27-0406 京都文教大　　 総合社会 総合／経済経 　 Ａ国数 経営学・商
3610-27-0407 京都文教大　　 総合社会 総合／経済経 　 Ａ資格 経営学・商
3610-27-0501 京都文教大　　 総合社会 総合／メディ 　 Ａ英国 社会学　　
3610-27-0502 京都文教大　　 総合社会 総合／メディ 　 Ａ英数 社会学　　
3610-27-0506 京都文教大　　 総合社会 総合／メディ 　 Ａ国数 社会学　　
3610-27-0507 京都文教大　　 総合社会 総合／メディ 　 Ａ資格 社会学　　
3610-27-0601 京都文教大　　 総合社会 総合／公共政 　 Ａ英国 政治学　　
3610-27-0602 京都文教大　　 総合社会 総合／公共政 　 Ａ英数 政治学　　



3610-27-0606 京都文教大　　 総合社会 総合／公共政 　 Ａ国数 政治学　　
3610-27-0607 京都文教大　　 総合社会 総合／公共政 　 Ａ資格 政治学　　
3610-27-0701 京都文教大　　 総合社会 総合／観光地 　 Ａ英国 観光学　　
3610-27-0702 京都文教大　　 総合社会 総合／観光地 　 Ａ英数 観光学　　
3610-27-0706 京都文教大　　 総合社会 総合／観光地 　 Ａ国数 観光学　　
3610-27-0707 京都文教大　　 総合社会 総合／観光地 　 Ａ資格 観光学　　
3610-27-0801 京都文教大　　 総合社会 総合／国際文 　 Ａ英国 文化学　　
3610-27-0802 京都文教大　　 総合社会 総合／国際文 　 Ａ英数 文化学　　
3610-27-0806 京都文教大　　 総合社会 総合／国際文 　 Ａ国数 文化学　　
3610-27-0807 京都文教大　　 総合社会 総合／国際文 　 Ａ資格 文化学　　
3610-64-0000 京都文教大　　 臨床心理 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3610-64-0701 京都文教大　　 臨床心理 教育／保育福 　 Ａ英国 児童学　　
3610-64-0702 京都文教大　　 臨床心理 教育／保育福 　 Ａ英数 児童学　　
3610-64-0706 京都文教大　　 臨床心理 教育／保育福 　 Ａ国数 児童学　　
3610-64-0707 京都文教大　　 臨床心理 教育／保育福 　 Ａ資格 児童学　　
3610-64-0801 京都文教大　　 臨床心理 教育／小学校 　 Ａ英国 心理学　　
3610-64-0802 京都文教大　　 臨床心理 教育／小学校 　 Ａ英数 心理学　　
3610-64-0806 京都文教大　　 臨床心理 教育／小学校 　 Ａ国数 心理学　　
3610-64-0807 京都文教大　　 臨床心理 教育／小学校 　 Ａ資格 心理学　　
3610-64-0901 京都文教大　　 臨床心理 臨床／深層心 　 Ａ英国 心理学　　
3610-64-0902 京都文教大　　 臨床心理 臨床／深層心 　 Ａ英数 心理学　　
3610-64-0903 京都文教大　　 臨床心理 臨床／深層心 　 Ａ国数 心理学　　
3610-64-0904 京都文教大　　 臨床心理 臨床／深層心 　 Ａ資格 心理学　　
3610-64-1001 京都文教大　　 臨床心理 臨床／子ども 　 Ａ英国 心理学　　
3610-64-1002 京都文教大　　 臨床心理 臨床／子ども 　 Ａ英数 心理学　　
3610-64-1003 京都文教大　　 臨床心理 臨床／子ども 　 Ａ国数 心理学　　
3610-64-1004 京都文教大　　 臨床心理 臨床／子ども 　 Ａ資格 心理学　　
3610-64-1101 京都文教大　　 臨床心理 臨床／医療福 　 Ａ英国 心理学　　
3610-64-1102 京都文教大　　 臨床心理 臨床／医療福 　 Ａ英数 心理学　　
3610-64-1103 京都文教大　　 臨床心理 臨床／医療福 　 Ａ国数 心理学　　
3610-64-1104 京都文教大　　 臨床心理 臨床／医療福 　 Ａ資格 心理学　　
3610-64-1201 京都文教大　　 臨床心理 臨床／ビジネ 　 Ａ英国 心理学　　
3610-64-1202 京都文教大　　 臨床心理 臨床／ビジネ 　 Ａ英数 心理学　　
3610-64-1203 京都文教大　　 臨床心理 臨床／ビジネ 　 Ａ国数 心理学　　
3610-64-1204 京都文教大　　 臨床心理 臨床／ビジネ 　 Ａ資格 心理学　　
3612-83-0000 嵯峨美大　　　 芸術　　 　　　　　　 　 　　　 美術・デザ
3612-83-2301 嵯峨美大　　　 芸術　　 デザ／グラフ 　 前期　 美術・デザ
3612-83-2371 嵯峨美大　　　 芸術　　 デザ／グラフ セ 前期　 美術・デザ
3612-83-2501 嵯峨美大　　　 芸術　　 デザ／観光デ 　 前期　 観光学　　
3612-83-2571 嵯峨美大　　　 芸術　　 デザ／観光デ セ 前期　 観光学　　
3612-83-2601 嵯峨美大　　　 芸術　　 デザ／イラス 　 前期　 美術・デザ
3612-83-2671 嵯峨美大　　　 芸術　　 デザ／イラス セ 前期　 美術・デザ
3612-83-2701 嵯峨美大　　　 芸術　　 デザ／キャラ 　 前期　 美術・デザ
3612-83-2771 嵯峨美大　　　 芸術　　 デザ／キャラ セ 前期　 美術・デザ
3612-83-3001 嵯峨美大　　　 芸術　　 デザ／生活プ 　 前期　 美術・デザ
3612-83-3071 嵯峨美大　　　 芸術　　 デザ／生活プ セ 前期　 美術・デザ
3612-83-3101 嵯峨美大　　　 芸術　　 デザ／染織テ 　 前期　 美術・デザ
3612-83-3171 嵯峨美大　　　 芸術　　 デザ／染織テ セ 前期　 美術・デザ
3612-83-3201 嵯峨美大　　　 芸術　　 造形／日本画 　 前期　 美術・デザ
3612-83-3271 嵯峨美大　　　 芸術　　 造形／日本画 セ 前期　 美術・デザ
3612-83-3301 嵯峨美大　　　 芸術　　 造形／油画版 　 前期　 美術・デザ
3612-83-3371 嵯峨美大　　　 芸術　　 造形／油画版 セ 前期　 美術・デザ
3612-83-3401 嵯峨美大　　　 芸術　　 造形／複合　 　 前期　 美術・デザ
3612-83-3471 嵯峨美大　　　 芸術　　 造形／複合　 セ 前期　 美術・デザ
3613-64-0000 京都医療科学大 医療科学 　　　　　　 　 　　　 放射線技術
3613-64-0101 京都医療科学大 医療科学 放射線技術　 　 前期　 放射線技術
3614-79-0000 京都華頂大　　 現代家政 　　　　　　 　 　　　 生活科学　
3614-79-0103 京都華頂大　　 現代家政 現代家政　　 　 Ａ・Ｂ 生活科学　
3614-79-0171 京都華頂大　　 現代家政 現代家政　　 セ Ａ　　 生活科学　



3614-79-0203 京都華頂大　　 現代家政 食物栄養　　 　 Ａ・Ｂ 食物・栄養
3614-79-0271 京都華頂大　　 現代家政 食物栄養　　 セ Ａ　　 食物・栄養
3615-47-0000 京都美術工芸大 工芸　　 　　　　　　 　 　　　 美術・デザ
3615-47-0102 京都美術工芸大 工芸　　 美術工芸　　 　 前期　 美術・デザ
3615-47-0171 京都美術工芸大 工芸　　 美術工芸　　 セ 前期　 美術・デザ
3615-47-0202 京都美術工芸大 工芸　　 建築　　　　 　 前期　 住居学　　
3615-47-0271 京都美術工芸大 工芸　　 建築　　　　 セ 前期　 住居学　　
3616-64-0000 京都看護大　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3616-64-0101 京都看護大　　 看護　　 看護　　　　 　 前期２ 看護　　　
3616-64-0102 京都看護大　　 看護　　 看護　　　　 　 前期３ 看護　　　
3616-64-0171 京都看護大　　 看護　　 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3626-03-0000 追手門学院大　 心理　　 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3626-03-0101 追手門学院大　 心理　　 心理　　　　 　 前期３ 心理学　　
3626-03-0105 追手門学院大　 心理　　 心理　　　　 　 前期２ 心理学　　
3626-03-0106 追手門学院大　 心理　　 心理　　　　 　 前期数 心理学　　
3626-03-0171 追手門学院大　 心理　　 心理　　　　 セ 前期３ 心理学　　
3626-03-0173 追手門学院大　 心理　　 心理　　　　 セ 前期４ 心理学　　
3626-18-0000 追手門学院大　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3626-18-0201 追手門学院大　 経済　　 経済　　　　 　 前期３ 経済学　　
3626-18-0202 追手門学院大　 経済　　 経済　　　　 　 前期数 経済学　　
3626-18-0206 追手門学院大　 経済　　 経済　　　　 　 前期２ 経済学　　
3626-18-0207 追手門学院大　 経済　　 経済　　　　 　 前期地 経済学　　
3626-18-0272 追手門学院大　 経済　　 経済　　　　 セ 前期３ 経済学　　
3626-18-0273 追手門学院大　 経済　　 経済　　　　 セ 前期４ 経済学　　
3626-19-0000 追手門学院大　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3626-19-0101 追手門学院大　 経営　　 経営　　　　 　 前期３ 経営学・商
3626-19-0102 追手門学院大　 経営　　 経営　　　　 　 前期数 経営学・商
3626-19-0106 追手門学院大　 経営　　 経営　　　　 　 前期２ 経営学・商
3626-19-0107 追手門学院大　 経営　　 経営　　　　 　 前期地 経営学・商
3626-19-0172 追手門学院大　 経営　　 経営　　　　 セ 前期３ 経営学・商
3626-19-0173 追手門学院大　 経営　　 経営　　　　 セ 前期４ 経営学・商
3626-21-0000 追手門学院大　 地域創造 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3626-21-0101 追手門学院大　 地域創造 地域創造　　 　 前期３ 経済学　　
3626-21-0103 追手門学院大　 地域創造 地域創造　　 　 前期２ 経済学　　
3626-21-0104 追手門学院大　 地域創造 地域創造　　 　 前期数 経済学　　
3626-21-0105 追手門学院大　 地域創造 地域創造　　 　 前期地 経済学　　
3626-21-0171 追手門学院大　 地域創造 地域創造　　 セ 前期３ 経済学　　
3626-21-0173 追手門学院大　 地域創造 地域創造　　 セ 前期４ 経済学　　
3626-25-0000 追手門学院大　 社会　　 　　　　　　 　 　　　 社会学　　
3626-25-0101 追手門学院大　 社会　　 社会　　　　 　 前期３ 社会学　　
3626-25-0105 追手門学院大　 社会　　 社会　　　　 　 前期２ 社会学　　
3626-25-0106 追手門学院大　 社会　　 社会　　　　 　 前期数 社会学　　
3626-25-0107 追手門学院大　 社会　　 社会　　　　 　 前期地 社会学　　
3626-25-0171 追手門学院大　 社会　　 社会　　　　 セ 前期３ 社会学　　
3626-25-0173 追手門学院大　 社会　　 社会　　　　 セ 前期４ 社会学　　
3626-38-0000 追手門学院大　 国際教養 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3626-38-0101 追手門学院大　 国際教養 国際日本　　 　 前期３ 中国語　　
3626-38-0105 追手門学院大　 国際教養 国際日本　　 　 前期２ 中国語　　
3626-38-0106 追手門学院大　 国際教養 国際日本　　 　 前期数 中国語　　
3626-38-0107 追手門学院大　 国際教養 国際日本　　 　 前期地 中国語　　
3626-38-0171 追手門学院大　 国際教養 国際日本　　 セ 前期３ 中国語　　
3626-38-0173 追手門学院大　 国際教養 国際日本　　 セ 前期４ 中国語　　
3626-38-0201 追手門学院大　 国際教養 国際教養　　 　 前期３ 英米語　　
3626-38-0205 追手門学院大　 国際教養 国際教養　　 　 前期２ 英米語　　
3626-38-0206 追手門学院大　 国際教養 国際教養　　 　 前期数 英米語　　
3626-38-0207 追手門学院大　 国際教養 国際教養　　 　 前期地 英米語　　
3626-38-0271 追手門学院大　 国際教養 国際教養　　 セ 前期３ 英米語　　
3626-38-0273 追手門学院大　 国際教養 国際教養　　 セ 前期４ 英米語　　
3627-55-0000 大阪医大　　　 医　　　 　　　　　　 　 　　　 医　　　　



3627-55-0100 大阪医大　　　 医　　　 医　　　　　 　 前期　 医　　　　
3627-55-0101 大阪医大　　　 医　　　 医　　　　　 　 地域枠 医　　　　
3627-55-0102 大阪医大　　　 医　　　 医　　　　　 　 研究医 医　　　　
3627-55-0171 大阪医大　　　 医　　　 医　　　　　 セ 　　　 医　　　　
3627-64-0000 大阪医大　　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3627-64-0101 大阪医大　　　 看護　　 看護　　　　 　 ３科目 看護　　　
3627-64-0102 大阪医大　　　 看護　　 看護　　　　 　 ２科目 看護　　　
3627-64-0171 大阪医大　　　 看護　　 看護　　　　 セ 　　　 看護　　　
3628-83-0000 大阪音大　　　 音楽　　 　　　　　　 　 　　　 音楽　　　
3628-83-0601 大阪音大　　　 音楽　　 音楽／作曲　 　 Ａ　　 音楽　　　
3628-83-0801 大阪音大　　　 音楽　　 音楽／声楽　 　 Ａ　　 音楽　　　
3628-83-0901 大阪音大　　　 音楽　　 音楽／ピアノ 　 Ａ　　 音楽　　　
3628-83-1001 大阪音大　　　 音楽　　 音楽／パイプ 　 Ａ　　 音楽　　　
3628-83-1101 大阪音大　　　 音楽　　 音楽／管楽器 　 Ａ　　 音楽　　　
3628-83-1201 大阪音大　　　 音楽　　 音楽／弦楽器 　 Ａ　　 音楽　　　
3628-83-1301 大阪音大　　　 音楽　　 音楽／打楽器 　 Ａ　　 音楽　　　
3628-83-1401 大阪音大　　　 音楽　　 音楽／ギター 　 Ａ　　 音楽　　　
3628-83-1501 大阪音大　　　 音楽　　 音楽／邦楽　 　 Ａ　　 音楽　　　
3628-83-1601 大阪音大　　　 音楽　　 音楽／ジャズ 　 Ａ　　 音楽　　　
3628-83-1701 大阪音大　　　 音楽　　 音楽／電子オ 　 Ａ　　 音楽　　　
3628-83-1801 大阪音大　　　 音楽　　 音楽／ピア演 　 Ａ　　 音楽　　　
3628-83-1901 大阪音大　　　 音楽　　 音楽／ヴァイ 　 Ａ　　 音楽　　　
3628-83-2001 大阪音大　　　 音楽　　 音楽／クリエ 　 Ａ　　 音楽　　　
3628-83-2101 大阪音大　　　 音楽　　 音楽／コミュ 　 Ａ　　 音楽　　　
3629-08-0000 大阪学院大　　 外国語　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3629-08-0106 大阪学院大　　 外国語　 英語　　　　 　 Ａ前期 英米語　　
3629-08-0107 大阪学院大　　 外国語　 英語　　　　 　 Ａ後２ 英米語　　
3629-08-0108 大阪学院大　　 外国語　 英語　　　　 　 Ａ後３ 英米語　　
3629-08-0174 大阪学院大　　 外国語　 英語　　　　 セ Ａ　　 英米語　　
3629-12-0000 大阪学院大　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3629-12-0305 大阪学院大　　 法　　　 法　　　　　 　 Ａ前期 法学　　　
3629-12-0306 大阪学院大　　 法　　　 法　　　　　 　 Ａ後２ 法学　　　
3629-12-0307 大阪学院大　　 法　　　 法　　　　　 　 Ａ後３ 法学　　　
3629-12-0371 大阪学院大　　 法　　　 法　　　　　 セ Ａ　　 法学　　　
3629-18-0000 大阪学院大　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3629-18-0106 大阪学院大　　 経済　　 経済　　　　 　 Ａ前期 経済学　　
3629-18-0107 大阪学院大　　 経済　　 経済　　　　 　 Ａ後２ 経済学　　
3629-18-0108 大阪学院大　　 経済　　 経済　　　　 　 Ａ後３ 経済学　　
3629-18-0174 大阪学院大　　 経済　　 経済　　　　 セ Ａ　　 経済学　　
3629-19-0000 大阪学院大　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3629-19-0104 大阪学院大　　 経営　　 経営　　　　 　 Ａ前期 経営学・商
3629-19-0105 大阪学院大　　 経営　　 経営　　　　 　 Ａ後２ 経営学・商
3629-19-0106 大阪学院大　　 経営　　 経営　　　　 　 Ａ後３ 経営学・商
3629-19-0171 大阪学院大　　 経営　　 経営　　　　 セ Ａ　　 経営学・商
3629-19-0204 大阪学院大　　 経営　　 ホスピタリテ 　 Ａ前期 経営学・商
3629-19-0205 大阪学院大　　 経営　　 ホスピタリテ 　 Ａ後２ 経営学・商
3629-19-0206 大阪学院大　　 経営　　 ホスピタリテ 　 Ａ後３ 経営学・商
3629-19-0271 大阪学院大　　 経営　　 ホスピタリテ セ Ａ　　 経営学・商
3629-20-0000 大阪学院大　　 商　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3629-20-0104 大阪学院大　　 商　　　 商　　　　　 　 Ａ前期 経営学・商
3629-20-0105 大阪学院大　　 商　　　 商　　　　　 　 Ａ後２ 経営学・商
3629-20-0106 大阪学院大　　 商　　　 商　　　　　 　 Ａ後３ 経営学・商
3629-20-0171 大阪学院大　　 商　　　 商　　　　　 セ Ａ　　 経営学・商
3629-33-0000 大阪学院大　　 国際　　 　　　　　　 　 　　　 国際関係学
3629-33-0106 大阪学院大　　 国際　　 国際　　　　 　 Ａ前期 国際関係学
3629-33-0107 大阪学院大　　 国際　　 国際　　　　 　 Ａ後２ 国際関係学
3629-33-0108 大阪学院大　　 国際　　 国際　　　　 　 Ａ後３ 国際関係学
3629-33-0174 大阪学院大　　 国際　　 国際　　　　 セ Ａ　　 国際関係学
3629-37-0000 大阪学院大　　 情報　　 　　　　　　 　 　　　 情報工学　



3629-37-0106 大阪学院大　　 情報　　 情報　　　　 　 Ａ前期 情報工学　
3629-37-0107 大阪学院大　　 情報　　 情報　　　　 　 Ａ後２ 情報工学　
3629-37-0108 大阪学院大　　 情報　　 情報　　　　 　 Ａ後３ 情報工学　
3629-37-0171 大阪学院大　　 情報　　 情報　　　　 セ Ａ　　 情報工学　
3630-18-0000 大阪経大　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 政治学　　
3630-18-0001 大阪経大　　　 経済　　 　　　　　　 　 前期Ａ 経済学　　
3630-18-0002 大阪経大　　　 経済　　 　　　　　　 　 前期Ｂ 経済学　　
3630-18-0071 大阪経大　　　 経済　　 　　　　　　 セ 前Ｃ３ 経済学　　
3630-18-0072 大阪経大　　　 経済　　 　　　　　　 セ 前Ｃ２ 経済学　　
3630-18-0074 大阪経大　　　 経済　　 　　　　　　 セ 前Ｃ４ 経済学　　
3630-19-0000 大阪経大　　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3630-19-0101 大阪経大　　　 経営　　 経営　　　　 　 前期Ａ 経営学・商
3630-19-0102 大阪経大　　　 経営　　 経営　　　　 　 前期Ｂ 経営学・商
3630-19-0171 大阪経大　　　 経営　　 経営　　　　 セ 前Ｃ３ 経営学・商
3630-19-0172 大阪経大　　　 経営　　 経営　　　　 セ 前Ｃ２ 経営学・商
3630-19-0174 大阪経大　　　 経営　　 経営　　　　 セ 前Ｃ４ 経営学・商
3630-19-0301 大阪経大　　　 経営　　 ビジネス法　 　 前期Ａ 法学　　　
3630-19-0302 大阪経大　　　 経営　　 ビジネス法　 　 前期Ｂ 法学　　　
3630-19-0371 大阪経大　　　 経営　　 ビジネス法　 セ 前Ｃ３ 法学　　　
3630-19-0372 大阪経大　　　 経営　　 ビジネス法　 セ 前Ｃ２ 法学　　　
3630-19-0374 大阪経大　　　 経営　　 ビジネス法　 セ 前Ｃ４ 法学　　　
3630-23-0000 大阪経大　　　 経営２　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3630-23-0101 大阪経大　　　 経営２　 経営　　　　 　 前期Ａ 経営学・商
3630-23-0102 大阪経大　　　 経営２　 経営　　　　 　 前期Ｂ 経営学・商
3630-27-0000 大阪経大　　　 情報社会 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3630-27-0101 大阪経大　　　 情報社会 情報社会　　 　 前期Ａ 社会学　　
3630-27-0102 大阪経大　　　 情報社会 情報社会　　 　 前期Ｂ 社会学　　
3630-27-0171 大阪経大　　　 情報社会 情報社会　　 セ 前Ｃ４ 社会学　　
3630-27-0172 大阪経大　　　 情報社会 情報社会　　 セ 前Ｃ３ 社会学　　
3630-27-0173 大阪経大　　　 情報社会 情報社会　　 セ 前Ｃ２ 社会学　　
3630-37-0000 大阪経大　　　 人間科学 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3630-37-0101 大阪経大　　　 人間科学 人間科学　　 　 前期Ａ 人間科学　
3630-37-0102 大阪経大　　　 人間科学 人間科学　　 　 前期Ｂ 人間科学　
3630-37-0171 大阪経大　　　 人間科学 人間科学　　 セ 前Ｃ３ 人間科学　
3630-37-0172 大阪経大　　　 人間科学 人間科学　　 セ 前Ｃ２ 人間科学　
3630-37-0174 大阪経大　　　 人間科学 人間科学　　 セ 前Ｃ４ 人間科学　
3631-83-0000 大阪芸大　　　 芸術　　 　　　　　　 　 　　　 映像　　　
3631-83-0102 大阪芸大　　　 芸術　　 映像　　　　 　 専門　 映像　　　
3631-83-0171 大阪芸大　　　 芸術　　 映像　　　　 セ １期　 映像　　　
3631-83-0172 大阪芸大　　　 芸術　　 映像　　　　 セ ＋専門 映像　　　
3631-83-0202 大阪芸大　　　 芸術　　 演奏　　　　 　 専門　 音楽　　　
3631-83-0271 大阪芸大　　　 芸術　　 演奏　　　　 セ １期　 音楽　　　
3631-83-0272 大阪芸大　　　 芸術　　 演奏　　　　 セ ＋専門 音楽　　　
3631-83-0302 大阪芸大　　　 芸術　　 音楽　　　　 　 専門　 音楽　　　
3631-83-0371 大阪芸大　　　 芸術　　 音楽　　　　 セ １期　 音楽　　　
3631-83-0372 大阪芸大　　　 芸術　　 音楽　　　　 セ ＋専門 音楽　　　
3631-83-0602 大阪芸大　　　 芸術　　 建築　　　　 　 専門　 建築・土木
3631-83-0671 大阪芸大　　　 芸術　　 建築　　　　 セ １期　 建築・土木
3631-83-0672 大阪芸大　　　 芸術　　 建築　　　　 セ ＋専門 建築・土木
3631-83-0702 大阪芸大　　　 芸術　　 芸術計画　　 　 専門　 芸術理論　
3631-83-0771 大阪芸大　　　 芸術　　 芸術計画　　 セ １期　 芸術理論　
3631-83-0772 大阪芸大　　　 芸術　　 芸術計画　　 セ ＋専門 芸術理論　
3631-83-0802 大阪芸大　　　 芸術　　 工芸　　　　 　 専門　 美術・デザ
3631-83-0871 大阪芸大　　　 芸術　　 工芸　　　　 セ １期　 美術・デザ
3631-83-0872 大阪芸大　　　 芸術　　 工芸　　　　 セ ＋専門 美術・デザ
3631-83-0902 大阪芸大　　　 芸術　　 写真　　　　 　 専門　 映像　　　
3631-83-0971 大阪芸大　　　 芸術　　 写真　　　　 セ １期　 映像　　　
3631-83-0972 大阪芸大　　　 芸術　　 写真　　　　 セ ＋専門 映像　　　
3631-83-1002 大阪芸大　　　 芸術　　 デザイン　　 　 専門　 美術・デザ



3631-83-1071 大阪芸大　　　 芸術　　 デザイン　　 セ １期　 美術・デザ
3631-83-1072 大阪芸大　　　 芸術　　 デザイン　　 セ ＋専門 美術・デザ
3631-83-1102 大阪芸大　　　 芸術　　 美術　　　　 　 専門　 美術・デザ
3631-83-1171 大阪芸大　　　 芸術　　 美術　　　　 セ １期　 美術・デザ
3631-83-1172 大阪芸大　　　 芸術　　 美術　　　　 セ ＋専門 美術・デザ
3631-83-1202 大阪芸大　　　 芸術　　 舞台芸術　　 　 専門　 演劇　　　
3631-83-1271 大阪芸大　　　 芸術　　 舞台芸術　　 セ １期　 演劇　　　
3631-83-1272 大阪芸大　　　 芸術　　 舞台芸術　　 セ ＋専門 演劇　　　
3631-83-1302 大阪芸大　　　 芸術　　 文芸　　　　 　 専門　 その他芸術
3631-83-1371 大阪芸大　　　 芸術　　 文芸　　　　 セ １期　 その他芸術
3631-83-1372 大阪芸大　　　 芸術　　 文芸　　　　 セ ＋専門 その他芸術
3631-83-1402 大阪芸大　　　 芸術　　 放送　　　　 　 専門　 放送　　　
3631-83-1471 大阪芸大　　　 芸術　　 放送　　　　 セ １期　 放送　　　
3631-83-1472 大阪芸大　　　 芸術　　 放送　　　　 セ ＋専門 放送　　　
3631-83-1501 大阪芸大　　　 芸術　　 キャラクター 　 専門　 映像　　　
3631-83-1571 大阪芸大　　　 芸術　　 キャラクター セ １期　 映像　　　
3631-83-1572 大阪芸大　　　 芸術　　 キャラクター セ ＋専門 映像　　　
3631-83-1601 大阪芸大　　　 芸術　　 初等芸術教育 　 専門　 小学校　　
3631-83-1671 大阪芸大　　　 芸術　　 初等芸術教育 セ １期　 小学校　　
3631-83-1672 大阪芸大　　　 芸術　　 初等芸術教育 セ ＋専門 小学校　　
3631-83-1701 大阪芸大　　　 芸術　　 アートサイエ 　 専門　 美術・デザ
3631-83-1771 大阪芸大　　　 芸術　　 アートサイエ セ １期　 美術・デザ
3631-83-1772 大阪芸大　　　 芸術　　 アートサイエ セ ＋専門 美術・デザ
3632-12-0000 大阪経済法科大 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3632-12-0101 大阪経済法科大 法　　　 法律　　　　 　 前Ａ３ 法学　　　
3632-12-0102 大阪経済法科大 法　　　 法律　　　　 　 前Ｂ３ 法学　　　
3632-12-0107 大阪経済法科大 法　　　 法律　　　　 　 前Ａ２ 法学　　　
3632-12-0108 大阪経済法科大 法　　　 法律　　　　 　 前Ｂ２ 法学　　　
3632-12-0171 大阪経済法科大 法　　　 法律　　　　 セ Ⅰ期２ 法学　　　
3632-12-0172 大阪経済法科大 法　　　 法律　　　　 セ 前Ａ３ 法学　　　
3632-12-0173 大阪経済法科大 法　　　 法律　　　　 セ 前Ｂ３ 法学　　　
3632-12-0176 大阪経済法科大 法　　　 法律　　　　 セ Ⅰ期３ 法学　　　
3632-12-0177 大阪経済法科大 法　　　 法律　　　　 セ 前Ａ２ 法学　　　
3632-12-0178 大阪経済法科大 法　　　 法律　　　　 セ 前Ｂ２ 法学　　　
3632-18-0000 大阪経済法科大 経済　　 　　　　　　 　 　　　 政治学　　
3632-18-0101 大阪経済法科大 経済　　 経済　　　　 　 前Ａ３ 経済学　　
3632-18-0102 大阪経済法科大 経済　　 経済　　　　 　 前Ｂ３ 経済学　　
3632-18-0107 大阪経済法科大 経済　　 経済　　　　 　 前Ａ２ 経済学　　
3632-18-0108 大阪経済法科大 経済　　 経済　　　　 　 前Ｂ２ 経済学　　
3632-18-0171 大阪経済法科大 経済　　 経済　　　　 セ Ⅰ期２ 経済学　　
3632-18-0172 大阪経済法科大 経済　　 経済　　　　 セ 前Ａ３ 経済学　　
3632-18-0173 大阪経済法科大 経済　　 経済　　　　 セ 前Ｂ３ 経済学　　
3632-18-0176 大阪経済法科大 経済　　 経済　　　　 セ Ⅰ期３ 経済学　　
3632-18-0177 大阪経済法科大 経済　　 経済　　　　 セ 前Ａ２ 経済学　　
3632-18-0178 大阪経済法科大 経済　　 経済　　　　 セ 前Ｂ２ 経済学　　
3632-19-0000 大阪経済法科大 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3632-19-0102 大阪経済法科大 経営　　 経営　　　　 　 前Ａ２ 経営学・商
3632-19-0103 大阪経済法科大 経営　　 経営　　　　 　 前Ｂ２ 経営学・商
3632-19-0104 大阪経済法科大 経営　　 経営　　　　 　 前Ａ３ 経営学・商
3632-19-0105 大阪経済法科大 経営　　 経営　　　　 　 前Ｂ３ 経営学・商
3632-19-0170 大阪経済法科大 経営　　 経営　　　　 セ Ⅰ期３ 経営学・商
3632-19-0171 大阪経済法科大 経営　　 経営　　　　 セ Ⅰ期２ 経営学・商
3632-19-0172 大阪経済法科大 経営　　 経営　　　　 セ 前Ａ２ 経営学・商
3632-19-0173 大阪経済法科大 経営　　 経営　　　　 セ 前Ｂ２ 経営学・商
3632-19-0174 大阪経済法科大 経営　　 経営　　　　 セ 前Ａ３ 経営学・商
3632-19-0175 大阪経済法科大 経営　　 経営　　　　 セ 前Ｂ３ 経営学・商
3632-33-0000 大阪経済法科大 国際　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3632-33-0101 大阪経済法科大 国際　　 国際　　　　 　 前Ａ２ 国際関係学
3632-33-0102 大阪経済法科大 国際　　 国際　　　　 　 前Ｂ２ 国際関係学



3632-33-0105 大阪経済法科大 国際　　 国際　　　　 　 前Ａ３ 国際関係学
3632-33-0106 大阪経済法科大 国際　　 国際　　　　 　 前Ｂ３ 国際関係学
3632-33-0171 大阪経済法科大 国際　　 国際　　　　 セ Ⅰ期２ 国際関係学
3632-33-0172 大阪経済法科大 国際　　 国際　　　　 セ Ⅰ期３ 国際関係学
3632-33-0173 大阪経済法科大 国際　　 国際　　　　 セ 前Ａ２ 国際関係学
3632-33-0174 大阪経済法科大 国際　　 国際　　　　 セ 前Ｂ２ 国際関係学
3632-33-0176 大阪経済法科大 国際　　 国際　　　　 セ 前Ａ３ 国際関係学
3632-33-0177 大阪経済法科大 国際　　 国際　　　　 セ 前Ｂ３ 国際関係学
3633-21-0000 大阪工大　　　 知的財産 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3633-21-0100 大阪工大　　　 知的財産 知的財産　　 　 前期Ａ 法学　　　
3633-21-0101 大阪工大　　　 知的財産 知的財産　　 　 前期Ｂ 法学　　　
3633-21-0174 大阪工大　　　 知的財産 知的財産　　 セ 前ＡＣ 法学　　　
3633-21-0176 大阪工大　　　 知的財産 知的財産　　 セ 前Ｃ文 法学　　　
3633-21-0177 大阪工大　　　 知的財産 知的財産　　 セ 前Ｃ総 法学　　　
3633-21-0178 大阪工大　　　 知的財産 知的財産　　 セ 前ＢＣ 法学　　　
3633-37-0000 大阪工大　　　 情報科学 　　　　　　 　 　　　 情報工学　
3633-37-0101 大阪工大　　　 情報科学 情報知能　　 　 前期Ａ 情報工学　
3633-37-0102 大阪工大　　　 情報科学 情報知能　　 　 前期Ｂ 情報工学　
3633-37-0173 大阪工大　　　 情報科学 情報知能　　 セ 前ＡＣ 情報工学　
3633-37-0174 大阪工大　　　 情報科学 情報知能　　 セ 前ＢＣ 情報工学　
3633-37-0176 大阪工大　　　 情報科学 情報知能　　 セ 前Ｃ理 情報工学　
3633-37-0177 大阪工大　　　 情報科学 情報知能　　 セ 前Ｃ総 情報工学　
3633-37-0201 大阪工大　　　 情報科学 情報システム 　 前期Ａ 情報工学　
3633-37-0202 大阪工大　　　 情報科学 情報システム 　 前期Ｂ 情報工学　
3633-37-0273 大阪工大　　　 情報科学 情報システム セ 前ＡＣ 情報工学　
3633-37-0274 大阪工大　　　 情報科学 情報システム セ 前ＢＣ 情報工学　
3633-37-0276 大阪工大　　　 情報科学 情報システム セ 前Ｃ理 情報工学　
3633-37-0277 大阪工大　　　 情報科学 情報システム セ 前Ｃ総 情報工学　
3633-37-0301 大阪工大　　　 情報科学 情報メディア 　 前期Ａ 情報工学　
3633-37-0303 大阪工大　　　 情報科学 情報メディア 　 前期Ｂ 情報工学　
3633-37-0373 大阪工大　　　 情報科学 情報メディア セ 前ＡＣ 情報工学　
3633-37-0374 大阪工大　　　 情報科学 情報メディア セ 前ＢＣ 情報工学　
3633-37-0376 大阪工大　　　 情報科学 情報メディア セ 前Ｃ理 情報工学　
3633-37-0377 大阪工大　　　 情報科学 情報メディア セ 前Ｃ総 情報工学　
3633-37-0401 大阪工大　　　 情報科学 ネットワーク 　 前期Ａ 電気・電子
3633-37-0402 大阪工大　　　 情報科学 ネットワーク 　 前期Ｂ 電気・電子
3633-37-0473 大阪工大　　　 情報科学 ネットワーク セ 前ＡＣ 電気・電子
3633-37-0474 大阪工大　　　 情報科学 ネットワーク セ 前ＢＣ 電気・電子
3633-37-0476 大阪工大　　　 情報科学 ネットワーク セ 前Ｃ理 電気・電子
3633-37-0477 大阪工大　　　 情報科学 ネットワーク セ 前Ｃ総 電気・電子
3633-46-0000 大阪工大　　　 工　　　 　　　　　　 　 　　　 建築・土木
3633-46-0101 大阪工大　　　 工　　　 応用化　　　 　 前期Ａ 応用化学　
3633-46-0102 大阪工大　　　 工　　　 応用化　　　 　 前期Ｂ 応用化学　
3633-46-0173 大阪工大　　　 工　　　 応用化　　　 セ 前ＡＣ 応用化学　
3633-46-0174 大阪工大　　　 工　　　 応用化　　　 セ 前ＢＣ 応用化学　
3633-46-0176 大阪工大　　　 工　　　 応用化　　　 セ 前Ｃ理 応用化学　
3633-46-0177 大阪工大　　　 工　　　 応用化　　　 セ 前Ｃ総 応用化学　
3633-46-0201 大阪工大　　　 工　　　 機械工　　　 　 前期Ａ 機械工学　
3633-46-0202 大阪工大　　　 工　　　 機械工　　　 　 前期Ｂ 機械工学　
3633-46-0273 大阪工大　　　 工　　　 機械工　　　 セ 前ＡＣ 機械工学　
3633-46-0274 大阪工大　　　 工　　　 機械工　　　 セ 前ＢＣ 機械工学　
3633-46-0276 大阪工大　　　 工　　　 機械工　　　 セ 前Ｃ理 機械工学　
3633-46-0277 大阪工大　　　 工　　　 機械工　　　 セ 前Ｃ総 機械工学　
3633-46-0401 大阪工大　　　 工　　　 建築　　　　 　 前期Ａ 建築・土木
3633-46-0402 大阪工大　　　 工　　　 建築　　　　 　 前期Ｂ 建築・土木
3633-46-0473 大阪工大　　　 工　　　 建築　　　　 セ 前ＡＣ 建築・土木
3633-46-0474 大阪工大　　　 工　　　 建築　　　　 セ 前ＢＣ 建築・土木
3633-46-0476 大阪工大　　　 工　　　 建築　　　　 セ 前Ｃ理 建築・土木
3633-46-0477 大阪工大　　　 工　　　 建築　　　　 セ 前Ｃ総 建築・土木



3633-46-0501 大阪工大　　　 工　　　 電気電子シス 　 前期Ａ 電気・電子
3633-46-0502 大阪工大　　　 工　　　 電気電子シス 　 前期Ｂ 電気・電子
3633-46-0573 大阪工大　　　 工　　　 電気電子シス セ 前ＡＣ 電気・電子
3633-46-0574 大阪工大　　　 工　　　 電気電子シス セ 前ＢＣ 電気・電子
3633-46-0576 大阪工大　　　 工　　　 電気電子シス セ 前Ｃ理 電気・電子
3633-46-0577 大阪工大　　　 工　　　 電気電子シス セ 前Ｃ総 電気・電子
3633-46-0601 大阪工大　　　 工　　　 電子情報シス 　 前期Ａ 電気・電子
3633-46-0602 大阪工大　　　 工　　　 電子情報シス 　 前期Ｂ 電気・電子
3633-46-0673 大阪工大　　　 工　　　 電子情報シス セ 前ＡＣ 電気・電子
3633-46-0674 大阪工大　　　 工　　　 電子情報シス セ 前ＢＣ 電気・電子
3633-46-0676 大阪工大　　　 工　　　 電子情報シス セ 前Ｃ理 電気・電子
3633-46-0677 大阪工大　　　 工　　　 電子情報シス セ 前Ｃ総 電気・電子
3633-46-0701 大阪工大　　　 工　　　 都市デザイン 　 前期Ａ 建築・土木
3633-46-0702 大阪工大　　　 工　　　 都市デザイン 　 前期Ｂ 建築・土木
3633-46-0773 大阪工大　　　 工　　　 都市デザイン セ 前ＡＣ 建築・土木
3633-46-0774 大阪工大　　　 工　　　 都市デザイン セ 前ＢＣ 建築・土木
3633-46-0776 大阪工大　　　 工　　　 都市デザイン セ 前Ｃ理 建築・土木
3633-46-0777 大阪工大　　　 工　　　 都市デザイン セ 前Ｃ総 建築・土木
3633-46-0901 大阪工大　　　 工　　　 環境工　　　 　 前期Ａ 建築・土木
3633-46-0902 大阪工大　　　 工　　　 環境工　　　 　 前期Ｂ 建築・土木
3633-46-0973 大阪工大　　　 工　　　 環境工　　　 セ 前ＡＣ 建築・土木
3633-46-0974 大阪工大　　　 工　　　 環境工　　　 セ 前ＢＣ 建築・土木
3633-46-0976 大阪工大　　　 工　　　 環境工　　　 セ 前Ｃ理 建築・土木
3633-46-0977 大阪工大　　　 工　　　 環境工　　　 セ 前Ｃ総 建築・土木
3633-46-1201 大阪工大　　　 工　　　 生命工　　　 　 前期Ａ 生物工学　
3633-46-1202 大阪工大　　　 工　　　 生命工　　　 　 前期Ｂ 生物工学　
3633-46-1272 大阪工大　　　 工　　　 生命工　　　 セ 前ＡＣ 生物工学　
3633-46-1273 大阪工大　　　 工　　　 生命工　　　 セ 前ＢＣ 生物工学　
3633-46-1275 大阪工大　　　 工　　　 生命工　　　 セ 前Ｃ理 生物工学　
3633-46-1276 大阪工大　　　 工　　　 生命工　　　 セ 前Ｃ総 生物工学　
3633-47-0000 大阪工大　　　 ロボティ 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
3633-47-0101 大阪工大　　　 ロボティ ロボット工　 　 前期Ａ 機械工学　
3633-47-0102 大阪工大　　　 ロボティ ロボット工　 　 前期Ｂ 機械工学　
3633-47-0171 大阪工大　　　 ロボティ ロボット工　 セ 前ＡＣ 機械工学　
3633-47-0172 大阪工大　　　 ロボティ ロボット工　 セ 前ＢＣ 機械工学　
3633-47-0173 大阪工大　　　 ロボティ ロボット工　 セ 前Ｃ理 機械工学　
3633-47-0174 大阪工大　　　 ロボティ ロボット工　 セ 前Ｃ総 機械工学　
3633-47-0201 大阪工大　　　 ロボティ システムデザ 　 前期Ａ 機械工学　
3633-47-0202 大阪工大　　　 ロボティ システムデザ 　 前期Ｂ 機械工学　
3633-47-0271 大阪工大　　　 ロボティ システムデザ セ 前ＡＣ 機械工学　
3633-47-0272 大阪工大　　　 ロボティ システムデザ セ 前ＢＣ 機械工学　
3633-47-0273 大阪工大　　　 ロボティ システムデザ セ 前Ｃ理 機械工学　
3633-47-0274 大阪工大　　　 ロボティ システムデザ セ 前Ｃ総 機械工学　
3633-47-0301 大阪工大　　　 ロボティ 空間デザイン 　 前期Ａ 建築・土木
3633-47-0302 大阪工大　　　 ロボティ 空間デザイン 　 前期Ｂ 建築・土木
3633-47-0371 大阪工大　　　 ロボティ 空間デザイン セ 前ＡＣ 建築・土木
3633-47-0372 大阪工大　　　 ロボティ 空間デザイン セ 前ＢＣ 建築・土木
3633-47-0373 大阪工大　　　 ロボティ 空間デザイン セ 前Ｃ理 建築・土木
3633-47-0374 大阪工大　　　 ロボティ 空間デザイン セ 前Ｃ総 建築・土木
3634-24-0000 大阪国際大　　 経営経済 　　　　　　 　 　　　 政治学　　
3634-24-0101 大阪国際大　　 経営経済 経営　　　　 　 Ａ　　 経営学・商
3634-24-0171 大阪国際大　　 経営経済 経営　　　　 セ Ⅰ期　 経営学・商
3634-24-0201 大阪国際大　　 経営経済 経済　　　　 　 Ａ　　 経済学　　
3634-24-0271 大阪国際大　　 経営経済 経済　　　　 セ Ⅰ期　 経済学　　
3634-37-0000 大阪国際大　　 人間科学 　　　　　　 　 　　　 体育・健康
3634-37-0107 大阪国際大　　 人間科学 心理コミュニ 　 Ａ　　 心理学　　
3634-37-0171 大阪国際大　　 人間科学 心理コミュニ セ Ⅰ期　 心理学　　
3634-37-0207 大阪国際大　　 人間科学 人間健康科学 　 Ａ　　 体育・健康
3634-37-0271 大阪国際大　　 人間科学 人間健康科学 セ Ⅰ期　 体育・健康



3634-37-0407 大阪国際大　　 人間科学 スポーツ行動 　 Ａ　　 体育・健康
3634-37-0471 大阪国際大　　 人間科学 スポーツ行動 セ Ⅰ期　 体育・健康
3634-39-0000 大阪国際大　　 国際教養 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3634-39-0101 大阪国際大　　 国際教養 国際コミュニ 　 Ａ　　 国際関係学
3634-39-0171 大阪国際大　　 国際教養 国際コミュニ セ Ⅰ期　 国際関係学
3634-39-0201 大阪国際大　　 国際教養 国際観光　　 　 Ａ　　 観光学　　
3634-39-0271 大阪国際大　　 国際教養 国際観光　　 セ Ⅰ期　 観光学　　
3636-18-0000 大阪産大　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3636-18-0002 大阪産大　　　 経済　　 　　　　　　 　 前期Ｃ 経済学　　
3636-18-0003 大阪産大　　　 経済　　 　　　　　　 　 前期Ａ 経済学　　
3636-18-0004 大阪産大　　　 経済　　 　　　　　　 　 前期Ｂ 経済学　　
3636-18-0071 大阪産大　　　 経済　　 　　　　　　 セ ５教科 経済学　　
3636-18-0074 大阪産大　　　 経済　　 　　　　　　 セ 前期　 経済学　　
3636-19-0000 大阪産大　　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3636-19-0701 大阪産大　　　 経営　　 経営／経営学 　 前期Ａ 経営学・商
3636-19-0702 大阪産大　　　 経営　　 経営／経営学 　 前期Ｃ 経営学・商
3636-19-0703 大阪産大　　　 経営　　 経営／経営学 　 前期Ｂ 経営学・商
3636-19-0771 大阪産大　　　 経営　　 経営／経営学 セ ５教科 経営学・商
3636-19-0772 大阪産大　　　 経営　　 経営／経営学 セ 前期　 経営学・商
3636-19-0901 大阪産大　　　 経営　　 商／商学　　 　 前期Ａ 経営学・商
3636-19-0902 大阪産大　　　 経営　　 商／商学　　 　 前期Ｃ 経営学・商
3636-19-0903 大阪産大　　　 経営　　 商／商学　　 　 前期Ｂ 経営学・商
3636-19-0971 大阪産大　　　 経営　　 商／商学　　 セ ５教科 経営学・商
3636-19-0972 大阪産大　　　 経営　　 商／商学　　 セ 前期　 経営学・商
3636-33-0000 大阪産大　　　 国際　　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3636-33-0102 大阪産大　　　 国際　　 国際　　　　 　 前Ａ国 英米語　　
3636-33-0103 大阪産大　　　 国際　　 国際　　　　 　 前期Ｃ 英米語　　
3636-33-0104 大阪産大　　　 国際　　 国際　　　　 　 前Ｂ国 英米語　　
3636-33-0105 大阪産大　　　 国際　　 国際　　　　 　 前Ａ英 英米語　　
3636-33-0106 大阪産大　　　 国際　　 国際　　　　 　 前Ｂ英 英米語　　
3636-33-0172 大阪産大　　　 国際　　 国際　　　　 セ ５教科 英米語　　
3636-33-0173 大阪産大　　　 国際　　 国際　　　　 セ 前期選 英米語　　
3636-33-0176 大阪産大　　　 国際　　 国際　　　　 セ 前期英 英米語　　
3636-46-0000 大阪産大　　　 工　　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
3636-46-0201 大阪産大　　　 工　　　 機械工　　　 　 前期Ｂ 機械工学　
3636-46-0202 大阪産大　　　 工　　　 機械工　　　 　 前期Ｃ 機械工学　
3636-46-0204 大阪産大　　　 工　　　 機械工　　　 　 前期Ａ 機械工学　
3636-46-0271 大阪産大　　　 工　　　 機械工　　　 セ ５教科 機械工学　
3636-46-0274 大阪産大　　　 工　　　 機械工　　　 セ 前数必 機械工学　
3636-46-0275 大阪産大　　　 工　　　 機械工　　　 セ 前数重 機械工学　
3636-46-0501 大阪産大　　　 工　　　 電子情報通信 　 前期Ｂ 電気・電子
3636-46-0502 大阪産大　　　 工　　　 電子情報通信 　 前期Ｃ 電気・電子
3636-46-0504 大阪産大　　　 工　　　 電子情報通信 　 前期Ａ 電気・電子
3636-46-0571 大阪産大　　　 工　　　 電子情報通信 セ ５教科 電気・電子
3636-46-0574 大阪産大　　　 工　　　 電子情報通信 セ 前期　 電気・電子
3636-46-0601 大阪産大　　　 工　　　 都市創造工　 　 前Ｂ数 建築・土木
3636-46-0602 大阪産大　　　 工　　　 都市創造工　 　 前Ｃ数 建築・土木
3636-46-0604 大阪産大　　　 工　　　 都市創造工　 　 前Ａ数 建築・土木
3636-46-0606 大阪産大　　　 工　　　 都市創造工　 　 前Ｃ国 建築・土木
3636-46-0607 大阪産大　　　 工　　　 都市創造工　 　 前Ａ国 建築・土木
3636-46-0608 大阪産大　　　 工　　　 都市創造工　 　 前Ｂ国 建築・土木
3636-46-0671 大阪産大　　　 工　　　 都市創造工　 セ ５教科 建築・土木
3636-46-0676 大阪産大　　　 工　　　 都市創造工　 セ 前期選 建築・土木
3636-46-0677 大阪産大　　　 工　　　 都市創造工　 セ 前期数 建築・土木
3636-46-1101 大阪産大　　　 工　　　 交通／自動車 　 前期Ａ 機械工学　
3636-46-1102 大阪産大　　　 工　　　 交通／自動車 　 前期Ｂ 機械工学　
3636-46-1103 大阪産大　　　 工　　　 交通／自動車 　 前期Ｃ 機械工学　
3636-46-1171 大阪産大　　　 工　　　 交通／自動車 セ ５教科 機械工学　
3636-46-1172 大阪産大　　　 工　　　 交通／自動車 セ 前数必 機械工学　



3636-46-1173 大阪産大　　　 工　　　 交通／自動車 セ 前数重 機械工学　
3636-46-1201 大阪産大　　　 工　　　 交通／交通機 　 前期Ａ 機械工学　
3636-46-1202 大阪産大　　　 工　　　 交通／交通機 　 前期Ｂ 機械工学　
3636-46-1203 大阪産大　　　 工　　　 交通／交通機 　 前期Ｃ 機械工学　
3636-46-1271 大阪産大　　　 工　　　 交通／交通機 セ ５教科 機械工学　
3636-46-1272 大阪産大　　　 工　　　 交通／交通機 セ 前数必 機械工学　
3636-46-1273 大阪産大　　　 工　　　 交通／交通機 セ 前数重 機械工学　
3636-47-0000 大阪産大　　　 デザイン 　　　　　　 　 　　　 建築・土木
3636-47-0101 大阪産大　　　 デザイン 情報システム 　 前Ａ国 情報工学　
3636-47-0102 大阪産大　　　 デザイン 情報システム 　 前Ａ数 情報工学　
3636-47-0103 大阪産大　　　 デザイン 情報システム 　 前Ｃ国 情報工学　
3636-47-0104 大阪産大　　　 デザイン 情報システム 　 前Ｃ数 情報工学　
3636-47-0105 大阪産大　　　 デザイン 情報システム 　 前Ｂ国 情報工学　
3636-47-0106 大阪産大　　　 デザイン 情報システム 　 前Ｂ数 情報工学　
3636-47-0171 大阪産大　　　 デザイン 情報システム セ ５教科 情報工学　
3636-47-0176 大阪産大　　　 デザイン 情報システム セ 前期選 情報工学　
3636-47-0177 大阪産大　　　 デザイン 情報システム セ 前期数 情報工学　
3636-47-0201 大阪産大　　　 デザイン 建築・環境デ 　 前Ａ国 建築・土木
3636-47-0202 大阪産大　　　 デザイン 建築・環境デ 　 前Ａ数 建築・土木
3636-47-0203 大阪産大　　　 デザイン 建築・環境デ 　 前Ｃ国 建築・土木
3636-47-0204 大阪産大　　　 デザイン 建築・環境デ 　 前Ｃ数 建築・土木
3636-47-0205 大阪産大　　　 デザイン 建築・環境デ 　 前Ｂ国 建築・土木
3636-47-0206 大阪産大　　　 デザイン 建築・環境デ 　 前Ｂ数 建築・土木
3636-47-0271 大阪産大　　　 デザイン 建築・環境デ セ ５教科 建築・土木
3636-47-0276 大阪産大　　　 デザイン 建築・環境デ セ 前期選 建築・土木
3636-47-0277 大阪産大　　　 デザイン 建築・環境デ セ 前期数 建築・土木
3636-47-0302 大阪産大　　　 デザイン 環境理工　　 　 前Ａ国 建築・土木
3636-47-0303 大阪産大　　　 デザイン 環境理工　　 　 前Ａ数 建築・土木
3636-47-0304 大阪産大　　　 デザイン 環境理工　　 　 前Ｃ国 建築・土木
3636-47-0305 大阪産大　　　 デザイン 環境理工　　 　 前Ｃ数 建築・土木
3636-47-0306 大阪産大　　　 デザイン 環境理工　　 　 前Ｂ国 建築・土木
3636-47-0307 大阪産大　　　 デザイン 環境理工　　 　 前Ｂ数 建築・土木
3636-47-0372 大阪産大　　　 デザイン 環境理工　　 セ ５教科 建築・土木
3636-47-0373 大阪産大　　　 デザイン 環境理工　　 セ 前期数 建築・土木
3636-47-0374 大阪産大　　　 デザイン 環境理工　　 セ 前期選 建築・土木
3636-64-0000 大阪産大　　　 スポーツ 　　　　　　 　 　　　 体育・健康
3636-64-0102 大阪産大　　　 スポーツ スポーツ健康 　 前期Ａ 体育・健康
3636-64-0103 大阪産大　　　 スポーツ スポーツ健康 　 前期Ｃ 体育・健康
3636-64-0104 大阪産大　　　 スポーツ スポーツ健康 　 前期Ｂ 体育・健康
3636-64-0172 大阪産大　　　 スポーツ スポーツ健康 セ ５教科 体育・健康
3636-64-0173 大阪産大　　　 スポーツ スポーツ健康 セ 前期選 体育・健康
3636-64-0176 大阪産大　　　 スポーツ スポーツ健康 セ 前期競 体育・健康
3637-58-0000 大阪歯大　　　 歯　　　 　　　　　　 　 　　　 歯　　　　
3637-58-0100 大阪歯大　　　 歯　　　 歯　　　　　 　 前期　 歯　　　　
3637-58-0171 大阪歯大　　　 歯　　　 歯　　　　　 セ 前期　 歯　　　　
3637-64-0000 大阪歯大　　　 医療保健 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
3637-64-0102 大阪歯大　　　 医療保健 口腔保健　　 　 前期２ 医療技術　
3637-64-0103 大阪歯大　　　 医療保健 口腔保健　　 　 前期３ 医療技術　
3637-64-0171 大阪歯大　　　 医療保健 口腔保健　　 セ 前期　 医療技術　
3637-64-0202 大阪歯大　　　 医療保健 口腔工　　　 　 前期２ 医療技術　
3637-64-0203 大阪歯大　　　 医療保健 口腔工　　　 　 前期３ 医療技術　
3637-64-0271 大阪歯大　　　 医療保健 口腔工　　　 セ 前期　 医療技術　
3638-18-0000 大阪商大　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3638-18-0101 大阪商大　　　 経済　　 経済　　　　 　 Ａ３　 経済学　　
3638-18-0103 大阪商大　　　 経済　　 経済　　　　 　 Ａ２　 経済学　　
3638-18-0174 大阪商大　　　 経済　　 経済　　　　 セ Ａ３　 経済学　　
3638-18-0175 大阪商大　　　 経済　　 経済　　　　 セ Ａ２　 経済学　　
3638-21-0000 大阪商大　　　 公共　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3638-21-0101 大阪商大　　　 公共　　 公共　　　　 　 Ａ２　 経営学・商



3638-21-0102 大阪商大　　　 公共　　 公共　　　　 　 Ａ３　 経営学・商
3638-21-0170 大阪商大　　　 公共　　 公共　　　　 セ Ａ３　 経営学・商
3638-21-0171 大阪商大　　　 公共　　 公共　　　　 セ Ａ２　 経営学・商
3638-22-0000 大阪商大　　　 総合経営 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3638-22-0101 大阪商大　　　 総合経営 経営　　　　 　 Ａ３　 経営学・商
3638-22-0103 大阪商大　　　 総合経営 経営　　　　 　 Ａ２　 経営学・商
3638-22-0174 大阪商大　　　 総合経営 経営　　　　 セ Ａ３　 経営学・商
3638-22-0175 大阪商大　　　 総合経営 経営　　　　 セ Ａ２　 経営学・商
3638-22-0201 大阪商大　　　 総合経営 商　　　　　 　 Ａ３　 経営学・商
3638-22-0203 大阪商大　　　 総合経営 商　　　　　 　 Ａ２　 経営学・商
3638-22-0274 大阪商大　　　 総合経営 商　　　　　 セ Ａ３　 経営学・商
3638-22-0275 大阪商大　　　 総合経営 商　　　　　 セ Ａ２　 経営学・商
3639-03-0000 大阪樟蔭女子大 学芸　　 　　　　　　 　 　　　 その他芸術
3639-03-0101 大阪樟蔭女子大 学芸　　 国際英語　　 　 ＡⅠ　 英米語　　
3639-03-0171 大阪樟蔭女子大 学芸　　 国際英語　　 セ Ａ３科 英米語　　
3639-03-0173 大阪樟蔭女子大 学芸　　 国際英語　　 セ ＡⅢ　 英米語　　
3639-03-0174 大阪樟蔭女子大 学芸　　 国際英語　　 セ Ａ２科 英米語　　
3639-03-0202 大阪樟蔭女子大 学芸　　 国文　　　　 　 ＡⅠ　 日本文学　
3639-03-0271 大阪樟蔭女子大 学芸　　 国文　　　　 セ Ａ３科 日本文学　
3639-03-0273 大阪樟蔭女子大 学芸　　 国文　　　　 セ ＡⅢ　 日本文学　
3639-03-0274 大阪樟蔭女子大 学芸　　 国文　　　　 セ Ａ２科 日本文学　
3639-03-1201 大阪樟蔭女子大 学芸　　 化粧／ファッ 　 ＡⅠ　 被服・服飾
3639-03-1271 大阪樟蔭女子大 学芸　　 化粧／ファッ セ Ａ３科 被服・服飾
3639-03-1273 大阪樟蔭女子大 学芸　　 化粧／ファッ セ ＡⅢ　 被服・服飾
3639-03-1274 大阪樟蔭女子大 学芸　　 化粧／ファッ セ Ａ２科 被服・服飾
3639-03-1401 大阪樟蔭女子大 学芸　　 ライフプラン 　 ＡⅠ　 生活科学　
3639-03-1471 大阪樟蔭女子大 学芸　　 ライフプラン セ Ａ３科 生活科学　
3639-03-1473 大阪樟蔭女子大 学芸　　 ライフプラン セ ＡⅢ　 生活科学　
3639-03-1474 大阪樟蔭女子大 学芸　　 ライフプラン セ Ａ２科 生活科学　
3639-03-1701 大阪樟蔭女子大 学芸　　 化粧／化粧文 　 ＡⅠ　 その他芸術
3639-03-1771 大阪樟蔭女子大 学芸　　 化粧／化粧文 セ Ａ３科 その他芸術
3639-03-1773 大阪樟蔭女子大 学芸　　 化粧／化粧文 セ ＡⅢ　 その他芸術
3639-03-1774 大阪樟蔭女子大 学芸　　 化粧／化粧文 セ Ａ２科 その他芸術
3639-03-1801 大阪樟蔭女子大 学芸　　 化粧／美容　 　 ＡⅠ　 その他芸術
3639-03-1871 大阪樟蔭女子大 学芸　　 化粧／美容　 セ Ａ３科 その他芸術
3639-03-1873 大阪樟蔭女子大 学芸　　 化粧／美容　 セ ＡⅢ　 その他芸術
3639-03-1874 大阪樟蔭女子大 学芸　　 化粧／美容　 セ Ａ２科 その他芸術
3639-03-2001 大阪樟蔭女子大 学芸　　 心理　　　　 　 ＡⅠ　 心理学　　
3639-03-2071 大阪樟蔭女子大 学芸　　 心理　　　　 セ Ａ３科 心理学　　
3639-03-2073 大阪樟蔭女子大 学芸　　 心理　　　　 セ ＡⅢ　 心理学　　
3639-03-2074 大阪樟蔭女子大 学芸　　 心理　　　　 セ Ａ２科 心理学　　
3639-31-0000 大阪樟蔭女子大 児童教育 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3639-31-0101 大阪樟蔭女子大 児童教育 児童教育　　 　 ＡⅠ　 児童学　　
3639-31-0171 大阪樟蔭女子大 児童教育 児童教育　　 セ ＡⅢ　 児童学　　
3639-31-0172 大阪樟蔭女子大 児童教育 児童教育　　 セ Ａ２科 児童学　　
3639-31-0173 大阪樟蔭女子大 児童教育 児童教育　　 セ Ａ３科 児童学　　
3639-64-0000 大阪樟蔭女子大 健康栄養 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3639-64-0201 大阪樟蔭女子大 健康栄養 健康／管理栄 　 ＡⅠ　 食物・栄養
3639-64-0271 大阪樟蔭女子大 健康栄養 健康／管理栄 セ Ａ３科 食物・栄養
3639-64-0273 大阪樟蔭女子大 健康栄養 健康／管理栄 セ ＡⅢ　 食物・栄養
3639-64-0274 大阪樟蔭女子大 健康栄養 健康／管理栄 セ Ａ２科 食物・栄養
3639-64-0301 大阪樟蔭女子大 健康栄養 健康／食物栄 　 ＡⅠ　 食物・栄養
3639-64-0371 大阪樟蔭女子大 健康栄養 健康／食物栄 セ Ａ３科 食物・栄養
3639-64-0373 大阪樟蔭女子大 健康栄養 健康／食物栄 セ ＡⅢ　 食物・栄養
3639-64-0374 大阪樟蔭女子大 健康栄養 健康／食物栄 セ Ａ２科 食物・栄養
3640-30-0000 大阪体育大　　 教育　　 　　　　　　 　 　　　 ０免課程　
3640-30-0101 大阪体育大　　 教育　　 教育／小学校 　 前期Ｆ 小学校　　
3640-30-0201 大阪体育大　　 教育　　 教育／保健体 　 前期Ｅ 中高－体育
3640-30-0202 大阪体育大　　 教育　　 教育／保健体 　 前期Ｆ 中高－体育



3640-64-0000 大阪体育大　　 体育　　 　　　　　　 　 　　　 体育・健康
3640-64-0301 大阪体育大　　 体育　　 スポーツ教育 　 Ａ　　 体育・健康
3640-64-0302 大阪体育大　　 体育　　 スポーツ教育 　 Ｂ　　 体育・健康
3640-64-0401 大阪体育大　　 体育　　 健康・スポー 　 Ａ　　 体育・健康
3640-64-0402 大阪体育大　　 体育　　 健康・スポー 　 Ｂ　　 体育・健康
3641-37-0000 大阪電気通信大 総合情報 　　　　　　 　 　　　 総合情報学
3641-37-0306 大阪電気通信大 総合情報 デジタルゲー 　 前期理 総合情報学
3641-37-0307 大阪電気通信大 総合情報 デジタルゲー 　 前期文 総合情報学
3641-37-0373 大阪電気通信大 総合情報 デジタルゲー セ 前期文 総合情報学
3641-37-0374 大阪電気通信大 総合情報 デジタルゲー セ 前期理 総合情報学
3641-37-0405 大阪電気通信大 総合情報 情報　　　　 　 前期理 情報工学　
3641-37-0406 大阪電気通信大 総合情報 情報　　　　 　 前期文 情報工学　
3641-37-0471 大阪電気通信大 総合情報 情報　　　　 セ 前期理 情報工学　
3641-37-0473 大阪電気通信大 総合情報 情報　　　　 セ 前期文 情報工学　
3641-37-0506 大阪電気通信大 総合情報 ゲーム＆メデ 　 前期理 総合情報学
3641-37-0507 大阪電気通信大 総合情報 ゲーム＆メデ 　 前期文 総合情報学
3641-37-0571 大阪電気通信大 総合情報 ゲーム＆メデ セ 前期理 総合情報学
3641-37-0572 大阪電気通信大 総合情報 ゲーム＆メデ セ 前期文 総合情報学
3641-46-0000 大阪電気通信大 工　　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
3641-46-0303 大阪電気通信大 工　　　 機械工　　　 　 前期　 機械工学　
3641-46-0371 大阪電気通信大 工　　　 機械工　　　 セ 前期　 機械工学　
3641-46-0503 大阪電気通信大 工　　　 電子機械工　 　 前期　 電気・電子
3641-46-0571 大阪電気通信大 工　　　 電子機械工　 セ 前期　 電気・電子
3641-46-0603 大阪電気通信大 工　　　 電気電子工　 　 前期　 電気・電子
3641-46-0671 大阪電気通信大 工　　　 電気電子工　 セ 前期　 電気・電子
3641-46-1003 大阪電気通信大 工　　　 基礎理工　　 　 前期　 総合理学　
3641-46-1071 大阪電気通信大 工　　　 基礎理工　　 セ 前期　 総合理学　
3641-46-1103 大阪電気通信大 工　　　 環境科学　　 　 前期　 応用化学　
3641-46-1171 大阪電気通信大 工　　　 環境科学　　 セ 前期　 応用化学　
3641-46-1204 大阪電気通信大 工　　　 建築　　　　 　 前期　 建築・土木
3641-46-1271 大阪電気通信大 工　　　 建築　　　　 セ 前期　 建築・土木
3641-48-0000 大阪電気通信大 情報通信 　　　　　　 　 　　　 電気・電子
3641-48-0103 大阪電気通信大 情報通信 情報工　　　 　 前期　 情報工学　
3641-48-0171 大阪電気通信大 情報通信 情報工　　　 セ 前期　 情報工学　
3641-48-0203 大阪電気通信大 情報通信 通信工　　　 　 前期　 電気・電子
3641-48-0271 大阪電気通信大 情報通信 通信工　　　 セ 前期　 電気・電子
3641-64-0000 大阪電気通信大 医療福祉 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
3641-64-0103 大阪電気通信大 医療福祉 医療福祉工　 　 前期理 医療技術　
3641-64-0104 大阪電気通信大 医療福祉 医療福祉工　 　 前期文 医療技術　
3641-64-0171 大阪電気通信大 医療福祉 医療福祉工　 セ 前期理 医療技術　
3641-64-0173 大阪電気通信大 医療福祉 医療福祉工　 セ 前期文 医療技術　
3641-64-0205 大阪電気通信大 医療福祉 理学療法　　 　 前期理 理学療法　
3641-64-0206 大阪電気通信大 医療福祉 理学療法　　 　 前期文 理学療法　
3641-64-0271 大阪電気通信大 医療福祉 理学療法　　 セ 前期理 理学療法　
3641-64-0273 大阪電気通信大 医療福祉 理学療法　　 セ 前期文 理学療法　
3641-64-0305 大阪電気通信大 医療福祉 健康スポーツ 　 前期理 体育・健康
3641-64-0306 大阪電気通信大 医療福祉 健康スポーツ 　 前期文 体育・健康
3641-64-0371 大阪電気通信大 医療福祉 健康スポーツ セ 前期文 体育・健康
3641-64-0372 大阪電気通信大 医療福祉 健康スポーツ セ 前期理 体育・健康
3642-61-0000 大阪薬大　　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3642-61-0201 大阪薬大　　　 薬　　　 薬　　　　　 　 Ａ　　 薬　　　　
3642-61-0202 大阪薬大　　　 薬　　　 薬　　　　　 　 Ｂ　　 薬　　　　
3642-61-0271 大阪薬大　　　 薬　　　 薬　　　　　 セ 　　　 薬　　　　
3643-01-0000 大阪大谷大　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3643-01-0201 大阪大谷大　　 文　　　 日本語日本文 　 前期　 日本文学　
3643-01-0271 大阪大谷大　　 文　　　 日本語日本文 セ 前期２ 日本文学　
3643-01-0273 大阪大谷大　　 文　　　 日本語日本文 セ 前期１ 日本文学　
3643-01-0401 大阪大谷大　　 文　　　 歴史文化　　 　 前期　 考古学・文
3643-01-0471 大阪大谷大　　 文　　　 歴史文化　　 セ 前期２ 考古学・文



3643-01-0473 大阪大谷大　　 文　　　 歴史文化　　 セ 前期１ 考古学・文
3643-27-0000 大阪大谷大　　 人間社会 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3643-27-0101 大阪大谷大　　 人間社会 人間社会　　 　 前期　 社会学　　
3643-27-0171 大阪大谷大　　 人間社会 人間社会　　 セ 前期２ 社会学　　
3643-27-0173 大阪大谷大　　 人間社会 人間社会　　 セ 前期１ 社会学　　
3643-27-0201 大阪大谷大　　 人間社会 スポーツ健康 　 前期　 体育・健康
3643-27-0271 大阪大谷大　　 人間社会 スポーツ健康 セ 前期２ 体育・健康
3643-27-0273 大阪大谷大　　 人間社会 スポーツ健康 セ 前期１ 体育・健康
3643-30-0000 大阪大谷大　　 教育　　 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3643-30-0101 大阪大谷大　　 教育　　 教育／幼児教 　 前期　 幼稚園　　
3643-30-0171 大阪大谷大　　 教育　　 教育／幼児教 セ 前期２ 幼稚園　　
3643-30-0173 大阪大谷大　　 教育　　 教育／幼児教 セ 前期３ 幼稚園　　
3643-30-0201 大阪大谷大　　 教育　　 教育／学校教 　 前期　 小学校　　
3643-30-0271 大阪大谷大　　 教育　　 教育／学校教 セ 前期２ 小学校　　
3643-30-0273 大阪大谷大　　 教育　　 教育／学校教 セ 前期３ 小学校　　
3643-30-0301 大阪大谷大　　 教育　　 教育／特別支 　 前期　 特別支援教
3643-30-0371 大阪大谷大　　 教育　　 教育／特別支 セ 前期２ 特別支援教
3643-30-0373 大阪大谷大　　 教育　　 教育／特別支 セ 前期３ 特別支援教
3643-61-0000 大阪大谷大　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3643-61-0101 大阪大谷大　　 薬　　　 薬　　　　　 　 前期　 薬　　　　
3643-61-0173 大阪大谷大　　 薬　　　 薬　　　　　 セ 前期　 薬　　　　
3644-01-0000 関西大　　　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3644-01-0901 関西大　　　　 文　　　 総合人文　　 　 個別３ 文化学　　
3644-01-0902 関西大　　　　 文　　　 総合人文　　 　 全Ⅱ３ 文化学　　
3644-01-0903 関西大　　　　 文　　　 総合人文　　 　 個英語 文化学　　
3644-01-0905 関西大　　　　 文　　　 総合人文　　 　 全Ⅰ３ 文化学　　
3644-01-0908 関西大　　　　 文　　　 総合人文　　 　 全Ⅰ同 文化学　　
3644-01-0909 関西大　　　　 文　　　 総合人文　　 　 全Ⅱ同 文化学　　
3644-01-0971 関西大　　　　 文　　　 総合人文　　 セ 前期３ 文化学　　
3644-01-0972 関西大　　　　 文　　　 総合人文　　 セ 中期Ⅰ 文化学　　
3644-01-0974 関西大　　　　 文　　　 総合人文　　 セ 前期４ 文化学　　
3644-01-0978 関西大　　　　 文　　　 総合人文　　 セ 前期６ 文化学　　
3644-01-0979 関西大　　　　 文　　　 総合人文　　 セ 中期Ⅱ 文化学　　
3644-01-1301 関西大　　　　 文　　　 総合／初等教 　 個別　 小学校　　
3644-01-1302 関西大　　　　 文　　　 総合／初等教 　 全学Ⅱ 小学校　　
3644-01-1303 関西大　　　　 文　　　 総合／初等教 　 全学Ⅰ 小学校　　
3644-08-0000 関西大　　　　 外国語　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3644-08-0101 関西大　　　　 外国語　 外国語　　　 　 個別　 英米語　　
3644-08-0102 関西大　　　　 外国語　 外国語　　　 　 全学Ⅰ 英米語　　
3644-08-0103 関西大　　　　 外国語　 外国語　　　 　 全学Ⅱ 英米語　　
3644-08-0171 関西大　　　　 外国語　 外国語　　　 セ 前期　 英米語　　
3644-08-0172 関西大　　　　 外国語　 外国語　　　 セ 中期Ⅰ 英米語　　
3644-08-0173 関西大　　　　 外国語　 外国語　　　 セ 中期Ⅱ 英米語　　
3644-12-0000 関西大　　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3644-12-0301 関西大　　　　 法　　　 法学政治　　 　 個別　 法学　　　
3644-12-0302 関西大　　　　 法　　　 法学政治　　 　 全Ⅰ３ 法学　　　
3644-12-0303 関西大　　　　 法　　　 法学政治　　 　 全Ⅱ３ 法学　　　
3644-12-0304 関西大　　　　 法　　　 法学政治　　 　 全Ⅰ同 法学　　　
3644-12-0305 関西大　　　　 法　　　 法学政治　　 　 全Ⅱ同 法学　　　
3644-12-0371 関西大　　　　 法　　　 法学政治　　 セ 前期４ 法学　　　
3644-12-0372 関西大　　　　 法　　　 法学政治　　 セ 中期Ⅰ 法学　　　
3644-12-0373 関西大　　　　 法　　　 法学政治　　 セ 中期Ⅱ 法学　　　
3644-12-0375 関西大　　　　 法　　　 法学政治　　 セ 前期６ 法学　　　
3644-13-0000 関西大　　　　 政策創造 　　　　　　 　 　　　 国際関係学
3644-13-0101 関西大　　　　 政策創造 政策　　　　 　 個別３ 政治学　　
3644-13-0102 関西大　　　　 政策創造 政策　　　　 　 全Ⅱ３ 政治学　　
3644-13-0103 関西大　　　　 政策創造 政策　　　　 　 全Ⅰ３ 政治学　　
3644-13-0104 関西大　　　　 政策創造 政策　　　　 　 個英語 政治学　　
3644-13-0105 関西大　　　　 政策創造 政策　　　　 　 全Ⅰ同 政治学　　



3644-13-0106 関西大　　　　 政策創造 政策　　　　 　 全Ⅱ同 政治学　　
3644-13-0171 関西大　　　　 政策創造 政策　　　　 セ 前期３ 政治学　　
3644-13-0173 関西大　　　　 政策創造 政策　　　　 セ 中期Ⅰ 政治学　　
3644-13-0174 関西大　　　　 政策創造 政策　　　　 セ 中期Ⅱ 政治学　　
3644-13-0175 関西大　　　　 政策創造 政策　　　　 セ 前期４ 政治学　　
3644-13-0176 関西大　　　　 政策創造 政策　　　　 セ 前期６ 政治学　　
3644-13-0201 関西大　　　　 政策創造 国際アジア法 　 個別３ 法学　　　
3644-13-0202 関西大　　　　 政策創造 国際アジア法 　 全Ⅰ３ 法学　　　
3644-13-0203 関西大　　　　 政策創造 国際アジア法 　 全Ⅱ３ 法学　　　
3644-13-0204 関西大　　　　 政策創造 国際アジア法 　 個英語 法学　　　
3644-13-0205 関西大　　　　 政策創造 国際アジア法 　 全Ⅰ同 法学　　　
3644-13-0206 関西大　　　　 政策創造 国際アジア法 　 全Ⅱ同 法学　　　
3644-13-0271 関西大　　　　 政策創造 国際アジア法 セ 前期３ 法学　　　
3644-13-0272 関西大　　　　 政策創造 国際アジア法 セ 中期Ⅰ 法学　　　
3644-13-0273 関西大　　　　 政策創造 国際アジア法 セ 中期Ⅱ 法学　　　
3644-13-0275 関西大　　　　 政策創造 国際アジア法 セ 前期４ 法学　　　
3644-13-0276 関西大　　　　 政策創造 国際アジア法 セ 前期６ 法学　　　
3644-18-0000 関西大　　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3644-18-0101 関西大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 個別３ 経済学　　
3644-18-0102 関西大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 全Ⅰ同 経済学　　
3644-18-0103 関西大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 全Ⅱ同 経済学　　
3644-18-0104 関西大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 全Ⅱ２ 経済学　　
3644-18-0105 関西大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 全Ⅰ３ 経済学　　
3644-18-0106 関西大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 個英語 経済学　　
3644-18-0171 関西大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期３ 経済学　　
3644-18-0174 関西大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 中期Ⅰ 経済学　　
3644-18-0175 関西大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 中期Ⅱ 経済学　　
3644-18-0176 関西大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期４ 経済学　　
3644-18-0177 関西大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期６ 経済学　　
3644-20-0000 関西大　　　　 商　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3644-20-0101 関西大　　　　 商　　　 商　　　　　 　 個別　 経営学・商
3644-20-0102 関西大　　　　 商　　　 商　　　　　 　 全学Ⅱ 経営学・商
3644-20-0103 関西大　　　　 商　　　 商　　　　　 　 全学Ⅰ 経営学・商
3644-20-0171 関西大　　　　 商　　　 商　　　　　 セ 前期　 経営学・商
3644-20-0173 関西大　　　　 商　　　 商　　　　　 セ 中期Ⅱ 経営学・商
3644-25-0000 関西大　　　　 社会　　 　　　　　　 　 　　　 社会学　　
3644-25-0101 関西大　　　　 社会　　 社会／社会シ 　 個別　 社会学　　
3644-25-0102 関西大　　　　 社会　　 社会／社会シ 　 全学Ⅱ 社会学　　
3644-25-0103 関西大　　　　 社会　　 社会／社会シ 　 全学Ⅰ 社会学　　
3644-25-0171 関西大　　　　 社会　　 社会／社会シ セ 前期　 社会学　　
3644-25-0172 関西大　　　　 社会　　 社会／社会シ セ 中期Ⅱ 社会学　　
3644-25-0174 関西大　　　　 社会　　 社会／社会シ セ 中期Ⅰ 社会学　　
3644-25-0201 関西大　　　　 社会　　 社会／心理学 　 個別　 心理学　　
3644-25-0202 関西大　　　　 社会　　 社会／心理学 　 全学Ⅱ 心理学　　
3644-25-0203 関西大　　　　 社会　　 社会／心理学 　 全学Ⅰ 心理学　　
3644-25-0271 関西大　　　　 社会　　 社会／心理学 セ 前期　 心理学　　
3644-25-0272 関西大　　　　 社会　　 社会／心理学 セ 中期Ⅱ 心理学　　
3644-25-0274 関西大　　　　 社会　　 社会／心理学 セ 中期Ⅰ 心理学　　
3644-25-0301 関西大　　　　 社会　　 社会／社会学 　 個別　 社会学　　
3644-25-0302 関西大　　　　 社会　　 社会／社会学 　 全学Ⅱ 社会学　　
3644-25-0303 関西大　　　　 社会　　 社会／社会学 　 全学Ⅰ 社会学　　
3644-25-0371 関西大　　　　 社会　　 社会／社会学 セ 前期　 社会学　　
3644-25-0372 関西大　　　　 社会　　 社会／社会学 セ 中期Ⅱ 社会学　　
3644-25-0374 関西大　　　　 社会　　 社会／社会学 セ 中期Ⅰ 社会学　　
3644-25-0401 関西大　　　　 社会　　 社会／メディ 　 個別　 マスコミ　
3644-25-0402 関西大　　　　 社会　　 社会／メディ 　 全学Ⅱ マスコミ　
3644-25-0403 関西大　　　　 社会　　 社会／メディ 　 全学Ⅰ マスコミ　
3644-25-0471 関西大　　　　 社会　　 社会／メディ セ 前期　 マスコミ　
3644-25-0472 関西大　　　　 社会　　 社会／メディ セ 中期Ⅱ マスコミ　



3644-25-0474 関西大　　　　 社会　　 社会／メディ セ 中期Ⅰ マスコミ　
3644-37-0000 関西大　　　　 総合情報 　　　　　　 　 　　　 総合情報学
3644-37-0100 関西大　　　　 総合情報 総合情報　　 　 個英数 総合情報学
3644-37-0101 関西大　　　　 総合情報 総合情報　　 　 個選択 総合情報学
3644-37-0106 関西大　　　　 総合情報 総合情報　　 　 全学Ⅰ 総合情報学
3644-37-0107 関西大　　　　 総合情報 総合情報　　 　 全Ⅱ２ 総合情報学
3644-37-0108 関西大　　　　 総合情報 総合情報　　 　 全Ⅱ３ 総合情報学
3644-37-0109 関西大　　　　 総合情報 総合情報　　 　 個別３ 総合情報学
3644-37-0171 関西大　　　　 総合情報 総合情報　　 セ 前４総 総合情報学
3644-37-0172 関西大　　　　 総合情報 総合情報　　 セ 中期Ⅱ 総合情報学
3644-37-0173 関西大　　　　 総合情報 総合情報　　 セ 前３文 総合情報学
3644-37-0174 関西大　　　　 総合情報 総合情報　　 セ 前４理 総合情報学
3644-37-0175 関西大　　　　 総合情報 総合情報　　 セ 中期Ⅰ 総合情報学
3644-38-0000 関西大　　　　 社会安全 　　　　　　 　 　　　 総合科学　
3644-38-0101 関西大　　　　 社会安全 安全マネジメ 　 個別　 総合科学　
3644-38-0103 関西大　　　　 社会安全 安全マネジメ 　 全Ⅰ数 総合科学　
3644-38-0104 関西大　　　　 社会安全 安全マネジメ 　 全学Ⅱ 総合科学　
3644-38-0105 関西大　　　　 社会安全 安全マネジメ 　 全Ⅰ国 総合科学　
3644-38-0173 関西大　　　　 社会安全 安全マネジメ セ 中期Ⅰ 総合科学　
3644-38-0174 関西大　　　　 社会安全 安全マネジメ セ 中期Ⅱ 総合科学　
3644-38-0176 関西大　　　　 社会安全 安全マネジメ セ 前期３ 総合科学　
3644-38-0177 関西大　　　　 社会安全 安全マネジメ セ 前期６ 総合科学　
3644-47-0000 関西大　　　　 システム 　　　　　　 　 　　　 数学　　　
3644-47-0101 関西大　　　　 システム 数学　　　　 　 個理１ 数学　　　
3644-47-0103 関西大　　　　 システム 数学　　　　 　 個設問 数学　　　
3644-47-0104 関西大　　　　 システム 数学　　　　 　 個設２ 数学　　　
3644-47-0105 関西大　　　　 システム 数学　　　　 　 全学Ⅰ 数学　　　
3644-47-0171 関西大　　　　 システム 数学　　　　 セ 前期　 数学　　　
3644-47-0172 関西大　　　　 システム 数学　　　　 セ 中期Ⅱ 数学　　　
3644-47-0173 関西大　　　　 システム 数学　　　　 セ 中期Ⅰ 数学　　　
3644-47-0201 関西大　　　　 システム 物理・応用物 　 個理１ 応用物理学
3644-47-0203 関西大　　　　 システム 物理・応用物 　 個設問 応用物理学
3644-47-0204 関西大　　　　 システム 物理・応用物 　 個設２ 応用物理学
3644-47-0205 関西大　　　　 システム 物理・応用物 　 全学Ⅰ 応用物理学
3644-47-0271 関西大　　　　 システム 物理・応用物 セ 前期　 応用物理学
3644-47-0272 関西大　　　　 システム 物理・応用物 セ 中期Ⅱ 応用物理学
3644-47-0273 関西大　　　　 システム 物理・応用物 セ 中期Ⅰ 応用物理学
3644-47-0301 関西大　　　　 システム 機械工　　　 　 個理１ 機械工学　
3644-47-0303 関西大　　　　 システム 機械工　　　 　 個設問 機械工学　
3644-47-0304 関西大　　　　 システム 機械工　　　 　 個設２ 機械工学　
3644-47-0305 関西大　　　　 システム 機械工　　　 　 全学Ⅰ 機械工学　
3644-47-0371 関西大　　　　 システム 機械工　　　 セ 前期　 機械工学　
3644-47-0372 関西大　　　　 システム 機械工　　　 セ 中期Ⅱ 機械工学　
3644-47-0373 関西大　　　　 システム 機械工　　　 セ 中期Ⅰ 機械工学　
3644-47-0401 関西大　　　　 システム 電気電子情報 　 個理１ 電気・電子
3644-47-0403 関西大　　　　 システム 電気電子情報 　 個設問 電気・電子
3644-47-0404 関西大　　　　 システム 電気電子情報 　 個設２ 電気・電子
3644-47-0405 関西大　　　　 システム 電気電子情報 　 全学Ⅰ 電気・電子
3644-47-0471 関西大　　　　 システム 電気電子情報 セ 前期　 電気・電子
3644-47-0472 関西大　　　　 システム 電気電子情報 セ 中期Ⅱ 電気・電子
3644-47-0473 関西大　　　　 システム 電気電子情報 セ 中期Ⅰ 電気・電子
3644-48-0000 関西大　　　　 化学生命 　　　　　　 　 　　　 生物工学　
3644-48-0101 関西大　　　　 化学生命 化学・物質工 　 個理１ 応用化学　
3644-48-0103 関西大　　　　 化学生命 化学・物質工 　 個設問 応用化学　
3644-48-0104 関西大　　　　 化学生命 化学・物質工 　 個設２ 応用化学　
3644-48-0105 関西大　　　　 化学生命 化学・物質工 　 全学Ⅰ 応用化学　
3644-48-0171 関西大　　　　 化学生命 化学・物質工 セ 前期　 応用化学　
3644-48-0173 関西大　　　　 化学生命 化学・物質工 セ 中期Ⅰ 応用化学　
3644-48-0174 関西大　　　　 化学生命 化学・物質工 セ 中期Ⅱ 応用化学　



3644-48-0201 関西大　　　　 化学生命 生命・生物工 　 個理１ 生物工学　
3644-48-0203 関西大　　　　 化学生命 生命・生物工 　 個設問 生物工学　
3644-48-0204 関西大　　　　 化学生命 生命・生物工 　 個設２ 生物工学　
3644-48-0205 関西大　　　　 化学生命 生命・生物工 　 全学Ⅰ 生物工学　
3644-48-0271 関西大　　　　 化学生命 生命・生物工 セ 前期　 生物工学　
3644-48-0273 関西大　　　　 化学生命 生命・生物工 セ 中期Ⅰ 生物工学　
3644-48-0274 関西大　　　　 化学生命 生命・生物工 セ 中期Ⅱ 生物工学　
3644-49-0000 関西大　　　　 環境都市 　　　　　　 　 　　　 建築・土木
3644-49-0101 関西大　　　　 環境都市 建築　　　　 　 個理１ 建築・土木
3644-49-0103 関西大　　　　 環境都市 建築　　　　 　 個設問 建築・土木
3644-49-0104 関西大　　　　 環境都市 建築　　　　 　 個設２ 建築・土木
3644-49-0105 関西大　　　　 環境都市 建築　　　　 　 全学Ⅰ 建築・土木
3644-49-0171 関西大　　　　 環境都市 建築　　　　 セ 前期　 建築・土木
3644-49-0172 関西大　　　　 環境都市 建築　　　　 セ 中期Ⅱ 建築・土木
3644-49-0173 関西大　　　　 環境都市 建築　　　　 セ 中期Ⅰ 建築・土木
3644-49-0201 関西大　　　　 環境都市 都市シス工　 　 個理１ 建築・土木
3644-49-0203 関西大　　　　 環境都市 都市シス工　 　 個設問 建築・土木
3644-49-0204 関西大　　　　 環境都市 都市シス工　 　 個設２ 建築・土木
3644-49-0205 関西大　　　　 環境都市 都市シス工　 　 全学Ⅰ 建築・土木
3644-49-0271 関西大　　　　 環境都市 都市シス工　 セ 前期　 建築・土木
3644-49-0272 関西大　　　　 環境都市 都市シス工　 セ 中期Ⅱ 建築・土木
3644-49-0273 関西大　　　　 環境都市 都市シス工　 セ 中期Ⅰ 建築・土木
3644-49-0301 関西大　　　　 環境都市 エネルギー環 　 個理１ 原子力・エ
3644-49-0303 関西大　　　　 環境都市 エネルギー環 　 個設問 原子力・エ
3644-49-0304 関西大　　　　 環境都市 エネルギー環 　 個設２ 原子力・エ
3644-49-0305 関西大　　　　 環境都市 エネルギー環 　 全学Ⅰ 原子力・エ
3644-49-0371 関西大　　　　 環境都市 エネルギー環 セ 前期　 原子力・エ
3644-49-0372 関西大　　　　 環境都市 エネルギー環 セ 中期Ⅱ 原子力・エ
3644-49-0373 関西大　　　　 環境都市 エネルギー環 セ 中期Ⅰ 原子力・エ
3644-64-0000 関西大　　　　 人間健康 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3644-64-0101 関西大　　　　 人間健康 人間健康　　 　 個別　 体育・健康
3644-64-0102 関西大　　　　 人間健康 人間健康　　 　 全Ⅰ３ 体育・健康
3644-64-0103 関西大　　　　 人間健康 人間健康　　 　 全学Ⅱ 体育・健康
3644-64-0104 関西大　　　　 人間健康 人間健康　　 　 全Ⅰ同 体育・健康
3644-64-0171 関西大　　　　 人間健康 人間健康　　 セ 前期３ 体育・健康
3644-64-0172 関西大　　　　 人間健康 人間健康　　 セ 前期４ 体育・健康
3644-64-0173 関西大　　　　 人間健康 人間健康　　 セ 中期Ⅰ 体育・健康
3644-64-0174 関西大　　　　 人間健康 人間健康　　 セ 中期Ⅱ 体育・健康
3645-55-0000 関西医大　　　 医　　　 　　　　　　 　 　　　 医　　　　
3645-55-0100 関西医大　　　 医　　　 医　　　　　 　 前期　 医　　　　
3645-55-0101 関西医大　　　 医　　　 医　　　　　 　 前大阪 医　　　　
3645-55-0102 関西医大　　　 医　　　 医　　　　　 　 前静岡 医　　　　
3645-55-0171 関西医大　　　 医　　　 医　　　　　 セ 　　　 医　　　　
3645-55-0172 関西医大　　　 医　　　 医　　　　　 セ 併用　 医　　　　
3645-64-0000 関西医大　　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3645-64-0101 関西医大　　　 看護　　 看護　　　　 　 　　　 看護　　　
3645-64-0171 関西医大　　　 看護　　 看護　　　　 セ 　　　 看護　　　
3646-08-0000 関西外大　　　 外国語　 　　　　　　 　 　　　 国際関係学
3646-08-0101 関西外大　　　 外国語　 英米語　　　 　 前期Ａ 英米語　　
3646-08-0102 関西外大　　　 外国語　 英米語　　　 　 前期Ｓ 英米語　　
3646-08-0171 関西外大　　　 外国語　 英米語　　　 セ 前期　 英米語　　
3646-08-0301 関西外大　　　 外国語　 スペイン語　 　 前期Ａ スペイン語
3646-08-0302 関西外大　　　 外国語　 スペイン語　 　 前期Ｓ スペイン語
3646-08-0371 関西外大　　　 外国語　 スペイン語　 セ 前期　 スペイン語
3646-09-0000 関西外大　　　 英語キャ 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3646-09-0101 関西外大　　　 英語キャ 英語キャリア 　 前期Ａ 英米語　　
3646-09-0102 関西外大　　　 英語キャ 英語キャリア 　 前期Ｓ 英米語　　
3646-09-0171 関西外大　　　 英語キャ 英語キャリア セ 前期　 英米語　　
3646-09-0201 関西外大　　　 英語キャ 英語／小学校 　 前期Ａ 小学校　　



3646-09-0271 関西外大　　　 英語キャ 英語／小学校 セ 前期　 小学校　　
3646-34-0000 関西外大　　　 英語国際 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3646-34-0101 関西外大　　　 英語国際 英語国際　　 　 前期Ａ 国際関係学
3646-34-0102 関西外大　　　 英語国際 英語国際　　 　 前期Ｓ 国際関係学
3646-34-0171 関西外大　　　 英語国際 英語国際　　 セ 前期　 国際関係学
3647-03-0000 近畿大　　　　 文芸　　 　　　　　　 　 　　　 芸術理論　
3647-03-0102 近畿大　　　　 文芸　　 芸術／舞台芸 　 前期Ａ 演劇　　　
3647-03-0103 近畿大　　　　 文芸　　 芸術／舞台芸 　 前期Ｂ 演劇　　　
3647-03-0171 近畿大　　　　 文芸　　 芸術／舞台芸 セ Ｃ前期 演劇　　　
3647-03-0173 近畿大　　　　 文芸　　 芸術／舞台芸 セ Ｃ中期 演劇　　　
3647-03-0202 近畿大　　　　 文芸　　 芸術／造形芸 　 前期Ａ 美術・デザ
3647-03-0204 近畿大　　　　 文芸　　 芸術／造形芸 　 前Ｂ実 美術・デザ
3647-03-0205 近畿大　　　　 文芸　　 芸術／造形芸 　 前Ｂス 美術・デザ
3647-03-0271 近畿大　　　　 文芸　　 芸術／造形芸 セ Ｃ前期 美術・デザ
3647-03-0273 近畿大　　　　 文芸　　 芸術／造形芸 セ Ｃ中期 美術・デザ
3647-03-0402 近畿大　　　　 文芸　　 文／日本文学 　 前期Ａ 日本文学　
3647-03-0403 近畿大　　　　 文芸　　 文／日本文学 　 前期Ｂ 日本文学　
3647-03-0471 近畿大　　　　 文芸　　 文／日本文学 セ Ｃ前期 日本文学　
3647-03-0473 近畿大　　　　 文芸　　 文／日本文学 セ Ｃ中期 日本文学　
3647-03-0474 近畿大　　　　 文芸　　 文／日本文学 セ ＰＣ前 日本文学　
3647-03-0502 近畿大　　　　 文芸　　 文化・歴史　 　 前期Ａ 文化学　　
3647-03-0503 近畿大　　　　 文芸　　 文化・歴史　 　 前期Ｂ 文化学　　
3647-03-0571 近畿大　　　　 文芸　　 文化・歴史　 セ Ｃ前期 文化学　　
3647-03-0573 近畿大　　　　 文芸　　 文化・歴史　 セ Ｃ中期 文化学　　
3647-03-0574 近畿大　　　　 文芸　　 文化・歴史　 セ ＰＣ前 文化学　　
3647-03-0701 近畿大　　　　 文芸　　 文／英語英米 　 前期Ａ 英米語　　
3647-03-0702 近畿大　　　　 文芸　　 文／英語英米 　 前期Ｂ 英米語　　
3647-03-0771 近畿大　　　　 文芸　　 文／英語英米 セ Ｃ前期 英米語　　
3647-03-0773 近畿大　　　　 文芸　　 文／英語英米 セ Ｃ中期 英米語　　
3647-03-0774 近畿大　　　　 文芸　　 文／英語英米 セ ＰＣ前 英米語　　
3647-03-1302 近畿大　　　　 文芸　　 文化デザイン 　 前期Ａ 芸術理論　
3647-03-1303 近畿大　　　　 文芸　　 文化デザイン 　 前期Ｂ 芸術理論　
3647-03-1371 近畿大　　　　 文芸　　 文化デザイン セ Ｃ前期 芸術理論　
3647-03-1372 近畿大　　　　 文芸　　 文化デザイン セ Ｃ中期 芸術理論　
3647-03-1373 近畿大　　　　 文芸　　 文化デザイン セ ＰＣ前 芸術理論　
3647-12-0000 近畿大　　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3647-12-0202 近畿大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 前期Ａ 法学　　　
3647-12-0203 近畿大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 前期Ｂ 法学　　　
3647-12-0271 近畿大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ Ｃ前期 法学　　　
3647-12-0273 近畿大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ ＰＣ前 法学　　　
3647-12-0275 近畿大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ Ｃ中期 法学　　　
3647-18-0000 近畿大　　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3647-18-0101 近畿大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 前期Ａ 経済学　　
3647-18-0102 近畿大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 前期Ｂ 経済学　　
3647-18-0171 近畿大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ Ｃ前期 経済学　　
3647-18-0173 近畿大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ ＰＣ前 経済学　　
3647-18-0175 近畿大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ Ｃ中期 経済学　　
3647-18-0202 近畿大　　　　 経済　　 総合経済政策 　 前期Ａ 経済学　　
3647-18-0203 近畿大　　　　 経済　　 総合経済政策 　 前期Ｂ 経済学　　
3647-18-0271 近畿大　　　　 経済　　 総合経済政策 セ Ｃ前期 経済学　　
3647-18-0273 近畿大　　　　 経済　　 総合経済政策 セ ＰＣ前 経済学　　
3647-18-0275 近畿大　　　　 経済　　 総合経済政策 セ Ｃ中期 経済学　　
3647-18-0501 近畿大　　　　 経済　　 国際経済　　 　 前期Ａ 経済学　　
3647-18-0502 近畿大　　　　 経済　　 国際経済　　 　 前期Ｂ 経済学　　
3647-18-0571 近畿大　　　　 経済　　 国際経済　　 セ Ｃ前期 経済学　　
3647-18-0573 近畿大　　　　 経済　　 国際経済　　 セ ＰＣ前 経済学　　
3647-18-0575 近畿大　　　　 経済　　 国際経済　　 セ Ｃ中期 経済学　　
3647-19-0000 近畿大　　　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3647-19-0101 近畿大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 前期Ａ 経営学・商



3647-19-0102 近畿大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 前期Ｂ 経営学・商
3647-19-0171 近畿大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ Ｃ前期 経営学・商
3647-19-0173 近畿大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ ＰＣ前 経営学・商
3647-19-0175 近畿大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ Ｃ中期 経営学・商
3647-19-0201 近畿大　　　　 経営　　 商　　　　　 　 前期Ａ 経営学・商
3647-19-0202 近畿大　　　　 経営　　 商　　　　　 　 前期Ｂ 経営学・商
3647-19-0271 近畿大　　　　 経営　　 商　　　　　 セ Ｃ前期 経営学・商
3647-19-0273 近畿大　　　　 経営　　 商　　　　　 セ ＰＣ前 経営学・商
3647-19-0275 近畿大　　　　 経営　　 商　　　　　 セ Ｃ中期 経営学・商
3647-19-0801 近畿大　　　　 経営　　 会計　　　　 　 前期Ａ 経営学・商
3647-19-0802 近畿大　　　　 経営　　 会計　　　　 　 前期Ｂ 経営学・商
3647-19-0871 近畿大　　　　 経営　　 会計　　　　 セ Ｃ前期 経営学・商
3647-19-0873 近畿大　　　　 経営　　 会計　　　　 セ ＰＣ前 経営学・商
3647-19-0875 近畿大　　　　 経営　　 会計　　　　 セ Ｃ中期 経営学・商
3647-19-0901 近畿大　　　　 経営　　 キャリア・マ 　 前期Ａ 経営学・商
3647-19-0902 近畿大　　　　 経営　　 キャリア・マ 　 前期Ｂ 経営学・商
3647-19-0971 近畿大　　　　 経営　　 キャリア・マ セ Ｃ前期 経営学・商
3647-19-0973 近畿大　　　　 経営　　 キャリア・マ セ ＰＣ前 経営学・商
3647-19-0975 近畿大　　　　 経営　　 キャリア・マ セ Ｃ中期 経営学・商
3647-27-0000 近畿大　　　　 総合社会 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3647-27-0101 近畿大　　　　 総合社会 総合／社会マ 　 前期Ａ 社会学　　
3647-27-0102 近畿大　　　　 総合社会 総合／社会マ 　 前期Ｂ 社会学　　
3647-27-0171 近畿大　　　　 総合社会 総合／社会マ セ Ｃ前期 社会学　　
3647-27-0172 近畿大　　　　 総合社会 総合／社会マ セ Ｃ中期 社会学　　
3647-27-0174 近畿大　　　　 総合社会 総合／社会マ セ ＰＣ前 社会学　　
3647-27-0201 近畿大　　　　 総合社会 総合／心理系 　 前期Ａ 心理学　　
3647-27-0202 近畿大　　　　 総合社会 総合／心理系 　 前期Ｂ 心理学　　
3647-27-0271 近畿大　　　　 総合社会 総合／心理系 セ Ｃ前期 心理学　　
3647-27-0272 近畿大　　　　 総合社会 総合／心理系 セ Ｃ中期 心理学　　
3647-27-0274 近畿大　　　　 総合社会 総合／心理系 セ ＰＣ前 心理学　　
3647-27-0301 近畿大　　　　 総合社会 総合／環境ま 　 前期Ａ 総合科学　
3647-27-0302 近畿大　　　　 総合社会 総合／環境ま 　 前期Ｂ 総合科学　
3647-27-0371 近畿大　　　　 総合社会 総合／環境ま セ Ｃ前期 総合科学　
3647-27-0372 近畿大　　　　 総合社会 総合／環境ま セ Ｃ中期 総合科学　
3647-27-0374 近畿大　　　　 総合社会 総合／環境ま セ ＰＣ前 総合科学　
3647-33-0000 近畿大　　　　 国際　　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3647-33-0102 近畿大　　　　 国際　　 国際／グロー 　 前期Ａ 国際関係学
3647-33-0103 近畿大　　　　 国際　　 国際／グロー 　 前期Ｂ 国際関係学
3647-33-0104 近畿大　　　　 国際　　 国際／グロー 　 前Ａ独 国際関係学
3647-33-0105 近畿大　　　　 国際　　 国際／グロー 　 前Ｂ独 国際関係学
3647-33-0171 近畿大　　　　 国際　　 国際／グロー セ Ｃ前期 国際関係学
3647-33-0172 近畿大　　　　 国際　　 国際／グロー セ Ｃ中期 国際関係学
3647-33-0173 近畿大　　　　 国際　　 国際／グロー セ ＰＣ前 国際関係学
3647-33-0202 近畿大　　　　 国際　　 国際／東アジ 　 前期Ａ 中国語　　
3647-33-0203 近畿大　　　　 国際　　 国際／東アジ 　 前期Ｂ 中国語　　
3647-33-0271 近畿大　　　　 国際　　 国際／東アジ セ Ｃ前期 中国語　　
3647-33-0272 近畿大　　　　 国際　　 国際／東アジ セ Ｃ中期 中国語　　
3647-46-0000 近畿大　　　　 工　　　 　　　　　　 　 　　　 情報工学　
3647-46-0102 近畿大　　　　 工　　　 機械工　　　 　 前期Ａ 機械工学　
3647-46-0103 近畿大　　　　 工　　　 機械工　　　 　 前期Ｂ 機械工学　
3647-46-0171 近畿大　　　　 工　　　 機械工　　　 セ Ｃ前３ 機械工学　
3647-46-0173 近畿大　　　　 工　　　 機械工　　　 セ ＰＣ前 機械工学　
3647-46-0174 近畿大　　　　 工　　　 機械工　　　 セ Ｃ前４ 機械工学　
3647-46-0175 近畿大　　　　 工　　　 機械工　　　 セ Ｃ中期 機械工学　
3647-46-0176 近畿大　　　　 工　　　 機械工　　　 セ Ｃ前５ 機械工学　
3647-46-0202 近畿大　　　　 工　　　 ロボティクス 　 前期Ａ 機械工学　
3647-46-0203 近畿大　　　　 工　　　 ロボティクス 　 前期Ｂ 機械工学　
3647-46-0271 近畿大　　　　 工　　　 ロボティクス セ Ｃ前３ 機械工学　
3647-46-0273 近畿大　　　　 工　　　 ロボティクス セ ＰＣ前 機械工学　



3647-46-0274 近畿大　　　　 工　　　 ロボティクス セ Ｃ前４ 機械工学　
3647-46-0275 近畿大　　　　 工　　　 ロボティクス セ Ｃ中期 機械工学　
3647-46-0276 近畿大　　　　 工　　　 ロボティクス セ Ｃ前５ 機械工学　
3647-46-0302 近畿大　　　　 工　　　 情報　　　　 　 前期Ａ 情報工学　
3647-46-0303 近畿大　　　　 工　　　 情報　　　　 　 前期Ｂ 情報工学　
3647-46-0371 近畿大　　　　 工　　　 情報　　　　 セ Ｃ前３ 情報工学　
3647-46-0373 近畿大　　　　 工　　　 情報　　　　 セ ＰＣ前 情報工学　
3647-46-0374 近畿大　　　　 工　　　 情報　　　　 セ Ｃ前４ 情報工学　
3647-46-0375 近畿大　　　　 工　　　 情報　　　　 セ Ｃ中期 情報工学　
3647-46-0376 近畿大　　　　 工　　　 情報　　　　 セ Ｃ前５ 情報工学　
3647-46-0402 近畿大　　　　 工　　　 建築　　　　 　 前期Ａ 建築・土木
3647-46-0403 近畿大　　　　 工　　　 建築　　　　 　 前期Ｂ 建築・土木
3647-46-0471 近畿大　　　　 工　　　 建築　　　　 セ Ｃ前３ 建築・土木
3647-46-0473 近畿大　　　　 工　　　 建築　　　　 セ ＰＣ前 建築・土木
3647-46-0474 近畿大　　　　 工　　　 建築　　　　 セ Ｃ前４ 建築・土木
3647-46-0475 近畿大　　　　 工　　　 建築　　　　 セ Ｃ中期 建築・土木
3647-46-0476 近畿大　　　　 工　　　 建築　　　　 セ Ｃ前５ 建築・土木
3647-46-0502 近畿大　　　　 工　　　 化学生命工　 　 前期Ａ 応用化学　
3647-46-0503 近畿大　　　　 工　　　 化学生命工　 　 前期Ｂ 応用化学　
3647-46-0571 近畿大　　　　 工　　　 化学生命工　 セ Ｃ前３ 応用化学　
3647-46-0573 近畿大　　　　 工　　　 化学生命工　 セ ＰＣ前 応用化学　
3647-46-0574 近畿大　　　　 工　　　 化学生命工　 セ Ｃ前４ 応用化学　
3647-46-0575 近畿大　　　　 工　　　 化学生命工　 セ Ｃ中期 応用化学　
3647-46-0576 近畿大　　　　 工　　　 化学生命工　 セ Ｃ前５ 応用化学　
3647-46-0602 近畿大　　　　 工　　　 電子情報工　 　 前期Ａ 電気・電子
3647-46-0603 近畿大　　　　 工　　　 電子情報工　 　 前期Ｂ 電気・電子
3647-46-0671 近畿大　　　　 工　　　 電子情報工　 セ Ｃ前３ 電気・電子
3647-46-0673 近畿大　　　　 工　　　 電子情報工　 セ ＰＣ前 電気・電子
3647-46-0674 近畿大　　　　 工　　　 電子情報工　 セ Ｃ前４ 電気・電子
3647-46-0675 近畿大　　　　 工　　　 電子情報工　 セ Ｃ中期 電気・電子
3647-46-0676 近畿大　　　　 工　　　 電子情報工　 セ Ｃ前５ 電気・電子
3647-47-0000 近畿大　　　　 産業理工 　　　　　　 　 　　　 情報工学　
3647-47-0305 近畿大　　　　 産業理工 生物環境化　 　 前期Ａ 生物工学　
3647-47-0306 近畿大　　　　 産業理工 生物環境化　 　 前期Ｂ 生物工学　
3647-47-0371 近畿大　　　　 産業理工 生物環境化　 セ Ｃ中期 生物工学　
3647-47-0373 近畿大　　　　 産業理工 生物環境化　 セ ＰＣ前 生物工学　
3647-47-0376 近畿大　　　　 産業理工 生物環境化　 セ Ｃ前期 生物工学　
3647-47-0802 近畿大　　　　 産業理工 電気電子工　 　 前期Ａ 電気・電子
3647-47-0803 近畿大　　　　 産業理工 電気電子工　 　 前期Ｂ 電気・電子
3647-47-0871 近畿大　　　　 産業理工 電気電子工　 セ Ｃ中期 電気・電子
3647-47-0873 近畿大　　　　 産業理工 電気電子工　 セ ＰＣ前 電気・電子
3647-47-0876 近畿大　　　　 産業理工 電気電子工　 セ Ｃ前期 電気・電子
3647-47-0902 近畿大　　　　 産業理工 建築・デザイ 　 前期Ａ 建築・土木
3647-47-0903 近畿大　　　　 産業理工 建築・デザイ 　 前期Ｂ 建築・土木
3647-47-0971 近畿大　　　　 産業理工 建築・デザイ セ Ｃ中期 建築・土木
3647-47-0973 近畿大　　　　 産業理工 建築・デザイ セ ＰＣ前 建築・土木
3647-47-0976 近畿大　　　　 産業理工 建築・デザイ セ Ｃ前期 建築・土木
3647-47-1002 近畿大　　　　 産業理工 情報　　　　 　 前期Ａ 情報科学　
3647-47-1003 近畿大　　　　 産業理工 情報　　　　 　 前期Ｂ 情報科学　
3647-47-1071 近畿大　　　　 産業理工 情報　　　　 セ Ｃ中期 情報科学　
3647-47-1073 近畿大　　　　 産業理工 情報　　　　 セ ＰＣ前 情報科学　
3647-47-1076 近畿大　　　　 産業理工 情報　　　　 セ Ｃ前期 情報科学　
3647-47-1102 近畿大　　　　 産業理工 経営ビジネス 　 前期Ａ 経営学・商
3647-47-1103 近畿大　　　　 産業理工 経営ビジネス 　 前期Ｂ 経営学・商
3647-47-1171 近畿大　　　　 産業理工 経営ビジネス セ Ｃ中期 経営学・商
3647-47-1173 近畿大　　　　 産業理工 経営ビジネス セ ＰＣ前 経営学・商
3647-47-1176 近畿大　　　　 産業理工 経営ビジネス セ Ｃ前期 経営学・商
3647-48-0000 近畿大　　　　 理工　　 　　　　　　 　 　　　 数学　　　
3647-48-0102 近畿大　　　　 理工　　 応用化　　　 　 前期Ａ 応用化学　



3647-48-0103 近畿大　　　　 理工　　 応用化　　　 　 前期Ｂ 応用化学　
3647-48-0171 近畿大　　　　 理工　　 応用化　　　 セ Ｃ前期 応用化学　
3647-48-0173 近畿大　　　　 理工　　 応用化　　　 セ ＰＣ前 応用化学　
3647-48-0175 近畿大　　　　 理工　　 応用化　　　 セ Ｃ中期 応用化学　
3647-48-1202 近畿大　　　　 理工　　 理／数学　　 　 前期Ａ 数学　　　
3647-48-1203 近畿大　　　　 理工　　 理／数学　　 　 前期Ｂ 数学　　　
3647-48-1271 近畿大　　　　 理工　　 理／数学　　 セ Ｃ前期 数学　　　
3647-48-1273 近畿大　　　　 理工　　 理／数学　　 セ ＰＣ前 数学　　　
3647-48-1275 近畿大　　　　 理工　　 理／数学　　 セ Ｃ中期 数学　　　
3647-48-1302 近畿大　　　　 理工　　 理／物理学　 　 前期Ａ 物理学　　
3647-48-1303 近畿大　　　　 理工　　 理／物理学　 　 前期Ｂ 物理学　　
3647-48-1371 近畿大　　　　 理工　　 理／物理学　 セ Ｃ前期 物理学　　
3647-48-1373 近畿大　　　　 理工　　 理／物理学　 セ ＰＣ前 物理学　　
3647-48-1375 近畿大　　　　 理工　　 理／物理学　 セ Ｃ中期 物理学　　
3647-48-1802 近畿大　　　　 理工　　 機械工　　　 　 前期Ａ 機械工学　
3647-48-1803 近畿大　　　　 理工　　 機械工　　　 　 前期Ｂ 機械工学　
3647-48-1871 近畿大　　　　 理工　　 機械工　　　 セ Ｃ前期 機械工学　
3647-48-1873 近畿大　　　　 理工　　 機械工　　　 セ ＰＣ前 機械工学　
3647-48-1875 近畿大　　　　 理工　　 機械工　　　 セ Ｃ中期 機械工学　
3647-48-2302 近畿大　　　　 理工　　 理／化学　　 　 前期Ａ 化学　　　
3647-48-2303 近畿大　　　　 理工　　 理／化学　　 　 前期Ｂ 化学　　　
3647-48-2371 近畿大　　　　 理工　　 理／化学　　 セ Ｃ前期 化学　　　
3647-48-2373 近畿大　　　　 理工　　 理／化学　　 セ ＰＣ前 化学　　　
3647-48-2375 近畿大　　　　 理工　　 理／化学　　 セ Ｃ中期 化学　　　
3647-48-2402 近畿大　　　　 理工　　 生命科学　　 　 前期Ａ 生物工学　
3647-48-2403 近畿大　　　　 理工　　 生命科学　　 　 前期Ｂ 生物工学　
3647-48-2471 近畿大　　　　 理工　　 生命科学　　 セ Ｃ前期 生物工学　
3647-48-2473 近畿大　　　　 理工　　 生命科学　　 セ ＰＣ前 生物工学　
3647-48-2475 近畿大　　　　 理工　　 生命科学　　 セ Ｃ中期 生物工学　
3647-48-2802 近畿大　　　　 理工　　 情報　　　　 　 前期Ａ 情報工学　
3647-48-2803 近畿大　　　　 理工　　 情報　　　　 　 前期Ｂ 情報工学　
3647-48-2871 近畿大　　　　 理工　　 情報　　　　 セ Ｃ前期 情報工学　
3647-48-2873 近畿大　　　　 理工　　 情報　　　　 セ ＰＣ前 情報工学　
3647-48-2875 近畿大　　　　 理工　　 情報　　　　 セ Ｃ中期 情報工学　
3647-48-3102 近畿大　　　　 理工　　 社会環境工　 　 前期Ａ 建築・土木
3647-48-3103 近畿大　　　　 理工　　 社会環境工　 　 前期Ｂ 建築・土木
3647-48-3171 近畿大　　　　 理工　　 社会環境工　 セ Ｃ前期 建築・土木
3647-48-3173 近畿大　　　　 理工　　 社会環境工　 セ ＰＣ前 建築・土木
3647-48-3175 近畿大　　　　 理工　　 社会環境工　 セ Ｃ中期 建築・土木
3647-48-3202 近畿大　　　　 理工　　 電気電子工　 　 前期Ａ 電気・電子
3647-48-3203 近畿大　　　　 理工　　 電気電子工　 　 前期Ｂ 電気・電子
3647-48-3271 近畿大　　　　 理工　　 電気電子工　 セ Ｃ前期 電気・電子
3647-48-3273 近畿大　　　　 理工　　 電気電子工　 セ ＰＣ前 電気・電子
3647-48-3275 近畿大　　　　 理工　　 電気電子工　 セ Ｃ中期 電気・電子
3647-49-0000 近畿大　　　　 建築　　 　　　　　　 　 　　　 住居学　　
3647-49-0101 近畿大　　　　 建築　　 建築　　　　 　 前期Ａ 建築・土木
3647-49-0102 近畿大　　　　 建築　　 建築　　　　 　 前期Ｂ 建築・土木
3647-49-0171 近畿大　　　　 建築　　 建築　　　　 セ Ｃ前期 建築・土木
3647-49-0172 近畿大　　　　 建築　　 建築　　　　 セ Ｃ中期 建築・土木
3647-49-0174 近畿大　　　　 建築　　 建築　　　　 セ ＰＣ前 建築・土木
3647-55-0000 近畿大　　　　 医　　　 　　　　　　 　 　　　 医　　　　
3647-55-0101 近畿大　　　　 医　　　 医　　　　　 　 前期　 医　　　　
3647-55-0171 近畿大　　　　 医　　　 医　　　　　 セ Ｃ前期 医　　　　
3647-55-0173 近畿大　　　　 医　　　 医　　　　　 セ Ｃ中期 医　　　　
3647-61-0000 近畿大　　　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3647-61-0302 近畿大　　　　 薬　　　 医療薬　　　 　 前期Ａ 薬　　　　
3647-61-0303 近畿大　　　　 薬　　　 医療薬　　　 　 前期Ｂ 薬　　　　
3647-61-0371 近畿大　　　　 薬　　　 医療薬　　　 セ Ｃ前期 薬　　　　
3647-61-0373 近畿大　　　　 薬　　　 医療薬　　　 セ Ｃ中期 薬　　　　



3647-61-0401 近畿大　　　　 薬　　　 創薬科学　　 　 前期Ａ 薬　　　　
3647-61-0402 近畿大　　　　 薬　　　 創薬科学　　 　 前期Ｂ 薬　　　　
3647-61-0473 近畿大　　　　 薬　　　 創薬科学　　 セ Ｃ前期 薬　　　　
3647-61-0474 近畿大　　　　 薬　　　 創薬科学　　 セ Ｃ中期 薬　　　　
3647-72-0000 近畿大　　　　 農　　　 　　　　　　 　 　　　 農学　　　
3647-72-0202 近畿大　　　　 農　　　 食品栄養　　 　 前期Ａ 食物・栄養
3647-72-0203 近畿大　　　　 農　　　 食品栄養　　 　 前期Ｂ 食物・栄養
3647-72-0271 近畿大　　　　 農　　　 食品栄養　　 セ Ｃ前３ 食物・栄養
3647-72-0273 近畿大　　　　 農　　　 食品栄養　　 セ ＰＣ前 食物・栄養
3647-72-0275 近畿大　　　　 農　　　 食品栄養　　 セ Ｃ中期 食物・栄養
3647-72-0276 近畿大　　　　 農　　　 食品栄養　　 セ Ｃ前４ 食物・栄養
3647-72-0277 近畿大　　　　 農　　　 食品栄養　　 セ Ｃ前５ 食物・栄養
3647-72-0302 近畿大　　　　 農　　　 水産　　　　 　 前期Ａ 水産学　　
3647-72-0303 近畿大　　　　 農　　　 水産　　　　 　 前期Ｂ 水産学　　
3647-72-0371 近畿大　　　　 農　　　 水産　　　　 セ Ｃ前３ 水産学　　
3647-72-0373 近畿大　　　　 農　　　 水産　　　　 セ ＰＣ前 水産学　　
3647-72-0375 近畿大　　　　 農　　　 水産　　　　 セ Ｃ中期 水産学　　
3647-72-0376 近畿大　　　　 農　　　 水産　　　　 セ Ｃ前４ 水産学　　
3647-72-0377 近畿大　　　　 農　　　 水産　　　　 セ Ｃ前５ 水産学　　
3647-72-0801 近畿大　　　　 農　　　 農業生産科学 　 前期Ａ 農学　　　
3647-72-0802 近畿大　　　　 農　　　 農業生産科学 　 前期Ｂ 農学　　　
3647-72-0871 近畿大　　　　 農　　　 農業生産科学 セ Ｃ前３ 農学　　　
3647-72-0873 近畿大　　　　 農　　　 農業生産科学 セ ＰＣ前 農学　　　
3647-72-0875 近畿大　　　　 農　　　 農業生産科学 セ Ｃ中期 農学　　　
3647-72-0876 近畿大　　　　 農　　　 農業生産科学 セ Ｃ前４ 農学　　　
3647-72-0877 近畿大　　　　 農　　　 農業生産科学 セ Ｃ前５ 農学　　　
3647-72-0901 近畿大　　　　 農　　　 応用生命化　 　 前期Ａ 農芸化学　
3647-72-0902 近畿大　　　　 農　　　 応用生命化　 　 前期Ｂ 農芸化学　
3647-72-0971 近畿大　　　　 農　　　 応用生命化　 セ Ｃ前３ 農芸化学　
3647-72-0973 近畿大　　　　 農　　　 応用生命化　 セ ＰＣ前 農芸化学　
3647-72-0975 近畿大　　　　 農　　　 応用生命化　 セ Ｃ中期 農芸化学　
3647-72-0976 近畿大　　　　 農　　　 応用生命化　 セ Ｃ前４ 農芸化学　
3647-72-0977 近畿大　　　　 農　　　 応用生命化　 セ Ｃ前５ 農芸化学　
3647-72-1001 近畿大　　　　 農　　　 生物機能科学 　 前期Ａ 生物工学　
3647-72-1002 近畿大　　　　 農　　　 生物機能科学 　 前期Ｂ 生物工学　
3647-72-1071 近畿大　　　　 農　　　 生物機能科学 セ Ｃ前３ 生物工学　
3647-72-1073 近畿大　　　　 農　　　 生物機能科学 セ ＰＣ前 生物工学　
3647-72-1075 近畿大　　　　 農　　　 生物機能科学 セ Ｃ中期 生物工学　
3647-72-1076 近畿大　　　　 農　　　 生物機能科学 セ Ｃ前４ 生物工学　
3647-72-1077 近畿大　　　　 農　　　 生物機能科学 セ Ｃ前５ 生物工学　
3647-72-1101 近畿大　　　　 農　　　 環境管理　　 　 前期Ａ 農学　　　
3647-72-1102 近畿大　　　　 農　　　 環境管理　　 　 前期Ｂ 農学　　　
3647-72-1171 近畿大　　　　 農　　　 環境管理　　 セ Ｃ前３ 農学　　　
3647-72-1173 近畿大　　　　 農　　　 環境管理　　 セ ＰＣ前 農学　　　
3647-72-1175 近畿大　　　　 農　　　 環境管理　　 セ Ｃ中期 農学　　　
3647-72-1176 近畿大　　　　 農　　　 環境管理　　 セ Ｃ前４ 農学　　　
3647-72-1177 近畿大　　　　 農　　　 環境管理　　 セ Ｃ前５ 農学　　　
3647-74-0000 近畿大　　　　 生物理工 　　　　　　 　 　　　 生物工学　
3647-74-0202 近畿大　　　　 生物理工 生物工　　　 　 前期Ａ 生物工学　
3647-74-0203 近畿大　　　　 生物理工 生物工　　　 　 前期Ｂ 生物工学　
3647-74-0271 近畿大　　　　 生物理工 生物工　　　 セ Ｃ前２ 生物工学　
3647-74-0273 近畿大　　　　 生物理工 生物工　　　 セ ＰＣ前 生物工学　
3647-74-0275 近畿大　　　　 生物理工 生物工　　　 セ Ｃ中期 生物工学　
3647-74-0276 近畿大　　　　 生物理工 生物工　　　 セ Ｃ前５ 生物工学　
3647-74-0402 近畿大　　　　 生物理工 遺伝子工　　 　 前期Ａ 生物工学　
3647-74-0403 近畿大　　　　 生物理工 遺伝子工　　 　 前期Ｂ 生物工学　
3647-74-0471 近畿大　　　　 生物理工 遺伝子工　　 セ Ｃ前２ 生物工学　
3647-74-0473 近畿大　　　　 生物理工 遺伝子工　　 セ ＰＣ前 生物工学　
3647-74-0475 近畿大　　　　 生物理工 遺伝子工　　 セ Ｃ中期 生物工学　



3647-74-0476 近畿大　　　　 生物理工 遺伝子工　　 セ Ｃ前５ 生物工学　
3647-74-0601 近畿大　　　　 生物理工 食品安全工　 　 前期Ａ 農芸化学　
3647-74-0602 近畿大　　　　 生物理工 食品安全工　 　 前期Ｂ 農芸化学　
3647-74-0671 近畿大　　　　 生物理工 食品安全工　 セ Ｃ前２ 農芸化学　
3647-74-0672 近畿大　　　　 生物理工 食品安全工　 セ Ｃ中期 農芸化学　
3647-74-0674 近畿大　　　　 生物理工 食品安全工　 セ ＰＣ前 農芸化学　
3647-74-0676 近畿大　　　　 生物理工 食品安全工　 セ Ｃ前５ 農芸化学　
3647-74-0701 近畿大　　　　 生物理工 人間環境デザ 　 前期Ａ デザイン工
3647-74-0702 近畿大　　　　 生物理工 人間環境デザ 　 前期Ｂ デザイン工
3647-74-0771 近畿大　　　　 生物理工 人間環境デザ セ Ｃ前２ デザイン工
3647-74-0772 近畿大　　　　 生物理工 人間環境デザ セ Ｃ中期 デザイン工
3647-74-0774 近畿大　　　　 生物理工 人間環境デザ セ ＰＣ前 デザイン工
3647-74-0776 近畿大　　　　 生物理工 人間環境デザ セ Ｃ前５ デザイン工
3647-74-0801 近畿大　　　　 生物理工 生命情報工　 　 前期Ａ 情報科学　
3647-74-0802 近畿大　　　　 生物理工 生命情報工　 　 前期Ｂ 情報科学　
3647-74-0871 近畿大　　　　 生物理工 生命情報工　 セ Ｃ前２ 情報科学　
3647-74-0872 近畿大　　　　 生物理工 生命情報工　 セ Ｃ中期 情報科学　
3647-74-0874 近畿大　　　　 生物理工 生命情報工　 セ ＰＣ前 情報科学　
3647-74-0876 近畿大　　　　 生物理工 生命情報工　 セ Ｃ前５ 情報科学　
3647-74-0901 近畿大　　　　 生物理工 医用工　　　 　 前期Ａ 機械工学　
3647-74-0902 近畿大　　　　 生物理工 医用工　　　 　 前期Ｂ 機械工学　
3647-74-0971 近畿大　　　　 生物理工 医用工　　　 セ Ｃ前２ 機械工学　
3647-74-0972 近畿大　　　　 生物理工 医用工　　　 セ Ｃ中期 機械工学　
3647-74-0974 近畿大　　　　 生物理工 医用工　　　 セ ＰＣ前 機械工学　
3647-74-0976 近畿大　　　　 生物理工 医用工　　　 セ Ｃ前５ 機械工学　
3648-19-0000 四天王寺大　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3648-19-0202 四天王寺大　　 経営　　 経営／公共経 　 前期３ 経営学・商
3648-19-0203 四天王寺大　　 経営　　 経営／公共経 　 前期２ 経営学・商
3648-19-0271 四天王寺大　　 経営　　 経営／公共経 セ Ⅰ期　 経営学・商
3648-19-0302 四天王寺大　　 経営　　 経営／企業経 　 前期３ 経営学・商
3648-19-0303 四天王寺大　　 経営　　 経営／企業経 　 前期２ 経営学・商
3648-19-0371 四天王寺大　　 経営　　 経営／企業経 セ Ⅰ期　 経営学・商
3648-27-0000 四天王寺大　　 人文社会 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3648-27-0503 四天王寺大　　 人文社会 社会　　　　 　 前期３ 社会学　　
3648-27-0504 四天王寺大　　 人文社会 社会　　　　 　 前期２ 社会学　　
3648-27-0571 四天王寺大　　 人文社会 社会　　　　 セ Ⅰ期　 社会学　　
3648-27-0703 四天王寺大　　 人文社会 人間福祉　　 　 前期３ 社会福祉学
3648-27-0704 四天王寺大　　 人文社会 人間福祉　　 　 前期２ 社会福祉学
3648-27-0771 四天王寺大　　 人文社会 人間福祉　　 セ Ⅰ期　 社会福祉学
3648-27-1201 四天王寺大　　 人文社会 日本　　　　 　 前期３ 文化学　　
3648-27-1202 四天王寺大　　 人文社会 日本　　　　 　 前期２ 文化学　　
3648-27-1271 四天王寺大　　 人文社会 日本　　　　 セ Ⅰ期　 文化学　　
3648-27-1301 四天王寺大　　 人文社会 国際キャリア 　 前期３ 英米語　　
3648-27-1302 四天王寺大　　 人文社会 国際キャリア 　 前期２ 英米語　　
3648-27-1371 四天王寺大　　 人文社会 国際キャリア セ Ⅰ期　 英米語　　
3648-30-0000 四天王寺大　　 教育　　 　　　　　　 　 　　　 ０免課程　
3648-30-0203 四天王寺大　　 教育　　 教育／中高英 　 前期３ 中高－英語
3648-30-0204 四天王寺大　　 教育　　 教育／中高英 　 前期２ 中高－英語
3648-30-0271 四天王寺大　　 教育　　 教育／中高英 セ Ⅰ期　 中高－英語
3648-30-0303 四天王寺大　　 教育　　 教育／保健教 　 前期３ 養護　　　
3648-30-0304 四天王寺大　　 教育　　 教育／保健教 　 前期２ 養護　　　
3648-30-0371 四天王寺大　　 教育　　 教育／保健教 セ Ⅰ期　 養護　　　
3648-30-0501 四天王寺大　　 教育　　 教育／小学校 　 前期３ 小学校　　
3648-30-0502 四天王寺大　　 教育　　 教育／小学校 　 前期２ 小学校　　
3648-30-0571 四天王寺大　　 教育　　 教育／小学校 セ Ⅰ期　 小学校　　
3648-30-0601 四天王寺大　　 教育　　 教育／幼児教 　 前期３ 幼稚園　　
3648-30-0602 四天王寺大　　 教育　　 教育／幼児教 　 前期２ 幼稚園　　
3648-30-0671 四天王寺大　　 教育　　 教育／幼児教 セ Ⅰ期　 幼稚園　　
3648-64-0000 四天王寺大　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　



3648-64-0102 四天王寺大　　 看護　　 看護　　　　 　 前期３ 看護　　　
3648-64-0103 四天王寺大　　 看護　　 看護　　　　 　 前期２ 看護　　　
3648-64-0171 四天王寺大　　 看護　　 看護　　　　 セ Ⅰ期　 看護　　　
3649-08-0000 摂南大　　　　 外国語　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3649-08-0101 摂南大　　　　 外国語　 外国語　　　 　 前期Ａ 英米語　　
3649-08-0102 摂南大　　　　 外国語　 外国語　　　 　 前期Ｂ 英米語　　
3649-08-0173 摂南大　　　　 外国語　 外国語　　　 セ 前ＡＣ 英米語　　
3649-08-0174 摂南大　　　　 外国語　 外国語　　　 セ 前ＢＣ 英米語　　
3649-08-0175 摂南大　　　　 外国語　 外国語　　　 セ 前期３ 英米語　　
3649-08-0176 摂南大　　　　 外国語　 外国語　　　 セ 前期４ 英米語　　
3649-08-0177 摂南大　　　　 外国語　 外国語　　　 セ 中期３ 英米語　　
3649-08-0178 摂南大　　　　 外国語　 外国語　　　 セ 中期４ 英米語　　
3649-12-0000 摂南大　　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3649-12-0101 摂南大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 前期Ａ 法学　　　
3649-12-0102 摂南大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 前期Ｂ 法学　　　
3649-12-0173 摂南大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ 前ＡＣ 法学　　　
3649-12-0174 摂南大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ 前ＢＣ 法学　　　
3649-12-0175 摂南大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ 前期３ 法学　　　
3649-12-0176 摂南大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ 前期４ 法学　　　
3649-12-0177 摂南大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ 中期３ 法学　　　
3649-12-0178 摂南大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ 中期４ 法学　　　
3649-18-0000 摂南大　　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3649-18-0101 摂南大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 前期Ａ 経済学　　
3649-18-0102 摂南大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 前期Ｂ 経済学　　
3649-18-0173 摂南大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 前ＡＣ 経済学　　
3649-18-0174 摂南大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 前ＢＣ 経済学　　
3649-18-0175 摂南大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期３ 経済学　　
3649-18-0176 摂南大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期４ 経済学　　
3649-18-0177 摂南大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 中期３ 経済学　　
3649-18-0178 摂南大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 中期４ 経済学　　
3649-19-0000 摂南大　　　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3649-19-0101 摂南大　　　　 経営　　 経営情報　　 　 前期Ａ 経営情報学
3649-19-0102 摂南大　　　　 経営　　 経営情報　　 　 前期Ｂ 経営情報学
3649-19-0173 摂南大　　　　 経営　　 経営情報　　 セ 前ＡＣ 経営情報学
3649-19-0174 摂南大　　　　 経営　　 経営情報　　 セ 前ＢＣ 経営情報学
3649-19-0175 摂南大　　　　 経営　　 経営情報　　 セ 前期３ 経営情報学
3649-19-0176 摂南大　　　　 経営　　 経営情報　　 セ 前期４ 経営情報学
3649-19-0177 摂南大　　　　 経営　　 経営情報　　 セ 中期３ 経営情報学
3649-19-0178 摂南大　　　　 経営　　 経営情報　　 セ 中期４ 経営情報学
3649-19-0201 摂南大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 前期Ａ 経営学・商
3649-19-0202 摂南大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 前期Ｂ 経営学・商
3649-19-0273 摂南大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ 前ＡＣ 経営学・商
3649-19-0274 摂南大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ 前ＢＣ 経営学・商
3649-19-0275 摂南大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ 前期３ 経営学・商
3649-19-0276 摂南大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ 前期４ 経営学・商
3649-19-0277 摂南大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ 中期３ 経営学・商
3649-19-0278 摂南大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ 中期４ 経営学・商
3649-47-0000 摂南大　　　　 理工　　 　　　　　　 　 　　　 建築・土木
3649-47-0101 摂南大　　　　 理工　　 都市環境工　 　 前期Ａ 建築・土木
3649-47-0102 摂南大　　　　 理工　　 都市環境工　 　 前期Ｂ 建築・土木
3649-47-0173 摂南大　　　　 理工　　 都市環境工　 セ 前ＡＣ 建築・土木
3649-47-0174 摂南大　　　　 理工　　 都市環境工　 セ 前ＢＣ 建築・土木
3649-47-0175 摂南大　　　　 理工　　 都市環境工　 セ 前期３ 建築・土木
3649-47-0176 摂南大　　　　 理工　　 都市環境工　 セ 前期４ 建築・土木
3649-47-0177 摂南大　　　　 理工　　 都市環境工　 セ 中期３ 建築・土木
3649-47-0178 摂南大　　　　 理工　　 都市環境工　 セ 中期４ 建築・土木
3649-47-0201 摂南大　　　　 理工　　 建築　　　　 　 前期Ａ 建築・土木
3649-47-0202 摂南大　　　　 理工　　 建築　　　　 　 前期Ｂ 建築・土木
3649-47-0273 摂南大　　　　 理工　　 建築　　　　 セ 前ＡＣ 建築・土木



3649-47-0274 摂南大　　　　 理工　　 建築　　　　 セ 前ＢＣ 建築・土木
3649-47-0275 摂南大　　　　 理工　　 建築　　　　 セ 前期３ 建築・土木
3649-47-0276 摂南大　　　　 理工　　 建築　　　　 セ 前期４ 建築・土木
3649-47-0277 摂南大　　　　 理工　　 建築　　　　 セ 中期３ 建築・土木
3649-47-0278 摂南大　　　　 理工　　 建築　　　　 セ 中期４ 建築・土木
3649-47-0301 摂南大　　　　 理工　　 電気電子工　 　 前期Ａ 電気・電子
3649-47-0302 摂南大　　　　 理工　　 電気電子工　 　 前期Ｂ 電気・電子
3649-47-0373 摂南大　　　　 理工　　 電気電子工　 セ 前ＡＣ 電気・電子
3649-47-0374 摂南大　　　　 理工　　 電気電子工　 セ 前ＢＣ 電気・電子
3649-47-0375 摂南大　　　　 理工　　 電気電子工　 セ 前期３ 電気・電子
3649-47-0376 摂南大　　　　 理工　　 電気電子工　 セ 前期４ 電気・電子
3649-47-0377 摂南大　　　　 理工　　 電気電子工　 セ 中期３ 電気・電子
3649-47-0378 摂南大　　　　 理工　　 電気電子工　 セ 中期４ 電気・電子
3649-47-0401 摂南大　　　　 理工　　 機械工　　　 　 前期Ａ 機械工学　
3649-47-0402 摂南大　　　　 理工　　 機械工　　　 　 前期Ｂ 機械工学　
3649-47-0473 摂南大　　　　 理工　　 機械工　　　 セ 前ＡＣ 機械工学　
3649-47-0474 摂南大　　　　 理工　　 機械工　　　 セ 前ＢＣ 機械工学　
3649-47-0475 摂南大　　　　 理工　　 機械工　　　 セ 前期３ 機械工学　
3649-47-0476 摂南大　　　　 理工　　 機械工　　　 セ 前期４ 機械工学　
3649-47-0477 摂南大　　　　 理工　　 機械工　　　 セ 中期３ 機械工学　
3649-47-0478 摂南大　　　　 理工　　 機械工　　　 セ 中期４ 機械工学　
3649-47-0501 摂南大　　　　 理工　　 住環境デザイ 　 前期Ａ 住居学　　
3649-47-0504 摂南大　　　　 理工　　 住環境デザイ 　 前期Ｂ 住居学　　
3649-47-0505 摂南大　　　　 理工　　 住環境デザイ 　 前Ｂ文 住居学　　
3649-47-0573 摂南大　　　　 理工　　 住環境デザイ セ 前ＡＣ 住居学　　
3649-47-0574 摂南大　　　　 理工　　 住環境デザイ セ 前ＢＣ 住居学　　
3649-47-0575 摂南大　　　　 理工　　 住環境デザイ セ 前期３ 住居学　　
3649-47-0576 摂南大　　　　 理工　　 住環境デザイ セ 前期４ 住居学　　
3649-47-0577 摂南大　　　　 理工　　 住環境デザイ セ 中期３ 住居学　　
3649-47-0578 摂南大　　　　 理工　　 住環境デザイ セ 中期４ 住居学　　
3649-47-0601 摂南大　　　　 理工　　 生命科学　　 　 前期Ａ 生物工学　
3649-47-0602 摂南大　　　　 理工　　 生命科学　　 　 前期Ｂ 生物工学　
3649-47-0673 摂南大　　　　 理工　　 生命科学　　 セ 前ＡＣ 生物工学　
3649-47-0674 摂南大　　　　 理工　　 生命科学　　 セ 前ＢＣ 生物工学　
3649-47-0675 摂南大　　　　 理工　　 生命科学　　 セ 前期３ 生物工学　
3649-47-0676 摂南大　　　　 理工　　 生命科学　　 セ 前期４ 生物工学　
3649-47-0677 摂南大　　　　 理工　　 生命科学　　 セ 中期３ 生物工学　
3649-47-0678 摂南大　　　　 理工　　 生命科学　　 セ 中期４ 生物工学　
3649-61-0000 摂南大　　　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3649-61-0203 摂南大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 　 前期Ａ 薬　　　　
3649-61-0204 摂南大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 　 前期Ｂ 薬　　　　
3649-61-0271 摂南大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 セ 前期４ 薬　　　　
3649-61-0272 摂南大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 セ 中期３ 薬　　　　
3649-61-0274 摂南大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 セ 前ＡＣ 薬　　　　
3649-61-0275 摂南大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 セ 前ＢＣ 薬　　　　
3649-61-0277 摂南大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 セ 前期３ 薬　　　　
3649-61-0278 摂南大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 セ 中期４ 薬　　　　
3649-64-0000 摂南大　　　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3649-64-0101 摂南大　　　　 看護　　 看護　　　　 　 前期Ａ 看護　　　
3649-64-0102 摂南大　　　　 看護　　 看護　　　　 　 前期Ｂ 看護　　　
3649-64-0173 摂南大　　　　 看護　　 看護　　　　 セ 前ＡＣ 看護　　　
3649-64-0174 摂南大　　　　 看護　　 看護　　　　 セ 前ＢＣ 看護　　　
3649-64-0175 摂南大　　　　 看護　　 看護　　　　 セ 前期３ 看護　　　
3649-64-0176 摂南大　　　　 看護　　 看護　　　　 セ 前期４ 看護　　　
3649-64-0177 摂南大　　　　 看護　　 看護　　　　 セ 中期４ 看護　　　
3649-64-0178 摂南大　　　　 看護　　 看護　　　　 セ 中期３ 看護　　　
3650-02-0000 相愛大　　　　 人文　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3650-02-0701 相愛大　　　　 人文　　 人文　　　　 　 Ａ　　 文化学　　
3650-02-0771 相愛大　　　　 人文　　 人文　　　　 セ Ａ　　 文化学　　



3650-79-0000 相愛大　　　　 人間発達 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3650-79-0101 相愛大　　　　 人間発達 子ども発達　 　 Ａ　　 児童学　　
3650-79-0171 相愛大　　　　 人間発達 子ども発達　 セ Ａ　　 児童学　　
3650-79-0201 相愛大　　　　 人間発達 発達栄養　　 　 Ａ　　 食物・栄養
3650-79-0271 相愛大　　　　 人間発達 発達栄養　　 セ Ａ２　 食物・栄養
3650-79-0274 相愛大　　　　 人間発達 発達栄養　　 セ Ａ３　 食物・栄養
3650-83-0000 相愛大　　　　 音楽　　 　　　　　　 　 　　　 音楽　　　
3650-83-1701 相愛大　　　　 音楽　　 音楽／声楽　 　 Ａ　　 音楽　　　
3650-83-1801 相愛大　　　　 音楽　　 音楽／ピアノ 　 Ａ　　 音楽　　　
3650-83-1901 相愛大　　　　 音楽　　 音楽／創作演 　 Ａ　　 音楽　　　
3650-83-2001 相愛大　　　　 音楽　　 音楽／オルガ 　 Ａ　　 音楽　　　
3650-83-2401 相愛大　　　　 音楽　　 音楽／古楽器 　 Ａ　　 音楽　　　
3650-83-2501 相愛大　　　　 音楽　　 音楽／作曲　 　 Ａ　　 音楽　　　
3650-83-2601 相愛大　　　　 音楽　　 音楽／音楽学 　 Ａ　　 音楽　　　
3650-83-2701 相愛大　　　　 音楽　　 音楽／音楽療 　 Ａ　　 音楽　　　
3650-83-3101 相愛大　　　　 音楽　　 音楽／管弦打 　 Ａ　　 音楽　　　
3650-83-3201 相愛大　　　　 音楽　　 音楽／アート 　 Ａ　　 音楽　　　
3651-37-0000 帝塚山学院大　 人間科学 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3651-37-0401 帝塚山学院大　 人間科学 情報メディア 　 Ａ　　 総合情報学
3651-37-0402 帝塚山学院大　 人間科学 情報メディア 　 Ｂ　　 総合情報学
3651-37-0471 帝塚山学院大　 人間科学 情報メディア セ Ａ２　 総合情報学
3651-37-0473 帝塚山学院大　 人間科学 情報メディア セ Ｂ２　 総合情報学
3651-37-0474 帝塚山学院大　 人間科学 情報メディア セ Ａ３　 総合情報学
3651-37-0475 帝塚山学院大　 人間科学 情報メディア セ Ｂ３　 総合情報学
3651-37-0501 帝塚山学院大　 人間科学 心理　　　　 　 Ａ　　 心理学　　
3651-37-0502 帝塚山学院大　 人間科学 心理　　　　 　 Ｂ　　 心理学　　
3651-37-0571 帝塚山学院大　 人間科学 心理　　　　 セ Ａ２　 心理学　　
3651-37-0573 帝塚山学院大　 人間科学 心理　　　　 セ Ｂ２　 心理学　　
3651-37-0574 帝塚山学院大　 人間科学 心理　　　　 セ Ａ３　 心理学　　
3651-37-0575 帝塚山学院大　 人間科学 心理　　　　 セ Ｂ３　 心理学　　
3651-37-0601 帝塚山学院大　 人間科学 食物／管理栄 　 Ａ　　 食物・栄養
3651-37-0602 帝塚山学院大　 人間科学 食物／管理栄 　 Ｂ　　 食物・栄養
3651-37-0671 帝塚山学院大　 人間科学 食物／管理栄 セ Ａ２　 食物・栄養
3651-37-0672 帝塚山学院大　 人間科学 食物／管理栄 セ Ｂ２　 食物・栄養
3651-37-0674 帝塚山学院大　 人間科学 食物／管理栄 セ Ａ３　 食物・栄養
3651-37-0675 帝塚山学院大　 人間科学 食物／管理栄 セ Ｂ３　 食物・栄養
3651-37-0701 帝塚山学院大　 人間科学 食物／健康実 　 Ａ　　 食物・栄養
3651-37-0702 帝塚山学院大　 人間科学 食物／健康実 　 Ｂ　　 食物・栄養
3651-37-0771 帝塚山学院大　 人間科学 食物／健康実 セ Ａ２　 食物・栄養
3651-37-0772 帝塚山学院大　 人間科学 食物／健康実 セ Ｂ２　 食物・栄養
3651-37-0774 帝塚山学院大　 人間科学 食物／健康実 セ Ａ３　 食物・栄養
3651-37-0775 帝塚山学院大　 人間科学 食物／健康実 セ Ｂ３　 食物・栄養
3651-37-0801 帝塚山学院大　 人間科学 キャリア英語 　 Ａ　　 英米語　　
3651-37-0802 帝塚山学院大　 人間科学 キャリア英語 　 Ｂ　　 英米語　　
3651-37-0871 帝塚山学院大　 人間科学 キャリア英語 セ Ａ２　 英米語　　
3651-37-0872 帝塚山学院大　 人間科学 キャリア英語 セ Ｂ２　 英米語　　
3651-37-0874 帝塚山学院大　 人間科学 キャリア英語 セ Ａ３　 英米語　　
3651-37-0875 帝塚山学院大　 人間科学 キャリア英語 セ Ｂ３　 英米語　　
3651-38-0000 帝塚山学院大　 リベラル 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3651-38-0101 帝塚山学院大　 リベラル リベラルアー 　 Ａ　　 文化学　　
3651-38-0102 帝塚山学院大　 リベラル リベラルアー 　 Ｂ　　 文化学　　
3651-38-0171 帝塚山学院大　 リベラル リベラルアー セ Ａ２　 文化学　　
3651-38-0173 帝塚山学院大　 リベラル リベラルアー セ Ｂ２　 文化学　　
3651-38-0174 帝塚山学院大　 リベラル リベラルアー セ Ａ３　 文化学　　
3651-38-0175 帝塚山学院大　 リベラル リベラルアー セ Ｂ３　 文化学　　
3652-03-0000 梅花女子大　　 文化表現 　　　　　　 　 　　　 その他芸術
3652-03-0101 梅花女子大　　 文化表現 国際英語　　 　 Ⅰ期　 英米語　　
3652-03-0171 梅花女子大　　 文化表現 国際英語　　 セ Ⅰ期　 英米語　　
3652-03-0301 梅花女子大　　 文化表現 日本文化創造 　 Ⅰ期　 その他芸術



3652-03-0371 梅花女子大　　 文化表現 日本文化創造 セ Ⅰ期　 その他芸術
3652-03-0401 梅花女子大　　 文化表現 情報メディア 　 Ⅰ期　 その他芸術
3652-03-0471 梅花女子大　　 文化表現 情報メディア セ Ⅰ期　 その他芸術
3652-64-0000 梅花女子大　　 看護保健 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3652-64-0101 梅花女子大　　 看護保健 看護　　　　 　 Ⅰ期　 看護　　　
3652-64-0171 梅花女子大　　 看護保健 看護　　　　 セ Ⅰ期　 看護　　　
3652-64-0201 梅花女子大　　 看護保健 口腔保健　　 　 Ⅰ期　 医療技術　
3652-64-0272 梅花女子大　　 看護保健 口腔保健　　 セ Ⅰ期　 医療技術　
3652-79-0000 梅花女子大　　 心理こど 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3652-79-0101 梅花女子大　　 心理こど こども　　　 　 Ⅰ期　 児童学　　
3652-79-0171 梅花女子大　　 心理こど こども　　　 セ Ⅰ期　 児童学　　
3652-79-0201 梅花女子大　　 心理こど 心理　　　　 　 Ⅰ期　 心理学　　
3652-79-0271 梅花女子大　　 心理こど 心理　　　　 セ Ⅰ期　 心理学　　
3652-80-0000 梅花女子大　　 食文化　 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3652-80-0101 梅花女子大　　 食文化　 食文化　　　 　 Ⅰ期　 食物・栄養
3652-80-0171 梅花女子大　　 食文化　 食文化　　　 セ Ⅰ期　 食物・栄養
3652-80-0201 梅花女子大　　 食文化　 管理栄養　　 　 Ⅰ期　 食物・栄養
3652-80-0271 梅花女子大　　 食文化　 管理栄養　　 セ Ⅰ期　 食物・栄養
3653-18-0000 阪南大　　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3653-18-0104 阪南大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 前期２ 経済学　　
3653-18-0105 阪南大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 前期３ 経済学　　
3653-18-0171 阪南大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期３ 経済学　　
3653-18-0172 阪南大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期２ 経済学　　
3653-21-0000 阪南大　　　　 流通　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3653-21-0104 阪南大　　　　 流通　　 流通　　　　 　 前期２ 経営学・商
3653-21-0105 阪南大　　　　 流通　　 流通　　　　 　 前期３ 経営学・商
3653-21-0171 阪南大　　　　 流通　　 流通　　　　 セ 前期２ 経営学・商
3653-21-0172 阪南大　　　　 流通　　 流通　　　　 セ 前期３ 経営学・商
3653-22-0000 阪南大　　　　 経営情報 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3653-22-0104 阪南大　　　　 経営情報 経営情報　　 　 前期２ 経営情報学
3653-22-0105 阪南大　　　　 経営情報 経営情報　　 　 前期３ 経営情報学
3653-22-0171 阪南大　　　　 経営情報 経営情報　　 セ 前期２ 経営情報学
3653-22-0172 阪南大　　　　 経営情報 経営情報　　 セ 前期３ 経営情報学
3653-27-0000 阪南大　　　　 国際観光 　　　　　　 　 　　　 観光学　　
3653-27-0104 阪南大　　　　 国際観光 国際観光　　 　 前期２ 観光学　　
3653-27-0105 阪南大　　　　 国際観光 国際観光　　 　 前期３ 観光学　　
3653-27-0171 阪南大　　　　 国際観光 国際観光　　 セ 前期２ 観光学　　
3653-27-0172 阪南大　　　　 国際観光 国際観光　　 セ 前期３ 観光学　　
3653-37-0000 阪南大　　　　 国際コミ 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3653-37-0104 阪南大　　　　 国際コミ 国際コミュニ 　 前期２ 文化学　　
3653-37-0105 阪南大　　　　 国際コミ 国際コミュニ 　 前期３ 文化学　　
3653-37-0171 阪南大　　　　 国際コミ 国際コミュニ セ 前期２ 文化学　　
3653-37-0172 阪南大　　　　 国際コミ 国際コミュニ セ 前期３ 文化学　　
3654-12-0000 桃山学院大　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3654-12-0103 桃山学院大　　 法　　　 法律　　　　 　 Ａ３　 法学　　　
3654-12-0105 桃山学院大　　 法　　　 法律　　　　 　 Ａ２　 法学　　　
3654-12-0171 桃山学院大　　 法　　　 法律　　　　 セ Ｃ前３ 法学　　　
3654-12-0173 桃山学院大　　 法　　　 法律　　　　 セ Ｃ前４ 法学　　　
3654-12-0174 桃山学院大　　 法　　　 法律　　　　 セ Ｃ前５ 法学　　　
3654-12-0177 桃山学院大　　 法　　　 法律　　　　 セ Ｃ前２ 法学　　　
3654-18-0000 桃山学院大　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3654-18-0102 桃山学院大　　 経済　　 経済　　　　 　 Ａ２　 経済学　　
3654-18-0106 桃山学院大　　 経済　　 経済　　　　 　 Ａ３　 経済学　　
3654-18-0171 桃山学院大　　 経済　　 経済　　　　 セ Ｃ前３ 経済学　　
3654-18-0173 桃山学院大　　 経済　　 経済　　　　 セ Ｃ前４ 経済学　　
3654-18-0174 桃山学院大　　 経済　　 経済　　　　 セ Ｃ前５ 経済学　　
3654-18-0177 桃山学院大　　 経済　　 経済　　　　 セ Ｃ前２ 経済学　　
3654-19-0000 桃山学院大　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3654-19-0102 桃山学院大　　 経営　　 経営　　　　 　 Ａ２　 経営学・商



3654-19-0106 桃山学院大　　 経営　　 経営　　　　 　 Ａ３　 経営学・商
3654-19-0171 桃山学院大　　 経営　　 経営　　　　 セ Ｃ前３ 経営学・商
3654-19-0173 桃山学院大　　 経営　　 経営　　　　 セ Ｃ前４ 経営学・商
3654-19-0174 桃山学院大　　 経営　　 経営　　　　 セ Ｃ前５ 経営学・商
3654-19-0177 桃山学院大　　 経営　　 経営　　　　 セ Ｃ前２ 経営学・商
3654-19-0201 桃山学院大　　 経営　　 ビジネスデザ 　 Ａ２　 経営学・商
3654-19-0202 桃山学院大　　 経営　　 ビジネスデザ 　 Ａ３　 経営学・商
3654-19-0271 桃山学院大　　 経営　　 ビジネスデザ セ Ｃ前２ 経営学・商
3654-19-0272 桃山学院大　　 経営　　 ビジネスデザ セ Ｃ前３ 経営学・商
3654-19-0273 桃山学院大　　 経営　　 ビジネスデザ セ Ｃ前４ 経営学・商
3654-19-0274 桃山学院大　　 経営　　 ビジネスデザ セ Ｃ前５ 経営学・商
3654-25-0000 桃山学院大　　 社会　　 　　　　　　 　 　　　 社会学　　
3654-25-0102 桃山学院大　　 社会　　 社会　　　　 　 Ａ２　 社会学　　
3654-25-0106 桃山学院大　　 社会　　 社会　　　　 　 Ａ３　 社会学　　
3654-25-0171 桃山学院大　　 社会　　 社会　　　　 セ Ｃ前３ 社会学　　
3654-25-0173 桃山学院大　　 社会　　 社会　　　　 セ Ｃ前４ 社会学　　
3654-25-0174 桃山学院大　　 社会　　 社会　　　　 セ Ｃ前５ 社会学　　
3654-25-0177 桃山学院大　　 社会　　 社会　　　　 セ Ｃ前２ 社会学　　
3654-25-0204 桃山学院大　　 社会　　 社会福祉　　 　 Ａ３　 社会福祉学
3654-25-0205 桃山学院大　　 社会　　 社会福祉　　 　 Ａ２　 社会福祉学
3654-25-0271 桃山学院大　　 社会　　 社会福祉　　 セ Ｃ前３ 社会福祉学
3654-25-0273 桃山学院大　　 社会　　 社会福祉　　 セ Ｃ前４ 社会福祉学
3654-25-0274 桃山学院大　　 社会　　 社会福祉　　 セ Ｃ前５ 社会福祉学
3654-25-0277 桃山学院大　　 社会　　 社会福祉　　 セ Ｃ前２ 社会福祉学
3654-37-0000 桃山学院大　　 国際教養 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3654-37-0101 桃山学院大　　 国際教養 英語・国際文 　 Ａ３　 文化学　　
3654-37-0104 桃山学院大　　 国際教養 英語・国際文 　 Ａ２　 文化学　　
3654-37-0172 桃山学院大　　 国際教養 英語・国際文 セ Ｃ前３ 文化学　　
3654-37-0173 桃山学院大　　 国際教養 英語・国際文 セ Ｃ前４ 文化学　　
3654-37-0175 桃山学院大　　 国際教養 英語・国際文 セ Ｃ前５ 文化学　　
3654-37-0177 桃山学院大　　 国際教養 英語・国際文 セ Ｃ前２ 文化学　　
3655-30-0000 桃山学院教育大 教育　　 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3655-30-0201 桃山学院教育大 教育　　 教育／小学校 　 Ａ２　 小学校　　
3655-30-0202 桃山学院教育大 教育　　 教育／小学校 　 Ａ３　 小学校　　
3655-30-0271 桃山学院教育大 教育　　 教育／小学校 セ Ｃ前２ 小学校　　
3655-30-0272 桃山学院教育大 教育　　 教育／小学校 セ Ｃ前３ 小学校　　
3655-30-0273 桃山学院教育大 教育　　 教育／小学校 セ Ｃ前４ 小学校　　
3655-30-0274 桃山学院教育大 教育　　 教育／小学校 セ Ｃ前５ 小学校　　
3655-30-0301 桃山学院教育大 教育　　 教育／健康ス 　 Ａ２　 体育・健康
3655-30-0302 桃山学院教育大 教育　　 教育／健康ス 　 Ａ３　 体育・健康
3655-30-0371 桃山学院教育大 教育　　 教育／健康ス セ Ｃ前２ 体育・健康
3655-30-0372 桃山学院教育大 教育　　 教育／健康ス セ Ｃ前３ 体育・健康
3655-30-0373 桃山学院教育大 教育　　 教育／健康ス セ Ｃ前４ 体育・健康
3655-30-0374 桃山学院教育大 教育　　 教育／健康ス セ Ｃ前５ 体育・健康
3655-30-0402 桃山学院教育大 教育　　 教育／幼児保 　 Ａ２　 児童学　　
3655-30-0403 桃山学院教育大 教育　　 教育／幼児保 　 Ａ３　 児童学　　
3655-30-0471 桃山学院教育大 教育　　 教育／幼児保 セ Ｃ前２ 児童学　　
3655-30-0472 桃山学院教育大 教育　　 教育／幼児保 セ Ｃ前３ 児童学　　
3655-30-0473 桃山学院教育大 教育　　 教育／幼児保 セ Ｃ前４ 児童学　　
3655-30-0474 桃山学院教育大 教育　　 教育／幼児保 セ Ｃ前５ 児童学　　
3656-03-0000 関西福祉科学大 心理科学 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3656-03-0102 関西福祉科学大 心理科学 心理科学　　 　 Ａ２　 心理学　　
3656-03-0103 関西福祉科学大 心理科学 心理科学　　 　 Ａ３　 心理学　　
3656-03-0171 関西福祉科学大 心理科学 心理科学　　 セ 前期　 心理学　　
3656-26-0000 関西福祉科学大 社会福祉 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3656-26-0103 関西福祉科学大 社会福祉 社会福祉　　 　 Ａ２　 社会福祉学
3656-26-0104 関西福祉科学大 社会福祉 社会福祉　　 　 Ａ３　 社会福祉学
3656-26-0171 関西福祉科学大 社会福祉 社会福祉　　 セ 前期　 社会福祉学
3656-30-0000 関西福祉科学大 教育　　 　　　　　　 　 　　　 小学校　　



3656-30-0102 関西福祉科学大 教育　　 教育／子ども 　 Ａ２　 幼稚園　　
3656-30-0103 関西福祉科学大 教育　　 教育／子ども 　 Ａ３　 幼稚園　　
3656-30-0171 関西福祉科学大 教育　　 教育／子ども セ 前期　 幼稚園　　
3656-30-0202 関西福祉科学大 教育　　 教育／発達支 　 Ａ２　 小学校　　
3656-30-0203 関西福祉科学大 教育　　 教育／発達支 　 Ａ３　 小学校　　
3656-30-0271 関西福祉科学大 教育　　 教育／発達支 セ 前期　 小学校　　
3656-64-0000 関西福祉科学大 保健医療 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
3656-64-0101 関西福祉科学大 保健医療 リハ／理学療 　 Ａ２　 理学療法　
3656-64-0102 関西福祉科学大 保健医療 リハ／理学療 　 Ａ３　 理学療法　
3656-64-0171 関西福祉科学大 保健医療 リハ／理学療 セ 前期　 理学療法　
3656-64-0201 関西福祉科学大 保健医療 リハ／作業療 　 Ａ２　 作業療法　
3656-64-0202 関西福祉科学大 保健医療 リハ／作業療 　 Ａ３　 作業療法　
3656-64-0271 関西福祉科学大 保健医療 リハ／作業療 セ 前期　 作業療法　
3656-64-0301 関西福祉科学大 保健医療 リハ／言語聴 　 Ａ２　 医療技術　
3656-64-0302 関西福祉科学大 保健医療 リハ／言語聴 　 Ａ３　 医療技術　
3656-64-0371 関西福祉科学大 保健医療 リハ／言語聴 セ 前期　 医療技術　
3656-65-0000 関西福祉科学大 健康福祉 　　　　　　 　 　　　 養護　　　
3656-65-0101 関西福祉科学大 健康福祉 健康科学　　 　 Ａ２　 保健　　　
3656-65-0102 関西福祉科学大 健康福祉 健康科学　　 　 Ａ３　 保健　　　
3656-65-0171 関西福祉科学大 健康福祉 健康科学　　 セ 前期　 保健　　　
3656-65-0201 関西福祉科学大 健康福祉 福祉栄養　　 　 Ａ２　 食物・栄養
3656-65-0202 関西福祉科学大 健康福祉 福祉栄養　　 　 Ａ３　 食物・栄養
3656-65-0271 関西福祉科学大 健康福祉 福祉栄養　　 セ 前期　 食物・栄養
3657-19-0000 太成学院大　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3657-19-0101 太成学院大　　 経営　　 現代ビジネス 　 Ａ前期 経営学・商
3657-19-0102 太成学院大　　 経営　　 現代ビジネス 　 Ａ後期 経営学・商
3657-19-0104 太成学院大　　 経営　　 現代ビジネス 　 Ｂ前期 経営学・商
3657-19-0174 太成学院大　　 経営　　 現代ビジネス セ Ａ前期 経営学・商
3657-37-0000 太成学院大　　 人間　　 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3657-37-0302 太成学院大　　 人間　　 子ども発達　 　 Ａ前期 小学校　　
3657-37-0303 太成学院大　　 人間　　 子ども発達　 　 Ａ後期 小学校　　
3657-37-0305 太成学院大　　 人間　　 子ども発達　 　 Ｂ前期 小学校　　
3657-37-0374 太成学院大　　 人間　　 子ども発達　 セ Ａ前期 小学校　　
3657-37-0402 太成学院大　　 人間　　 健康スポーツ 　 Ａ前期 体育・健康
3657-37-0403 太成学院大　　 人間　　 健康スポーツ 　 Ａ後期 体育・健康
3657-37-0405 太成学院大　　 人間　　 健康スポーツ 　 Ｂ前期 体育・健康
3657-37-0474 太成学院大　　 人間　　 健康スポーツ セ Ａ前期 体育・健康
3657-37-0502 太成学院大　　 人間　　 心理カウンセ 　 Ａ前期 心理学　　
3657-37-0503 太成学院大　　 人間　　 心理カウンセ 　 Ａ後期 心理学　　
3657-37-0505 太成学院大　　 人間　　 心理カウンセ 　 Ｂ前期 心理学　　
3657-37-0574 太成学院大　　 人間　　 心理カウンセ セ Ａ前期 心理学　　
3657-64-0000 太成学院大　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3657-64-0103 太成学院大　　 看護　　 看護　　　　 　 Ａ後期 看護　　　
3657-64-0105 太成学院大　　 看護　　 看護　　　　 　 Ａ前期 看護　　　
3657-64-0106 太成学院大　　 看護　　 看護　　　　 　 Ｂ前期 看護　　　
3657-64-0174 太成学院大　　 看護　　 看護　　　　 セ Ａ前期 看護　　　
3658-79-0000 常磐会学園大　 国際こど 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3658-79-0101 常磐会学園大　 国際こど 国際こども教 　 Ａ　　 児童学　　
3658-79-0104 常磐会学園大　 国際こど 国際こども教 　 優遇　 児童学　　
3658-79-0171 常磐会学園大　 国際こど 国際こども教 セ Ａ　　 児童学　　
3659-27-0000 大阪観光大　　 観光　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3659-27-0101 大阪観光大　　 観光　　 観光　　　　 　 Ａ　　 観光学　　
3659-33-0000 大阪観光大　　 国際交流 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3659-33-0101 大阪観光大　　 国際交流 国際交流　　 　 Ａ　　 英米語　　
3660-37-0000 大阪人間科学大 人間科学 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3660-37-0101 大阪人間科学大 人間科学 社会福祉　　 　 ＳＡ　 社会福祉学
3660-37-0104 大阪人間科学大 人間科学 社会福祉　　 　 ＳＢ　 社会福祉学
3660-37-0171 大阪人間科学大 人間科学 社会福祉　　 セ ＳＡ　 社会福祉学
3660-37-0172 大阪人間科学大 人間科学 社会福祉　　 セ ＳＢ　 社会福祉学



3660-37-0503 大阪人間科学大 人間科学 健康心理　　 　 ＳＡ　 心理学　　
3660-37-0504 大阪人間科学大 人間科学 健康心理　　 　 ＳＢ　 心理学　　
3660-37-0571 大阪人間科学大 人間科学 健康心理　　 セ ＳＡ　 心理学　　
3660-37-0572 大阪人間科学大 人間科学 健康心理　　 セ ＳＢ　 心理学　　
3660-37-0601 大阪人間科学大 人間科学 医療／介護福 　 ＳＡ　 社会福祉学
3660-37-0602 大阪人間科学大 人間科学 医療／介護福 　 ＳＢ　 社会福祉学
3660-37-0671 大阪人間科学大 人間科学 医療／介護福 セ ＳＡ　 社会福祉学
3660-37-0672 大阪人間科学大 人間科学 医療／介護福 セ ＳＢ　 社会福祉学
3660-37-0701 大阪人間科学大 人間科学 医療／視能訓 　 ＳＡ　 医療技術　
3660-37-0702 大阪人間科学大 人間科学 医療／視能訓 　 ＳＢ　 医療技術　
3660-37-0771 大阪人間科学大 人間科学 医療／視能訓 セ ＳＡ　 医療技術　
3660-37-0772 大阪人間科学大 人間科学 医療／視能訓 セ ＳＢ　 医療技術　
3660-37-0801 大阪人間科学大 人間科学 子ども保育　 　 ＳＡ　 児童学　　
3660-37-0802 大阪人間科学大 人間科学 子ども保育　 　 ＳＢ　 児童学　　
3660-37-0871 大阪人間科学大 人間科学 子ども保育　 セ ＳＡ　 児童学　　
3660-37-0872 大阪人間科学大 人間科学 子ども保育　 セ ＳＢ　 児童学　　
3660-37-0901 大阪人間科学大 人間科学 医療／臨床発 　 ＳＡ　 心理学　　
3660-37-0902 大阪人間科学大 人間科学 医療／臨床発 　 ＳＢ　 心理学　　
3660-37-0971 大阪人間科学大 人間科学 医療／臨床発 セ ＳＡ　 心理学　　
3660-37-0972 大阪人間科学大 人間科学 医療／臨床発 セ ＳＢ　 心理学　　
3660-37-1001 大阪人間科学大 人間科学 医療／言語聴 　 ＳＡ　 医療技術　
3660-37-1002 大阪人間科学大 人間科学 医療／言語聴 　 ＳＢ　 医療技術　
3660-37-1071 大阪人間科学大 人間科学 医療／言語聴 セ ＳＡ　 医療技術　
3660-37-1072 大阪人間科学大 人間科学 医療／言語聴 セ ＳＢ　 医療技術　
3660-37-1101 大阪人間科学大 人間科学 理学療法　　 　 ＳＡ　 理学療法　
3660-37-1102 大阪人間科学大 人間科学 理学療法　　 　 ＳＢ　 理学療法　
3660-37-1171 大阪人間科学大 人間科学 理学療法　　 セ ＳＡ　 理学療法　
3660-37-1172 大阪人間科学大 人間科学 理学療法　　 セ ＳＢ　 理学療法　
3661-28-0000 羽衣国際大　　 現代社会 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3661-28-0101 羽衣国際大　　 現代社会 放送・メディ 　 Ⅰ期　 放送　　　
3661-28-0102 羽衣国際大　　 現代社会 放送・メディ 　 Ⅱ期　 放送　　　
3661-28-0171 羽衣国際大　　 現代社会 放送・メディ セ Ⅰ期　 放送　　　
3661-28-0201 羽衣国際大　　 現代社会 現代社会　　 　 Ⅰ期　 経営学・商
3661-28-0202 羽衣国際大　　 現代社会 現代社会　　 　 Ⅱ期　 経営学・商
3661-28-0271 羽衣国際大　　 現代社会 現代社会　　 セ Ⅰ期　 経営学・商
3661-79-0000 羽衣国際大　　 人間生活 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3661-79-0101 羽衣国際大　　 人間生活 人間生活　　 　 Ⅱ期　 生活科学　
3661-79-0102 羽衣国際大　　 人間生活 人間生活　　 　 Ⅰ期　 生活科学　
3661-79-0171 羽衣国際大　　 人間生活 人間生活　　 セ Ⅰ期　 生活科学　
3661-79-0501 羽衣国際大　　 人間生活 食物栄養　　 　 Ⅰ期　 食物・栄養
3661-79-0502 羽衣国際大　　 人間生活 食物栄養　　 　 Ⅱ期　 食物・栄養
3661-79-0571 羽衣国際大　　 人間生活 食物栄養　　 セ Ⅰ期　 食物・栄養
3662-21-0000 大阪成蹊大　　 マネジメ 　　　　　　 　 　　　 観光学　　
3662-21-0103 大阪成蹊大　　 マネジメ マネジメント 　 Ａ２　 経営学・商
3662-21-0104 大阪成蹊大　　 マネジメ マネジメント 　 Ａ３　 経営学・商
3662-21-0105 大阪成蹊大　　 マネジメ マネジメント 　 Ｂ２　 経営学・商
3662-21-0106 大阪成蹊大　　 マネジメ マネジメント 　 Ｂ３　 経営学・商
3662-21-0171 大阪成蹊大　　 マネジメ マネジメント セ Ａ　　 経営学・商
3662-21-0172 大阪成蹊大　　 マネジメ マネジメント セ Ｂ　　 経営学・商
3662-21-0206 大阪成蹊大　　 マネジメ スポーツマネ 　 Ａ２　 経営学・商
3662-21-0207 大阪成蹊大　　 マネジメ スポーツマネ 　 Ａ３　 経営学・商
3662-21-0208 大阪成蹊大　　 マネジメ スポーツマネ 　 Ｂ２　 経営学・商
3662-21-0209 大阪成蹊大　　 マネジメ スポーツマネ 　 Ｂ３　 経営学・商
3662-21-0272 大阪成蹊大　　 マネジメ スポーツマネ セ Ａ　　 経営学・商
3662-21-0273 大阪成蹊大　　 マネジメ スポーツマネ セ Ｂ　　 経営学・商
3662-21-0304 大阪成蹊大　　 マネジメ 国際観光ビジ 　 Ａ１　 英米語　　
3662-21-0305 大阪成蹊大　　 マネジメ 国際観光ビジ 　 Ａ２　 英米語　　
3662-21-0306 大阪成蹊大　　 マネジメ 国際観光ビジ 　 Ａ３　 英米語　　
3662-21-0307 大阪成蹊大　　 マネジメ 国際観光ビジ 　 Ｂ１　 英米語　　



3662-21-0308 大阪成蹊大　　 マネジメ 国際観光ビジ 　 Ｂ２　 英米語　　
3662-21-0309 大阪成蹊大　　 マネジメ 国際観光ビジ 　 Ｂ３　 英米語　　
3662-21-0370 大阪成蹊大　　 マネジメ 国際観光ビジ セ Ａ３　 英米語　　
3662-21-0371 大阪成蹊大　　 マネジメ 国際観光ビジ セ Ｂ３　 英米語　　
3662-21-0372 大阪成蹊大　　 マネジメ 国際観光ビジ セ Ａ２　 英米語　　
3662-21-0373 大阪成蹊大　　 マネジメ 国際観光ビジ セ Ｂ２　 英米語　　
3662-30-0000 大阪成蹊大　　 教育　　 　　　　　　 　 　　　 ０免課程　
3662-30-0204 大阪成蹊大　　 教育　　 教育／初等教 　 Ａ２　 小学校　　
3662-30-0205 大阪成蹊大　　 教育　　 教育／初等教 　 Ａ３　 小学校　　
3662-30-0206 大阪成蹊大　　 教育　　 教育／初等教 　 Ｂ２　 小学校　　
3662-30-0207 大阪成蹊大　　 教育　　 教育／初等教 　 Ｂ３　 小学校　　
3662-30-0272 大阪成蹊大　　 教育　　 教育／初等教 セ Ａ　　 小学校　　
3662-30-0273 大阪成蹊大　　 教育　　 教育／初等教 セ Ｂ　　 小学校　　
3662-30-0304 大阪成蹊大　　 教育　　 教育／幼児教 　 Ａ２　 幼稚園　　
3662-30-0305 大阪成蹊大　　 教育　　 教育／幼児教 　 Ａ３　 幼稚園　　
3662-30-0306 大阪成蹊大　　 教育　　 教育／幼児教 　 Ｂ２　 幼稚園　　
3662-30-0307 大阪成蹊大　　 教育　　 教育／幼児教 　 Ｂ３　 幼稚園　　
3662-30-0372 大阪成蹊大　　 教育　　 教育／幼児教 セ Ａ　　 幼稚園　　
3662-30-0373 大阪成蹊大　　 教育　　 教育／幼児教 セ Ｂ　　 幼稚園　　
3662-30-0404 大阪成蹊大　　 教育　　 教育／英語教 　 Ａ２　 中高－英語
3662-30-0405 大阪成蹊大　　 教育　　 教育／英語教 　 Ａ３　 中高－英語
3662-30-0406 大阪成蹊大　　 教育　　 教育／英語教 　 Ｂ２　 中高－英語
3662-30-0407 大阪成蹊大　　 教育　　 教育／英語教 　 Ｂ３　 中高－英語
3662-30-0472 大阪成蹊大　　 教育　　 教育／英語教 セ Ａ　　 中高－英語
3662-30-0473 大阪成蹊大　　 教育　　 教育／英語教 セ Ｂ　　 中高－英語
3662-30-0504 大阪成蹊大　　 教育　　 教育／保健体 　 Ａ２　 中高－体育
3662-30-0505 大阪成蹊大　　 教育　　 教育／保健体 　 Ａ３　 中高－体育
3662-30-0506 大阪成蹊大　　 教育　　 教育／保健体 　 Ｂ２　 中高－体育
3662-30-0507 大阪成蹊大　　 教育　　 教育／保健体 　 Ｂ３　 中高－体育
3662-30-0572 大阪成蹊大　　 教育　　 教育／保健体 セ Ａ　　 中高－体育
3662-30-0573 大阪成蹊大　　 教育　　 教育／保健体 セ Ｂ　　 中高－体育
3662-83-0000 大阪成蹊大　　 芸術　　 　　　　　　 　 　　　 美術・デザ
3662-83-2601 大阪成蹊大　　 芸術　　 造形／マンガ 　 Ａ　　 その他芸術
3662-83-2602 大阪成蹊大　　 芸術　　 造形／マンガ 　 Ｂ　　 その他芸術
3662-83-2671 大阪成蹊大　　 芸術　　 造形／マンガ セ Ａ　　 その他芸術
3662-83-2672 大阪成蹊大　　 芸術　　 造形／マンガ セ Ｂ　　 その他芸術
3662-83-2701 大阪成蹊大　　 芸術　　 造形／アニメ 　 Ａ　　 映像　　　
3662-83-2702 大阪成蹊大　　 芸術　　 造形／アニメ 　 Ｂ　　 映像　　　
3662-83-2771 大阪成蹊大　　 芸術　　 造形／アニメ セ Ａ　　 映像　　　
3662-83-2772 大阪成蹊大　　 芸術　　 造形／アニメ セ Ｂ　　 映像　　　
3662-83-2801 大阪成蹊大　　 芸術　　 造形／ビジュ 　 Ａ　　 美術・デザ
3662-83-2802 大阪成蹊大　　 芸術　　 造形／ビジュ 　 Ｂ　　 美術・デザ
3662-83-2871 大阪成蹊大　　 芸術　　 造形／ビジュ セ Ａ　　 美術・デザ
3662-83-2872 大阪成蹊大　　 芸術　　 造形／ビジュ セ Ｂ　　 美術・デザ
3662-83-2901 大阪成蹊大　　 芸術　　 造形／イラス 　 Ａ　　 美術・デザ
3662-83-2902 大阪成蹊大　　 芸術　　 造形／イラス 　 Ｂ　　 美術・デザ
3662-83-2971 大阪成蹊大　　 芸術　　 造形／イラス セ Ａ　　 美術・デザ
3662-83-2972 大阪成蹊大　　 芸術　　 造形／イラス セ Ｂ　　 美術・デザ
3662-83-3001 大阪成蹊大　　 芸術　　 造形／インテ 　 Ａ　　 住居学　　
3662-83-3002 大阪成蹊大　　 芸術　　 造形／インテ 　 Ｂ　　 住居学　　
3662-83-3071 大阪成蹊大　　 芸術　　 造形／インテ セ Ａ　　 住居学　　
3662-83-3072 大阪成蹊大　　 芸術　　 造形／インテ セ Ｂ　　 住居学　　
3662-83-3101 大阪成蹊大　　 芸術　　 造形／テキス 　 Ａ　　 被服・服飾
3662-83-3102 大阪成蹊大　　 芸術　　 造形／テキス 　 Ｂ　　 被服・服飾
3662-83-3171 大阪成蹊大　　 芸術　　 造形／テキス セ Ａ　　 被服・服飾
3662-83-3172 大阪成蹊大　　 芸術　　 造形／テキス セ Ｂ　　 被服・服飾
3662-83-3401 大阪成蹊大　　 芸術　　 造形／ゲーム 　 Ａ　　 総合情報学
3662-83-3402 大阪成蹊大　　 芸術　　 造形／ゲーム 　 Ｂ　　 総合情報学
3662-83-3471 大阪成蹊大　　 芸術　　 造形／ゲーム セ Ａ　　 総合情報学



3662-83-3472 大阪成蹊大　　 芸術　　 造形／ゲーム セ Ｂ　　 総合情報学
3662-83-3501 大阪成蹊大　　 芸術　　 造形／美術ア 　 Ａ　　 美術・デザ
3662-83-3502 大阪成蹊大　　 芸術　　 造形／美術ア 　 Ｂ　　 美術・デザ
3662-83-3571 大阪成蹊大　　 芸術　　 造形／美術ア セ Ａ　　 美術・デザ
3662-83-3572 大阪成蹊大　　 芸術　　 造形／美術ア セ Ｂ　　 美術・デザ
3663-64-0000 千里金蘭大　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3663-64-0101 千里金蘭大　　 看護　　 看護　　　　 　 前期Ａ 看護　　　
3663-64-0102 千里金蘭大　　 看護　　 看護　　　　 　 前期Ｂ 看護　　　
3663-64-0171 千里金蘭大　　 看護　　 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3663-79-0000 千里金蘭大　　 生活科学 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3663-79-0100 千里金蘭大　　 生活科学 食物栄養　　 　 前期Ａ 食物・栄養
3663-79-0102 千里金蘭大　　 生活科学 食物栄養　　 　 前期Ｂ 食物・栄養
3663-79-0172 千里金蘭大　　 生活科学 食物栄養　　 セ 前期　 食物・栄養
3663-79-0201 千里金蘭大　　 生活科学 児童教育　　 　 前期Ａ 児童学　　
3663-79-0204 千里金蘭大　　 生活科学 児童教育　　 　 前期Ｂ 児童学　　
3663-79-0271 千里金蘭大　　 生活科学 児童教育　　 セ 前期　 児童学　　
3664-79-0000 東大阪大　　　 こども　 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3664-79-0100 東大阪大　　　 こども　 こども　　　 　 Ⅰ　　 児童学　　
3664-79-0171 東大阪大　　　 こども　 こども　　　 セ Ａ　　 児童学　　
3664-79-0201 東大阪大　　　 こども　 アジアこども 　 Ⅰ　　 児童学　　
3664-79-0271 東大阪大　　　 こども　 アジアこども セ Ａ　　 児童学　　
3665-64-0000 関西医療大　　 保健医療 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
3665-64-0101 関西医療大　　 保健医療 はり灸・スポ 　 前期２ 医療技術　
3665-64-0102 関西医療大　　 保健医療 はり灸・スポ 　 前期３ 医療技術　
3665-64-0103 関西医療大　　 保健医療 はり灸・スポ 　 前期英 医療技術　
3665-64-0171 関西医療大　　 保健医療 はり灸・スポ セ 前期　 医療技術　
3665-64-0401 関西医療大　　 保健医療 理学療法　　 　 前期英 理学療法　
3665-64-0402 関西医療大　　 保健医療 理学療法　　 　 前期２ 理学療法　
3665-64-0403 関西医療大　　 保健医療 理学療法　　 　 前期３ 理学療法　
3665-64-0471 関西医療大　　 保健医療 理学療法　　 セ 前期　 理学療法　
3665-64-0501 関西医療大　　 保健医療 ヘルスプロモ 　 前期３ 医療技術　
3665-64-0502 関西医療大　　 保健医療 ヘルスプロモ 　 前期２ 医療技術　
3665-64-0503 関西医療大　　 保健医療 ヘルスプロモ 　 前期英 医療技術　
3665-64-0571 関西医療大　　 保健医療 ヘルスプロモ セ 前期　 医療技術　
3665-64-0601 関西医療大　　 保健医療 臨床検査　　 　 前期２ 検査技術　
3665-64-0602 関西医療大　　 保健医療 臨床検査　　 　 前期３ 検査技術　
3665-64-0603 関西医療大　　 保健医療 臨床検査　　 　 前期英 検査技術　
3665-64-0671 関西医療大　　 保健医療 臨床検査　　 セ 前期　 検査技術　
3665-64-0702 関西医療大　　 保健医療 作業療法　　 　 前期２ 作業療法　
3665-64-0703 関西医療大　　 保健医療 作業療法　　 　 前期３ 作業療法　
3665-64-0704 関西医療大　　 保健医療 作業療法　　 　 前期英 作業療法　
3665-64-0772 関西医療大　　 保健医療 作業療法　　 セ 前期　 作業療法　
3665-65-0000 関西医療大　　 保健看護 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3665-65-0101 関西医療大　　 保健看護 保健看護　　 　 前期３ 看護　　　
3665-65-0102 関西医療大　　 保健看護 保健看護　　 　 前期２ 看護　　　
3665-65-0103 関西医療大　　 保健看護 保健看護　　 　 前期英 看護　　　
3665-65-0171 関西医療大　　 保健看護 保健看護　　 セ 前期　 看護　　　
3666-33-0000 大阪女学院大　 国際英語 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3666-33-0101 大阪女学院大　 国際英語 国際・英語　 　 前筆記 英米語　　
3666-33-0102 大阪女学院大　 国際英語 国際・英語　 　 前英語 英米語　　
3666-33-0171 大阪女学院大　 国際英語 国際・英語　 セ 前期　 英米語　　
3667-64-0000 藍野大　　　　 医療保健 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3667-64-0101 藍野大　　　　 医療保健 看護　　　　 　 前期２ 看護　　　
3667-64-0105 藍野大　　　　 医療保健 看護　　　　 　 前期３ 看護　　　
3667-64-0171 藍野大　　　　 医療保健 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3667-64-0201 藍野大　　　　 医療保健 理学療法　　 　 前期２ 理学療法　
3667-64-0205 藍野大　　　　 医療保健 理学療法　　 　 前期３ 理学療法　
3667-64-0271 藍野大　　　　 医療保健 理学療法　　 セ 前期　 理学療法　
3667-64-0301 藍野大　　　　 医療保健 作業療法　　 　 前期２ 作業療法　



3667-64-0305 藍野大　　　　 医療保健 作業療法　　 　 前期３ 作業療法　
3667-64-0371 藍野大　　　　 医療保健 作業療法　　 セ 前期　 作業療法　
3667-64-0404 藍野大　　　　 医療保健 臨床工　　　 　 前期２ 医療技術　
3667-64-0405 藍野大　　　　 医療保健 臨床工　　　 　 前期３ 医療技術　
3667-64-0471 藍野大　　　　 医療保健 臨床工　　　 セ 前期　 医療技術　
3668-64-0000 大阪青山大　　 健康科学 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3668-64-0101 大阪青山大　　 健康科学 健康栄養　　 　 ＡＡ　 食物・栄養
3668-64-0103 大阪青山大　　 健康科学 健康栄養　　 　 ＡＢ　 食物・栄養
3668-64-0173 大阪青山大　　 健康科学 健康栄養　　 セ Ａ　　 食物・栄養
3668-64-0201 大阪青山大　　 健康科学 子ども教育　 　 ＡＡ　 児童学　　
3668-64-0203 大阪青山大　　 健康科学 子ども教育　 　 ＡＢ　 児童学　　
3668-64-0273 大阪青山大　　 健康科学 子ども教育　 セ Ａ　　 児童学　　
3668-64-0301 大阪青山大　　 健康科学 看護　　　　 　 ＡＡ　 看護　　　
3668-64-0371 大阪青山大　　 健康科学 看護　　　　 セ Ａ　　 看護　　　
3669-64-0000 四條畷学園大　 リハビリ 　　　　　　 　 　　　 理学療法　
3669-64-0101 四條畷学園大　 リハビリ リハ／理学療 　 Ａ　　 理学療法　
3669-64-0171 四條畷学園大　 リハビリ リハ／理学療 セ Ａ　　 理学療法　
3669-64-0201 四條畷学園大　 リハビリ リハ／作業療 　 Ａ　　 作業療法　
3669-64-0271 四條畷学園大　 リハビリ リハ／作業療 セ Ａ　　 作業療法　
3669-65-0000 四條畷学園大　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3669-65-0101 四條畷学園大　 看護　　 看護　　　　 　 Ａ　　 看護　　　
3669-65-0171 四條畷学園大　 看護　　 看護　　　　 セ Ａ　　 看護　　　
3670-79-0000 大阪総合保育大 児童保育 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3670-79-0102 大阪総合保育大 児童保育 児童保育　　 　 前期３ 児童学　　
3670-79-0103 大阪総合保育大 児童保育 児童保育　　 　 前期２ 児童学　　
3670-79-0173 大阪総合保育大 児童保育 児童保育　　 セ 前期２ 児童学　　
3670-79-0175 大阪総合保育大 児童保育 児童保育　　 セ 前期３ 児童学　　
3671-64-0000 大阪河﨑リハ大 リハビリ 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
3671-64-0102 大阪河﨑リハ大 リハビリ リハ／理学療 　 Ａ１　 理学療法　
3671-64-0103 大阪河﨑リハ大 リハビリ リハ／理学療 　 Ａ２　 理学療法　
3671-64-0104 大阪河﨑リハ大 リハビリ リハ／理学療 　 Ａ３　 理学療法　
3671-64-0170 大阪河﨑リハ大 リハビリ リハ／理学療 セ Ａ１　 理学療法　
3671-64-0172 大阪河﨑リハ大 リハビリ リハ／理学療 セ Ａ２　 理学療法　
3671-64-0173 大阪河﨑リハ大 リハビリ リハ／理学療 セ Ａ３　 理学療法　
3671-64-0174 大阪河﨑リハ大 リハビリ リハ／理学療 セ Ａ併２ 理学療法　
3671-64-0175 大阪河﨑リハ大 リハビリ リハ／理学療 セ Ａ併３ 理学療法　
3671-64-0202 大阪河﨑リハ大 リハビリ リハ／作業療 　 Ａ１　 作業療法　
3671-64-0203 大阪河﨑リハ大 リハビリ リハ／作業療 　 Ａ２　 作業療法　
3671-64-0204 大阪河﨑リハ大 リハビリ リハ／作業療 　 Ａ３　 作業療法　
3671-64-0270 大阪河﨑リハ大 リハビリ リハ／作業療 セ Ａ１　 作業療法　
3671-64-0272 大阪河﨑リハ大 リハビリ リハ／作業療 セ Ａ２　 作業療法　
3671-64-0273 大阪河﨑リハ大 リハビリ リハ／作業療 セ Ａ３　 作業療法　
3671-64-0274 大阪河﨑リハ大 リハビリ リハ／作業療 セ Ａ併２ 作業療法　
3671-64-0275 大阪河﨑リハ大 リハビリ リハ／作業療 セ Ａ併３ 作業療法　
3671-64-0302 大阪河﨑リハ大 リハビリ リハ／言語聴 　 Ａ１　 医療技術　
3671-64-0303 大阪河﨑リハ大 リハビリ リハ／言語聴 　 Ａ２　 医療技術　
3671-64-0304 大阪河﨑リハ大 リハビリ リハ／言語聴 　 Ａ３　 医療技術　
3671-64-0370 大阪河﨑リハ大 リハビリ リハ／言語聴 セ Ａ１　 医療技術　
3671-64-0372 大阪河﨑リハ大 リハビリ リハ／言語聴 セ Ａ２　 医療技術　
3671-64-0373 大阪河﨑リハ大 リハビリ リハ／言語聴 セ Ａ３　 医療技術　
3671-64-0374 大阪河﨑リハ大 リハビリ リハ／言語聴 セ Ａ併２ 医療技術　
3671-64-0375 大阪河﨑リハ大 リハビリ リハ／言語聴 セ Ａ併３ 医療技術　
3672-64-0000 森ノ宮医療大　 保健医療 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
3672-64-0103 森ノ宮医療大　 保健医療 鍼灸　　　　 　 前期３ 医療技術　
3672-64-0104 森ノ宮医療大　 保健医療 鍼灸　　　　 　 前期２ 医療技術　
3672-64-0203 森ノ宮医療大　 保健医療 理学療法　　 　 前期３ 理学療法　
3672-64-0204 森ノ宮医療大　 保健医療 理学療法　　 　 前期２ 理学療法　
3672-64-0302 森ノ宮医療大　 保健医療 看護　　　　 　 前期３ 看護　　　
3672-64-0303 森ノ宮医療大　 保健医療 看護　　　　 　 前期２ 看護　　　



3672-64-0502 森ノ宮医療大　 保健医療 臨床検査　　 　 前期３ 検査技術　
3672-64-0503 森ノ宮医療大　 保健医療 臨床検査　　 　 前期２ 検査技術　
3672-64-0602 森ノ宮医療大　 保健医療 作業療法　　 　 前期３ 作業療法　
3672-64-0603 森ノ宮医療大　 保健医療 作業療法　　 　 前期２ 作業療法　
3672-64-0701 森ノ宮医療大　 保健医療 臨床工　　　 　 前期３ 医療技術　
3672-64-0702 森ノ宮医療大　 保健医療 臨床工　　　 　 前期２ 医療技術　
3673-64-0000 大阪保健医療大 保健医療 　　　　　　 　 　　　 理学療法　
3673-64-0101 大阪保健医療大 保健医療 リハ／理学療 　 前期　 理学療法　
3673-64-0171 大阪保健医療大 保健医療 リハ／理学療 セ 前期　 理学療法　
3673-64-0201 大阪保健医療大 保健医療 リハ／作業療 　 前期　 作業療法　
3673-64-0271 大阪保健医療大 保健医療 リハ／作業療 セ 前期　 作業療法　
3674-64-0000 大阪物療大　　 保健医療 　　　　　　 　 　　　 放射線技術
3674-64-0102 大阪物療大　　 保健医療 診療放射技術 　 前期　 放射線技術
3675-64-0000 大阪行岡医療大 医療　　 　　　　　　 　 　　　 理学療法　
3675-64-0102 大阪行岡医療大 医療　　 理学療法　　 　 Ｇ学科 理学療法　
3675-64-0103 大阪行岡医療大 医療　　 理学療法　　 　 Ｇ小論 理学療法　
3677-13-0000 大和大　　　　 政治経済 　　　　　　 　 　　　 政治学　　
3677-13-0104 大和大　　　　 政治経済 政治行政　　 　 前期　 政治学　　
3677-13-0171 大和大　　　　 政治経済 政治行政　　 セ 前期３ 政治学　　
3677-13-0172 大和大　　　　 政治経済 政治行政　　 セ 前期５ 政治学　　
3677-13-0204 大和大　　　　 政治経済 経済経営　　 　 前期　 経済学　　
3677-13-0271 大和大　　　　 政治経済 経済経営　　 セ 前期３ 経済学　　
3677-13-0272 大和大　　　　 政治経済 経済経営　　 セ 前期５ 経済学　　
3677-30-0000 大和大　　　　 教育　　 　　　　　　 　 　　　 ０免課程　
3677-30-0209 大和大　　　　 教育　　 教育／初等幼 　 前期　 小学校　　
3677-30-0271 大和大　　　　 教育　　 教育／初等幼 セ 前期３ 小学校　　
3677-30-0272 大和大　　　　 教育　　 教育／初等幼 セ 前期５ 小学校　　
3677-30-0308 大和大　　　　 教育　　 教育／国語　 　 前期　 中高－国語
3677-30-0371 大和大　　　　 教育　　 教育／国語　 セ 前期５ 中高－国語
3677-30-0375 大和大　　　　 教育　　 教育／国語　 セ プラス 中高－国語
3677-30-0376 大和大　　　　 教育　　 教育／国語　 セ 前期３ 中高－国語
3677-30-0408 大和大　　　　 教育　　 教育／数学　 　 前期　 中高－数学
3677-30-0471 大和大　　　　 教育　　 教育／数学　 セ 前期５ 中高－数学
3677-30-0475 大和大　　　　 教育　　 教育／数学　 セ プラス 中高－数学
3677-30-0476 大和大　　　　 教育　　 教育／数学　 セ 前期３ 中高－数学
3677-30-0508 大和大　　　　 教育　　 教育／英語　 　 前期　 中高－英語
3677-30-0571 大和大　　　　 教育　　 教育／英語　 セ 前期５ 中高－英語
3677-30-0575 大和大　　　　 教育　　 教育／英語　 セ プラス 中高－英語
3677-30-0576 大和大　　　　 教育　　 教育／英語　 セ 前期３ 中高－英語
3677-64-0000 大和大　　　　 保健医療 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3677-64-0109 大和大　　　　 保健医療 看護　　　　 　 前期　 看護　　　
3677-64-0171 大和大　　　　 保健医療 看護　　　　 セ 前期３ 看護　　　
3677-64-0172 大和大　　　　 保健医療 看護　　　　 セ 前期５ 看護　　　
3677-64-0209 大和大　　　　 保健医療 総合／理学療 　 前期　 理学療法　
3677-64-0271 大和大　　　　 保健医療 総合／理学療 セ 前期３ 理学療法　
3677-64-0272 大和大　　　　 保健医療 総合／理学療 セ 前期５ 理学療法　
3677-64-0309 大和大　　　　 保健医療 総合／作業療 　 前期　 作業療法　
3677-64-0371 大和大　　　　 保健医療 総合／作業療 セ 前期３ 作業療法　
3677-64-0372 大和大　　　　 保健医療 総合／作業療 セ 前期５ 作業療法　
3677-64-0409 大和大　　　　 保健医療 総合／言語聴 　 前期　 医療技術　
3677-64-0471 大和大　　　　 保健医療 総合／言語聴 セ 前期３ 医療技術　
3677-64-0472 大和大　　　　 保健医療 総合／言語聴 セ 前期５ 医療技術　
3691-31-0000 芦屋大　　　　 臨床教育 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3691-31-0201 芦屋大　　　　 臨床教育 教育　　　　 　 Ａ　　 教育学　　
3691-31-0301 芦屋大　　　　 臨床教育 児童教育　　 　 Ａ　　 幼稚園　　
3691-32-0000 芦屋大　　　　 経営教育 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3691-32-0101 芦屋大　　　　 経営教育 経営教育　　 　 Ａ　　 経営学・商
3693-04-0000 大手前大　　　 総合文化 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3693-04-0101 大手前大　　　 総合文化 総合文化　　 　 Ａ２　 文化学　　



3693-04-0102 大手前大　　　 総合文化 総合文化　　 　 Ａ３　 文化学　　
3693-04-0171 大手前大　　　 総合文化 総合文化　　 セ Ａ　　 文化学　　
3693-28-0000 大手前大　　　 現代社会 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3693-28-0101 大手前大　　　 現代社会 現代社会　　 　 Ａ２　 経営学・商
3693-28-0102 大手前大　　　 現代社会 現代社会　　 　 Ａ３　 経営学・商
3693-28-0171 大手前大　　　 現代社会 現代社会　　 セ Ａ　　 経営学・商
3693-64-0000 大手前大　　　 健康栄養 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3693-64-0102 大手前大　　　 健康栄養 管理栄養　　 　 Ａ２　 食物・栄養
3693-64-0103 大手前大　　　 健康栄養 管理栄養　　 　 Ａ３　 食物・栄養
3693-64-0171 大手前大　　　 健康栄養 管理栄養　　 セ Ａ２　 食物・栄養
3693-64-0172 大手前大　　　 健康栄養 管理栄養　　 セ Ａ３　 食物・栄養
3693-65-0000 大手前大　　　 国際看護 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3693-65-0102 大手前大　　　 国際看護 看護　　　　 　 Ａ２　 看護　　　
3693-65-0103 大手前大　　　 国際看護 看護　　　　 　 Ａ３　 看護　　　
3693-65-0172 大手前大　　　 国際看護 看護　　　　 セ Ａ２　 看護　　　
3693-65-0173 大手前大　　　 国際看護 看護　　　　 セ Ａ３　 看護　　　
3693-83-0000 大手前大　　　 メディア 　　　　　　 　 　　　 住居学　　
3693-83-0101 大手前大　　　 メディア メディア・芸 　 Ａ２　 映像　　　
3693-83-0102 大手前大　　　 メディア メディア・芸 　 Ａ３　 映像　　　
3693-83-0171 大手前大　　　 メディア メディア・芸 セ Ａ　　 映像　　　
3694-01-0000 関西学院大　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 外国文学　
3694-01-1601 関西学院大　　 文　　　 総合心理科学 　 学部　 心理学　　
3694-01-1602 関西学院大　　 文　　　 総合心理科学 　 全学　 心理学　　
3694-01-1672 関西学院大　　 文　　　 総合心理科学 セ １月５ 心理学　　
3694-01-1673 関西学院大　　 文　　　 総合心理科学 セ １月３ 心理学　　
3694-01-1675 関西学院大　　 文　　　 総合心理科学 セ 併用型 心理学　　
3694-01-1676 関西学院大　　 文　　　 総合心理科学 セ １英検 心理学　　
3694-01-1901 関西学院大　　 文　　　 文学／日本文 　 学部　 日本文学　
3694-01-1902 関西学院大　　 文　　　 文学／日本文 　 全学　 日本文学　
3694-01-1972 関西学院大　　 文　　　 文学／日本文 セ １月５ 日本文学　
3694-01-1973 関西学院大　　 文　　　 文学／日本文 セ １月３ 日本文学　
3694-01-1975 関西学院大　　 文　　　 文学／日本文 セ 併用型 日本文学　
3694-01-1976 関西学院大　　 文　　　 文学／日本文 セ １英検 日本文学　
3694-01-2001 関西学院大　　 文　　　 文学／英米文 　 学部　 外国文学　
3694-01-2002 関西学院大　　 文　　　 文学／英米文 　 全学　 外国文学　
3694-01-2072 関西学院大　　 文　　　 文学／英米文 セ １月５ 外国文学　
3694-01-2073 関西学院大　　 文　　　 文学／英米文 セ １月３ 外国文学　
3694-01-2075 関西学院大　　 文　　　 文学／英米文 セ 併用型 外国文学　
3694-01-2076 関西学院大　　 文　　　 文学／英米文 セ １英検 外国文学　
3694-01-2101 関西学院大　　 文　　　 文学／フラン 　 学部　 外国文学　
3694-01-2102 関西学院大　　 文　　　 文学／フラン 　 全学　 外国文学　
3694-01-2172 関西学院大　　 文　　　 文学／フラン セ １月５ 外国文学　
3694-01-2173 関西学院大　　 文　　　 文学／フラン セ １月３ 外国文学　
3694-01-2175 関西学院大　　 文　　　 文学／フラン セ 併用型 外国文学　
3694-01-2176 関西学院大　　 文　　　 文学／フラン セ １英検 外国文学　
3694-01-2201 関西学院大　　 文　　　 文学／ドイツ 　 学部　 外国文学　
3694-01-2202 関西学院大　　 文　　　 文学／ドイツ 　 全学　 外国文学　
3694-01-2272 関西学院大　　 文　　　 文学／ドイツ セ １月５ 外国文学　
3694-01-2273 関西学院大　　 文　　　 文学／ドイツ セ １月３ 外国文学　
3694-01-2275 関西学院大　　 文　　　 文学／ドイツ セ 併用型 外国文学　
3694-01-2276 関西学院大　　 文　　　 文学／ドイツ セ １英検 外国文学　
3694-01-2501 関西学院大　　 文　　　 文化／哲学倫 　 学部　 哲学倫理宗
3694-01-2502 関西学院大　　 文　　　 文化／哲学倫 　 全学　 哲学倫理宗
3694-01-2571 関西学院大　　 文　　　 文化／哲学倫 セ 併用型 哲学倫理宗
3694-01-2572 関西学院大　　 文　　　 文化／哲学倫 セ １月５ 哲学倫理宗
3694-01-2573 関西学院大　　 文　　　 文化／哲学倫 セ １月３ 哲学倫理宗
3694-01-2575 関西学院大　　 文　　　 文化／哲学倫 セ １英検 哲学倫理宗
3694-01-2601 関西学院大　　 文　　　 文化／美学芸 　 学部　 芸術理論　
3694-01-2602 関西学院大　　 文　　　 文化／美学芸 　 全学　 芸術理論　



3694-01-2671 関西学院大　　 文　　　 文化／美学芸 セ 併用型 芸術理論　
3694-01-2672 関西学院大　　 文　　　 文化／美学芸 セ １月５ 芸術理論　
3694-01-2673 関西学院大　　 文　　　 文化／美学芸 セ １月３ 芸術理論　
3694-01-2675 関西学院大　　 文　　　 文化／美学芸 セ １英検 芸術理論　
3694-01-2701 関西学院大　　 文　　　 文化／地理学 　 学部　 地理学　　
3694-01-2702 関西学院大　　 文　　　 文化／地理学 　 全学　 地理学　　
3694-01-2771 関西学院大　　 文　　　 文化／地理学 セ 併用型 地理学　　
3694-01-2772 関西学院大　　 文　　　 文化／地理学 セ １月５ 地理学　　
3694-01-2773 関西学院大　　 文　　　 文化／地理学 セ １月３ 地理学　　
3694-01-2775 関西学院大　　 文　　　 文化／地理学 セ １英検 地理学　　
3694-01-2801 関西学院大　　 文　　　 文化／日本史 　 学部　 日本史　　
3694-01-2802 関西学院大　　 文　　　 文化／日本史 　 全学　 日本史　　
3694-01-2871 関西学院大　　 文　　　 文化／日本史 セ 併用型 日本史　　
3694-01-2872 関西学院大　　 文　　　 文化／日本史 セ １月５ 日本史　　
3694-01-2873 関西学院大　　 文　　　 文化／日本史 セ １月３ 日本史　　
3694-01-2875 関西学院大　　 文　　　 文化／日本史 セ １英検 日本史　　
3694-01-2901 関西学院大　　 文　　　 文化／アジア 　 学部　 東洋史　　
3694-01-2902 関西学院大　　 文　　　 文化／アジア 　 全学　 東洋史　　
3694-01-2971 関西学院大　　 文　　　 文化／アジア セ 併用型 東洋史　　
3694-01-2972 関西学院大　　 文　　　 文化／アジア セ １月５ 東洋史　　
3694-01-2973 関西学院大　　 文　　　 文化／アジア セ １月３ 東洋史　　
3694-01-2975 関西学院大　　 文　　　 文化／アジア セ １英検 東洋史　　
3694-01-3001 関西学院大　　 文　　　 文化／西洋史 　 学部　 西洋史　　
3694-01-3002 関西学院大　　 文　　　 文化／西洋史 　 全学　 西洋史　　
3694-01-3071 関西学院大　　 文　　　 文化／西洋史 セ 併用型 西洋史　　
3694-01-3072 関西学院大　　 文　　　 文化／西洋史 セ １月５ 西洋史　　
3694-01-3073 関西学院大　　 文　　　 文化／西洋史 セ １月３ 西洋史　　
3694-01-3075 関西学院大　　 文　　　 文化／西洋史 セ １英検 西洋史　　
3694-03-0000 関西学院大　　 神　　　 　　　　　　 　 　　　 哲学倫理宗
3694-03-0001 関西学院大　　 神　　　 　　　　　　 　 学部　 哲学倫理宗
3694-03-0002 関西学院大　　 神　　　 　　　　　　 　 全学　 哲学倫理宗
3694-03-0072 関西学院大　　 神　　　 　　　　　　 セ １月３ 哲学倫理宗
3694-03-0073 関西学院大　　 神　　　 　　　　　　 セ 併用型 哲学倫理宗
3694-03-0074 関西学院大　　 神　　　 　　　　　　 セ １月５ 哲学倫理宗
3694-03-0075 関西学院大　　 神　　　 　　　　　　 セ １英検 哲学倫理宗
3694-12-0000 関西学院大　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3694-12-0101 関西学院大　　 法　　　 政治　　　　 　 学部　 政治学　　
3694-12-0102 関西学院大　　 法　　　 政治　　　　 　 全学　 政治学　　
3694-12-0103 関西学院大　　 法　　　 政治　　　　 　 英・数 政治学　　
3694-12-0172 関西学院大　　 法　　　 政治　　　　 セ １月５ 政治学　　
3694-12-0173 関西学院大　　 法　　　 政治　　　　 セ １月３ 政治学　　
3694-12-0175 関西学院大　　 法　　　 政治　　　　 セ 英併用 政治学　　
3694-12-0177 関西学院大　　 法　　　 政治　　　　 セ 数併用 政治学　　
3694-12-0178 関西学院大　　 法　　　 政治　　　　 セ １英検 政治学　　
3694-12-0201 関西学院大　　 法　　　 法律　　　　 　 学部　 法学　　　
3694-12-0202 関西学院大　　 法　　　 法律　　　　 　 全学　 法学　　　
3694-12-0203 関西学院大　　 法　　　 法律　　　　 　 英・数 法学　　　
3694-12-0272 関西学院大　　 法　　　 法律　　　　 セ １月５ 法学　　　
3694-12-0273 関西学院大　　 法　　　 法律　　　　 セ １月３ 法学　　　
3694-12-0275 関西学院大　　 法　　　 法律　　　　 セ 英併用 法学　　　
3694-12-0277 関西学院大　　 法　　　 法律　　　　 セ 数併用 法学　　　
3694-12-0278 関西学院大　　 法　　　 法律　　　　 セ １英検 法学　　　
3694-13-0000 関西学院大　　 総合政策 　　　　　　 　 　　　 国際関係学
3694-13-0001 関西学院大　　 総合政策 　　　　　　 　 学部文 総合科学　
3694-13-0002 関西学院大　　 総合政策 　　　　　　 　 全学文 総合科学　
3694-13-0003 関西学院大　　 総合政策 　　　　　　 　 全学理 総合科学　
3694-13-0005 関西学院大　　 総合政策 　　　　　　 　 英・数 総合科学　
3694-13-0006 関西学院大　　 総合政策 　　　　　　 　 学部理 総合科学　
3694-13-0071 関西学院大　　 総合政策 　　　　　　 セ １月５ 総合科学　



3694-13-0072 関西学院大　　 総合政策 　　　　　　 セ １英国 総合科学　
3694-13-0073 関西学院大　　 総合政策 　　　　　　 セ １英数 総合科学　
3694-13-0074 関西学院大　　 総合政策 　　　　　　 セ 英併用 総合科学　
3694-13-0076 関西学院大　　 総合政策 　　　　　　 セ 数併用 総合科学　
3694-13-0077 関西学院大　　 総合政策 　　　　　　 セ １英検 総合科学　
3694-18-0000 関西学院大　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 政治学　　
3694-18-0001 関西学院大　　 経済　　 　　　　　　 　 学部文 経済学　　
3694-18-0002 関西学院大　　 経済　　 　　　　　　 　 全学文 経済学　　
3694-18-0003 関西学院大　　 経済　　 　　　　　　 　 英・数 経済学　　
3694-18-0004 関西学院大　　 経済　　 　　　　　　 　 全学理 経済学　　
3694-18-0005 関西学院大　　 経済　　 　　　　　　 　 学部理 経済学　　
3694-18-0071 関西学院大　　 経済　　 　　　　　　 セ １英検 経済学　　
3694-18-0073 関西学院大　　 経済　　 　　　　　　 セ １月５ 経済学　　
3694-18-0074 関西学院大　　 経済　　 　　　　　　 セ １月３ 経済学　　
3694-18-0077 関西学院大　　 経済　　 　　　　　　 セ 英併用 経済学　　
3694-18-0078 関西学院大　　 経済　　 　　　　　　 セ 数併用 経済学　　
3694-20-0000 関西学院大　　 商　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3694-20-0001 関西学院大　　 商　　　 　　　　　　 　 学部　 経営学・商
3694-20-0002 関西学院大　　 商　　　 　　　　　　 　 全学　 経営学・商
3694-20-0003 関西学院大　　 商　　　 　　　　　　 　 英・数 経営学・商
3694-20-0072 関西学院大　　 商　　　 　　　　　　 セ １月５ 経営学・商
3694-20-0073 関西学院大　　 商　　　 　　　　　　 セ １月３ 経営学・商
3694-20-0075 関西学院大　　 商　　　 　　　　　　 セ 英併用 経営学・商
3694-20-0076 関西学院大　　 商　　　 　　　　　　 セ 数併用 経営学・商
3694-20-0079 関西学院大　　 商　　　 　　　　　　 セ １英検 経営学・商
3694-25-0000 関西学院大　　 社会　　 　　　　　　 　 　　　 社会学　　
3694-25-0101 関西学院大　　 社会　　 社会　　　　 　 学部　 社会学　　
3694-25-0102 関西学院大　　 社会　　 社会　　　　 　 全学　 社会学　　
3694-25-0103 関西学院大　　 社会　　 社会　　　　 　 英・数 社会学　　
3694-25-0173 関西学院大　　 社会　　 社会　　　　 セ １月３ 社会学　　
3694-25-0175 関西学院大　　 社会　　 社会　　　　 セ 英併用 社会学　　
3694-25-0176 関西学院大　　 社会　　 社会　　　　 セ 数併用 社会学　　
3694-25-0177 関西学院大　　 社会　　 社会　　　　 セ １月５ 社会学　　
3694-25-0179 関西学院大　　 社会　　 社会　　　　 セ １英検 社会学　　
3694-27-0000 関西学院大　　 人間福祉 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3694-27-0101 関西学院大　　 人間福祉 社会福祉　　 　 学部　 社会福祉学
3694-27-0102 関西学院大　　 人間福祉 社会福祉　　 　 全学　 社会福祉学
3694-27-0103 関西学院大　　 人間福祉 社会福祉　　 　 英・数 社会福祉学
3694-27-0171 関西学院大　　 人間福祉 社会福祉　　 セ 併用型 社会福祉学
3694-27-0172 関西学院大　　 人間福祉 社会福祉　　 セ １月５ 社会福祉学
3694-27-0173 関西学院大　　 人間福祉 社会福祉　　 セ １月３ 社会福祉学
3694-27-0176 関西学院大　　 人間福祉 社会福祉　　 セ １英検 社会福祉学
3694-27-0201 関西学院大　　 人間福祉 社会起業　　 　 学部　 社会学　　
3694-27-0202 関西学院大　　 人間福祉 社会起業　　 　 全学　 社会学　　
3694-27-0203 関西学院大　　 人間福祉 社会起業　　 　 英・数 社会学　　
3694-27-0271 関西学院大　　 人間福祉 社会起業　　 セ 併用型 社会学　　
3694-27-0272 関西学院大　　 人間福祉 社会起業　　 セ １月５ 社会学　　
3694-27-0273 関西学院大　　 人間福祉 社会起業　　 セ １月３ 社会学　　
3694-27-0276 関西学院大　　 人間福祉 社会起業　　 セ １英検 社会学　　
3694-27-0301 関西学院大　　 人間福祉 人間科学　　 　 学部　 人間科学　
3694-27-0302 関西学院大　　 人間福祉 人間科学　　 　 全学　 人間科学　
3694-27-0303 関西学院大　　 人間福祉 人間科学　　 　 英・数 人間科学　
3694-27-0371 関西学院大　　 人間福祉 人間科学　　 セ 併用型 人間科学　
3694-27-0372 関西学院大　　 人間福祉 人間科学　　 セ １月５ 人間科学　
3694-27-0373 関西学院大　　 人間福祉 人間科学　　 セ １月３ 人間科学　
3694-27-0376 関西学院大　　 人間福祉 人間科学　　 セ １英検 人間科学　
3694-30-0000 関西学院大　　 教育　　 　　　　　　 　 　　　 ０免課程　
3694-30-0401 関西学院大　　 教育　　 教育／幼児教 　 学部文 幼稚園　　
3694-30-0402 関西学院大　　 教育　　 教育／幼児教 　 学部理 幼稚園　　



3694-30-0403 関西学院大　　 教育　　 教育／幼児教 　 全学文 幼稚園　　
3694-30-0404 関西学院大　　 教育　　 教育／幼児教 　 全学理 幼稚園　　
3694-30-0471 関西学院大　　 教育　　 教育／幼児教 セ 併用型 幼稚園　　
3694-30-0472 関西学院大　　 教育　　 教育／幼児教 セ １月５ 幼稚園　　
3694-30-0473 関西学院大　　 教育　　 教育／幼児教 セ １月３ 幼稚園　　
3694-30-0475 関西学院大　　 教育　　 教育／幼児教 セ １英検 幼稚園　　
3694-30-0501 関西学院大　　 教育　　 教育／初等教 　 学部文 小学校　　
3694-30-0502 関西学院大　　 教育　　 教育／初等教 　 学部理 小学校　　
3694-30-0503 関西学院大　　 教育　　 教育／初等教 　 全学文 小学校　　
3694-30-0504 関西学院大　　 教育　　 教育／初等教 　 全学理 小学校　　
3694-30-0505 関西学院大　　 教育　　 教育／初等教 　 学主文 小学校　　
3694-30-0506 関西学院大　　 教育　　 教育／初等教 　 学主理 小学校　　
3694-30-0571 関西学院大　　 教育　　 教育／初等教 セ 併用型 小学校　　
3694-30-0572 関西学院大　　 教育　　 教育／初等教 セ １月５ 小学校　　
3694-30-0573 関西学院大　　 教育　　 教育／初等教 セ １月３ 小学校　　
3694-30-0575 関西学院大　　 教育　　 教育／初等教 セ １英検 小学校　　
3694-30-0601 関西学院大　　 教育　　 教育／教育科 　 学部文 教育学　　
3694-30-0602 関西学院大　　 教育　　 教育／教育科 　 学部理 教育学　　
3694-30-0603 関西学院大　　 教育　　 教育／教育科 　 全学文 教育学　　
3694-30-0604 関西学院大　　 教育　　 教育／教育科 　 全学理 教育学　　
3694-30-0671 関西学院大　　 教育　　 教育／教育科 セ 併用型 教育学　　
3694-30-0672 関西学院大　　 教育　　 教育／教育科 セ １月５ 教育学　　
3694-30-0673 関西学院大　　 教育　　 教育／教育科 セ １月３ 教育学　　
3694-30-0675 関西学院大　　 教育　　 教育／教育科 セ １英検 教育学　　
3694-33-0000 関西学院大　　 国際　　 　　　　　　 　 　　　 国際関係学
3694-33-0101 関西学院大　　 国際　　 国際　　　　 　 学部　 国際関係学
3694-33-0103 関西学院大　　 国際　　 国際　　　　 　 英・数 国際関係学
3694-33-0104 関西学院大　　 国際　　 国際　　　　 　 全学３ 国際関係学
3694-33-0105 関西学院大　　 国際　　 国際　　　　 　 全学英 国際関係学
3694-33-0171 関西学院大　　 国際　　 国際　　　　 セ １月５ 国際関係学
3694-33-0172 関西学院大　　 国際　　 国際　　　　 セ １月３ 国際関係学
3694-33-0175 関西学院大　　 国際　　 国際　　　　 セ 英併用 国際関係学
3694-33-0176 関西学院大　　 国際　　 国際　　　　 セ 英重視 国際関係学
3694-33-0177 関西学院大　　 国際　　 国際　　　　 セ １英検 国際関係学
3694-47-0000 関西学院大　　 理工　　 　　　　　　 　 　　　 生物工学　
3694-47-0101 関西学院大　　 理工　　 化学　　　　 　 学部　 化学　　　
3694-47-0102 関西学院大　　 理工　　 化学　　　　 　 全学　 化学　　　
3694-47-0103 関西学院大　　 理工　　 化学　　　　 　 英・数 化学　　　
3694-47-0172 関西学院大　　 理工　　 化学　　　　 セ １月７ 化学　　　
3694-47-0173 関西学院大　　 理工　　 化学　　　　 セ 併用型 化学　　　
3694-47-0175 関西学院大　　 理工　　 化学　　　　 セ １月５ 化学　　　
3694-47-0176 関西学院大　　 理工　　 化学　　　　 セ １英検 化学　　　
3694-47-0203 関西学院大　　 理工　　 物理　　　　 　 学部　 物理学　　
3694-47-0204 関西学院大　　 理工　　 物理　　　　 　 全学　 物理学　　
3694-47-0271 関西学院大　　 理工　　 物理　　　　 セ １月７ 物理学　　
3694-47-0272 関西学院大　　 理工　　 物理　　　　 セ 併用型 物理学　　
3694-47-0274 関西学院大　　 理工　　 物理　　　　 セ １月５ 物理学　　
3694-47-0275 関西学院大　　 理工　　 物理　　　　 セ １英検 物理学　　
3694-47-0303 関西学院大　　 理工　　 生命科学　　 　 学部　 生物工学　
3694-47-0304 関西学院大　　 理工　　 生命科学　　 　 全学　 生物工学　
3694-47-0371 関西学院大　　 理工　　 生命科学　　 セ １月７ 生物工学　
3694-47-0373 関西学院大　　 理工　　 生命科学　　 セ 併用型 生物工学　
3694-47-0374 関西学院大　　 理工　　 生命科学　　 セ １月５ 生物工学　
3694-47-0375 関西学院大　　 理工　　 生命科学　　 セ １英検 生物工学　
3694-47-0401 関西学院大　　 理工　　 情報科学　　 　 学部　 情報科学　
3694-47-0402 関西学院大　　 理工　　 情報科学　　 　 全学　 情報科学　
3694-47-0403 関西学院大　　 理工　　 情報科学　　 　 英・数 情報科学　
3694-47-0471 関西学院大　　 理工　　 情報科学　　 セ １月７ 情報科学　
3694-47-0473 関西学院大　　 理工　　 情報科学　　 セ 併用型 情報科学　



3694-47-0474 関西学院大　　 理工　　 情報科学　　 セ １月４ 情報科学　
3694-47-0475 関西学院大　　 理工　　 情報科学　　 セ １英検 情報科学　
3694-47-0701 関西学院大　　 理工　　 数理科学　　 　 学部　 数学　　　
3694-47-0702 関西学院大　　 理工　　 数理科学　　 　 全学　 数学　　　
3694-47-0703 関西学院大　　 理工　　 数理科学　　 　 英・数 数学　　　
3694-47-0771 関西学院大　　 理工　　 数理科学　　 セ １月７ 数学　　　
3694-47-0772 関西学院大　　 理工　　 数理科学　　 セ 併用型 数学　　　
3694-47-0774 関西学院大　　 理工　　 数理科学　　 セ １月４ 数学　　　
3694-47-0775 関西学院大　　 理工　　 数理科学　　 セ １英検 数学　　　
3694-47-0801 関西学院大　　 理工　　 人間シス工　 　 学部　 機械工学　
3694-47-0802 関西学院大　　 理工　　 人間シス工　 　 全学　 機械工学　
3694-47-0803 関西学院大　　 理工　　 人間シス工　 　 英・数 機械工学　
3694-47-0871 関西学院大　　 理工　　 人間シス工　 セ １月７ 機械工学　
3694-47-0872 関西学院大　　 理工　　 人間シス工　 セ 併用型 機械工学　
3694-47-0874 関西学院大　　 理工　　 人間シス工　 セ １月４ 機械工学　
3694-47-0875 関西学院大　　 理工　　 人間シス工　 セ １英検 機械工学　
3694-47-1101 関西学院大　　 理工　　 先進エネルギ 　 学部　 原子力・エ
3694-47-1102 関西学院大　　 理工　　 先進エネルギ 　 全学　 原子力・エ
3694-47-1171 関西学院大　　 理工　　 先進エネルギ セ 併用型 原子力・エ
3694-47-1172 関西学院大　　 理工　　 先進エネルギ セ １月７ 原子力・エ
3694-47-1173 関西学院大　　 理工　　 先進エネルギ セ １月５ 原子力・エ
3694-47-1175 関西学院大　　 理工　　 先進エネルギ セ １英検 原子力・エ
3694-47-1201 関西学院大　　 理工　　 環境・応用化 　 学部　 応用化学　
3694-47-1202 関西学院大　　 理工　　 環境・応用化 　 全学　 応用化学　
3694-47-1203 関西学院大　　 理工　　 環境・応用化 　 英・数 応用化学　
3694-47-1271 関西学院大　　 理工　　 環境・応用化 セ 併用型 応用化学　
3694-47-1272 関西学院大　　 理工　　 環境・応用化 セ １月７ 応用化学　
3694-47-1273 関西学院大　　 理工　　 環境・応用化 セ １月５ 応用化学　
3694-47-1275 関西学院大　　 理工　　 環境・応用化 セ １英検 応用化学　
3694-47-1301 関西学院大　　 理工　　 生命医化　　 　 学部　 生物工学　
3694-47-1302 関西学院大　　 理工　　 生命医化　　 　 全学　 生物工学　
3694-47-1371 関西学院大　　 理工　　 生命医化　　 セ 併用型 生物工学　
3694-47-1372 関西学院大　　 理工　　 生命医化　　 セ １月７ 生物工学　
3694-47-1373 関西学院大　　 理工　　 生命医化　　 セ １月５ 生物工学　
3694-47-1375 関西学院大　　 理工　　 生命医化　　 セ １英検 生物工学　
3695-03-0000 甲子園大　　　 心理　　 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3695-03-0101 甲子園大　　　 心理　　 現代応用心理 　 前期　 心理学　　
3695-79-0000 甲子園大　　　 栄養　　 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3695-79-0101 甲子園大　　　 栄養　　 栄養　　　　 　 前期　 食物・栄養
3695-79-0201 甲子園大　　　 栄養　　 フードデザイ 　 前期　 農業経済学
3696-01-0000 甲南大　　　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3696-01-0103 甲南大　　　　 文　　　 英語英米文　 　 前期２ 外国文学　
3696-01-0104 甲南大　　　　 文　　　 英語英米文　 　 前期３ 外国文学　
3696-01-0171 甲南大　　　　 文　　　 英語英米文　 セ 前期外 外国文学　
3696-01-0172 甲南大　　　　 文　　　 英語英米文　 セ 前期教 外国文学　
3696-01-0177 甲南大　　　　 文　　　 英語英米文　 セ 併前期 外国文学　
3696-01-0203 甲南大　　　　 文　　　 日本語日本文 　 前期２ 日本文学　
3696-01-0204 甲南大　　　　 文　　　 日本語日本文 　 前期３ 日本文学　
3696-01-0271 甲南大　　　　 文　　　 日本語日本文 セ 前期外 日本文学　
3696-01-0272 甲南大　　　　 文　　　 日本語日本文 セ 前期教 日本文学　
3696-01-0277 甲南大　　　　 文　　　 日本語日本文 セ 併前期 日本文学　
3696-01-0303 甲南大　　　　 文　　　 社会　　　　 　 前期２ 社会学　　
3696-01-0304 甲南大　　　　 文　　　 社会　　　　 　 前期３ 社会学　　
3696-01-0371 甲南大　　　　 文　　　 社会　　　　 セ 前期外 社会学　　
3696-01-0378 甲南大　　　　 文　　　 社会　　　　 セ 前期教 社会学　　
3696-01-0379 甲南大　　　　 文　　　 社会　　　　 セ 併前期 社会学　　
3696-01-0402 甲南大　　　　 文　　　 人間科学　　 　 前期２ 人間科学　
3696-01-0404 甲南大　　　　 文　　　 人間科学　　 　 前期３ 人間科学　
3696-01-0471 甲南大　　　　 文　　　 人間科学　　 セ 前期外 人間科学　



3696-01-0472 甲南大　　　　 文　　　 人間科学　　 セ 前期教 人間科学　
3696-01-0477 甲南大　　　　 文　　　 人間科学　　 セ 併前期 人間科学　
3696-01-0502 甲南大　　　　 文　　　 歴史文化　　 　 前期２ 西洋史　　
3696-01-0504 甲南大　　　　 文　　　 歴史文化　　 　 前期３ 西洋史　　
3696-01-0571 甲南大　　　　 文　　　 歴史文化　　 セ 前期外 西洋史　　
3696-01-0572 甲南大　　　　 文　　　 歴史文化　　 セ 前期教 西洋史　　
3696-01-0577 甲南大　　　　 文　　　 歴史文化　　 セ 併前期 西洋史　　
3696-12-0000 甲南大　　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3696-12-0203 甲南大　　　　 法　　　 法　　　　　 　 前期２ 法学　　　
3696-12-0204 甲南大　　　　 法　　　 法　　　　　 　 前期３ 法学　　　
3696-12-0270 甲南大　　　　 法　　　 法　　　　　 セ 前期外 法学　　　
3696-12-0271 甲南大　　　　 法　　　 法　　　　　 セ 前期４ 法学　　　
3696-12-0273 甲南大　　　　 法　　　 法　　　　　 セ 前期３ 法学　　　
3696-12-0275 甲南大　　　　 法　　　 法　　　　　 セ 併前３ 法学　　　
3696-12-0277 甲南大　　　　 法　　　 法　　　　　 セ 併前英 法学　　　
3696-12-0279 甲南大　　　　 法　　　 法　　　　　 セ 併前国 法学　　　
3696-18-0000 甲南大　　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3696-18-0103 甲南大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 前期２ 経済学　　
3696-18-0104 甲南大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 前期３ 経済学　　
3696-18-0171 甲南大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 併前３ 経済学　　
3696-18-0172 甲南大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期教 経済学　　
3696-18-0173 甲南大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期外 経済学　　
3696-18-0174 甲南大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 併前２ 経済学　　
3696-19-0000 甲南大　　　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3696-19-0103 甲南大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 前期２ 経営学・商
3696-19-0104 甲南大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 前期３ 経営学・商
3696-19-0172 甲南大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ 併前３ 経営学・商
3696-19-0175 甲南大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ 前期外 経営学・商
3696-19-0176 甲南大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ 併前２ 経営学・商
3696-19-0178 甲南大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ 前期教 経営学・商
3696-22-0000 甲南大　　　　 マネジメ 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3696-22-0103 甲南大　　　　 マネジメ マネ／マネジ 　 前期３ 経済学　　
3696-22-0104 甲南大　　　　 マネジメ マネ／マネジ 　 前期２ 経済学　　
3696-22-0170 甲南大　　　　 マネジメ マネ／マネジ セ 前期外 経済学　　
3696-22-0171 甲南大　　　　 マネジメ マネ／マネジ セ 併前２ 経済学　　
3696-22-0175 甲南大　　　　 マネジメ マネ／マネジ セ 併前３ 経済学　　
3696-22-0177 甲南大　　　　 マネジメ マネ／マネジ セ 前期英 経済学　　
3696-22-0178 甲南大　　　　 マネジメ マネ／マネジ セ 前期バ 経済学　　
3696-22-0202 甲南大　　　　 マネジメ マネ／特別留 　 前期３ 経済学　　
3696-22-0205 甲南大　　　　 マネジメ マネ／特別留 　 前期２ 経済学　　
3696-22-0273 甲南大　　　　 マネジメ マネ／特別留 セ 併前期 経済学　　
3696-43-0000 甲南大　　　　 フロンテ 　　　　　　 　 　　　 化学　　　
3696-43-0101 甲南大　　　　 フロンテ 生命化　　　 　 前期２ 生物工学　
3696-43-0102 甲南大　　　　 フロンテ 生命化　　　 　 前期３ 生物工学　
3696-43-0171 甲南大　　　　 フロンテ 生命化　　　 セ 併前２ 生物工学　
3696-43-0176 甲南大　　　　 フロンテ 生命化　　　 セ 前期教 生物工学　
3696-43-0177 甲南大　　　　 フロンテ 生命化　　　 セ 併前３ 生物工学　
3696-43-0178 甲南大　　　　 フロンテ 生命化　　　 セ 前期外 生物工学　
3696-47-0000 甲南大　　　　 理工　　 　　　　　　 　 　　　 物理学　　
3696-47-0107 甲南大　　　　 理工　　 物理　　　　 　 前期　 物理学　　
3696-47-0171 甲南大　　　　 理工　　 物理　　　　 セ 前期外 物理学　　
3696-47-0173 甲南大　　　　 理工　　 物理　　　　 セ 併前期 物理学　　
3696-47-0176 甲南大　　　　 理工　　 物理　　　　 セ 前期教 物理学　　
3696-47-0204 甲南大　　　　 理工　　 生物　　　　 　 前期　 生物学　　
3696-47-0271 甲南大　　　　 理工　　 生物　　　　 セ 前期外 生物学　　
3696-47-0272 甲南大　　　　 理工　　 生物　　　　 セ 前期教 生物学　　
3696-47-0273 甲南大　　　　 理工　　 生物　　　　 セ 併前期 生物学　　
3696-47-0305 甲南大　　　　 理工　　 機能分子化　 　 前期　 応用化学　
3696-47-0371 甲南大　　　　 理工　　 機能分子化　 セ 前期外 応用化学　



3696-47-0372 甲南大　　　　 理工　　 機能分子化　 セ 前期教 応用化学　
3696-47-0373 甲南大　　　　 理工　　 機能分子化　 セ 併前期 応用化学　
3696-48-0000 甲南大　　　　 知能情報 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
3696-48-0103 甲南大　　　　 知能情報 知能情報　　 　 前期２ 機械工学　
3696-48-0104 甲南大　　　　 知能情報 知能情報　　 　 前期３ 機械工学　
3696-48-0172 甲南大　　　　 知能情報 知能情報　　 セ 前期教 機械工学　
3696-48-0177 甲南大　　　　 知能情報 知能情報　　 セ 併前３ 機械工学　
3696-48-0178 甲南大　　　　 知能情報 知能情報　　 セ 併前２ 機械工学　
3696-48-0179 甲南大　　　　 知能情報 知能情報　　 セ 前期外 機械工学　
3697-01-0000 甲南女子大　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3697-01-0101 甲南女子大　　 文　　　 英語文化　　 　 Ａ　　 英米語　　
3697-01-0177 甲南女子大　　 文　　　 英語文化　　 セ 前期　 英米語　　
3697-01-0201 甲南女子大　　 文　　　 日本語日本文 　 Ａ　　 日本文学　
3697-01-0277 甲南女子大　　 文　　　 日本語日本文 セ 前期　 日本文学　
3697-01-0501 甲南女子大　　 文　　　 多文化コミュ 　 Ａ　　 国際関係学
3697-01-0577 甲南女子大　　 文　　　 多文化コミュ セ 前期　 国際関係学
3697-01-0601 甲南女子大　　 文　　　 メディア表現 　 Ａ　　 映像　　　
3697-01-0677 甲南女子大　　 文　　　 メディア表現 セ 前期　 映像　　　
3697-37-0000 甲南女子大　　 人間科学 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3697-37-0101 甲南女子大　　 人間科学 心理　　　　 　 Ａ　　 心理学　　
3697-37-0177 甲南女子大　　 人間科学 心理　　　　 セ 前期　 心理学　　
3697-37-0301 甲南女子大　　 人間科学 文化社会　　 　 Ａ　　 社会学　　
3697-37-0377 甲南女子大　　 人間科学 文化社会　　 セ 前期　 社会学　　
3697-37-0401 甲南女子大　　 人間科学 生活環境　　 　 Ａ　　 生活科学　
3697-37-0477 甲南女子大　　 人間科学 生活環境　　 セ 前期　 生活科学　
3697-37-0501 甲南女子大　　 人間科学 総合子ども　 　 Ａ　　 児童学　　
3697-37-0577 甲南女子大　　 人間科学 総合子ども　 セ 前期　 児童学　　
3697-64-0000 甲南女子大　　 看護リハ 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3697-64-0101 甲南女子大　　 看護リハ 看護　　　　 　 Ａ　　 看護　　　
3697-64-0177 甲南女子大　　 看護リハ 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3697-64-0201 甲南女子大　　 看護リハ 理学療法　　 　 Ａ　　 理学療法　
3697-64-0277 甲南女子大　　 看護リハ 理学療法　　 セ 前期　 理学療法　
3697-79-0000 甲南女子大　　 医療栄養 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3697-79-0101 甲南女子大　　 医療栄養 医療栄養　　 　 Ａ　　 食物・栄養
3697-79-0171 甲南女子大　　 医療栄養 医療栄養　　 セ 前期　 食物・栄養
3698-37-0000 神戸海星女子大 現代人間 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3698-37-0102 神戸海星女子大 現代人間 英語観光　　 　 前期Ａ 英米語　　
3698-37-0171 神戸海星女子大 現代人間 英語観光　　 セ Ⅰ期２ 英米語　　
3698-37-0174 神戸海星女子大 現代人間 英語観光　　 セ Ⅰ期３ 英米語　　
3698-37-0302 神戸海星女子大 現代人間 心理こども　 　 前期Ａ 心理学　　
3698-37-0371 神戸海星女子大 現代人間 心理こども　 セ Ⅰ期２ 心理学　　
3698-37-0374 神戸海星女子大 現代人間 心理こども　 セ Ⅰ期３ 心理学　　
3699-02-0000 神戸学院大　　 人文　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3699-02-0402 神戸学院大　　 人文　　 人文　　　　 　 中期　 文化学　　
3699-02-0403 神戸学院大　　 人文　　 人文　　　　 　 前期　 文化学　　
3699-02-0471 神戸学院大　　 人文　　 人文　　　　 セ 前期Ａ 文化学　　
3699-02-0472 神戸学院大　　 人文　　 人文　　　　 セ 前期Ｂ 文化学　　
3699-02-0473 神戸学院大　　 人文　　 人文　　　　 セ 前期Ｃ 文化学　　
3699-02-0474 神戸学院大　　 人文　　 人文　　　　 セ 前期併 文化学　　
3699-02-0478 神戸学院大　　 人文　　 人文　　　　 セ 中期併 文化学　　
3699-03-0000 神戸学院大　　 心理　　 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3699-03-0102 神戸学院大　　 心理　　 心理　　　　 　 前期　 心理学　　
3699-03-0103 神戸学院大　　 心理　　 心理　　　　 　 中期　 心理学　　
3699-03-0171 神戸学院大　　 心理　　 心理　　　　 セ 前期Ａ 心理学　　
3699-03-0172 神戸学院大　　 心理　　 心理　　　　 セ 前期Ｂ 心理学　　
3699-03-0173 神戸学院大　　 心理　　 心理　　　　 セ 前期Ｃ 心理学　　
3699-03-0174 神戸学院大　　 心理　　 心理　　　　 セ 前期併 心理学　　
3699-03-0175 神戸学院大　　 心理　　 心理　　　　 セ 中期併 心理学　　
3699-12-0000 神戸学院大　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　



3699-12-0201 神戸学院大　　 法　　　 法律　　　　 　 前期　 法学　　　
3699-12-0202 神戸学院大　　 法　　　 法律　　　　 　 中期　 法学　　　
3699-12-0271 神戸学院大　　 法　　　 法律　　　　 セ 前期Ｂ 法学　　　
3699-12-0272 神戸学院大　　 法　　　 法律　　　　 セ 前期Ａ 法学　　　
3699-12-0275 神戸学院大　　 法　　　 法律　　　　 セ 前期併 法学　　　
3699-12-0276 神戸学院大　　 法　　　 法律　　　　 セ 中期併 法学　　　
3699-12-0277 神戸学院大　　 法　　　 法律　　　　 セ 前期Ｃ 法学　　　
3699-18-0000 神戸学院大　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3699-18-0201 神戸学院大　　 経済　　 経済　　　　 　 前期　 経済学　　
3699-18-0202 神戸学院大　　 経済　　 経済　　　　 　 中期　 経済学　　
3699-18-0272 神戸学院大　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期　 経済学　　
3699-18-0274 神戸学院大　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期併 経済学　　
3699-18-0275 神戸学院大　　 経済　　 経済　　　　 セ 中期併 経済学　　
3699-19-0000 神戸学院大　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3699-19-0101 神戸学院大　　 経営　　 経営　　　　 　 前期　 経営学・商
3699-19-0102 神戸学院大　　 経営　　 経営　　　　 　 中期　 経営学・商
3699-19-0171 神戸学院大　　 経営　　 経営　　　　 セ 前期　 経営学・商
3699-19-0173 神戸学院大　　 経営　　 経営　　　　 セ 前期併 経営学・商
3699-19-0174 神戸学院大　　 経営　　 経営　　　　 セ 中期併 経営学・商
3699-27-0000 神戸学院大　　 現代社会 　　　　　　 　 　　　 社会学　　
3699-27-0101 神戸学院大　　 現代社会 現代社会　　 　 前期　 社会学　　
3699-27-0102 神戸学院大　　 現代社会 現代社会　　 　 中期　 社会学　　
3699-27-0171 神戸学院大　　 現代社会 現代社会　　 セ 前期併 社会学　　
3699-27-0172 神戸学院大　　 現代社会 現代社会　　 セ 中期併 社会学　　
3699-27-0173 神戸学院大　　 現代社会 現代社会　　 セ 前期　 社会学　　
3699-27-0201 神戸学院大　　 現代社会 社会防災　　 　 前期　 総合科学　
3699-27-0202 神戸学院大　　 現代社会 社会防災　　 　 中期　 総合科学　
3699-27-0271 神戸学院大　　 現代社会 社会防災　　 セ 前期併 総合科学　
3699-27-0272 神戸学院大　　 現代社会 社会防災　　 セ 中期併 総合科学　
3699-27-0273 神戸学院大　　 現代社会 社会防災　　 セ 前期　 総合科学　
3699-33-0000 神戸学院大　　 グローバ 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3699-33-0101 神戸学院大　　 グローバ グロ／英語　 　 前期　 英米語　　
3699-33-0102 神戸学院大　　 グローバ グロ／英語　 　 中期　 英米語　　
3699-33-0171 神戸学院大　　 グローバ グロ／英語　 セ 前期　 英米語　　
3699-33-0173 神戸学院大　　 グローバ グロ／英語　 セ 前期併 英米語　　
3699-33-0174 神戸学院大　　 グローバ グロ／英語　 セ 中期併 英米語　　
3699-33-0201 神戸学院大　　 グローバ グロ／中国語 　 前期　 中国語　　
3699-33-0202 神戸学院大　　 グローバ グロ／中国語 　 中期　 中国語　　
3699-33-0271 神戸学院大　　 グローバ グロ／中国語 セ 前期　 中国語　　
3699-33-0273 神戸学院大　　 グローバ グロ／中国語 セ 前期併 中国語　　
3699-33-0274 神戸学院大　　 グローバ グロ／中国語 セ 中期併 中国語　　
3699-61-0000 神戸学院大　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3699-61-0201 神戸学院大　　 薬　　　 薬　　　　　 　 前期　 薬　　　　
3699-61-0202 神戸学院大　　 薬　　　 薬　　　　　 　 中期　 薬　　　　
3699-61-0274 神戸学院大　　 薬　　　 薬　　　　　 セ 前期併 薬　　　　
3699-61-0275 神戸学院大　　 薬　　　 薬　　　　　 セ 中期併 薬　　　　
3699-61-0278 神戸学院大　　 薬　　　 薬　　　　　 セ 前期　 薬　　　　
3699-64-0000 神戸学院大　　 総合リハ 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3699-64-0101 神戸学院大　　 総合リハ 社会リハビリ 　 前期　 社会福祉学
3699-64-0102 神戸学院大　　 総合リハ 社会リハビリ 　 中期　 社会福祉学
3699-64-0170 神戸学院大　　 総合リハ 社会リハビリ セ 前期Ａ 社会福祉学
3699-64-0173 神戸学院大　　 総合リハ 社会リハビリ セ 前期併 社会福祉学
3699-64-0174 神戸学院大　　 総合リハ 社会リハビリ セ 中期併 社会福祉学
3699-64-0175 神戸学院大　　 総合リハ 社会リハビリ セ 前期Ｂ 社会福祉学
3699-64-0176 神戸学院大　　 総合リハ 社会リハビリ セ 前期Ｃ 社会福祉学
3699-64-0401 神戸学院大　　 総合リハ 理学療法　　 　 前期２ 理学療法　
3699-64-0402 神戸学院大　　 総合リハ 理学療法　　 　 中期　 理学療法　
3699-64-0403 神戸学院大　　 総合リハ 理学療法　　 　 前期３ 理学療法　
3699-64-0471 神戸学院大　　 総合リハ 理学療法　　 セ 前２併 理学療法　



3699-64-0472 神戸学院大　　 総合リハ 理学療法　　 セ 中期併 理学療法　
3699-64-0473 神戸学院大　　 総合リハ 理学療法　　 セ 前期　 理学療法　
3699-64-0474 神戸学院大　　 総合リハ 理学療法　　 セ 前３併 理学療法　
3699-64-0502 神戸学院大　　 総合リハ 作業療法　　 　 中期　 作業療法　
3699-64-0503 神戸学院大　　 総合リハ 作業療法　　 　 前期３ 作業療法　
3699-64-0504 神戸学院大　　 総合リハ 作業療法　　 　 前期２ 作業療法　
3699-64-0572 神戸学院大　　 総合リハ 作業療法　　 セ 中期併 作業療法　
3699-64-0573 神戸学院大　　 総合リハ 作業療法　　 セ 前期　 作業療法　
3699-64-0574 神戸学院大　　 総合リハ 作業療法　　 セ 前３併 作業療法　
3699-64-0575 神戸学院大　　 総合リハ 作業療法　　 セ 前２併 作業療法　
3699-79-0000 神戸学院大　　 栄養　　 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3699-79-0202 神戸学院大　　 栄養　　 栄養／管理栄 　 前期２ 食物・栄養
3699-79-0203 神戸学院大　　 栄養　　 栄養／管理栄 　 前期３ 食物・栄養
3699-79-0204 神戸学院大　　 栄養　　 栄養／管理栄 　 中期　 食物・栄養
3699-79-0272 神戸学院大　　 栄養　　 栄養／管理栄 セ 前２併 食物・栄養
3699-79-0273 神戸学院大　　 栄養　　 栄養／管理栄 セ 前３併 食物・栄養
3699-79-0274 神戸学院大　　 栄養　　 栄養／管理栄 セ 中期併 食物・栄養
3699-79-0275 神戸学院大　　 栄養　　 栄養／管理栄 セ 前期　 食物・栄養
3699-79-0302 神戸学院大　　 栄養　　 栄養／生命栄 　 前期２ 検査技術　
3699-79-0303 神戸学院大　　 栄養　　 栄養／生命栄 　 前期３ 検査技術　
3699-79-0304 神戸学院大　　 栄養　　 栄養／生命栄 　 中期　 検査技術　
3699-79-0372 神戸学院大　　 栄養　　 栄養／生命栄 セ 前２併 検査技術　
3699-79-0373 神戸学院大　　 栄養　　 栄養／生命栄 セ 前３併 検査技術　
3699-79-0374 神戸学院大　　 栄養　　 栄養／生命栄 セ 中期併 検査技術　
3699-79-0375 神戸学院大　　 栄養　　 栄養／生命栄 セ 前期　 検査技術　
3700-47-0000 神戸芸術工科大 芸術工　 　　　　　　 　 　　　 映像　　　
3700-47-0100 神戸芸術工科大 芸術工　 環境デザイン 　 前期　 建築・土木
3700-47-0172 神戸芸術工科大 芸術工　 環境デザイン セ 前期　 建築・土木
3700-47-0500 神戸芸術工科大 芸術工　 ファッション 　 前期　 被服・服飾
3700-47-0572 神戸芸術工科大 芸術工　 ファッション セ 前期　 被服・服飾
3700-47-0701 神戸芸術工科大 芸術工　 ビジュアルデ 　 前期　 美術・デザ
3700-47-0771 神戸芸術工科大 芸術工　 ビジュアルデ セ 前期　 美術・デザ
3700-47-0801 神戸芸術工科大 芸術工　 プロダクトイ 　 前期　 デザイン工
3700-47-0871 神戸芸術工科大 芸術工　 プロダクトイ セ 前期　 デザイン工
3700-47-0901 神戸芸術工科大 芸術工　 まんが表現　 　 前期　 その他芸術
3700-47-0971 神戸芸術工科大 芸術工　 まんが表現　 セ 前期　 その他芸術
3700-47-1001 神戸芸術工科大 芸術工　 映像／映画　 　 前期　 映像　　　
3700-47-1071 神戸芸術工科大 芸術工　 映像／映画　 セ 前期　 映像　　　
3700-47-1101 神戸芸術工科大 芸術工　 映像／アニメ 　 前期　 映像　　　
3700-47-1171 神戸芸術工科大 芸術工　 映像／アニメ セ 前期　 映像　　　
3700-47-1201 神戸芸術工科大 芸術工　 映像／デジタ 　 前期　 映像　　　
3700-47-1271 神戸芸術工科大 芸術工　 映像／デジタ セ 前期　 映像　　　
3700-47-1301 神戸芸術工科大 芸術工　 アート・クラ 　 前期　 美術・デザ
3700-47-1371 神戸芸術工科大 芸術工　 アート・クラ セ 前期　 美術・デザ
3701-18-0000 神戸国際大　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3701-18-0100 神戸国際大　　 経済　　 経済経営　　 　 Ａ　　 経済学　　
3701-18-0172 神戸国際大　　 経済　　 経済経営　　 セ Ａ　　 経済学　　
3701-18-0200 神戸国際大　　 経済　　 国際文化ビジ 　 Ａ　　 観光学　　
3701-18-0272 神戸国際大　　 経済　　 国際文化ビジ セ Ａ　　 観光学　　
3701-64-0000 神戸国際大　　 リハビリ 　　　　　　 　 　　　 理学療法　
3701-64-0101 神戸国際大　　 リハビリ 理学療法　　 　 Ａ　　 理学療法　
3701-64-0171 神戸国際大　　 リハビリ 理学療法　　 セ Ａ　　 理学療法　
3702-01-0000 神戸女学院大　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 外国文学　
3702-01-0101 神戸女学院大　 文　　　 英文　　　　 　 前Ａ２ 外国文学　
3702-01-0103 神戸女学院大　 文　　　 英文　　　　 　 前期Ｂ 外国文学　
3702-01-0104 神戸女学院大　 文　　　 英文　　　　 　 前期Ｃ 外国文学　
3702-01-0105 神戸女学院大　 文　　　 英文　　　　 　 前Ａ３ 外国文学　
3702-01-0171 神戸女学院大　 文　　　 英文　　　　 セ 前期３ 外国文学　
3702-01-0174 神戸女学院大　 文　　　 英文　　　　 セ 前Ｄ１ 外国文学　



3702-01-0175 神戸女学院大　 文　　　 英文　　　　 セ 前Ｄ２ 外国文学　
3702-01-0176 神戸女学院大　 文　　　 英文　　　　 セ 前期２ 外国文学　
3702-01-0177 神戸女学院大　 文　　　 英文　　　　 セ 前期４ 外国文学　
3702-01-0201 神戸女学院大　 文　　　 総合文化　　 　 前Ａ２ 文化学　　
3702-01-0203 神戸女学院大　 文　　　 総合文化　　 　 前期Ｂ 文化学　　
3702-01-0204 神戸女学院大　 文　　　 総合文化　　 　 前期Ｃ 文化学　　
3702-01-0205 神戸女学院大　 文　　　 総合文化　　 　 前Ａ３ 文化学　　
3702-01-0271 神戸女学院大　 文　　　 総合文化　　 セ 前期３ 文化学　　
3702-01-0274 神戸女学院大　 文　　　 総合文化　　 セ 前Ｄ１ 文化学　　
3702-01-0275 神戸女学院大　 文　　　 総合文化　　 セ 前Ｄ２ 文化学　　
3702-01-0276 神戸女学院大　 文　　　 総合文化　　 セ 前期２ 文化学　　
3702-01-0277 神戸女学院大　 文　　　 総合文化　　 セ 前期４ 文化学　　
3702-37-0000 神戸女学院大　 人間科学 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3702-37-0401 神戸女学院大　 人間科学 心理・行動科 　 前Ａ２ 心理学　　
3702-37-0403 神戸女学院大　 人間科学 心理・行動科 　 前期Ｂ 心理学　　
3702-37-0404 神戸女学院大　 人間科学 心理・行動科 　 前期Ｃ 心理学　　
3702-37-0405 神戸女学院大　 人間科学 心理・行動科 　 前Ａ３ 心理学　　
3702-37-0471 神戸女学院大　 人間科学 心理・行動科 セ 前期３ 心理学　　
3702-37-0474 神戸女学院大　 人間科学 心理・行動科 セ 前Ｄ１ 心理学　　
3702-37-0475 神戸女学院大　 人間科学 心理・行動科 セ 前Ｄ２ 心理学　　
3702-37-0476 神戸女学院大　 人間科学 心理・行動科 セ 前期２ 心理学　　
3702-37-0477 神戸女学院大　 人間科学 心理・行動科 セ 前期４ 心理学　　
3702-37-0501 神戸女学院大　 人間科学 環境・バイオ 　 前Ａ２ 総合科学　
3702-37-0503 神戸女学院大　 人間科学 環境・バイオ 　 前期Ｂ 総合科学　
3702-37-0504 神戸女学院大　 人間科学 環境・バイオ 　 前期Ｃ 総合科学　
3702-37-0505 神戸女学院大　 人間科学 環境・バイオ 　 前Ａ３ 総合科学　
3702-37-0571 神戸女学院大　 人間科学 環境・バイオ セ 前期３ 総合科学　
3702-37-0574 神戸女学院大　 人間科学 環境・バイオ セ 前Ｄ１ 総合科学　
3702-37-0575 神戸女学院大　 人間科学 環境・バイオ セ 前Ｄ２ 総合科学　
3702-37-0576 神戸女学院大　 人間科学 環境・バイオ セ 前期２ 総合科学　
3702-37-0577 神戸女学院大　 人間科学 環境・バイオ セ 前期４ 総合科学　
3702-83-0000 神戸女学院大　 音楽　　 　　　　　　 　 　　　 音楽　　　
3702-83-0100 神戸女学院大　 音楽　　 音楽／器楽　 　 前期Ａ 音楽　　　
3702-83-0300 神戸女学院大　 音楽　　 音楽／声楽　 　 前期Ａ 音楽　　　
3702-83-0501 神戸女学院大　 音楽　　 音楽／舞踊　 　 前期Ａ 演劇　　　
3702-83-0601 神戸女学院大　 音楽　　 音楽／ミュー 　 前期Ａ 音楽　　　
3703-01-0000 神戸女子大　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3703-01-0106 神戸女子大　　 文　　　 教育　　　　 　 前Ａ２ 小学校　　
3703-01-0107 神戸女子大　　 文　　　 教育　　　　 　 前Ａ３ 小学校　　
3703-01-0108 神戸女子大　　 文　　　 教育　　　　 　 前Ｂ１ 小学校　　
3703-01-0109 神戸女子大　　 文　　　 教育　　　　 　 前Ｂ２ 小学校　　
3703-01-0171 神戸女子大　　 文　　　 教育　　　　 セ 前期　 小学校　　
3703-01-0173 神戸女子大　　 文　　　 教育　　　　 セ 前期Ｃ 小学校　　
3703-01-0206 神戸女子大　　 文　　　 史学　　　　 　 前Ａ２ 日本史　　
3703-01-0207 神戸女子大　　 文　　　 史学　　　　 　 前Ａ３ 日本史　　
3703-01-0208 神戸女子大　　 文　　　 史学　　　　 　 前Ｂ１ 日本史　　
3703-01-0209 神戸女子大　　 文　　　 史学　　　　 　 前Ｂ２ 日本史　　
3703-01-0271 神戸女子大　　 文　　　 史学　　　　 セ 前期　 日本史　　
3703-01-0275 神戸女子大　　 文　　　 史学　　　　 セ 前期Ｃ 日本史　　
3703-01-0605 神戸女子大　　 文　　　 日本語日本文 　 前Ａ２ 日本文学　
3703-01-0606 神戸女子大　　 文　　　 日本語日本文 　 前Ａ３ 日本文学　
3703-01-0607 神戸女子大　　 文　　　 日本語日本文 　 前Ｂ１ 日本文学　
3703-01-0608 神戸女子大　　 文　　　 日本語日本文 　 前Ｂ２ 日本文学　
3703-01-0671 神戸女子大　　 文　　　 日本語日本文 セ 前期　 日本文学　
3703-01-0675 神戸女子大　　 文　　　 日本語日本文 セ 前期Ｃ 日本文学　
3703-01-0705 神戸女子大　　 文　　　 英語英米文　 　 前Ａ２ 外国文学　
3703-01-0706 神戸女子大　　 文　　　 英語英米文　 　 前Ａ３ 外国文学　
3703-01-0707 神戸女子大　　 文　　　 英語英米文　 　 前Ｂ１ 外国文学　
3703-01-0708 神戸女子大　　 文　　　 英語英米文　 　 前Ｂ２ 外国文学　



3703-01-0771 神戸女子大　　 文　　　 英語英米文　 セ 前期　 外国文学　
3703-01-0775 神戸女子大　　 文　　　 英語英米文　 セ 前期Ｃ 外国文学　
3703-01-0805 神戸女子大　　 文　　　 国際教養　　 　 前Ａ２ 国際関係学
3703-01-0806 神戸女子大　　 文　　　 国際教養　　 　 前Ａ３ 国際関係学
3703-01-0807 神戸女子大　　 文　　　 国際教養　　 　 前Ｂ１ 国際関係学
3703-01-0808 神戸女子大　　 文　　　 国際教養　　 　 前Ｂ２ 国際関係学
3703-01-0871 神戸女子大　　 文　　　 国際教養　　 セ 前期　 国際関係学
3703-01-0875 神戸女子大　　 文　　　 国際教養　　 セ 前期Ｃ 国際関係学
3703-64-0000 神戸女子大　　 健康福祉 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3703-64-0105 神戸女子大　　 健康福祉 社会福祉　　 　 前Ａ２ 社会福祉学
3703-64-0106 神戸女子大　　 健康福祉 社会福祉　　 　 前Ａ３ 社会福祉学
3703-64-0107 神戸女子大　　 健康福祉 社会福祉　　 　 前Ｂ１ 社会福祉学
3703-64-0108 神戸女子大　　 健康福祉 社会福祉　　 　 前Ｂ２ 社会福祉学
3703-64-0171 神戸女子大　　 健康福祉 社会福祉　　 セ 前期　 社会福祉学
3703-64-0175 神戸女子大　　 健康福祉 社会福祉　　 セ 前期Ｃ 社会福祉学
3703-64-0201 神戸女子大　　 健康福祉 健康スポーツ 　 前Ａ２ 食物・栄養
3703-64-0202 神戸女子大　　 健康福祉 健康スポーツ 　 前Ａ３ 食物・栄養
3703-64-0203 神戸女子大　　 健康福祉 健康スポーツ 　 前Ｂ１ 食物・栄養
3703-64-0204 神戸女子大　　 健康福祉 健康スポーツ 　 前Ｂ２ 食物・栄養
3703-64-0271 神戸女子大　　 健康福祉 健康スポーツ セ 前期Ｃ 食物・栄養
3703-64-0272 神戸女子大　　 健康福祉 健康スポーツ セ 前期　 食物・栄養
3703-65-0000 神戸女子大　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3703-65-0101 神戸女子大　　 看護　　 看護　　　　 　 前Ａ２ 看護　　　
3703-65-0102 神戸女子大　　 看護　　 看護　　　　 　 前Ａ３ 看護　　　
3703-65-0103 神戸女子大　　 看護　　 看護　　　　 　 前Ｂ１ 看護　　　
3703-65-0104 神戸女子大　　 看護　　 看護　　　　 　 前Ｂ２ 看護　　　
3703-65-0171 神戸女子大　　 看護　　 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3703-65-0172 神戸女子大　　 看護　　 看護　　　　 セ 前期Ｃ 看護　　　
3703-79-0000 神戸女子大　　 家政　　 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3703-79-0100 神戸女子大　　 家政　　 家政　　　　 　 前Ａ２ 被服・服飾
3703-79-0107 神戸女子大　　 家政　　 家政　　　　 　 前Ａ３ 被服・服飾
3703-79-0108 神戸女子大　　 家政　　 家政　　　　 　 前Ｂ１ 被服・服飾
3703-79-0109 神戸女子大　　 家政　　 家政　　　　 　 前Ｂ２ 被服・服飾
3703-79-0172 神戸女子大　　 家政　　 家政　　　　 セ 前期　 被服・服飾
3703-79-0176 神戸女子大　　 家政　　 家政　　　　 セ 前期Ｃ 被服・服飾
3703-79-0206 神戸女子大　　 家政　　 管理栄養士　 　 前Ａ２ 食物・栄養
3703-79-0207 神戸女子大　　 家政　　 管理栄養士　 　 前Ａ３ 食物・栄養
3703-79-0208 神戸女子大　　 家政　　 管理栄養士　 　 前Ｂ１ 食物・栄養
3703-79-0209 神戸女子大　　 家政　　 管理栄養士　 　 前Ｂ２ 食物・栄養
3703-79-0273 神戸女子大　　 家政　　 管理栄養士　 セ 前期　 食物・栄養
3703-79-0275 神戸女子大　　 家政　　 管理栄養士　 セ 前期Ｃ 食物・栄養
3704-61-0000 神戸薬大　　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3704-61-0201 神戸薬大　　　 薬　　　 薬　　　　　 　 前期　 薬　　　　
3704-61-0202 神戸薬大　　　 薬　　　 薬　　　　　 　 中期　 薬　　　　
3704-61-0271 神戸薬大　　　 薬　　　 薬　　　　　 セ 　　　 薬　　　　
3705-01-0000 神戸松蔭女子大 文　　　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3705-01-0501 神戸松蔭女子大 文　　　 英語／英語プ 　 Ａ　　 英米語　　
3705-01-0571 神戸松蔭女子大 文　　　 英語／英語プ セ Ａ　　 英米語　　
3705-01-0574 神戸松蔭女子大 文　　　 英語／英語プ セ Ｂプラ 英米語　　
3705-01-0601 神戸松蔭女子大 文　　　 英語／グロー 　 Ａ　　 英米語　　
3705-01-0671 神戸松蔭女子大 文　　　 英語／グロー セ Ａ　　 英米語　　
3705-01-0674 神戸松蔭女子大 文　　　 英語／グロー セ Ｂプラ 英米語　　
3705-01-0901 神戸松蔭女子大 文　　　 日本語日本文 　 Ａ　　 日本語　　
3705-01-0971 神戸松蔭女子大 文　　　 日本語日本文 セ Ａ　　 日本語　　
3705-01-0974 神戸松蔭女子大 文　　　 日本語日本文 セ Ｂプラ 日本語　　
3705-30-0000 神戸松蔭女子大 教育　　 　　　　　　 　 　　　 特別支援教
3705-30-0201 神戸松蔭女子大 教育　　 教育／幼児教 　 Ａ　　 児童学　　
3705-30-0271 神戸松蔭女子大 教育　　 教育／幼児教 セ Ａ　　 児童学　　
3705-30-0272 神戸松蔭女子大 教育　　 教育／幼児教 セ Ｂプラ 児童学　　



3705-30-0301 神戸松蔭女子大 教育　　 教育／学校教 　 Ａ　　 小学校　　
3705-30-0371 神戸松蔭女子大 教育　　 教育／学校教 セ Ａ　　 小学校　　
3705-30-0372 神戸松蔭女子大 教育　　 教育／学校教 セ Ｂプラ 小学校　　
3705-37-0000 神戸松蔭女子大 人間科学 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3705-37-0104 神戸松蔭女子大 人間科学 心理　　　　 　 Ａ　　 心理学　　
3705-37-0171 神戸松蔭女子大 人間科学 心理　　　　 セ Ｂプラ 心理学　　
3705-37-0173 神戸松蔭女子大 人間科学 心理　　　　 セ Ａ　　 心理学　　
3705-37-0401 神戸松蔭女子大 人間科学 ファッション 　 Ａ　　 被服・服飾
3705-37-0471 神戸松蔭女子大 人間科学 ファッション セ Ａ　　 被服・服飾
3705-37-0474 神戸松蔭女子大 人間科学 ファッション セ Ｂプラ 被服・服飾
3705-37-0701 神戸松蔭女子大 人間科学 食物栄養　　 　 Ａ　　 食物・栄養
3705-37-0771 神戸松蔭女子大 人間科学 食物栄養　　 セ Ａ　　 食物・栄養
3705-37-0774 神戸松蔭女子大 人間科学 食物栄養　　 セ Ｂプラ 食物・栄養
3705-37-0801 神戸松蔭女子大 人間科学 都市／都市生 　 Ａ　　 生活科学　
3705-37-0871 神戸松蔭女子大 人間科学 都市／都市生 セ Ａ　　 生活科学　
3705-37-0874 神戸松蔭女子大 人間科学 都市／都市生 セ Ｂプラ 生活科学　
3705-37-0901 神戸松蔭女子大 人間科学 都市／食ビジ 　 Ａ　　 食物・栄養
3705-37-0971 神戸松蔭女子大 人間科学 都市／食ビジ セ Ａ　　 食物・栄養
3705-37-0974 神戸松蔭女子大 人間科学 都市／食ビジ セ Ｂプラ 食物・栄養
3706-01-0000 神戸親和女子大 文　　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3706-01-0501 神戸親和女子大 文　　　 総合文化　　 　 前Ａ２ 文化学　　
3706-01-0502 神戸親和女子大 文　　　 総合文化　　 　 前Ａ３ 文化学　　
3706-01-0503 神戸親和女子大 文　　　 総合文化　　 　 前ＥＱ 文化学　　
3706-01-0571 神戸親和女子大 文　　　 総合文化　　 セ 前Ｃ２ 文化学　　
3706-01-0573 神戸親和女子大 文　　　 総合文化　　 セ 前Ｃ４ 文化学　　
3706-01-0576 神戸親和女子大 文　　　 総合文化　　 セ 前プラ 文化学　　
3706-01-0578 神戸親和女子大 文　　　 総合文化　　 セ 前Ｃ１ 文化学　　
3706-01-0579 神戸親和女子大 文　　　 総合文化　　 セ 前Ｃ３ 文化学　　
3706-31-0000 神戸親和女子大 発達教育 　　　　　　 　 　　　 ０免課程　
3706-31-0101 神戸親和女子大 発達教育 児童教育　　 　 前Ａ２ 児童学　　
3706-31-0102 神戸親和女子大 発達教育 児童教育　　 　 前Ａ３ 児童学　　
3706-31-0103 神戸親和女子大 発達教育 児童教育　　 　 前ＥＱ 児童学　　
3706-31-0171 神戸親和女子大 発達教育 児童教育　　 セ 前Ｃ２ 児童学　　
3706-31-0172 神戸親和女子大 発達教育 児童教育　　 セ 前Ｃ４ 児童学　　
3706-31-0173 神戸親和女子大 発達教育 児童教育　　 セ 前プラ 児童学　　
3706-31-0178 神戸親和女子大 発達教育 児童教育　　 セ 前Ｃ１ 児童学　　
3706-31-0179 神戸親和女子大 発達教育 児童教育　　 セ 前Ｃ３ 児童学　　
3706-31-0201 神戸親和女子大 発達教育 心理　　　　 　 前Ａ２ 心理学　　
3706-31-0202 神戸親和女子大 発達教育 心理　　　　 　 前Ａ３ 心理学　　
3706-31-0203 神戸親和女子大 発達教育 心理　　　　 　 前ＥＱ 心理学　　
3706-31-0271 神戸親和女子大 発達教育 心理　　　　 セ 前Ｃ２ 心理学　　
3706-31-0272 神戸親和女子大 発達教育 心理　　　　 セ 前Ｃ４ 心理学　　
3706-31-0275 神戸親和女子大 発達教育 心理　　　　 セ 前プラ 心理学　　
3706-31-0278 神戸親和女子大 発達教育 心理　　　　 セ 前Ｃ１ 心理学　　
3706-31-0279 神戸親和女子大 発達教育 心理　　　　 セ 前Ｃ３ 心理学　　
3706-31-0401 神戸親和女子大 発達教育 ジュニアスポ 　 前Ａ２ 体育・健康
3706-31-0402 神戸親和女子大 発達教育 ジュニアスポ 　 前Ａ３ 体育・健康
3706-31-0403 神戸親和女子大 発達教育 ジュニアスポ 　 前ＥＱ 体育・健康
3706-31-0471 神戸親和女子大 発達教育 ジュニアスポ セ 前プラ 体育・健康
3706-31-0472 神戸親和女子大 発達教育 ジュニアスポ セ 前Ｃ２ 体育・健康
3706-31-0473 神戸親和女子大 発達教育 ジュニアスポ セ 前Ｃ４ 体育・健康
3706-31-0478 神戸親和女子大 発達教育 ジュニアスポ セ 前Ｃ１ 体育・健康
3706-31-0479 神戸親和女子大 発達教育 ジュニアスポ セ 前Ｃ３ 体育・健康
3708-31-0000 園田学園女子大 人間教育 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3708-31-0101 園田学園女子大 人間教育 児童教育　　 　 Ａスタ 小学校　　
3708-31-0102 園田学園女子大 人間教育 児童教育　　 　 Ａ得意 小学校　　
3708-31-0171 園田学園女子大 人間教育 児童教育　　 セ 前期　 小学校　　
3708-64-0000 園田学園女子大 人間健康 　　　　　　 　 　　　 養護　　　
3708-64-0201 園田学園女子大 人間健康 食物栄養　　 　 Ａスタ 食物・栄養



3708-64-0203 園田学園女子大 人間健康 食物栄養　　 　 Ａ得意 食物・栄養
3708-64-0271 園田学園女子大 人間健康 食物栄養　　 セ 前期　 食物・栄養
3708-64-0401 園田学園女子大 人間健康 人間看護　　 　 Ａ　　 看護　　　
3708-64-0471 園田学園女子大 人間健康 人間看護　　 セ 前期　 看護　　　
3708-64-0501 園田学園女子大 人間健康 総合／養護　 　 Ａスタ 養護　　　
3708-64-0502 園田学園女子大 人間健康 総合／養護　 　 Ａ得意 養護　　　
3708-64-0571 園田学園女子大 人間健康 総合／養護　 セ 前期　 養護　　　
3708-64-0601 園田学園女子大 人間健康 総合／健康ス 　 Ａスタ 体育・健康
3708-64-0602 園田学園女子大 人間健康 総合／健康ス 　 Ａ得意 体育・健康
3708-64-0671 園田学園女子大 人間健康 総合／健康ス セ 前期　 体育・健康
3709-64-0000 宝塚大　　　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3709-64-0101 宝塚大　　　　 看護　　 看護　　　　 　 第１期 看護　　　
3709-85-0000 宝塚大　　　　 東京メデ 　　　　　　 　 　　　 美術・デザ
3709-85-0101 宝塚大　　　　 東京メデ メディア芸術 　 第１期 映像　　　
3710-61-0000 姫路獨協大　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3710-61-0101 姫路獨協大　　 薬　　　 医療薬　　　 　 Ｂ　　 薬　　　　
3710-61-0108 姫路獨協大　　 薬　　　 医療薬　　　 　 Ａ　　 薬　　　　
3710-61-0171 姫路獨協大　　 薬　　　 医療薬　　　 セ 前期　 薬　　　　
3710-64-0000 姫路獨協大　　 医療保健 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
3710-64-0102 姫路獨協大　　 医療保健 理学療法　　 　 Ｂ　　 理学療法　
3710-64-0106 姫路獨協大　　 医療保健 理学療法　　 　 Ａ　　 理学療法　
3710-64-0171 姫路獨協大　　 医療保健 理学療法　　 セ 前期　 理学療法　
3710-64-0174 姫路獨協大　　 医療保健 理学療法　　 セ プラス 理学療法　
3710-64-0202 姫路獨協大　　 医療保健 作業療法　　 　 Ｂ　　 作業療法　
3710-64-0206 姫路獨協大　　 医療保健 作業療法　　 　 Ａ　　 作業療法　
3710-64-0271 姫路獨協大　　 医療保健 作業療法　　 セ 前期　 作業療法　
3710-64-0274 姫路獨協大　　 医療保健 作業療法　　 セ プラス 作業療法　
3710-64-0302 姫路獨協大　　 医療保健 言語聴覚療法 　 Ｂ　　 医療技術　
3710-64-0306 姫路獨協大　　 医療保健 言語聴覚療法 　 Ａ　　 医療技術　
3710-64-0371 姫路獨協大　　 医療保健 言語聴覚療法 セ 前期　 医療技術　
3710-64-0374 姫路獨協大　　 医療保健 言語聴覚療法 セ プラス 医療技術　
3710-64-0501 姫路獨協大　　 医療保健 臨床工　　　 　 Ｂ　　 医療技術　
3710-64-0507 姫路獨協大　　 医療保健 臨床工　　　 　 Ａ　　 医療技術　
3710-64-0571 姫路獨協大　　 医療保健 臨床工　　　 セ 前期　 医療技術　
3710-64-0574 姫路獨協大　　 医療保健 臨床工　　　 セ プラス 医療技術　
3710-65-0000 姫路獨協大　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3710-65-0101 姫路獨協大　　 看護　　 看護　　　　 　 Ａ　　 看護　　　
3710-65-0103 姫路獨協大　　 看護　　 看護　　　　 　 Ｂ　　 看護　　　
3710-65-0171 姫路獨協大　　 看護　　 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3710-65-0173 姫路獨協大　　 看護　　 看護　　　　 セ プラス 看護　　　
3710-91-0000 姫路獨協大　　 人間社会 　　　　　　 　 　　　 言語学　　
3710-91-0001 姫路獨協大　　 人間社会 　　　　　　 　 Ａ　　 言語学　　
3710-91-0003 姫路獨協大　　 人間社会 　　　　　　 　 英語　 言語学　　
3710-91-0004 姫路獨協大　　 人間社会 　　　　　　 　 Ｂ　　 言語学　　
3710-91-0071 姫路獨協大　　 人間社会 　　　　　　 セ 前期　 言語学　　
3710-91-0072 姫路獨協大　　 人間社会 　　　　　　 セ プラス 言語学　　
3711-55-0000 兵庫医大　　　 医　　　 　　　　　　 　 　　　 医　　　　
3711-55-0100 兵庫医大　　　 医　　　 医　　　　　 　 Ａ　　 医　　　　
3711-55-0101 兵庫医大　　　 医　　　 医　　　　　 　 Ｂ　　 医　　　　
3712-22-0000 兵庫大　　　　 現代ビジ 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3712-22-0101 兵庫大　　　　 現代ビジ 現代ビジネス 　 前期　 経営学・商
3712-22-0171 兵庫大　　　　 現代ビジ 現代ビジネス セ 前期　 経営学・商
3712-64-0000 兵庫大　　　　 健康科学 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3712-64-0102 兵庫大　　　　 健康科学 栄養マネジメ 　 前期　 食物・栄養
3712-64-0171 兵庫大　　　　 健康科学 栄養マネジメ セ 前期　 食物・栄養
3712-64-0202 兵庫大　　　　 健康科学 健康システム 　 前期　 保健　　　
3712-64-0271 兵庫大　　　　 健康科学 健康システム セ 前期　 保健　　　
3712-65-0000 兵庫大　　　　 生涯福祉 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3712-65-0101 兵庫大　　　　 生涯福祉 社会福祉　　 　 前期　 社会福祉学



3712-65-0171 兵庫大　　　　 生涯福祉 社会福祉　　 セ 前期　 社会福祉学
3712-65-0201 兵庫大　　　　 生涯福祉 こども福祉　 　 前期　 児童学　　
3712-65-0271 兵庫大　　　　 生涯福祉 こども福祉　 セ 前期　 児童学　　
3712-66-0000 兵庫大　　　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3712-66-0101 兵庫大　　　　 看護　　 看護　　　　 　 前期　 看護　　　
3712-66-0171 兵庫大　　　　 看護　　 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3713-01-0000 武庫川女子大　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3713-01-0101 武庫川女子大　 文　　　 英語文化　　 　 Ａ２　 英米語　　
3713-01-0103 武庫川女子大　 文　　　 英語文化　　 　 Ａ３　 英米語　　
3713-01-0107 武庫川女子大　 文　　　 英語文化　　 　 Ｂ２　 英米語　　
3713-01-0108 武庫川女子大　 文　　　 英語文化　　 　 Ｂ３　 英米語　　
3713-01-0176 武庫川女子大　 文　　　 英語文化　　 セ Ｄ３　 英米語　　
3713-01-0401 武庫川女子大　 文　　　 日本語日本文 　 Ａ２　 日本文学　
3713-01-0403 武庫川女子大　 文　　　 日本語日本文 　 Ａ３　 日本文学　
3713-01-0407 武庫川女子大　 文　　　 日本語日本文 　 Ｂ２　 日本文学　
3713-01-0408 武庫川女子大　 文　　　 日本語日本文 　 Ｂ３　 日本文学　
3713-01-0476 武庫川女子大　 文　　　 日本語日本文 セ Ｄ３　 日本文学　
3713-01-0601 武庫川女子大　 文　　　 心理・社会福 　 Ａ２　 心理学　　
3713-01-0603 武庫川女子大　 文　　　 心理・社会福 　 Ａ３　 心理学　　
3713-01-0607 武庫川女子大　 文　　　 心理・社会福 　 Ｂ２　 心理学　　
3713-01-0608 武庫川女子大　 文　　　 心理・社会福 　 Ｂ３　 心理学　　
3713-01-0676 武庫川女子大　 文　　　 心理・社会福 セ Ｄ３　 心理学　　
3713-30-0000 武庫川女子大　 教育　　 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3713-30-0101 武庫川女子大　 教育　　 教育　　　　 　 Ａ３　 小学校　　
3713-30-0102 武庫川女子大　 教育　　 教育　　　　 　 Ａ２　 小学校　　
3713-30-0103 武庫川女子大　 教育　　 教育　　　　 　 Ｂ３　 小学校　　
3713-30-0104 武庫川女子大　 教育　　 教育　　　　 　 Ｂ２　 小学校　　
3713-30-0171 武庫川女子大　 教育　　 教育　　　　 セ Ｄ３　 小学校　　
3713-30-0172 武庫川女子大　 教育　　 教育　　　　 セ Ｄ５　 小学校　　
3713-61-0000 武庫川女子大　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3713-61-0201 武庫川女子大　 薬　　　 薬　　　　　 　 Ａ３　 薬　　　　
3713-61-0204 武庫川女子大　 薬　　　 薬　　　　　 　 Ｂ３　 薬　　　　
3713-61-0205 武庫川女子大　 薬　　　 薬　　　　　 　 Ｂ２　 薬　　　　
3713-61-0271 武庫川女子大　 薬　　　 薬　　　　　 セ Ｄ５　 薬　　　　
3713-61-0275 武庫川女子大　 薬　　　 薬　　　　　 セ Ｄ３　 薬　　　　
3713-61-0304 武庫川女子大　 薬　　　 健康生命薬科 　 Ｂ２　 薬　　　　
3713-61-0305 武庫川女子大　 薬　　　 健康生命薬科 　 Ａ３　 薬　　　　
3713-61-0375 武庫川女子大　 薬　　　 健康生命薬科 セ Ｄ３　 薬　　　　
3713-64-0000 武庫川女子大　 健康スポ 　　　　　　 　 　　　 中高－体育
3713-64-0101 武庫川女子大　 健康スポ 健康・スポー 　 Ａ２　 体育・健康
3713-64-0102 武庫川女子大　 健康スポ 健康・スポー 　 Ａ３　 体育・健康
3713-64-0103 武庫川女子大　 健康スポ 健康・スポー 　 Ｂ２　 体育・健康
3713-64-0104 武庫川女子大　 健康スポ 健康・スポー 　 Ｂ３　 体育・健康
3713-64-0172 武庫川女子大　 健康スポ 健康・スポー セ Ｄ３　 体育・健康
3713-65-0000 武庫川女子大　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3713-65-0101 武庫川女子大　 看護　　 看護　　　　 　 Ａ３　 看護　　　
3713-65-0102 武庫川女子大　 看護　　 看護　　　　 　 Ｂ３　 看護　　　
3713-65-0172 武庫川女子大　 看護　　 看護　　　　 セ Ｄ３　 看護　　　
3713-79-0000 武庫川女子大　 生活環境 　　　　　　 　 　　　 建築・土木
3713-79-0201 武庫川女子大　 生活環境 生活環境　　 　 Ａ２　 生活科学　
3713-79-0203 武庫川女子大　 生活環境 生活環境　　 　 Ａ３　 生活科学　
3713-79-0207 武庫川女子大　 生活環境 生活環境　　 　 Ｂ２　 生活科学　
3713-79-0208 武庫川女子大　 生活環境 生活環境　　 　 Ｂ３　 生活科学　
3713-79-0276 武庫川女子大　 生活環境 生活環境　　 セ Ｄ３　 生活科学　
3713-79-0301 武庫川女子大　 生活環境 情報メディア 　 Ａ２　 総合情報学
3713-79-0303 武庫川女子大　 生活環境 情報メディア 　 Ａ３　 総合情報学
3713-79-0307 武庫川女子大　 生活環境 情報メディア 　 Ｂ２　 総合情報学
3713-79-0308 武庫川女子大　 生活環境 情報メディア 　 Ｂ３　 総合情報学
3713-79-0376 武庫川女子大　 生活環境 情報メディア セ Ｄ３　 総合情報学



3713-79-0401 武庫川女子大　 生活環境 食物栄養　　 　 Ａ２　 食物・栄養
3713-79-0403 武庫川女子大　 生活環境 食物栄養　　 　 Ａ３　 食物・栄養
3713-79-0407 武庫川女子大　 生活環境 食物栄養　　 　 Ｂ２　 食物・栄養
3713-79-0408 武庫川女子大　 生活環境 食物栄養　　 　 Ｂ３　 食物・栄養
3713-79-0471 武庫川女子大　 生活環境 食物栄養　　 セ Ｄ５　 食物・栄養
3713-79-0475 武庫川女子大　 生活環境 食物栄養　　 セ Ｄ３　 食物・栄養
3713-79-0601 武庫川女子大　 生活環境 建築　　　　 　 Ａ３　 建築・土木
3713-79-0603 武庫川女子大　 生活環境 建築　　　　 　 Ｂ２　 建築・土木
3713-79-0674 武庫川女子大　 生活環境 建築　　　　 セ Ｄ４　 建築・土木
3713-83-0000 武庫川女子大　 音楽　　 　　　　　　 　 　　　 音楽　　　
3713-83-0901 武庫川女子大　 音楽　　 演奏　　　　 　 Ａ３　 音楽　　　
3713-83-0903 武庫川女子大　 音楽　　 演奏　　　　 　 Ｂ３　 音楽　　　
3713-83-0904 武庫川女子大　 音楽　　 演奏　　　　 　 Ａ２　 音楽　　　
3713-83-1001 武庫川女子大　 音楽　　 応用音楽　　 　 Ａ３　 音楽　　　
3713-83-1002 武庫川女子大　 音楽　　 応用音楽　　 　 Ｂ２　 音楽　　　
3713-83-1003 武庫川女子大　 音楽　　 応用音楽　　 　 Ａ２　 音楽　　　
3714-18-0000 流通科学大　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3714-18-0101 流通科学大　　 経済　　 経済　　　　 　 前期２ 経済学　　
3714-18-0102 流通科学大　　 経済　　 経済　　　　 　 中期２ 経済学　　
3714-18-0103 流通科学大　　 経済　　 経済　　　　 　 前期３ 経済学　　
3714-18-0104 流通科学大　　 経済　　 経済　　　　 　 中期３ 経済学　　
3714-18-0171 流通科学大　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期２ 経済学　　
3714-18-0172 流通科学大　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期３ 経済学　　
3714-18-0201 流通科学大　　 経済　　 経済情報　　 　 前期２ 経済学　　
3714-18-0202 流通科学大　　 経済　　 経済情報　　 　 中期２ 経済学　　
3714-18-0203 流通科学大　　 経済　　 経済情報　　 　 前期３ 経済学　　
3714-18-0204 流通科学大　　 経済　　 経済情報　　 　 中期３ 経済学　　
3714-18-0271 流通科学大　　 経済　　 経済情報　　 セ 前期２ 経済学　　
3714-18-0272 流通科学大　　 経済　　 経済情報　　 セ 前期３ 経済学　　
3714-20-0000 流通科学大　　 商　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3714-20-0101 流通科学大　　 商　　　 経営　　　　 　 前期３ 経営学・商
3714-20-0102 流通科学大　　 商　　　 経営　　　　 　 中期３ 経営学・商
3714-20-0103 流通科学大　　 商　　　 経営　　　　 　 前期２ 経営学・商
3714-20-0104 流通科学大　　 商　　　 経営　　　　 　 中期２ 経営学・商
3714-20-0173 流通科学大　　 商　　　 経営　　　　 セ 前期２ 経営学・商
3714-20-0174 流通科学大　　 商　　　 経営　　　　 セ 前期３ 経営学・商
3714-20-0601 流通科学大　　 商　　　 マーケティン 　 前期２ 経営学・商
3714-20-0602 流通科学大　　 商　　　 マーケティン 　 中期２ 経営学・商
3714-20-0603 流通科学大　　 商　　　 マーケティン 　 前期３ 経営学・商
3714-20-0604 流通科学大　　 商　　　 マーケティン 　 中期３ 経営学・商
3714-20-0671 流通科学大　　 商　　　 マーケティン セ 前期２ 経営学・商
3714-20-0672 流通科学大　　 商　　　 マーケティン セ 前期３ 経営学・商
3714-27-0000 流通科学大　　 人間社会 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3714-27-0101 流通科学大　　 人間社会 人間社会　　 　 前期２ 社会学　　
3714-27-0102 流通科学大　　 人間社会 人間社会　　 　 中期２ 社会学　　
3714-27-0103 流通科学大　　 人間社会 人間社会　　 　 前期３ 社会学　　
3714-27-0104 流通科学大　　 人間社会 人間社会　　 　 中期３ 社会学　　
3714-27-0171 流通科学大　　 人間社会 人間社会　　 セ 前期２ 社会学　　
3714-27-0172 流通科学大　　 人間社会 人間社会　　 セ 前期３ 社会学　　
3714-27-0201 流通科学大　　 人間社会 観光　　　　 　 前期２ 観光学　　
3714-27-0202 流通科学大　　 人間社会 観光　　　　 　 中期２ 観光学　　
3714-27-0203 流通科学大　　 人間社会 観光　　　　 　 前期３ 観光学　　
3714-27-0204 流通科学大　　 人間社会 観光　　　　 　 中期３ 観光学　　
3714-27-0271 流通科学大　　 人間社会 観光　　　　 セ 前期２ 観光学　　
3714-27-0272 流通科学大　　 人間社会 観光　　　　 セ 前期３ 観光学　　
3714-27-0301 流通科学大　　 人間社会 人間健康　　 　 前期２ 体育・健康
3714-27-0302 流通科学大　　 人間社会 人間健康　　 　 中期２ 体育・健康
3714-27-0303 流通科学大　　 人間社会 人間健康　　 　 前期３ 体育・健康
3714-27-0304 流通科学大　　 人間社会 人間健康　　 　 中期３ 体育・健康



3714-27-0371 流通科学大　　 人間社会 人間健康　　 セ 前期２ 体育・健康
3714-27-0372 流通科学大　　 人間社会 人間健康　　 セ 前期３ 体育・健康
3715-26-0000 関西福祉大　　 社会福祉 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3715-26-0100 関西福祉大　　 社会福祉 社会福祉　　 　 前期　 社会福祉学
3715-26-0171 関西福祉大　　 社会福祉 社会福祉　　 セ 前期　 社会福祉学
3715-26-0173 関西福祉大　　 社会福祉 社会福祉　　 セ 前プラ 社会福祉学
3715-30-0000 関西福祉大　　 教育　　 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3715-30-0101 関西福祉大　　 教育　　 児童教育　　 　 前期　 児童学　　
3715-30-0171 関西福祉大　　 教育　　 児童教育　　 セ 前期　 児童学　　
3715-30-0172 関西福祉大　　 教育　　 児童教育　　 セ 前プラ 児童学　　
3715-30-0201 関西福祉大　　 教育　　 保健教育　　 　 前期　 中高－体育
3715-30-0271 関西福祉大　　 教育　　 保健教育　　 セ 前期　 中高－体育
3715-30-0272 関西福祉大　　 教育　　 保健教育　　 セ 前プラ 中高－体育
3715-64-0000 関西福祉大　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3715-64-0101 関西福祉大　　 看護　　 看護　　　　 　 前期　 看護　　　
3715-64-0171 関西福祉大　　 看護　　 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3715-64-0173 関西福祉大　　 看護　　 看護　　　　 セ 前プラ 看護　　　
3716-19-0000 関西国際大　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3716-19-0801 関西国際大　　 経営　　 経営　　　　 　 前期２ 経営学・商
3716-19-0802 関西国際大　　 経営　　 経営　　　　 　 前期３ 経営学・商
3716-19-0871 関西国際大　　 経営　　 経営　　　　 セ 前期１ 経営学・商
3716-19-0872 関西国際大　　 経営　　 経営　　　　 セ 前期２ 経営学・商
3716-19-0873 関西国際大　　 経営　　 経営　　　　 セ 前期６ 経営学・商
3716-30-0000 関西国際大　　 教育　　 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3716-30-0601 関西国際大　　 教育　　 教育福祉　　 　 前期２ 小学校　　
3716-30-0602 関西国際大　　 教育　　 教育福祉　　 　 前期３ 小学校　　
3716-30-0671 関西国際大　　 教育　　 教育福祉　　 セ 前期１ 小学校　　
3716-30-0672 関西国際大　　 教育　　 教育福祉　　 セ 前期２ 小学校　　
3716-30-0673 関西国際大　　 教育　　 教育福祉　　 セ 前期６ 小学校　　
3716-37-0000 関西国際大　　 人間科学 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3716-37-0101 関西国際大　　 人間科学 人間心理　　 　 前期２ 心理学　　
3716-37-0102 関西国際大　　 人間科学 人間心理　　 　 前期３ 心理学　　
3716-37-0171 関西国際大　　 人間科学 人間心理　　 セ 前期１ 心理学　　
3716-37-0172 関西国際大　　 人間科学 人間心理　　 セ 前期２ 心理学　　
3716-37-0175 関西国際大　　 人間科学 人間心理　　 セ 前期６ 心理学　　
3716-38-0000 関西国際大　　 国際コミ 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3716-38-0101 関西国際大　　 国際コミ 英語コミュニ 　 前期２ 英米語　　
3716-38-0102 関西国際大　　 国際コミ 英語コミュニ 　 前期３ 英米語　　
3716-38-0171 関西国際大　　 国際コミ 英語コミュニ セ 前期１ 英米語　　
3716-38-0172 関西国際大　　 国際コミ 英語コミュニ セ 前期２ 英米語　　
3716-38-0173 関西国際大　　 国際コミ 英語コミュニ セ 前期６ 英米語　　
3716-64-0000 関西国際大　　 保健医療 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3716-64-0101 関西国際大　　 保健医療 看護　　　　 　 前期３ 看護　　　
3716-64-0171 関西国際大　　 保健医療 看護　　　　 セ 前期３ 看護　　　
3717-27-0000 神戸山手大　　 現代社会 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3717-27-0301 神戸山手大　　 現代社会 総合社会　　 　 Ａ　　 社会学　　
3717-27-0401 神戸山手大　　 現代社会 観光　　　　 　 Ａ　　 観光学　　
3718-26-0000 神戸医療福祉大 社会福祉 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3718-26-0001 神戸医療福祉大 社会福祉 　　　　　　 　 Ⅰ期　 社会福祉学
3718-26-0071 神戸医療福祉大 社会福祉 　　　　　　 セ Ⅰ期　 社会福祉学
3720-64-0000 関西看護医療大 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3720-64-0101 関西看護医療大 看護　　 看護　　　　 　 前期Ａ 看護　　　
3720-64-0173 関西看護医療大 看護　　 看護　　　　 セ 　　　 看護　　　
3721-61-0000 兵庫医療大　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3721-61-0101 兵庫医療大　　 薬　　　 医療薬　　　 　 前期Ａ 薬　　　　
3721-61-0102 兵庫医療大　　 薬　　　 医療薬　　　 　 前期Ｂ 薬　　　　
3721-61-0172 兵庫医療大　　 薬　　　 医療薬　　　 セ 学力型 薬　　　　
3721-64-0000 兵庫医療大　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3721-64-0101 兵庫医療大　　 看護　　 看護　　　　 　 前期Ａ 看護　　　



3721-64-0102 兵庫医療大　　 看護　　 看護　　　　 　 前期Ｂ 看護　　　
3721-64-0171 兵庫医療大　　 看護　　 看護　　　　 セ 学力型 看護　　　
3721-65-0000 兵庫医療大　　 リハビリ 　　　　　　 　 　　　 理学療法　
3721-65-0101 兵庫医療大　　 リハビリ 理学療法　　 　 前期Ａ 理学療法　
3721-65-0102 兵庫医療大　　 リハビリ 理学療法　　 　 前期Ｂ 理学療法　
3721-65-0171 兵庫医療大　　 リハビリ 理学療法　　 セ 学力型 理学療法　
3721-65-0201 兵庫医療大　　 リハビリ 作業療法　　 　 前期Ａ 作業療法　
3721-65-0202 兵庫医療大　　 リハビリ 作業療法　　 　 前期Ｂ 作業療法　
3721-65-0271 兵庫医療大　　 リハビリ 作業療法　　 セ 学力型 作業療法　
3722-30-0000 姫路大　　　　 教育　　 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3722-30-0301 姫路大　　　　 教育　　 こども未来　 　 Ａ　　 児童学　　
3722-30-0371 姫路大　　　　 教育　　 こども未来　 セ Ａ　　 児童学　　
3722-64-0000 姫路大　　　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3722-64-0103 姫路大　　　　 看護　　 看護　　　　 　 Ａ　　 看護　　　
3722-64-0171 姫路大　　　　 看護　　 看護　　　　 セ Ａ　　 看護　　　
3724-30-0000 神戸常盤大　　 教育　　 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3724-30-0101 神戸常盤大　　 教育　　 こども教育　 　 前期　 児童学　　
3724-30-0171 神戸常盤大　　 教育　　 こども教育　 セ 　　　 児童学　　
3724-64-0000 神戸常盤大　　 保健科学 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3724-64-0101 神戸常盤大　　 保健科学 看護　　　　 　 前期　 看護　　　
3724-64-0171 神戸常盤大　　 保健科学 看護　　　　 セ 　　　 看護　　　
3724-64-0201 神戸常盤大　　 保健科学 医療検査　　 　 前期　 検査技術　
3724-64-0271 神戸常盤大　　 保健科学 医療検査　　 セ 　　　 検査技術　
3725-64-0000 宝塚医療大　　 保健医療 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
3725-64-0101 宝塚医療大　　 保健医療 理学療法　　 　 前期　 理学療法　
3725-64-0401 宝塚医療大　　 保健医療 鍼灸　　　　 　 前期　 医療技術　
3725-64-0501 宝塚医療大　　 保健医療 柔道整復　　 　 前期　 医療技術　
3731-01-0000 帝塚山大　　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3731-01-0101 帝塚山大　　　 文　　　 日本文化　　 　 Ａ前２ 日本史　　
3731-01-0102 帝塚山大　　　 文　　　 日本文化　　 　 Ａ前３ 日本史　　
3731-01-0171 帝塚山大　　　 文　　　 日本文化　　 セ 前期２ 日本史　　
3731-01-0172 帝塚山大　　　 文　　　 日本文化　　 セ 前期３ 日本史　　
3731-04-0000 帝塚山大　　　 心理　　 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3731-04-0103 帝塚山大　　　 心理　　 心理　　　　 　 Ａ前２ 心理学　　
3731-04-0104 帝塚山大　　　 心理　　 心理　　　　 　 Ａ前３ 心理学　　
3731-04-0174 帝塚山大　　　 心理　　 心理　　　　 セ 前期２ 心理学　　
3731-04-0175 帝塚山大　　　 心理　　 心理　　　　 セ 前期３ 心理学　　
3731-12-0000 帝塚山大　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3731-12-0103 帝塚山大　　　 法　　　 法　　　　　 　 Ａ前２ 法学　　　
3731-12-0104 帝塚山大　　　 法　　　 法　　　　　 　 Ａ前３ 法学　　　
3731-12-0174 帝塚山大　　　 法　　　 法　　　　　 セ 前期２ 法学　　　
3731-12-0175 帝塚山大　　　 法　　　 法　　　　　 セ 前期３ 法学　　　
3731-22-0000 帝塚山大　　　 経済経営 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3731-22-0101 帝塚山大　　　 経済経営 経済経営　　 　 Ａ前２ 経済学　　
3731-22-0102 帝塚山大　　　 経済経営 経済経営　　 　 Ａ前３ 経済学　　
3731-22-0171 帝塚山大　　　 経済経営 経済経営　　 セ 前期２ 経済学　　
3731-22-0172 帝塚山大　　　 経済経営 経済経営　　 セ 前期３ 経済学　　
3731-30-0000 帝塚山大　　　 教育　　 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3731-30-0101 帝塚山大　　　 教育　　 こども教育　 　 Ａ前２ 児童学　　
3731-30-0102 帝塚山大　　　 教育　　 こども教育　 　 Ａ前３ 児童学　　
3731-30-0171 帝塚山大　　　 教育　　 こども教育　 セ 前期２ 児童学　　
3731-30-0172 帝塚山大　　　 教育　　 こども教育　 セ 前期３ 児童学　　
3731-79-0000 帝塚山大　　　 現代生活 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3731-79-0103 帝塚山大　　　 現代生活 食物栄養　　 　 Ａ前２ 食物・栄養
3731-79-0104 帝塚山大　　　 現代生活 食物栄養　　 　 Ａ前３ 食物・栄養
3731-79-0174 帝塚山大　　　 現代生活 食物栄養　　 セ 前期２ 食物・栄養
3731-79-0175 帝塚山大　　　 現代生活 食物栄養　　 セ 前期３ 食物・栄養
3731-79-0203 帝塚山大　　　 現代生活 居住空間デザ 　 Ａ前２ 住居学　　
3731-79-0204 帝塚山大　　　 現代生活 居住空間デザ 　 Ａ前３ 住居学　　



3731-79-0274 帝塚山大　　　 現代生活 居住空間デザ セ 前期２ 住居学　　
3731-79-0275 帝塚山大　　　 現代生活 居住空間デザ セ 前期３ 住居学　　
3732-01-0000 天理大　　　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3732-01-0102 天理大　　　　 文　　　 国文学国語　 　 前期　 日本文学　
3732-01-0172 天理大　　　　 文　　　 国文学国語　 セ 前期２ 日本文学　
3732-01-0173 天理大　　　　 文　　　 国文学国語　 セ 前期３ 日本文学　
3732-01-0401 天理大　　　　 文　　　 歴史文化　　 　 前期　 日本史　　
3732-01-0471 天理大　　　　 文　　　 歴史文化　　 セ 前期２ 日本史　　
3732-01-0472 天理大　　　　 文　　　 歴史文化　　 セ 前期３ 日本史　　
3732-34-0000 天理大　　　　 国際　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3732-34-0101 天理大　　　　 国際　　 外国／英米語 　 前期　 英米語　　
3732-34-0173 天理大　　　　 国際　　 外国／英米語 セ 前期２ 英米語　　
3732-34-0174 天理大　　　　 国際　　 外国／英米語 セ 前期３ 英米語　　
3732-34-0201 天理大　　　　 国際　　 外国／中国語 　 前期　 中国語　　
3732-34-0273 天理大　　　　 国際　　 外国／中国語 セ 前期２ 中国語　　
3732-34-0274 天理大　　　　 国際　　 外国／中国語 セ 前期３ 中国語　　
3732-34-0301 天理大　　　　 国際　　 外国／韓・朝 　 前期　 韓国語（朝
3732-34-0373 天理大　　　　 国際　　 外国／韓・朝 セ 前期２ 韓国語（朝
3732-34-0374 天理大　　　　 国際　　 外国／韓・朝 セ 前期３ 韓国語（朝
3732-34-0401 天理大　　　　 国際　　 地域文化　　 　 前期　 文化学　　
3732-34-0473 天理大　　　　 国際　　 地域文化　　 セ 前期２ 文化学　　
3732-34-0474 天理大　　　　 国際　　 地域文化　　 セ 前期３ 文化学　　
3732-34-0501 天理大　　　　 国際　　 外国／ス・ブ 　 前期　 スペイン語
3732-34-0571 天理大　　　　 国際　　 外国／ス・ブ セ 前期２ スペイン語
3732-34-0572 天理大　　　　 国際　　 外国／ス・ブ セ 前期３ スペイン語
3732-37-0000 天理大　　　　 人間　　 　　　　　　 　 　　　 哲学倫理宗
3732-37-0302 天理大　　　　 人間　　 人間／社会福 　 前期　 社会福祉学
3732-37-0373 天理大　　　　 人間　　 人間／社会福 セ 前期２ 社会福祉学
3732-37-0374 天理大　　　　 人間　　 人間／社会福 セ 前期３ 社会福祉学
3732-37-0402 天理大　　　　 人間　　 人間／生涯教 　 前期　 総合教育学
3732-37-0472 天理大　　　　 人間　　 人間／生涯教 セ 前期２ 総合教育学
3732-37-0473 天理大　　　　 人間　　 人間／生涯教 セ 前期３ 総合教育学
3732-37-0502 天理大　　　　 人間　　 人間／臨床心 　 前期　 心理学　　
3732-37-0572 天理大　　　　 人間　　 人間／臨床心 セ 前期２ 心理学　　
3732-37-0573 天理大　　　　 人間　　 人間／臨床心 セ 前期３ 心理学　　
3732-37-0602 天理大　　　　 人間　　 宗教　　　　 　 前期　 哲学倫理宗
3732-37-0672 天理大　　　　 人間　　 宗教　　　　 セ 前期２ 哲学倫理宗
3732-37-0673 天理大　　　　 人間　　 宗教　　　　 セ 前期３ 哲学倫理宗
3732-64-0000 天理大　　　　 体育　　 　　　　　　 　 　　　 中高－体育
3732-64-0101 天理大　　　　 体育　　 体育　　　　 　 前運動 体育・健康
3732-64-0102 天理大　　　　 体育　　 体育　　　　 　 前特技 体育・健康
3732-64-0171 天理大　　　　 体育　　 体育　　　　 セ 前期２ 体育・健康
3732-64-0172 天理大　　　　 体育　　 体育　　　　 セ 前期３ 体育・健康
3733-01-0000 奈良大　　　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3733-01-0101 奈良大　　　　 文　　　 国文　　　　 　 Ａ　　 日本文学　
3733-01-0102 奈良大　　　　 文　　　 国文　　　　 　 Ｂ　　 日本文学　
3733-01-0103 奈良大　　　　 文　　　 国文　　　　 　 Ｓ　　 日本文学　
3733-01-0173 奈良大　　　　 文　　　 国文　　　　 セ Ａ　　 日本文学　
3733-01-0201 奈良大　　　　 文　　　 史学　　　　 　 Ａ　　 西洋史　　
3733-01-0202 奈良大　　　　 文　　　 史学　　　　 　 Ｂ　　 西洋史　　
3733-01-0203 奈良大　　　　 文　　　 史学　　　　 　 Ｓ　　 西洋史　　
3733-01-0273 奈良大　　　　 文　　　 史学　　　　 セ Ａ　　 西洋史　　
3733-01-0301 奈良大　　　　 文　　　 地理　　　　 　 Ａ　　 地理学　　
3733-01-0302 奈良大　　　　 文　　　 地理　　　　 　 Ｂ　　 地理学　　
3733-01-0303 奈良大　　　　 文　　　 地理　　　　 　 Ｓ　　 地理学　　
3733-01-0373 奈良大　　　　 文　　　 地理　　　　 セ Ａ　　 地理学　　
3733-01-0401 奈良大　　　　 文　　　 文化財　　　 　 Ａ　　 考古学・文
3733-01-0402 奈良大　　　　 文　　　 文化財　　　 　 Ｂ　　 考古学・文
3733-01-0403 奈良大　　　　 文　　　 文化財　　　 　 Ｓ　　 考古学・文



3733-01-0473 奈良大　　　　 文　　　 文化財　　　 セ Ａ　　 考古学・文
3733-25-0000 奈良大　　　　 社会　　 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3733-25-0301 奈良大　　　　 社会　　 心理　　　　 　 Ａ　　 心理学　　
3733-25-0302 奈良大　　　　 社会　　 心理　　　　 　 Ｂ　　 心理学　　
3733-25-0303 奈良大　　　　 社会　　 心理　　　　 　 Ｓ　　 心理学　　
3733-25-0373 奈良大　　　　 社会　　 心理　　　　 セ Ａ　　 心理学　　
3733-25-0401 奈良大　　　　 社会　　 総合社会　　 　 Ａ　　 社会学　　
3733-25-0402 奈良大　　　　 社会　　 総合社会　　 　 Ｂ　　 社会学　　
3733-25-0403 奈良大　　　　 社会　　 総合社会　　 　 Ｓ　　 社会学　　
3733-25-0473 奈良大　　　　 社会　　 総合社会　　 セ Ａ　　 社会学　　
3734-31-0000 奈良学園大　　 人間教育 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3734-31-0201 奈良学園大　　 人間教育 人間／人間教 　 前期３ 小学校　　
3734-31-0202 奈良学園大　　 人間教育 人間／人間教 　 前期２ 小学校　　
3734-31-0271 奈良学園大　　 人間教育 人間／人間教 セ 前Ｃ３ 小学校　　
3734-31-0272 奈良学園大　　 人間教育 人間／人間教 セ 前Ｃ２ 小学校　　
3734-31-0401 奈良学園大　　 人間教育 人間／中等数 　 前期３ 中高－数学
3734-31-0402 奈良学園大　　 人間教育 人間／中等数 　 前期２ 中高－数学
3734-31-0471 奈良学園大　　 人間教育 人間／中等数 セ 前Ｃ３ 中高－数学
3734-31-0472 奈良学園大　　 人間教育 人間／中等数 セ 前Ｃ２ 中高－数学
3734-31-0501 奈良学園大　　 人間教育 人間／中等音 　 前期２ 中高－音楽
3734-31-0502 奈良学園大　　 人間教育 人間／中等音 　 前期１ 中高－音楽
3734-31-0571 奈良学園大　　 人間教育 人間／中等音 セ 前Ｃ３ 中高－音楽
3734-31-0572 奈良学園大　　 人間教育 人間／中等音 セ 前Ｃ２ 中高－音楽
3734-64-0000 奈良学園大　　 保健医療 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3734-64-0102 奈良学園大　　 保健医療 看護　　　　 　 前期３ 看護　　　
3734-64-0103 奈良学園大　　 保健医療 看護　　　　 　 前期２ 看護　　　
3734-64-0171 奈良学園大　　 保健医療 看護　　　　 セ 前Ｃ３ 看護　　　
3734-64-0172 奈良学園大　　 保健医療 看護　　　　 セ 前Ｃ２ 看護　　　
3734-64-0201 奈良学園大　　 保健医療 リハ／理学療 　 前期３ 理学療法　
3734-64-0202 奈良学園大　　 保健医療 リハ／理学療 　 前期２ 理学療法　
3734-64-0271 奈良学園大　　 保健医療 リハ／理学療 セ 前Ｃ３ 理学療法　
3734-64-0272 奈良学園大　　 保健医療 リハ／理学療 セ 前Ｃ２ 理学療法　
3734-64-0301 奈良学園大　　 保健医療 リハ／作業療 　 前期３ 作業療法　
3734-64-0302 奈良学園大　　 保健医療 リハ／作業療 　 前期２ 作業療法　
3734-64-0371 奈良学園大　　 保健医療 リハ／作業療 セ 前Ｃ３ 作業療法　
3734-64-0372 奈良学園大　　 保健医療 リハ／作業療 セ 前Ｃ２ 作業療法　
3735-30-0000 畿央大　　　　 教育　　 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3735-30-0101 畿央大　　　　 教育　　 現代教育　　 　 前３Ａ 小学校　　
3735-30-0102 畿央大　　　　 教育　　 現代教育　　 　 前２Ａ 小学校　　
3735-30-0103 畿央大　　　　 教育　　 現代教育　　 　 前２Ｓ 小学校　　
3735-30-0104 畿央大　　　　 教育　　 現代教育　　 　 前２Ｔ 小学校　　
3735-30-0109 畿央大　　　　 教育　　 現代教育　　 　 前３Ｓ 小学校　　
3735-30-0171 畿央大　　　　 教育　　 現代教育　　 セ 前Ｃ２ 小学校　　
3735-30-0172 畿央大　　　　 教育　　 現代教育　　 セ 前Ｃ３ 小学校　　
3735-30-0173 畿央大　　　　 教育　　 現代教育　　 セ 前Ｃ４ 小学校　　
3735-64-0000 畿央大　　　　 健康科学 　　　　　　 　 　　　 生活科学　
3735-64-0101 畿央大　　　　 健康科学 理学療法　　 　 前３Ａ 理学療法　
3735-64-0102 畿央大　　　　 健康科学 理学療法　　 　 前２Ａ 理学療法　
3735-64-0103 畿央大　　　　 健康科学 理学療法　　 　 前２Ｓ 理学療法　
3735-64-0104 畿央大　　　　 健康科学 理学療法　　 　 前２Ｔ 理学療法　
3735-64-0109 畿央大　　　　 健康科学 理学療法　　 　 前３Ｓ 理学療法　
3735-64-0171 畿央大　　　　 健康科学 理学療法　　 セ 前Ｃ３ 理学療法　
3735-64-0172 畿央大　　　　 健康科学 理学療法　　 セ 前Ｃ４ 理学療法　
3735-64-0178 畿央大　　　　 健康科学 理学療法　　 セ 前Ｃ２ 理学療法　
3735-64-0401 畿央大　　　　 健康科学 健康栄養　　 　 前３Ａ 食物・栄養
3735-64-0402 畿央大　　　　 健康科学 健康栄養　　 　 前２Ａ 食物・栄養
3735-64-0403 畿央大　　　　 健康科学 健康栄養　　 　 前２Ｓ 食物・栄養
3735-64-0404 畿央大　　　　 健康科学 健康栄養　　 　 前２Ｔ 食物・栄養
3735-64-0409 畿央大　　　　 健康科学 健康栄養　　 　 前３Ｓ 食物・栄養



3735-64-0470 畿央大　　　　 健康科学 健康栄養　　 セ 前Ｃ４ 食物・栄養
3735-64-0471 畿央大　　　　 健康科学 健康栄養　　 セ 前Ｃ２ 食物・栄養
3735-64-0472 畿央大　　　　 健康科学 健康栄養　　 セ 前Ｃ３ 食物・栄養
3735-64-0501 畿央大　　　　 健康科学 人間環境デザ 　 前３Ａ 生活科学　
3735-64-0502 畿央大　　　　 健康科学 人間環境デザ 　 前２Ａ 生活科学　
3735-64-0503 畿央大　　　　 健康科学 人間環境デザ 　 前２Ｓ 生活科学　
3735-64-0504 畿央大　　　　 健康科学 人間環境デザ 　 前２Ｔ 生活科学　
3735-64-0509 畿央大　　　　 健康科学 人間環境デザ 　 前３Ｓ 生活科学　
3735-64-0571 畿央大　　　　 健康科学 人間環境デザ セ 前Ｃ２ 生活科学　
3735-64-0572 畿央大　　　　 健康科学 人間環境デザ セ 前Ｃ３ 生活科学　
3735-64-0575 畿央大　　　　 健康科学 人間環境デザ セ 前Ｃ４ 生活科学　
3735-64-0601 畿央大　　　　 健康科学 看護医療　　 　 前３Ａ 看護　　　
3735-64-0602 畿央大　　　　 健康科学 看護医療　　 　 前２Ａ 看護　　　
3735-64-0603 畿央大　　　　 健康科学 看護医療　　 　 前２Ｓ 看護　　　
3735-64-0604 畿央大　　　　 健康科学 看護医療　　 　 前２Ｔ 看護　　　
3735-64-0609 畿央大　　　　 健康科学 看護医療　　 　 前３Ｓ 看護　　　
3735-64-0671 畿央大　　　　 健康科学 看護医療　　 セ 前Ｃ２ 看護　　　
3735-64-0672 畿央大　　　　 健康科学 看護医療　　 セ 前Ｃ３ 看護　　　
3735-64-0673 畿央大　　　　 健康科学 看護医療　　 セ 前Ｃ４ 看護　　　
3737-64-0000 天理医療大　　 医療　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3737-64-0171 天理医療大　　 医療　　 看護　　　　 セ 　　　 看護　　　
3737-64-0271 天理医療大　　 医療　　 臨床検査　　 セ 　　　 検査技術　
3746-01-0000 高野山大　　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 哲学倫理宗
3746-01-0901 高野山大　　　 文　　　 密教　　　　 　 前期　 哲学倫理宗
3746-01-1201 高野山大　　　 文　　　 人間　　　　 　 前期　 人間科学　
3747-30-0000 和歌山信愛大　 教育　　 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3747-30-0101 和歌山信愛大　 教育　　 子ども教育　 　 　　　 幼稚園　　
3757-64-0000 鳥取看護大　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3757-64-0101 鳥取看護大　　 看護　　 看護　　　　 　 前期　 看護　　　
3757-64-0171 鳥取看護大　　 看護　　 看護　　　　 セ Ⅰ期　 看護　　　
3757-64-0172 鳥取看護大　　 看護　　 看護　　　　 セ Ⅱ期　 看護　　　
3776-12-0000 岡山商大　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3776-12-0101 岡山商大　　　 法　　　 法　　　　　 　 前ＡＢ 法学　　　
3776-12-0171 岡山商大　　　 法　　　 法　　　　　 セ 前期　 法学　　　
3776-18-0000 岡山商大　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3776-18-0101 岡山商大　　　 経済　　 経済　　　　 　 前ＡＢ 経済学　　
3776-18-0171 岡山商大　　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期　 経済学　　
3776-19-0000 岡山商大　　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3776-19-0101 岡山商大　　　 経営　　 経営　　　　 　 前ＡＢ 経営学・商
3776-19-0171 岡山商大　　　 経営　　 経営　　　　 セ 前期　 経営学・商
3776-19-0301 岡山商大　　　 経営　　 商／ファイナ 　 前ＡＢ 経営学・商
3776-19-0371 岡山商大　　　 経営　　 商／ファイナ セ 前期　 経営学・商
3776-19-0401 岡山商大　　　 経営　　 商　　　　　 　 前ＡＢ 経営学・商
3776-19-0471 岡山商大　　　 経営　　 商　　　　　 セ 前期　 経営学・商
3777-19-0000 岡山理大　　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3777-19-0101 岡山理大　　　 経営　　 経営　　　　 　 前ＳＡ 経営学・商
3777-19-0102 岡山理大　　　 経営　　 経営　　　　 　 ＳＡＢ 経営学・商
3777-19-0171 岡山理大　　　 経営　　 経営　　　　 セ ＣⅠ　 経営学・商
3777-30-0000 岡山理大　　　 教育　　 　　　　　　 　 　　　 ０免課程　
3777-30-0302 岡山理大　　　 教育　　 中等／国語　 　 前ＳＡ 中高－国語
3777-30-0303 岡山理大　　　 教育　　 中等／国語　 　 ＳＡＢ 中高－国語
3777-30-0372 岡山理大　　　 教育　　 中等／国語　 セ ＣⅠ　 中高－国語
3777-30-0402 岡山理大　　　 教育　　 中等／英語　 　 前ＳＡ 中高－英語
3777-30-0403 岡山理大　　　 教育　　 中等／英語　 　 ＳＡＢ 中高－英語
3777-30-0472 岡山理大　　　 教育　　 中等／英語　 セ ＣⅠ　 中高－英語
3777-30-0502 岡山理大　　　 教育　　 初等教育　　 　 前ＳＡ 小学校　　
3777-30-0503 岡山理大　　　 教育　　 初等教育　　 　 ＳＡＢ 小学校　　
3777-30-0572 岡山理大　　　 教育　　 初等教育　　 セ ＣⅠ　 小学校　　
3777-37-0000 岡山理大　　　 総合情報 　　　　　　 　 　　　 情報科学　



3777-37-0101 岡山理大　　　 総合情報 情報科学　　 　 前ＳＡ 情報科学　
3777-37-0102 岡山理大　　　 総合情報 情報科学　　 　 ＳＡＢ 情報科学　
3777-37-0173 岡山理大　　　 総合情報 情報科学　　 セ ＣⅠ　 情報科学　
3777-42-0000 岡山理大　　　 理　　　 　　　　　　 　 　　　 化学　　　
3777-42-0401 岡山理大　　　 理　　　 化学　　　　 　 前ＳＡ 化学　　　
3777-42-0402 岡山理大　　　 理　　　 化学　　　　 　 ＳＡＢ 化学　　　
3777-42-0473 岡山理大　　　 理　　　 化学　　　　 セ ＣⅠ　 化学　　　
3777-42-0501 岡山理大　　　 理　　　 基礎理　　　 　 前ＳＡ 総合理学　
3777-42-0502 岡山理大　　　 理　　　 基礎理　　　 　 ＳＡＢ 総合理学　
3777-42-0573 岡山理大　　　 理　　　 基礎理　　　 セ ＣⅠ　 総合理学　
3777-42-0601 岡山理大　　　 理　　　 生物化　　　 　 前ＳＡ 生物学　　
3777-42-0602 岡山理大　　　 理　　　 生物化　　　 　 ＳＡＢ 生物学　　
3777-42-0673 岡山理大　　　 理　　　 生物化　　　 セ ＣⅠ　 生物学　　
3777-42-0701 岡山理大　　　 理　　　 応用数　　　 　 前ＳＡ 数学　　　
3777-42-0702 岡山理大　　　 理　　　 応用数　　　 　 ＳＡＢ 数学　　　
3777-42-0773 岡山理大　　　 理　　　 応用数　　　 セ ＣⅠ　 数学　　　
3777-42-0801 岡山理大　　　 理　　　 臨床生命科学 　 前ＳＡ 検査技術　
3777-42-0802 岡山理大　　　 理　　　 臨床生命科学 　 ＳＡＢ 検査技術　
3777-42-0871 岡山理大　　　 理　　　 臨床生命科学 セ ＣⅠ　 検査技術　
3777-42-0901 岡山理大　　　 理　　　 応用／物理科 　 前ＳＡ 応用物理学
3777-42-0902 岡山理大　　　 理　　　 応用／物理科 　 ＳＡＢ 応用物理学
3777-42-0971 岡山理大　　　 理　　　 応用／物理科 セ ＣⅠ　 応用物理学
3777-42-1001 岡山理大　　　 理　　　 応用／臨床工 　 前ＳＡ 医療技術　
3777-42-1002 岡山理大　　　 理　　　 応用／臨床工 　 ＳＡＢ 医療技術　
3777-42-1071 岡山理大　　　 理　　　 応用／臨床工 セ ＣⅠ　 医療技術　
3777-42-1101 岡山理大　　　 理　　　 動物　　　　 　 ＳＡＢ 生物学　　
3777-42-1102 岡山理大　　　 理　　　 動物　　　　 　 前ＳＡ 生物学　　
3777-42-1171 岡山理大　　　 理　　　 動物　　　　 セ ＣⅠ　 生物学　　
3777-43-0000 岡山理大　　　 生物地球 　　　　　　 　 　　　 考古学・文
3777-43-0101 岡山理大　　　 生物地球 生物地球　　 　 前ＳＡ 地球科学　
3777-43-0102 岡山理大　　　 生物地球 生物地球　　 　 ＳＡＢ 地球科学　
3777-43-0171 岡山理大　　　 生物地球 生物地球　　 セ ＣⅠ　 地球科学　
3777-46-0000 岡山理大　　　 工　　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
3777-46-0501 岡山理大　　　 工　　　 情報工　　　 　 前ＳＡ 情報工学　
3777-46-0502 岡山理大　　　 工　　　 情報工　　　 　 ＳＡＢ 情報工学　
3777-46-0573 岡山理大　　　 工　　　 情報工　　　 セ ＣⅠ　 情報工学　
3777-46-0601 岡山理大　　　 工　　　 電気電子シス 　 前ＳＡ 電気・電子
3777-46-0602 岡山理大　　　 工　　　 電気電子シス 　 ＳＡＢ 電気・電子
3777-46-0673 岡山理大　　　 工　　　 電気電子シス セ ＣⅠ　 電気・電子
3777-46-0701 岡山理大　　　 工　　　 バイオ・応用 　 前ＳＡ 応用化学　
3777-46-0702 岡山理大　　　 工　　　 バイオ・応用 　 ＳＡＢ 応用化学　
3777-46-0773 岡山理大　　　 工　　　 バイオ・応用 セ ＣⅠ　 応用化学　
3777-46-0801 岡山理大　　　 工　　　 機械シス工　 　 前ＳＡ 機械工学　
3777-46-0802 岡山理大　　　 工　　　 機械シス工　 　 ＳＡＢ 機械工学　
3777-46-0871 岡山理大　　　 工　　　 機械シス工　 セ ＣⅠ　 機械工学　
3777-46-1001 岡山理大　　　 工　　　 知能機械工　 　 前ＳＡ 機械工学　
3777-46-1002 岡山理大　　　 工　　　 知能機械工　 　 ＳＡＢ 機械工学　
3777-46-1071 岡山理大　　　 工　　　 知能機械工　 セ ＣⅠ　 機械工学　
3777-46-1101 岡山理大　　　 工　　　 生命医療工　 　 前ＳＡ 機械工学　
3777-46-1102 岡山理大　　　 工　　　 生命医療工　 　 ＳＡＢ 機械工学　
3777-46-1171 岡山理大　　　 工　　　 生命医療工　 セ ＣⅠ　 機械工学　
3777-46-1201 岡山理大　　　 工　　　 工学プロジェ 　 前ＳＡ 機械工学　
3777-46-1202 岡山理大　　　 工　　　 工学プロジェ 　 ＳＡＢ 機械工学　
3777-46-1271 岡山理大　　　 工　　　 工学プロジェ セ ＣⅠ　 機械工学　
3777-46-1301 岡山理大　　　 工　　　 建築　　　　 　 前ＳＡ 建築・土木
3777-46-1302 岡山理大　　　 工　　　 建築　　　　 　 ＳＡＢ 建築・土木
3777-46-1371 岡山理大　　　 工　　　 建築　　　　 セ ＣⅠ　 建築・土木
3777-74-0000 岡山理大　　　 獣医　　 　　　　　　 　 　　　 獣医学　　
3777-74-0102 岡山理大　　　 獣医　　 獣医　　　　 　 前ＳＡ 獣医学　　



3777-74-0103 岡山理大　　　 獣医　　 獣医　　　　 　 ＳＡＢ 獣医学　　
3777-74-0172 岡山理大　　　 獣医　　 獣医　　　　 セ ＣⅠ　 獣医学　　
3777-74-0202 岡山理大　　　 獣医　　 獣医保健看護 　 前ＳＡ 獣医学　　
3777-74-0203 岡山理大　　　 獣医　　 獣医保健看護 　 ＳＡＢ 獣医学　　
3777-74-0272 岡山理大　　　 獣医　　 獣医保健看護 セ ＣⅠ　 獣医学　　
3778-55-0000 川崎医大　　　 医　　　 　　　　　　 　 　　　 医　　　　
3778-55-0100 川崎医大　　　 医　　　 医　　　　　 　 　　　 医　　　　
3778-55-0101 川崎医大　　　 医　　　 医　　　　　 　 静岡枠 医　　　　
3778-55-0102 川崎医大　　　 医　　　 医　　　　　 　 長崎枠 医　　　　
3778-55-0103 川崎医大　　　 医　　　 医　　　　　 　 岡山枠 医　　　　
3779-64-0000 川崎医療福祉大 医療福祉 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3779-64-0100 川崎医療福祉大 医療福祉 医療福祉　　 　 前期　 社会福祉学
3779-64-0174 川崎医療福祉大 医療福祉 医療福祉　　 セ 　　　 社会福祉学
3779-64-0300 川崎医療福祉大 医療福祉 臨床心理　　 　 前期　 心理学　　
3779-64-0374 川崎医療福祉大 医療福祉 臨床心理　　 セ 　　　 心理学　　
3779-64-0601 川崎医療福祉大 医療福祉 子ども医療福 　 前期　 児童学　　
3779-64-0671 川崎医療福祉大 医療福祉 子ども医療福 セ 　　　 児童学　　
3779-65-0000 川崎医療福祉大 医療技術 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3779-65-0400 川崎医療福祉大 医療技術 健康体育　　 　 前期　 体育・健康
3779-65-0474 川崎医療福祉大 医療技術 健康体育　　 セ 　　　 体育・健康
3779-65-0700 川崎医療福祉大 医療技術 臨床栄養　　 　 前期　 食物・栄養
3779-65-0774 川崎医療福祉大 医療技術 臨床栄養　　 セ 　　　 食物・栄養
3779-65-0801 川崎医療福祉大 医療技術 臨床工　　　 　 前期　 医療技術　
3779-65-0874 川崎医療福祉大 医療技術 臨床工　　　 セ 　　　 医療技術　
3779-65-0901 川崎医療福祉大 医療技術 臨床検査　　 　 前期　 検査技術　
3779-65-0971 川崎医療福祉大 医療技術 臨床検査　　 セ 　　　 検査技術　
3779-65-1001 川崎医療福祉大 医療技術 診療放射技術 　 前期　 放射線技術
3779-65-1071 川崎医療福祉大 医療技術 診療放射技術 セ 　　　 放射線技術
3779-66-0000 川崎医療福祉大 医療マネ 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3779-66-0101 川崎医療福祉大 医療マネ 医療福祉経営 　 前期　 経営学・商
3779-66-0174 川崎医療福祉大 医療マネ 医療福祉経営 セ 　　　 経営学・商
3779-66-0201 川崎医療福祉大 医療マネ 医療秘書　　 　 前期　 経営学・商
3779-66-0274 川崎医療福祉大 医療マネ 医療秘書　　 セ 　　　 経営学・商
3779-66-0304 川崎医療福祉大 医療マネ 医療福祉デザ 　 前期　 美術・デザ
3779-66-0374 川崎医療福祉大 医療マネ 医療福祉デザ セ 　　　 美術・デザ
3779-66-0401 川崎医療福祉大 医療マネ 医療情報　　 　 前期　 総合情報学
3779-66-0474 川崎医療福祉大 医療マネ 医療情報　　 セ 　　　 総合情報学
3779-67-0000 川崎医療福祉大 保健看護 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3779-67-0101 川崎医療福祉大 保健看護 保健看護　　 　 前期　 看護　　　
3779-67-0171 川崎医療福祉大 保健看護 保健看護　　 セ 　　　 看護　　　
3779-68-0000 川崎医療福祉大 リハビリ 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
3779-68-0101 川崎医療福祉大 リハビリ 理学療法　　 　 前期　 理学療法　
3779-68-0171 川崎医療福祉大 リハビリ 理学療法　　 セ 　　　 理学療法　
3779-68-0201 川崎医療福祉大 リハビリ 作業療法　　 　 前期　 作業療法　
3779-68-0271 川崎医療福祉大 リハビリ 作業療法　　 セ 　　　 作業療法　
3779-68-0301 川崎医療福祉大 リハビリ 言語聴覚療法 　 前期　 医療技術　
3779-68-0371 川崎医療福祉大 リハビリ 言語聴覚療法 セ 　　　 医療技術　
3779-68-0401 川崎医療福祉大 リハビリ 視能療法　　 　 前期　 医療技術　
3779-68-0471 川崎医療福祉大 リハビリ 視能療法　　 セ 　　　 医療技術　
3780-04-0000 吉備国際大　　 心理　　 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3780-04-0101 吉備国際大　　 心理　　 心理　　　　 　 前期３ 心理学　　
3780-04-0102 吉備国際大　　 心理　　 心理　　　　 　 前期２ 心理学　　
3780-04-0103 吉備国際大　　 心理　　 心理　　　　 　 前期１ 心理学　　
3780-04-0171 吉備国際大　　 心理　　 心理　　　　 セ 前期　 心理学　　
3780-04-0201 吉備国際大　　 心理　　 子ども発達教 　 前期１ 児童学　　
3780-04-0205 吉備国際大　　 心理　　 子ども発達教 　 前期３ 児童学　　
3780-04-0206 吉備国際大　　 心理　　 子ども発達教 　 前期２ 児童学　　
3780-04-0271 吉備国際大　　 心理　　 子ども発達教 セ 前期　 児童学　　
3780-08-0000 吉備国際大　　 外国語　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　



3780-08-0101 吉備国際大　　 外国語　 外国　　　　 　 前期１ 英米語　　
3780-08-0104 吉備国際大　　 外国語　 外国　　　　 　 前期３ 英米語　　
3780-08-0105 吉備国際大　　 外国語　 外国　　　　 　 前期２ 英米語　　
3780-08-0171 吉備国際大　　 外国語　 外国　　　　 セ 前期　 英米語　　
3780-27-0000 吉備国際大　　 社会科学 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3780-27-0101 吉備国際大　　 社会科学 経営社会　　 　 前期１ 経営学・商
3780-27-0104 吉備国際大　　 社会科学 経営社会　　 　 前期３ 経営学・商
3780-27-0105 吉備国際大　　 社会科学 経営社会　　 　 前期２ 経営学・商
3780-27-0171 吉備国際大　　 社会科学 経営社会　　 セ 前期　 経営学・商
3780-27-0301 吉備国際大　　 社会科学 スポーツ社会 　 前期１ 体育・健康
3780-27-0304 吉備国際大　　 社会科学 スポーツ社会 　 前期３ 体育・健康
3780-27-0305 吉備国際大　　 社会科学 スポーツ社会 　 前期２ 体育・健康
3780-27-0371 吉備国際大　　 社会科学 スポーツ社会 セ 前期　 体育・健康
3780-64-0000 吉備国際大　　 保健医療 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3780-64-0101 吉備国際大　　 保健医療 看護　　　　 　 前期３ 看護　　　
3780-64-0102 吉備国際大　　 保健医療 看護　　　　 　 前期２ 看護　　　
3780-64-0103 吉備国際大　　 保健医療 看護　　　　 　 前期１ 看護　　　
3780-64-0171 吉備国際大　　 保健医療 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3780-64-0201 吉備国際大　　 保健医療 作業療法　　 　 前期３ 作業療法　
3780-64-0202 吉備国際大　　 保健医療 作業療法　　 　 前期２ 作業療法　
3780-64-0203 吉備国際大　　 保健医療 作業療法　　 　 前期１ 作業療法　
3780-64-0271 吉備国際大　　 保健医療 作業療法　　 セ 前期　 作業療法　
3780-64-0301 吉備国際大　　 保健医療 理学療法　　 　 前期３ 理学療法　
3780-64-0302 吉備国際大　　 保健医療 理学療法　　 　 前期２ 理学療法　
3780-64-0303 吉備国際大　　 保健医療 理学療法　　 　 前期１ 理学療法　
3780-64-0371 吉備国際大　　 保健医療 理学療法　　 セ 前期　 理学療法　
3780-72-0000 吉備国際大　　 農　　　 　　　　　　 　 　　　 農芸化学　
3780-72-0101 吉備国際大　　 農　　　 地域創成農　 　 前期３ 農学　　　
3780-72-0102 吉備国際大　　 農　　　 地域創成農　 　 前期１ 農学　　　
3780-72-0103 吉備国際大　　 農　　　 地域創成農　 　 前期２ 農学　　　
3780-72-0171 吉備国際大　　 農　　　 地域創成農　 セ 前期　 農学　　　
3780-72-0201 吉備国際大　　 農　　　 醸造　　　　 　 前期３ 農芸化学　
3780-72-0202 吉備国際大　　 農　　　 醸造　　　　 　 前期１ 農芸化学　
3780-72-0203 吉備国際大　　 農　　　 醸造　　　　 　 前期２ 農芸化学　
3780-72-0271 吉備国際大　　 農　　　 醸造　　　　 セ 前期　 農芸化学　
3780-83-0000 吉備国際大　　 アニメー 　　　　　　 　 　　　 映像　　　
3780-83-0101 吉備国際大　　 アニメー アニメーショ 　 前期１ 映像　　　
3780-83-0104 吉備国際大　　 アニメー アニメーショ 　 前期３ 映像　　　
3780-83-0105 吉備国際大　　 アニメー アニメーショ 　 前期２ 映像　　　
3780-83-0171 吉備国際大　　 アニメー アニメーショ セ 前期　 映像　　　
3781-38-0000 倉敷芸術科学大 危機管理 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3781-38-0101 倉敷芸術科学大 危機管理 危機管理　　 　 前期　 経済学　　
3781-38-0171 倉敷芸術科学大 危機管理 危機管理　　 セ Ⅰ期　 経済学　　
3781-74-0000 倉敷芸術科学大 生命科学 　　　　　　 　 　　　 生物工学　
3781-74-0104 倉敷芸術科学大 生命科学 生命科学　　 　 前期　 生物工学　
3781-74-0173 倉敷芸術科学大 生命科学 生命科学　　 セ Ⅰ期　 生物工学　
3781-74-0204 倉敷芸術科学大 生命科学 健康科学　　 　 前期　 体育・健康
3781-74-0273 倉敷芸術科学大 生命科学 健康科学　　 セ Ⅰ期　 体育・健康
3781-74-0304 倉敷芸術科学大 生命科学 動物生命科学 　 前期　 獣医学　　
3781-74-0373 倉敷芸術科学大 生命科学 動物生命科学 セ Ⅰ期　 獣医学　　
3781-74-0404 倉敷芸術科学大 生命科学 生命医科学　 　 前期　 検査技術　
3781-74-0473 倉敷芸術科学大 生命科学 生命医科学　 セ Ⅰ期　 検査技術　
3781-83-0000 倉敷芸術科学大 芸術　　 　　　　　　 　 　　　 美術・デザ
3781-83-0504 倉敷芸術科学大 芸術　　 メディア映像 　 前期　 映像　　　
3781-83-0573 倉敷芸術科学大 芸術　　 メディア映像 セ Ⅰ期　 映像　　　
3781-83-0704 倉敷芸術科学大 芸術　　 デザイン芸術 　 前期　 美術・デザ
3781-83-0773 倉敷芸術科学大 芸術　　 デザイン芸術 セ Ⅰ期　 美術・デザ
3782-31-0000 くらしき作陽大 子ども教 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3782-31-0201 くらしき作陽大 子ども教 子ど／小学校 　 Ⅰ期　 小学校　　



3782-31-0271 くらしき作陽大 子ども教 子ど／小学校 セ Ⅰ期　 小学校　　
3782-31-0301 くらしき作陽大 子ども教 子ど／保育園 　 Ⅰ期　 児童学　　
3782-31-0371 くらしき作陽大 子ども教 子ど／保育園 セ Ⅰ期　 児童学　　
3782-79-0000 くらしき作陽大 食文化　 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3782-79-0101 くらしき作陽大 食文化　 現代食文化　 　 Ⅰ期　 食物・栄養
3782-79-0171 くらしき作陽大 食文化　 現代食文化　 セ Ⅰ期　 食物・栄養
3782-79-0301 くらしき作陽大 食文化　 栄養　　　　 　 Ⅰ期　 食物・栄養
3782-79-0371 くらしき作陽大 食文化　 栄養　　　　 セ Ⅰ期　 食物・栄養
3782-83-0000 くらしき作陽大 音楽　　 　　　　　　 　 　　　 音楽　　　
3782-83-0471 くらしき作陽大 音楽　　 音楽／モスク セ Ⅰ期　 音楽　　　
3782-83-0571 くらしき作陽大 音楽　　 音楽／演奏芸 セ Ⅰ期　 音楽　　　
3782-83-0671 くらしき作陽大 音楽　　 音楽／教育文 セ Ⅰ期　 音楽　　　
3783-21-0000 山陽学園大　　 地域マネ 　　　　　　 　 　　　 政治学　　
3783-21-0101 山陽学園大　　 地域マネ 地域マネジメ 　 Ⅰ期　 経営学・商
3783-21-0171 山陽学園大　　 地域マネ 地域マネジメ セ Ⅰ期　 経営学・商
3783-37-0000 山陽学園大　　 総合人間 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3783-37-0101 山陽学園大　　 総合人間 生活心理　　 　 Ⅰ期　 心理学　　
3783-37-0171 山陽学園大　　 総合人間 生活心理　　 セ Ⅰ期　 心理学　　
3783-37-0201 山陽学園大　　 総合人間 言語文化　　 　 Ⅰ期　 文化学　　
3783-37-0271 山陽学園大　　 総合人間 言語文化　　 セ Ⅰ期　 文化学　　
3783-64-0000 山陽学園大　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3783-64-0101 山陽学園大　　 看護　　 看護　　　　 　 Ⅰ期　 看護　　　
3783-64-0171 山陽学園大　　 看護　　 看護　　　　 セ Ⅰ期　 看護　　　
3784-03-0000 就実大　　　　 人文科学 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3784-03-0102 就実大　　　　 人文科学 実践英語　　 　 前期　 英米語　　
3784-03-0171 就実大　　　　 人文科学 実践英語　　 セ Ａ　　 英米語　　
3784-03-0202 就実大　　　　 人文科学 総合歴史　　 　 前期　 西洋史　　
3784-03-0271 就実大　　　　 人文科学 総合歴史　　 セ Ａ　　 西洋史　　
3784-03-0302 就実大　　　　 人文科学 表現文化　　 　 前期　 日本文学　
3784-03-0371 就実大　　　　 人文科学 表現文化　　 セ Ａ　　 日本文学　
3784-19-0000 就実大　　　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3784-19-0101 就実大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 前期　 経営学・商
3784-19-0171 就実大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ Ａ　　 経営学・商
3784-30-0000 就実大　　　　 教育　　 　　　　　　 　 　　　 ０免課程　
3784-30-0102 就実大　　　　 教育　　 初等教育　　 　 前期Ａ 小学校　　
3784-30-0103 就実大　　　　 教育　　 初等教育　　 　 前期Ｂ 小学校　　
3784-30-0171 就実大　　　　 教育　　 初等教育　　 セ Ａ　　 小学校　　
3784-30-0202 就実大　　　　 教育　　 教育心理　　 　 前期Ａ 教育学　　
3784-30-0203 就実大　　　　 教育　　 教育心理　　 　 前期Ｂ 教育学　　
3784-30-0271 就実大　　　　 教育　　 教育心理　　 セ Ａ　　 教育学　　
3784-61-0000 就実大　　　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3784-61-0302 就実大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 　 前期Ａ 薬　　　　
3784-61-0303 就実大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 　 前期Ｂ 薬　　　　
3784-61-0371 就実大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 セ Ａ　　 薬　　　　
3785-01-0000 清心女子大　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3785-01-0101 清心女子大　　 文　　　 英語英文　　 　 前期　 外国文学　
3785-01-0171 清心女子大　　 文　　　 英語英文　　 セ 前期　 外国文学　
3785-01-0201 清心女子大　　 文　　　 日本語日本文 　 前期　 日本文学　
3785-01-0271 清心女子大　　 文　　　 日本語日本文 セ 前期　 日本文学　
3785-01-0300 清心女子大　　 文　　　 現代社会　　 　 前期　 社会学　　
3785-01-0371 清心女子大　　 文　　　 現代社会　　 セ 前期　 社会学　　
3785-79-0000 清心女子大　　 人間生活 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3785-79-0101 清心女子大　　 人間生活 人間生活　　 　 前期　 生活科学　
3785-79-0171 清心女子大　　 人間生活 人間生活　　 セ 前期　 生活科学　
3785-79-0201 清心女子大　　 人間生活 児童　　　　 　 前期　 児童学　　
3785-79-0271 清心女子大　　 人間生活 児童　　　　 セ 前期　 児童学　　
3785-79-0601 清心女子大　　 人間生活 食品栄養　　 　 前期　 食物・栄養
3785-79-0671 清心女子大　　 人間生活 食品栄養　　 セ 前期　 食物・栄養
3785-79-0673 清心女子大　　 人間生活 食品栄養　　 セ 後期併 食物・栄養



3786-79-0000 美作大　　　　 生活科学 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3786-79-0102 美作大　　　　 生活科学 食物　　　　 　 Ⅰ期　 食物・栄養
3786-79-0172 美作大　　　　 生活科学 食物　　　　 セ Ⅰ期　 食物・栄養
3786-79-0202 美作大　　　　 生活科学 児童　　　　 　 Ⅰ期　 児童学　　
3786-79-0272 美作大　　　　 生活科学 児童　　　　 セ Ⅰ期　 児童学　　
3786-79-0601 美作大　　　　 生活科学 社会福祉　　 　 Ⅰ期　 社会福祉学
3786-79-0671 美作大　　　　 生活科学 社会福祉　　 セ Ⅰ期　 社会福祉学
3787-79-0000 岡山学院大　　 人間生活 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3787-79-0101 岡山学院大　　 人間生活 食物栄養　　 　 Ⅰ期　 食物・栄養
3787-79-0102 岡山学院大　　 人間生活 食物栄養　　 　 Ⅱ期　 食物・栄養
3788-37-0000 中国学園大　　 国際教養 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3788-37-0101 中国学園大　　 国際教養 国際教養　　 　 前期　 国際関係学
3788-37-0171 中国学園大　　 国際教養 国際教養　　 セ Ⅰ期　 国際関係学
3788-79-0000 中国学園大　　 現代生活 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3788-79-0101 中国学園大　　 現代生活 人間栄養　　 　 前期　 食物・栄養
3788-79-0173 中国学園大　　 現代生活 人間栄養　　 セ Ⅰ期　 食物・栄養
3788-80-0000 中国学園大　　 子ども　 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3788-80-0101 中国学園大　　 子ども　 子ども　　　 　 前期　 児童学　　
3788-80-0171 中国学園大　　 子ども　 子ども　　　 セ Ⅰ期　 児童学　　
3789-19-0000 環太平洋大　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3789-19-0301 環太平洋大　　 経営　　 現代／ビジネ 　 Ⅰ期　 経営学・商
3789-19-0371 環太平洋大　　 経営　　 現代／ビジネ セ Ⅰ期　 経営学・商
3789-31-0000 環太平洋大　　 次世代教 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3789-31-0105 環太平洋大　　 次世代教 こども発達　 　 Ⅰ期　 幼稚園　　
3789-31-0173 環太平洋大　　 次世代教 こども発達　 セ Ⅰ期　 幼稚園　　
3789-31-1001 環太平洋大　　 次世代教 教育／小学校 　 Ⅰ期　 小学校　　
3789-31-1071 環太平洋大　　 次世代教 教育／小学校 セ Ⅰ期　 小学校　　
3789-31-1101 環太平洋大　　 次世代教 教育／中高英 　 Ⅰ期　 中高－英語
3789-31-1171 環太平洋大　　 次世代教 教育／中高英 セ Ⅰ期　 中高－英語
3789-64-0000 環太平洋大　　 体育　　 　　　　　　 　 　　　 体育・健康
3789-64-0105 環太平洋大　　 体育　　 体育　　　　 　 Ⅰ期　 体育・健康
3789-64-0173 環太平洋大　　 体育　　 体育　　　　 セ Ⅰ期　 体育・健康
3789-64-0201 環太平洋大　　 体育　　 健康科学　　 　 Ⅰ期　 医療技術　
3789-64-0271 環太平洋大　　 体育　　 健康科学　　 セ Ⅰ期　 医療技術　
3796-83-0000 エリザベト音大 音楽　　 　　　　　　 　 　　　 音楽　　　
3796-83-0501 エリザベト音大 音楽　　 音楽文化　　 　 後期　 音楽　　　
3796-83-0571 エリザベト音大 音楽　　 音楽文化　　 セ 前期　 音楽　　　
3796-83-0601 エリザベト音大 音楽　　 演奏　　　　 　 後期　 音楽　　　
3796-83-0671 エリザベト音大 音楽　　 演奏　　　　 セ 前期　 音楽　　　
3797-03-0000 広島文化学園大 学芸　　 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3797-03-0101 広島文化学園大 学芸　　 子ども　　　 　 Ａ　　 児童学　　
3797-03-0171 広島文化学園大 学芸　　 子ども　　　 セ 前期　 児童学　　
3797-03-0201 広島文化学園大 学芸　　 音楽　　　　 　 Ａ　　 音楽　　　
3797-03-0271 広島文化学園大 学芸　　 音楽　　　　 セ 前期　 音楽　　　
3797-64-0000 広島文化学園大 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3797-64-0101 広島文化学園大 看護　　 看護　　　　 　 Ａ　　 看護　　　
3797-64-0172 広島文化学園大 看護　　 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3797-65-0000 広島文化学園大 人間健康 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3797-65-0101 広島文化学園大 人間健康 スポーツ健康 　 Ａ　　 体育・健康
3797-65-0171 広島文化学園大 人間健康 スポーツ健康 セ 前期　 体育・健康
3798-03-0000 比治山大　　　 現代文化 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3798-03-0401 比治山大　　　 現代文化 言語文化　　 　 前期Ａ 日本語　　
3798-03-0402 比治山大　　　 現代文化 言語文化　　 　 前期Ｂ 日本語　　
3798-03-0403 比治山大　　　 現代文化 言語文化　　 　 前Ｃ２ 日本語　　
3798-03-0404 比治山大　　　 現代文化 言語文化　　 　 前Ｃ１ 日本語　　
3798-03-0471 比治山大　　　 現代文化 言語文化　　 セ Ａ　　 日本語　　
3798-03-0601 比治山大　　　 現代文化 マスコミュニ 　 前期Ａ マスコミ　
3798-03-0602 比治山大　　　 現代文化 マスコミュニ 　 前期Ｂ マスコミ　
3798-03-0603 比治山大　　　 現代文化 マスコミュニ 　 前Ｃ２ マスコミ　



3798-03-0604 比治山大　　　 現代文化 マスコミュニ 　 前Ｃ１ マスコミ　
3798-03-0671 比治山大　　　 現代文化 マスコミュニ セ Ａ　　 マスコミ　
3798-03-0701 比治山大　　　 現代文化 社会臨床心理 　 前期Ａ 心理学　　
3798-03-0702 比治山大　　　 現代文化 社会臨床心理 　 前期Ｂ 心理学　　
3798-03-0703 比治山大　　　 現代文化 社会臨床心理 　 前Ｃ２ 心理学　　
3798-03-0704 比治山大　　　 現代文化 社会臨床心理 　 前Ｃ１ 心理学　　
3798-03-0771 比治山大　　　 現代文化 社会臨床心理 セ Ａ　　 心理学　　
3798-03-0801 比治山大　　　 現代文化 子ども発達教 　 前期Ａ 児童学　　
3798-03-0802 比治山大　　　 現代文化 子ども発達教 　 前期Ｂ 児童学　　
3798-03-0803 比治山大　　　 現代文化 子ども発達教 　 前Ｃ２ 児童学　　
3798-03-0804 比治山大　　　 現代文化 子ども発達教 　 前Ｃ１ 児童学　　
3798-03-0871 比治山大　　　 現代文化 子ども発達教 セ Ａ　　 児童学　　
3798-64-0000 比治山大　　　 健康栄養 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3798-64-0101 比治山大　　　 健康栄養 管理栄養　　 　 前期Ａ 食物・栄養
3798-64-0102 比治山大　　　 健康栄養 管理栄養　　 　 前期Ｂ 食物・栄養
3798-64-0104 比治山大　　　 健康栄養 管理栄養　　 　 前Ｃ２ 食物・栄養
3798-64-0105 比治山大　　　 健康栄養 管理栄養　　 　 前Ｃ３ 食物・栄養
3798-64-0171 比治山大　　　 健康栄養 管理栄養　　 セ Ａ　　 食物・栄養
3799-18-0000 広島経大　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3799-18-0201 広島経大　　　 経済　　 経済　　　　 　 １期　 経済学　　
3799-18-0271 広島経大　　　 経済　　 経済　　　　 セ １期　 経済学　　
3799-19-0000 広島経大　　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3799-19-0101 広島経大　　　 経営　　 経営　　　　 　 １期　 経営学・商
3799-19-0171 広島経大　　　 経営　　 経営　　　　 セ １期　 経営学・商
3799-19-0201 広島経大　　　 経営　　 スポーツ経営 　 １期　 経営学・商
3799-19-0271 広島経大　　　 経営　　 スポーツ経営 セ １期　 経営学・商
3799-21-0000 広島経大　　　 メディア 　　　　　　 　 　　　 経営情報学
3799-21-0101 広島経大　　　 メディア ビジネス情報 　 １期　 経営情報学
3799-21-0171 広島経大　　　 メディア ビジネス情報 セ １期　 経営情報学
3799-21-0201 広島経大　　　 メディア メディアビジ 　 １期　 総合情報学
3799-21-0271 広島経大　　　 メディア メディアビジ セ １期　 総合情報学
3800-46-0000 広島工大　　　 工　　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
3800-46-0302 広島工大　　　 工　　　 電気シス工　 　 Ａ　　 電気・電子
3800-46-0371 広島工大　　　 工　　　 電気シス工　 セ Ａ　　 電気・電子
3800-46-0402 広島工大　　　 工　　　 電子情報工　 　 Ａ　　 電気・電子
3800-46-0471 広島工大　　　 工　　　 電子情報工　 セ Ａ　　 電気・電子
3800-46-0602 広島工大　　　 工　　　 機械シス工　 　 Ａ　　 機械工学　
3800-46-0671 広島工大　　　 工　　　 機械シス工　 セ Ａ　　 機械工学　
3800-46-0702 広島工大　　　 工　　　 知能機械工　 　 Ａ　　 機械工学　
3800-46-0771 広島工大　　　 工　　　 知能機械工　 セ Ａ　　 機械工学　
3800-46-0801 広島工大　　　 工　　　 建築工　　　 　 Ａ　　 建築・土木
3800-46-0871 広島工大　　　 工　　　 建築工　　　 セ Ａ　　 建築・土木
3800-46-1001 広島工大　　　 工　　　 環境土木工　 　 Ａ　　 建築・土木
3800-46-1071 広島工大　　　 工　　　 環境土木工　 セ Ａ　　 建築・土木
3800-47-0000 広島工大　　　 環境　　 　　　　　　 　 　　　 建築・土木
3800-47-0401 広島工大　　　 環境　　 地球環境　　 　 Ａ　　 地球科学　
3800-47-0471 広島工大　　　 環境　　 地球環境　　 セ Ａ　　 地球科学　
3800-47-0501 広島工大　　　 環境　　 建築デザイン 　 Ａ　　 建築・土木
3800-47-0571 広島工大　　　 環境　　 建築デザイン セ Ａ　　 建築・土木
3800-48-0000 広島工大　　　 情報　　 　　　　　　 　 　　　 情報工学　
3800-48-0101 広島工大　　　 情報　　 情報工　　　 　 Ａ　　 情報工学　
3800-48-0171 広島工大　　　 情報　　 情報工　　　 セ Ａ　　 情報工学　
3800-48-0201 広島工大　　　 情報　　 知的情報シス 　 Ａ　　 情報工学　
3800-48-0271 広島工大　　　 情報　　 知的情報シス セ Ａ　　 情報工学　
3800-49-0000 広島工大　　　 生命　　 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3800-49-0101 広島工大　　　 生命　　 生体医工　　 　 Ａ　　 医療技術　
3800-49-0171 広島工大　　　 生命　　 生体医工　　 セ Ａ　　 医療技術　
3800-49-0201 広島工大　　　 生命　　 食品生命科学 　 Ａ　　 食物・栄養
3800-49-0271 広島工大　　　 生命　　 食品生命科学 セ Ａ　　 食物・栄養



3801-02-0000 広島修道大　　 人文　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3801-02-0101 広島修道大　　 人文　　 英語英文　　 　 前期Ａ 英米語　　
3801-02-0102 広島修道大　　 人文　　 英語英文　　 　 前期Ｂ 英米語　　
3801-02-0103 広島修道大　　 人文　　 英語英文　　 　 前期Ｃ 英米語　　
3801-02-0104 広島修道大　　 人文　　 英語英文　　 　 前期Ｄ 英米語　　
3801-02-0105 広島修道大　　 人文　　 英語英文　　 　 前期Ｅ 英米語　　
3801-02-0171 広島修道大　　 人文　　 英語英文　　 セ 前期　 英米語　　
3801-02-0173 広島修道大　　 人文　　 英語英文　　 セ 併用Ａ 英米語　　
3801-02-0174 広島修道大　　 人文　　 英語英文　　 セ 併用Ｂ 英米語　　
3801-02-0175 広島修道大　　 人文　　 英語英文　　 セ 併用Ｃ 英米語　　
3801-02-0176 広島修道大　　 人文　　 英語英文　　 セ 併用Ｄ 英米語　　
3801-02-0177 広島修道大　　 人文　　 英語英文　　 セ 併用Ｅ 英米語　　
3801-02-0501 広島修道大　　 人文　　 教育　　　　 　 前期Ａ 小学校　　
3801-02-0502 広島修道大　　 人文　　 教育　　　　 　 前期Ｂ 小学校　　
3801-02-0503 広島修道大　　 人文　　 教育　　　　 　 前期Ｃ 小学校　　
3801-02-0504 広島修道大　　 人文　　 教育　　　　 　 前期Ｄ 小学校　　
3801-02-0505 広島修道大　　 人文　　 教育　　　　 　 前期Ｅ 小学校　　
3801-02-0571 広島修道大　　 人文　　 教育　　　　 セ 前期　 小学校　　
3801-02-0572 広島修道大　　 人文　　 教育　　　　 セ 併用Ａ 小学校　　
3801-02-0573 広島修道大　　 人文　　 教育　　　　 セ 併用Ｂ 小学校　　
3801-02-0574 広島修道大　　 人文　　 教育　　　　 セ 併用Ｃ 小学校　　
3801-02-0576 広島修道大　　 人文　　 教育　　　　 セ 併用Ｄ 小学校　　
3801-02-0577 広島修道大　　 人文　　 教育　　　　 セ 併用Ｅ 小学校　　
3801-02-0601 広島修道大　　 人文　　 人間関係　　 　 前期Ａ 社会学　　
3801-02-0602 広島修道大　　 人文　　 人間関係　　 　 前期Ｂ 社会学　　
3801-02-0603 広島修道大　　 人文　　 人間関係　　 　 前期Ｃ 社会学　　
3801-02-0604 広島修道大　　 人文　　 人間関係　　 　 前期Ｄ 社会学　　
3801-02-0605 広島修道大　　 人文　　 人間関係　　 　 前期Ｅ 社会学　　
3801-02-0671 広島修道大　　 人文　　 人間関係　　 セ 前期　 社会学　　
3801-02-0673 広島修道大　　 人文　　 人間関係　　 セ 併用Ａ 社会学　　
3801-02-0674 広島修道大　　 人文　　 人間関係　　 セ 併用Ｂ 社会学　　
3801-02-0675 広島修道大　　 人文　　 人間関係　　 セ 併用Ｃ 社会学　　
3801-02-0676 広島修道大　　 人文　　 人間関係　　 セ 併用Ｄ 社会学　　
3801-02-0677 広島修道大　　 人文　　 人間関係　　 セ 併用Ｅ 社会学　　
3801-12-0000 広島修道大　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3801-12-0201 広島修道大　　 法　　　 法律　　　　 　 前期Ａ 法学　　　
3801-12-0202 広島修道大　　 法　　　 法律　　　　 　 前期Ｂ 法学　　　
3801-12-0203 広島修道大　　 法　　　 法律　　　　 　 前期Ｃ 法学　　　
3801-12-0204 広島修道大　　 法　　　 法律　　　　 　 前期Ｄ 法学　　　
3801-12-0205 広島修道大　　 法　　　 法律　　　　 　 前期Ｅ 法学　　　
3801-12-0271 広島修道大　　 法　　　 法律　　　　 セ 前期　 法学　　　
3801-20-0000 広島修道大　　 商　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3801-20-0201 広島修道大　　 商　　　 経営　　　　 　 前期Ａ 経営学・商
3801-20-0202 広島修道大　　 商　　　 経営　　　　 　 前期Ｂ 経営学・商
3801-20-0203 広島修道大　　 商　　　 経営　　　　 　 前期Ｃ 経営学・商
3801-20-0204 広島修道大　　 商　　　 経営　　　　 　 前期Ｄ 経営学・商
3801-20-0205 広島修道大　　 商　　　 経営　　　　 　 前期Ｅ 経営学・商
3801-20-0271 広島修道大　　 商　　　 経営　　　　 セ 前期　 経営学・商
3801-20-0273 広島修道大　　 商　　　 経営　　　　 セ 併用Ａ 経営学・商
3801-20-0274 広島修道大　　 商　　　 経営　　　　 セ 併用Ｂ 経営学・商
3801-20-0275 広島修道大　　 商　　　 経営　　　　 セ 併用Ｃ 経営学・商
3801-20-0276 広島修道大　　 商　　　 経営　　　　 セ 併用Ｄ 経営学・商
3801-20-0277 広島修道大　　 商　　　 経営　　　　 セ 併用Ｅ 経営学・商
3801-20-0301 広島修道大　　 商　　　 商　　　　　 　 前期Ａ 経営学・商
3801-20-0302 広島修道大　　 商　　　 商　　　　　 　 前期Ｂ 経営学・商
3801-20-0303 広島修道大　　 商　　　 商　　　　　 　 前期Ｃ 経営学・商
3801-20-0304 広島修道大　　 商　　　 商　　　　　 　 前期Ｄ 経営学・商
3801-20-0305 広島修道大　　 商　　　 商　　　　　 　 前期Ｅ 経営学・商
3801-20-0371 広島修道大　　 商　　　 商　　　　　 セ 前期　 経営学・商



3801-20-0373 広島修道大　　 商　　　 商　　　　　 セ 併用Ａ 経営学・商
3801-20-0374 広島修道大　　 商　　　 商　　　　　 セ 併用Ｂ 経営学・商
3801-20-0375 広島修道大　　 商　　　 商　　　　　 セ 併用Ｃ 経営学・商
3801-20-0376 広島修道大　　 商　　　 商　　　　　 セ 併用Ｄ 経営学・商
3801-20-0377 広島修道大　　 商　　　 商　　　　　 セ 併用Ｅ 経営学・商
3801-21-0000 広島修道大　　 経済科学 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3801-21-0101 広島修道大　　 経済科学 現代経済　　 　 前期Ａ 経済学　　
3801-21-0102 広島修道大　　 経済科学 現代経済　　 　 前期Ｂ 経済学　　
3801-21-0103 広島修道大　　 経済科学 現代経済　　 　 前期Ｃ 経済学　　
3801-21-0104 広島修道大　　 経済科学 現代経済　　 　 前期Ｄ 経済学　　
3801-21-0105 広島修道大　　 経済科学 現代経済　　 　 前期Ｅ 経済学　　
3801-21-0171 広島修道大　　 経済科学 現代経済　　 セ 前期　 経済学　　
3801-21-0173 広島修道大　　 経済科学 現代経済　　 セ 併用Ａ 経済学　　
3801-21-0174 広島修道大　　 経済科学 現代経済　　 セ 併用Ｂ 経済学　　
3801-21-0175 広島修道大　　 経済科学 現代経済　　 セ 併用Ｃ 経済学　　
3801-21-0176 広島修道大　　 経済科学 現代経済　　 セ 併用Ｄ 経済学　　
3801-21-0177 広島修道大　　 経済科学 現代経済　　 セ 併用Ｅ 経済学　　
3801-21-0200 広島修道大　　 経済科学 経済情報　　 　 Ｅ・Ｓ 経営情報学
3801-21-0201 広島修道大　　 経済科学 経済情報　　 　 前期Ｄ 経営情報学
3801-21-0202 広島修道大　　 経済科学 経済情報　　 　 Ｅ・Ｋ 経営情報学
3801-21-0203 広島修道大　　 経済科学 経済情報　　 　 Ｂ・Ｋ 経営情報学
3801-21-0204 広島修道大　　 経済科学 経済情報　　 　 Ｂ・Ｓ 経営情報学
3801-21-0205 広島修道大　　 経済科学 経済情報　　 　 Ｃ・Ｋ 経営情報学
3801-21-0206 広島修道大　　 経済科学 経済情報　　 　 Ｃ・Ｓ 経営情報学
3801-21-0208 広島修道大　　 経済科学 経済情報　　 　 前期Ａ 経営情報学
3801-21-0271 広島修道大　　 経済科学 経済情報　　 セ 前期　 経営情報学
3801-21-0273 広島修道大　　 経済科学 経済情報　　 セ 併用Ａ 経営情報学
3801-21-0274 広島修道大　　 経済科学 経済情報　　 セ 併用Ｂ 経営情報学
3801-21-0275 広島修道大　　 経済科学 経済情報　　 セ 併用Ｃ 経営情報学
3801-21-0276 広島修道大　　 経済科学 経済情報　　 セ 併用Ｄ 経営情報学
3801-21-0277 広島修道大　　 経済科学 経済情報　　 セ 併用Ｅ 経営情報学
3801-27-0000 広島修道大　　 国際コミ 　　　　　　 　 　　　 政治学　　
3801-27-0102 広島修道大　　 国際コミ 国際政治　　 　 前期Ａ 国際関係学
3801-27-0103 広島修道大　　 国際コミ 国際政治　　 　 前期Ｂ 国際関係学
3801-27-0104 広島修道大　　 国際コミ 国際政治　　 　 前期Ｃ 国際関係学
3801-27-0105 広島修道大　　 国際コミ 国際政治　　 　 前期Ｄ 国際関係学
3801-27-0106 広島修道大　　 国際コミ 国際政治　　 　 前期Ｅ 国際関係学
3801-27-0171 広島修道大　　 国際コミ 国際政治　　 セ 前期　 国際関係学
3801-27-0172 広島修道大　　 国際コミ 国際政治　　 セ 併用Ａ 国際関係学
3801-27-0173 広島修道大　　 国際コミ 国際政治　　 セ 併用Ｂ 国際関係学
3801-27-0174 広島修道大　　 国際コミ 国際政治　　 セ 併用Ｃ 国際関係学
3801-27-0175 広島修道大　　 国際コミ 国際政治　　 セ 併用Ｄ 国際関係学
3801-27-0176 広島修道大　　 国際コミ 国際政治　　 セ 併用Ｅ 国際関係学
3801-27-0202 広島修道大　　 国際コミ 地域行政　　 　 前期Ａ 総合科学　
3801-27-0203 広島修道大　　 国際コミ 地域行政　　 　 前期Ｂ 総合科学　
3801-27-0204 広島修道大　　 国際コミ 地域行政　　 　 前期Ｃ 総合科学　
3801-27-0205 広島修道大　　 国際コミ 地域行政　　 　 前期Ｄ 総合科学　
3801-27-0206 広島修道大　　 国際コミ 地域行政　　 　 前期Ｅ 総合科学　
3801-27-0271 広島修道大　　 国際コミ 地域行政　　 セ 前期　 総合科学　
3801-27-0272 広島修道大　　 国際コミ 地域行政　　 セ 併用Ａ 総合科学　
3801-27-0273 広島修道大　　 国際コミ 地域行政　　 セ 併用Ｂ 総合科学　
3801-27-0274 広島修道大　　 国際コミ 地域行政　　 セ 併用Ｃ 総合科学　
3801-27-0275 広島修道大　　 国際コミ 地域行政　　 セ 併用Ｄ 総合科学　
3801-27-0276 広島修道大　　 国際コミ 地域行政　　 セ 併用Ｅ 総合科学　
3801-37-0000 広島修道大　　 人間環境 　　　　　　 　 　　　 総合科学　
3801-37-0101 広島修道大　　 人間環境 人間環境　　 　 前期Ａ 総合科学　
3801-37-0102 広島修道大　　 人間環境 人間環境　　 　 前期Ｂ 総合科学　
3801-37-0103 広島修道大　　 人間環境 人間環境　　 　 前期Ｃ 総合科学　
3801-37-0104 広島修道大　　 人間環境 人間環境　　 　 前期Ｄ 総合科学　



3801-37-0105 広島修道大　　 人間環境 人間環境　　 　 前期Ｅ 総合科学　
3801-37-0171 広島修道大　　 人間環境 人間環境　　 セ 前期　 総合科学　
3801-37-0173 広島修道大　　 人間環境 人間環境　　 セ 併用Ａ 総合科学　
3801-37-0174 広島修道大　　 人間環境 人間環境　　 セ 併用Ｂ 総合科学　
3801-37-0175 広島修道大　　 人間環境 人間環境　　 セ 併用Ｃ 総合科学　
3801-37-0176 広島修道大　　 人間環境 人間環境　　 セ 併用Ｄ 総合科学　
3801-37-0177 広島修道大　　 人間環境 人間環境　　 セ 併用Ｅ 総合科学　
3801-64-0000 広島修道大　　 健康科学 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3801-64-0102 広島修道大　　 健康科学 心理　　　　 　 前期Ａ 心理学　　
3801-64-0103 広島修道大　　 健康科学 心理　　　　 　 前期Ｂ 心理学　　
3801-64-0104 広島修道大　　 健康科学 心理　　　　 　 前期Ｃ 心理学　　
3801-64-0105 広島修道大　　 健康科学 心理　　　　 　 前期Ｄ 心理学　　
3801-64-0106 広島修道大　　 健康科学 心理　　　　 　 前期Ｅ 心理学　　
3801-64-0171 広島修道大　　 健康科学 心理　　　　 セ 前期　 心理学　　
3801-64-0173 広島修道大　　 健康科学 心理　　　　 セ 併用Ａ 心理学　　
3801-64-0174 広島修道大　　 健康科学 心理　　　　 セ 併用Ｂ 心理学　　
3801-64-0175 広島修道大　　 健康科学 心理　　　　 セ 併用Ｃ 心理学　　
3801-64-0176 広島修道大　　 健康科学 心理　　　　 セ 併用Ｄ 心理学　　
3801-64-0177 広島修道大　　 健康科学 心理　　　　 セ 併用Ｅ 心理学　　
3801-64-0202 広島修道大　　 健康科学 健康栄養　　 　 前期Ａ 食物・栄養
3801-64-0203 広島修道大　　 健康科学 健康栄養　　 　 前期Ｂ 食物・栄養
3801-64-0204 広島修道大　　 健康科学 健康栄養　　 　 前期Ｃ 食物・栄養
3801-64-0205 広島修道大　　 健康科学 健康栄養　　 　 前期Ｄ 食物・栄養
3801-64-0206 広島修道大　　 健康科学 健康栄養　　 　 前期Ｅ 食物・栄養
3801-64-0271 広島修道大　　 健康科学 健康栄養　　 セ 前期　 食物・栄養
3801-64-0273 広島修道大　　 健康科学 健康栄養　　 セ 併用Ａ 食物・栄養
3801-64-0274 広島修道大　　 健康科学 健康栄養　　 セ 併用Ｂ 食物・栄養
3801-64-0275 広島修道大　　 健康科学 健康栄養　　 セ 併用Ｃ 食物・栄養
3801-64-0276 広島修道大　　 健康科学 健康栄養　　 セ 併用Ｄ 食物・栄養
3801-64-0277 広島修道大　　 健康科学 健康栄養　　 セ 併用Ｅ 食物・栄養
3802-02-0000 広島女学院大　 人文　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3802-02-0201 広島女学院大　 人文　　 日本文化　　 　 前ＡＢ 文化学　　
3802-02-0202 広島女学院大　 人文　　 日本文化　　 　 前期Ｃ 文化学　　
3802-02-0271 広島女学院大　 人文　　 日本文化　　 セ Ａ　　 文化学　　
3802-02-0301 広島女学院大　 人文　　 国際／英語文 　 前ＡＢ 英米語　　
3802-02-0302 広島女学院大　 人文　　 国際／英語文 　 前期Ｃ 英米語　　
3802-02-0371 広島女学院大　 人文　　 国際／英語文 セ Ａ　　 英米語　　
3802-02-0401 広島女学院大　 人文　　 国際／ＧＳＥ 　 前ＡＢ 英米語　　
3802-02-0402 広島女学院大　 人文　　 国際／ＧＳＥ 　 前期Ｃ 英米語　　
3802-02-0471 広島女学院大　 人文　　 国際／ＧＳＥ セ Ａ　　 英米語　　
3802-80-0000 広島女学院大　 人間生活 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3802-80-0103 広島女学院大　 人間生活 生活デザイン 　 前ＡＢ 生活科学　
3802-80-0104 広島女学院大　 人間生活 生活デザイン 　 前期Ｃ 生活科学　
3802-80-0171 広島女学院大　 人間生活 生活デザイン セ Ａ　　 生活科学　
3802-80-0203 広島女学院大　 人間生活 管理栄養　　 　 前ＡＢ 食物・栄養
3802-80-0204 広島女学院大　 人間生活 管理栄養　　 　 前期Ｃ 食物・栄養
3802-80-0271 広島女学院大　 人間生活 管理栄養　　 セ Ａ３　 食物・栄養
3802-80-0274 広島女学院大　 人間生活 管理栄養　　 セ Ａ１　 食物・栄養
3802-80-0401 広島女学院大　 人間生活 児童教育　　 　 前ＡＢ 幼稚園　　
3802-80-0402 広島女学院大　 人間生活 児童教育　　 　 前期Ｃ 幼稚園　　
3802-80-0471 広島女学院大　 人間生活 児童教育　　 セ Ａ　　 幼稚園　　
3803-39-0000 広島国際学院大 情報文化 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3803-39-0101 広島国際学院大 情報文化 情報デザイン 　 前期Ａ 総合情報学
3803-39-0102 広島国際学院大 情報文化 情報デザイン 　 前期Ｂ 総合情報学
3803-39-0171 広島国際学院大 情報文化 情報デザイン セ 前期　 総合情報学
3803-39-0201 広島国際学院大 情報文化 現代社会　　 　 前期Ａ 経営学・商
3803-39-0202 広島国際学院大 情報文化 現代社会　　 　 前期Ｂ 経営学・商
3803-39-0271 広島国際学院大 情報文化 現代社会　　 セ 前期　 経営学・商
3803-46-0000 広島国際学院大 工　　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　



3803-46-1201 広島国際学院大 工　　　 生産工　　　 　 前期Ａ 機械工学　
3803-46-1202 広島国際学院大 工　　　 生産工　　　 　 前期Ｂ 機械工学　
3803-46-1271 広島国際学院大 工　　　 生産工　　　 セ 前期　 機械工学　
3804-30-0000 広島文教大　　 教育　　 　　　　　　 　 　　　 ０免課程　
3804-30-0102 広島文教大　　 教育　　 教育／初等教 　 前期Ｓ 小学校　　
3804-30-0105 広島文教大　　 教育　　 教育／初等教 　 前Ａ２ 小学校　　
3804-30-0106 広島文教大　　 教育　　 教育／初等教 　 前Ａ３ 小学校　　
3804-30-0107 広島文教大　　 教育　　 教育／初等教 　 前Ｂ２ 小学校　　
3804-30-0108 広島文教大　　 教育　　 教育／初等教 　 前Ｂ３ 小学校　　
3804-30-0171 広島文教大　　 教育　　 教育／初等教 セ 前期　 小学校　　
3804-30-0202 広島文教大　　 教育　　 教育／中等教 　 前期Ｓ 中高－国語
3804-30-0205 広島文教大　　 教育　　 教育／中等教 　 前Ａ２ 中高－国語
3804-30-0206 広島文教大　　 教育　　 教育／中等教 　 前Ａ３ 中高－国語
3804-30-0207 広島文教大　　 教育　　 教育／中等教 　 前Ｂ２ 中高－国語
3804-30-0208 広島文教大　　 教育　　 教育／中等教 　 前Ｂ３ 中高－国語
3804-30-0271 広島文教大　　 教育　　 教育／中等教 セ 前期　 中高－国語
3804-37-0000 広島文教大　　 人間科学 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3804-37-0102 広島文教大　　 人間科学 グローバルコ 　 前期Ｓ 英米語　　
3804-37-0103 広島文教大　　 人間科学 グローバルコ 　 前Ａ２ 英米語　　
3804-37-0104 広島文教大　　 人間科学 グローバルコ 　 前Ａ３ 英米語　　
3804-37-0105 広島文教大　　 人間科学 グローバルコ 　 前Ｂ２ 英米語　　
3804-37-0106 広島文教大　　 人間科学 グローバルコ 　 前Ｂ３ 英米語　　
3804-37-0171 広島文教大　　 人間科学 グローバルコ セ 前期　 英米語　　
3804-37-0402 広島文教大　　 人間科学 人間福祉　　 　 前期Ｓ 社会福祉学
3804-37-0403 広島文教大　　 人間科学 人間福祉　　 　 前Ａ２ 社会福祉学
3804-37-0404 広島文教大　　 人間科学 人間福祉　　 　 前Ａ３ 社会福祉学
3804-37-0405 広島文教大　　 人間科学 人間福祉　　 　 前Ｂ２ 社会福祉学
3804-37-0406 広島文教大　　 人間科学 人間福祉　　 　 前Ｂ３ 社会福祉学
3804-37-0471 広島文教大　　 人間科学 人間福祉　　 セ 前期　 社会福祉学
3804-37-0502 広島文教大　　 人間科学 心理　　　　 　 前期Ｓ 心理学　　
3804-37-0503 広島文教大　　 人間科学 心理　　　　 　 前Ａ２ 心理学　　
3804-37-0504 広島文教大　　 人間科学 心理　　　　 　 前Ａ３ 心理学　　
3804-37-0505 広島文教大　　 人間科学 心理　　　　 　 前Ｂ２ 心理学　　
3804-37-0506 広島文教大　　 人間科学 心理　　　　 　 前Ｂ３ 心理学　　
3804-37-0571 広島文教大　　 人間科学 心理　　　　 セ 前期　 心理学　　
3804-37-0601 広島文教大　　 人間科学 人間栄養　　 　 前Ａ２ 食物・栄養
3804-37-0602 広島文教大　　 人間科学 人間栄養　　 　 前Ａ３ 食物・栄養
3804-37-0603 広島文教大　　 人間科学 人間栄養　　 　 前Ｂ２ 食物・栄養
3804-37-0604 広島文教大　　 人間科学 人間栄養　　 　 前Ｂ３ 食物・栄養
3804-37-0609 広島文教大　　 人間科学 人間栄養　　 　 前期Ｓ 食物・栄養
3804-37-0671 広島文教大　　 人間科学 人間栄養　　 セ 前期　 食物・栄養
3805-18-0000 福山大　　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3805-18-0100 福山大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 前期Ａ 経済学　　
3805-18-0171 福山大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期　 経済学　　
3805-18-0200 福山大　　　　 経済　　 国際経済　　 　 前期Ａ 経済学　　
3805-18-0271 福山大　　　　 経済　　 国際経済　　 セ 前期　 経済学　　
3805-18-0301 福山大　　　　 経済　　 税務会計　　 　 前期Ａ 経営学・商
3805-18-0371 福山大　　　　 経済　　 税務会計　　 セ 前期　 経営学・商
3805-37-0000 福山大　　　　 人間文化 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3805-37-0100 福山大　　　　 人間文化 人間文化　　 　 前期Ａ 文化学　　
3805-37-0171 福山大　　　　 人間文化 人間文化　　 セ 前期　 文化学　　
3805-37-0301 福山大　　　　 人間文化 心理　　　　 　 前期Ａ 心理学　　
3805-37-0371 福山大　　　　 人間文化 心理　　　　 セ 前期　 心理学　　
3805-37-0401 福山大　　　　 人間文化 メディア・映 　 前期Ａ 総合情報学
3805-37-0471 福山大　　　　 人間文化 メディア・映 セ 前期　 総合情報学
3805-46-0000 福山大　　　　 工　　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
3805-46-0100 福山大　　　　 工　　　 機械シス工　 　 前期Ａ 機械工学　
3805-46-0171 福山大　　　　 工　　　 機械シス工　 セ 前期　 機械工学　
3805-46-0400 福山大　　　　 工　　　 情報工　　　 　 前期Ａ 情報工学　



3805-46-0471 福山大　　　　 工　　　 情報工　　　 セ 前期　 情報工学　
3805-46-0600 福山大　　　　 工　　　 スマートシス 　 前期Ａ 電気・電子
3805-46-0671 福山大　　　　 工　　　 スマートシス セ 前期　 電気・電子
3805-46-0901 福山大　　　　 工　　　 建築　　　　 　 前期Ａ 建築・土木
3805-46-0971 福山大　　　　 工　　　 建築　　　　 セ 前期　 建築・土木
3805-47-0000 福山大　　　　 生命工　 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3805-47-0100 福山大　　　　 生命工　 生物工　　　 　 前期Ａ 生物工学　
3805-47-0171 福山大　　　　 生命工　 生物工　　　 セ 前期　 生物工学　
3805-47-0300 福山大　　　　 生命工　 海洋生物科学 　 前期Ａ 水産学　　
3805-47-0371 福山大　　　　 生命工　 海洋生物科学 セ 前期　 水産学　　
3805-47-0401 福山大　　　　 生命工　 生命栄養科学 　 前期Ａ 食物・栄養
3805-47-0471 福山大　　　　 生命工　 生命栄養科学 セ 前期　 食物・栄養
3805-61-0000 福山大　　　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3805-61-0201 福山大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 　 前期Ａ 薬　　　　
3805-61-0271 福山大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 セ 前期　 薬　　　　
3806-19-0000 福山平成大　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3806-19-0100 福山平成大　　 経営　　 経営　　　　 　 前期Ａ 経営学・商
3806-19-0171 福山平成大　　 経営　　 経営　　　　 セ 前期　 経営学・商
3806-64-0000 福山平成大　　 福祉健康 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3806-64-0201 福山平成大　　 福祉健康 健康スポーツ 　 前期Ａ 体育・健康
3806-64-0271 福山平成大　　 福祉健康 健康スポーツ セ 前期　 体育・健康
3806-64-0501 福山平成大　　 福祉健康 こども　　　 　 前期Ａ 幼稚園　　
3806-64-0571 福山平成大　　 福祉健康 こども　　　 セ 前期　 幼稚園　　
3806-64-0601 福山平成大　　 福祉健康 福祉／社会福 　 前期Ａ 社会福祉学
3806-64-0671 福山平成大　　 福祉健康 福祉／社会福 セ 前期　 社会福祉学
3806-64-0701 福山平成大　　 福祉健康 福祉／介護福 　 前期Ａ 社会福祉学
3806-64-0771 福山平成大　　 福祉健康 福祉／介護福 セ 前期　 社会福祉学
3806-65-0000 福山平成大　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3806-65-0101 福山平成大　　 看護　　 看護　　　　 　 前期Ａ 看護　　　
3806-65-0171 福山平成大　　 看護　　 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3807-01-0000 安田女子大　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3807-01-0101 安田女子大　　 文　　　 英語英米文　 　 前期Ａ 英米語　　
3807-01-0102 安田女子大　　 文　　　 英語英米文　 　 前期Ｂ 英米語　　
3807-01-0103 安田女子大　　 文　　　 英語英米文　 　 前期Ｃ 英米語　　
3807-01-0171 安田女子大　　 文　　　 英語英米文　 セ 前期　 英米語　　
3807-01-0301 安田女子大　　 文　　　 日本文　　　 　 前期Ａ 日本文学　
3807-01-0302 安田女子大　　 文　　　 日本文　　　 　 前期Ｂ 日本文学　
3807-01-0303 安田女子大　　 文　　　 日本文　　　 　 前期Ｃ 日本文学　
3807-01-0371 安田女子大　　 文　　　 日本文　　　 セ 前期　 日本文学　
3807-01-0801 安田女子大　　 文　　　 書道　　　　 　 前期Ａ 書道　　　
3807-01-0802 安田女子大　　 文　　　 書道　　　　 　 前期Ｂ 書道　　　
3807-01-0803 安田女子大　　 文　　　 書道　　　　 　 前期Ｃ 書道　　　
3807-01-0871 安田女子大　　 文　　　 書道　　　　 セ 前期　 書道　　　
3807-03-0000 安田女子大　　 心理　　 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3807-03-0101 安田女子大　　 心理　　 現代心理　　 　 前期Ａ 心理学　　
3807-03-0102 安田女子大　　 心理　　 現代心理　　 　 前期Ｂ 心理学　　
3807-03-0103 安田女子大　　 心理　　 現代心理　　 　 前期Ｃ 心理学　　
3807-03-0171 安田女子大　　 心理　　 現代心理　　 セ 前期　 心理学　　
3807-03-0201 安田女子大　　 心理　　 ビジネス心理 　 前期Ａ 心理学　　
3807-03-0202 安田女子大　　 心理　　 ビジネス心理 　 前期Ｂ 心理学　　
3807-03-0203 安田女子大　　 心理　　 ビジネス心理 　 前期Ｃ 心理学　　
3807-03-0271 安田女子大　　 心理　　 ビジネス心理 セ 前期　 心理学　　
3807-21-0000 安田女子大　　 現代ビジ 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3807-21-0100 安田女子大　　 現代ビジ 現代ビジネス 　 前期Ａ 経営学・商
3807-21-0101 安田女子大　　 現代ビジ 現代ビジネス 　 前期Ｂ 経営学・商
3807-21-0102 安田女子大　　 現代ビジ 現代ビジネス 　 前期Ｃ 経営学・商
3807-21-0171 安田女子大　　 現代ビジ 現代ビジネス セ 前期　 経営学・商
3807-21-0201 安田女子大　　 現代ビジ 国際観光ビジ 　 前期Ａ 国際関係学
3807-21-0202 安田女子大　　 現代ビジ 国際観光ビジ 　 前期Ｂ 国際関係学



3807-21-0203 安田女子大　　 現代ビジ 国際観光ビジ 　 前期Ｃ 国際関係学
3807-21-0271 安田女子大　　 現代ビジ 国際観光ビジ セ 前期　 国際関係学
3807-30-0000 安田女子大　　 教育　　 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3807-30-0101 安田女子大　　 教育　　 児童教育　　 　 前期Ａ 小学校　　
3807-30-0102 安田女子大　　 教育　　 児童教育　　 　 前期Ｂ 小学校　　
3807-30-0103 安田女子大　　 教育　　 児童教育　　 　 前期Ｃ 小学校　　
3807-30-0171 安田女子大　　 教育　　 児童教育　　 セ 前期　 小学校　　
3807-61-0000 安田女子大　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3807-61-0101 安田女子大　　 薬　　　 薬　　　　　 　 前期Ａ 薬　　　　
3807-61-0102 安田女子大　　 薬　　　 薬　　　　　 　 前期Ｂ 薬　　　　
3807-61-0103 安田女子大　　 薬　　　 薬　　　　　 　 前期Ｃ 薬　　　　
3807-61-0171 安田女子大　　 薬　　　 薬　　　　　 セ 前期　 薬　　　　
3807-64-0000 安田女子大　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3807-64-0101 安田女子大　　 看護　　 看護　　　　 　 前期Ａ 看護　　　
3807-64-0102 安田女子大　　 看護　　 看護　　　　 　 前期Ｂ 看護　　　
3807-64-0103 安田女子大　　 看護　　 看護　　　　 　 前期Ｃ 看護　　　
3807-64-0171 安田女子大　　 看護　　 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3807-79-0000 安田女子大　　 家政　　 　　　　　　 　 　　　 生活科学　
3807-79-0101 安田女子大　　 家政　　 生活デザイン 　 前期Ａ 生活科学　
3807-79-0102 安田女子大　　 家政　　 生活デザイン 　 前期Ｂ 生活科学　
3807-79-0103 安田女子大　　 家政　　 生活デザイン 　 前期Ｃ 生活科学　
3807-79-0171 安田女子大　　 家政　　 生活デザイン セ 前期　 生活科学　
3807-79-0201 安田女子大　　 家政　　 管理栄養　　 　 前期Ａ 食物・栄養
3807-79-0202 安田女子大　　 家政　　 管理栄養　　 　 前期Ｂ 食物・栄養
3807-79-0203 安田女子大　　 家政　　 管理栄養　　 　 前期Ｃ 食物・栄養
3807-79-0271 安田女子大　　 家政　　 管理栄養　　 セ 前期　 食物・栄養
3807-79-0302 安田女子大　　 家政　　 造形デザイン 　 前期Ａ 生活科学　
3807-79-0303 安田女子大　　 家政　　 造形デザイン 　 前期Ｂ 生活科学　
3807-79-0304 安田女子大　　 家政　　 造形デザイン 　 前期Ｃ 生活科学　
3807-79-0372 安田女子大　　 家政　　 造形デザイン セ 前期　 生活科学　
3808-04-0000 広島国際大　　 心理　　 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3808-04-0101 広島国際大　　 心理　　 心理　　　　 　 前期Ａ 心理学　　
3808-04-0102 広島国際大　　 心理　　 心理　　　　 　 前期Ｂ 心理学　　
3808-04-0103 広島国際大　　 心理　　 心理　　　　 　 長期型 心理学　　
3808-04-0104 広島国際大　　 心理　　 心理　　　　 　 前期Ｃ 心理学　　
3808-04-0171 広島国際大　　 心理　　 心理　　　　 セ 前期　 心理学　　
3808-04-0174 広島国際大　　 心理　　 心理　　　　 セ 前プラ 心理学　　
3808-21-0000 広島国際大　　 医療経営 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3808-21-0101 広島国際大　　 医療経営 医療経営　　 　 前期Ａ 経営学・商
3808-21-0102 広島国際大　　 医療経営 医療経営　　 　 前期Ｂ 経営学・商
3808-21-0103 広島国際大　　 医療経営 医療経営　　 　 長期型 経営学・商
3808-21-0104 広島国際大　　 医療経営 医療経営　　 　 前期Ｃ 経営学・商
3808-21-0171 広島国際大　　 医療経営 医療経営　　 セ 前期　 経営学・商
3808-21-0174 広島国際大　　 医療経営 医療経営　　 セ 前プラ 経営学・商
3808-61-0000 広島国際大　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3808-61-0101 広島国際大　　 薬　　　 薬　　　　　 　 長期型 薬　　　　
3808-61-0102 広島国際大　　 薬　　　 薬　　　　　 　 前期Ｃ 薬　　　　
3808-61-0106 広島国際大　　 薬　　　 薬　　　　　 　 前期Ａ 薬　　　　
3808-61-0107 広島国際大　　 薬　　　 薬　　　　　 　 前期Ｂ 薬　　　　
3808-61-0171 広島国際大　　 薬　　　 薬　　　　　 セ 前期　 薬　　　　
3808-61-0174 広島国際大　　 薬　　　 薬　　　　　 セ 前プラ 薬　　　　
3808-64-0000 広島国際大　　 保健医療 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
3808-64-0201 広島国際大　　 保健医療 診療放射線　 　 長期型 放射線技術
3808-64-0202 広島国際大　　 保健医療 診療放射線　 　 前期Ｃ 放射線技術
3808-64-0206 広島国際大　　 保健医療 診療放射線　 　 前期Ａ 放射線技術
3808-64-0207 広島国際大　　 保健医療 診療放射線　 　 前期Ｂ 放射線技術
3808-64-0271 広島国際大　　 保健医療 診療放射線　 セ 前期　 放射線技術
3808-64-0274 広島国際大　　 保健医療 診療放射線　 セ 前プラ 放射線技術
3808-64-0901 広島国際大　　 保健医療 医療／臨床工 　 前期Ａ 医療技術　



3808-64-0902 広島国際大　　 保健医療 医療／臨床工 　 前期Ｂ 医療技術　
3808-64-0903 広島国際大　　 保健医療 医療／臨床工 　 長期型 医療技術　
3808-64-0904 広島国際大　　 保健医療 医療／臨床工 　 前期Ｃ 医療技術　
3808-64-0971 広島国際大　　 保健医療 医療／臨床工 セ 前期　 医療技術　
3808-64-0974 広島国際大　　 保健医療 医療／臨床工 セ 前プラ 医療技術　
3808-64-1001 広島国際大　　 保健医療 医療／臨床検 　 前期Ａ 検査技術　
3808-64-1002 広島国際大　　 保健医療 医療／臨床検 　 前期Ｂ 検査技術　
3808-64-1003 広島国際大　　 保健医療 医療／臨床検 　 長期型 検査技術　
3808-64-1004 広島国際大　　 保健医療 医療／臨床検 　 前期Ｃ 検査技術　
3808-64-1071 広島国際大　　 保健医療 医療／臨床検 セ 前期　 検査技術　
3808-64-1074 広島国際大　　 保健医療 医療／臨床検 セ 前プラ 検査技術　
3808-64-1101 広島国際大　　 保健医療 医療／救急救 　 前期Ａ 医療技術　
3808-64-1102 広島国際大　　 保健医療 医療／救急救 　 前期Ｂ 医療技術　
3808-64-1103 広島国際大　　 保健医療 医療／救急救 　 長期型 医療技術　
3808-64-1104 広島国際大　　 保健医療 医療／救急救 　 前期Ｃ 医療技術　
3808-64-1171 広島国際大　　 保健医療 医療／救急救 セ 前期　 医療技術　
3808-64-1174 広島国際大　　 保健医療 医療／救急救 セ 前プラ 医療技術　
3808-65-0000 広島国際大　　 医療福祉 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3808-65-0101 広島国際大　　 医療福祉 医療福祉　　 　 長期型 社会福祉学
3808-65-0102 広島国際大　　 医療福祉 医療福祉　　 　 前期Ｃ 社会福祉学
3808-65-0106 広島国際大　　 医療福祉 医療福祉　　 　 前期Ａ 社会福祉学
3808-65-0107 広島国際大　　 医療福祉 医療福祉　　 　 前期Ｂ 社会福祉学
3808-65-0171 広島国際大　　 医療福祉 医療福祉　　 セ 前期　 社会福祉学
3808-65-0174 広島国際大　　 医療福祉 医療福祉　　 セ 前プラ 社会福祉学
3808-66-0000 広島国際大　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3808-66-0101 広島国際大　　 看護　　 看護　　　　 　 長期型 看護　　　
3808-66-0102 広島国際大　　 看護　　 看護　　　　 　 前期Ｃ 看護　　　
3808-66-0106 広島国際大　　 看護　　 看護　　　　 　 前期Ａ 看護　　　
3808-66-0107 広島国際大　　 看護　　 看護　　　　 　 前期Ｂ 看護　　　
3808-66-0171 広島国際大　　 看護　　 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3808-66-0174 広島国際大　　 看護　　 看護　　　　 セ 前プラ 看護　　　
3808-67-0000 広島国際大　　 総合リハ 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
3808-67-0101 広島国際大　　 総合リハ リハ／理学療 　 前期Ａ 理学療法　
3808-67-0102 広島国際大　　 総合リハ リハ／理学療 　 前期Ｂ 理学療法　
3808-67-0103 広島国際大　　 総合リハ リハ／理学療 　 長期型 理学療法　
3808-67-0104 広島国際大　　 総合リハ リハ／理学療 　 前期Ｃ 理学療法　
3808-67-0171 広島国際大　　 総合リハ リハ／理学療 セ 前期　 理学療法　
3808-67-0174 広島国際大　　 総合リハ リハ／理学療 セ 前プラ 理学療法　
3808-67-0201 広島国際大　　 総合リハ リハ／作業療 　 前期Ａ 作業療法　
3808-67-0202 広島国際大　　 総合リハ リハ／作業療 　 前期Ｂ 作業療法　
3808-67-0203 広島国際大　　 総合リハ リハ／作業療 　 長期型 作業療法　
3808-67-0204 広島国際大　　 総合リハ リハ／作業療 　 前期Ｃ 作業療法　
3808-67-0271 広島国際大　　 総合リハ リハ／作業療 セ 前期　 作業療法　
3808-67-0274 広島国際大　　 総合リハ リハ／作業療 セ 前プラ 作業療法　
3808-67-0301 広島国際大　　 総合リハ リハ／言語聴 　 前期Ａ 医療技術　
3808-67-0302 広島国際大　　 総合リハ リハ／言語聴 　 前期Ｂ 医療技術　
3808-67-0303 広島国際大　　 総合リハ リハ／言語聴 　 長期型 医療技術　
3808-67-0304 広島国際大　　 総合リハ リハ／言語聴 　 前期Ｃ 医療技術　
3808-67-0371 広島国際大　　 総合リハ リハ／言語聴 セ 前期　 医療技術　
3808-67-0374 広島国際大　　 総合リハ リハ／言語聴 セ 前プラ 医療技術　
3808-67-0601 広島国際大　　 総合リハ リハビリ支援 　 前期Ａ 医療技術　
3808-67-0602 広島国際大　　 総合リハ リハビリ支援 　 前期Ｂ 医療技術　
3808-67-0603 広島国際大　　 総合リハ リハビリ支援 　 長期型 医療技術　
3808-67-0604 広島国際大　　 総合リハ リハビリ支援 　 前期Ｃ 医療技術　
3808-67-0671 広島国際大　　 総合リハ リハビリ支援 セ 前期　 医療技術　
3808-67-0674 広島国際大　　 総合リハ リハビリ支援 セ 前プラ 医療技術　
3808-79-0000 広島国際大　　 医療栄養 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3808-79-0101 広島国際大　　 医療栄養 医療栄養　　 　 前期Ａ 食物・栄養
3808-79-0102 広島国際大　　 医療栄養 医療栄養　　 　 前期Ｂ 食物・栄養



3808-79-0103 広島国際大　　 医療栄養 医療栄養　　 　 長期型 食物・栄養
3808-79-0104 広島国際大　　 医療栄養 医療栄養　　 　 前期Ｃ 食物・栄養
3808-79-0171 広島国際大　　 医療栄養 医療栄養　　 セ 前期　 食物・栄養
3808-79-0174 広島国際大　　 医療栄養 医療栄養　　 セ 前プラ 食物・栄養
3810-64-0000 日赤広島看護大 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3810-64-0100 日赤広島看護大 看護　　 看護　　　　 　 　　　 看護　　　
3810-64-0171 日赤広島看護大 看護　　 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3811-31-0000 広島都市学園大 子ども教 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3811-31-0101 広島都市学園大 子ども教 子ども教育　 　 前期Ａ 小学校　　
3811-31-0102 広島都市学園大 子ども教 子ども教育　 　 前期Ｂ 小学校　　
3811-31-0103 広島都市学園大 子ども教 子ども教育　 　 前期Ｃ 小学校　　
3811-31-0104 広島都市学園大 子ども教 子ども教育　 　 前期Ｄ 小学校　　
3811-31-0171 広島都市学園大 子ども教 子ども教育　 セ 前期　 小学校　　
3811-64-0000 広島都市学園大 健康科学 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3811-64-0101 広島都市学園大 健康科学 看護　　　　 　 前期Ａ 看護　　　
3811-64-0102 広島都市学園大 健康科学 看護　　　　 　 前期Ｂ 看護　　　
3811-64-0103 広島都市学園大 健康科学 看護　　　　 　 前期Ｃ 看護　　　
3811-64-0171 広島都市学園大 健康科学 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3811-64-0201 広島都市学園大 健康科学 リハ／理学療 　 前期Ａ 理学療法　
3811-64-0202 広島都市学園大 健康科学 リハ／理学療 　 前期Ｂ 理学療法　
3811-64-0203 広島都市学園大 健康科学 リハ／理学療 　 前期Ｃ 理学療法　
3811-64-0271 広島都市学園大 健康科学 リハ／理学療 セ 前期　 理学療法　
3811-64-0301 広島都市学園大 健康科学 リハ／作業療 　 前期Ａ 作業療法　
3811-64-0302 広島都市学園大 健康科学 リハ／作業療 　 前期Ｂ 作業療法　
3811-64-0303 広島都市学園大 健康科学 リハ／作業療 　 前期Ｃ 作業療法　
3811-64-0371 広島都市学園大 健康科学 リハ／作業療 セ 前期　 作業療法　
3816-38-0000 東亜大　　　　 人間科学 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3816-38-0201 東亜大　　　　 人間科学 スポーツ健康 　 前期　 体育・健康
3816-38-0271 東亜大　　　　 人間科学 スポーツ健康 セ Ⅰ期　 体育・健康
3816-38-0301 東亜大　　　　 人間科学 心理臨床・子 　 前期　 心理学　　
3816-38-0371 東亜大　　　　 人間科学 心理臨床・子 セ Ⅰ期　 心理学　　
3816-38-0401 東亜大　　　　 人間科学 国際交流　　 　 前期　 文化学　　
3816-38-0471 東亜大　　　　 人間科学 国際交流　　 セ Ⅰ期　 文化学　　
3816-64-0000 東亜大　　　　 医療　　 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3816-64-0101 東亜大　　　　 医療　　 医療工　　　 　 前期　 医療技術　
3816-64-0171 東亜大　　　　 医療　　 医療工　　　 セ Ⅰ期　 医療技術　
3816-64-0201 東亜大　　　　 医療　　 健康栄養　　 　 前期　 食物・栄養
3816-64-0271 東亜大　　　　 医療　　 健康栄養　　 セ Ⅰ期　 食物・栄養
3816-83-0000 東亜大　　　　 芸術　　 　　　　　　 　 　　　 美術・デザ
3816-83-0101 東亜大　　　　 芸術　　 アート・デザ 　 前期　 美術・デザ
3816-83-0174 東亜大　　　　 芸術　　 アート・デザ セ Ⅰ期　 美術・デザ
3816-83-0201 東亜大　　　　 芸術　　 トータルビュ 　 前期　 その他芸術
3816-83-0271 東亜大　　　　 芸術　　 トータルビュ セ Ⅰ期　 その他芸術
3817-18-0000 徳山大　　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3817-18-0201 徳山大　　　　 経済　　 現代経済　　 　 Ⅰ期　 経済学　　
3817-18-0271 徳山大　　　　 経済　　 現代経済　　 セ Ⅰ期　 経済学　　
3817-18-0301 徳山大　　　　 経済　　 ビジ／知財開 　 Ⅰ期　 映像　　　
3817-18-0371 徳山大　　　　 経済　　 ビジ／知財開 セ Ⅰ期　 映像　　　
3817-18-0401 徳山大　　　　 経済　　 ビジ／スポー 　 Ⅰ期　 経営学・商
3817-18-0471 徳山大　　　　 経済　　 ビジ／スポー セ Ⅰ期　 経営学・商
3817-18-0501 徳山大　　　　 経済　　 ビジ／ビジネ 　 Ⅰ期　 経営学・商
3817-18-0571 徳山大　　　　 経済　　 ビジ／ビジネ セ Ⅰ期　 経営学・商
3817-27-0000 徳山大　　　　 福祉情報 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3817-27-0100 徳山大　　　　 福祉情報 人間コミュニ 　 Ⅰ期　 社会福祉学
3817-27-0171 徳山大　　　　 福祉情報 人間コミュニ セ Ⅰ期　 社会福祉学
3818-01-0000 梅光学院大　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3818-01-0601 梅光学院大　　 文　　　 人文／英語コ 　 Ａ　　 英米語　　
3818-01-0671 梅光学院大　　 文　　　 人文／英語コ セ 前期　 英米語　　
3818-01-0674 梅光学院大　　 文　　　 人文／英語コ セ Ｂ　　 英米語　　



3818-01-0701 梅光学院大　　 文　　　 人文／国際ビ 　 Ａ　　 英米語　　
3818-01-0771 梅光学院大　　 文　　　 人文／国際ビ セ 前期　 英米語　　
3818-01-0774 梅光学院大　　 文　　　 人文／国際ビ セ Ｂ　　 英米語　　
3818-01-0801 梅光学院大　　 文　　　 人文／東アジ 　 Ａ　　 韓国語（朝
3818-01-0871 梅光学院大　　 文　　　 人文／東アジ セ 前期　 韓国語（朝
3818-01-0874 梅光学院大　　 文　　　 人文／東アジ セ Ｂ　　 韓国語（朝
3818-01-0901 梅光学院大　　 文　　　 人文／日本語 　 Ａ　　 日本文学　
3818-01-0971 梅光学院大　　 文　　　 人文／日本語 セ 前期　 日本文学　
3818-01-0974 梅光学院大　　 文　　　 人文／日本語 セ Ｂ　　 日本文学　
3818-79-0000 梅光学院大　　 子ども　 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3818-79-0201 梅光学院大　　 子ども　 子ど／児童教 　 Ａ　　 小学校　　
3818-79-0271 梅光学院大　　 子ども　 子ど／児童教 セ 前期　 小学校　　
3818-79-0274 梅光学院大　　 子ども　 子ど／児童教 セ Ｂ　　 小学校　　
3818-79-0301 梅光学院大　　 子ども　 子ど／幼児保 　 Ａ　　 児童学　　
3818-79-0371 梅光学院大　　 子ども　 子ど／幼児保 セ 前期　 児童学　　
3818-79-0374 梅光学院大　　 子ども　 子ど／幼児保 セ Ｂ　　 児童学　　
3820-79-0000 至誠館大　　　 ライフデ 　　　　　　 　 　　　 経営情報学
3820-79-0101 至誠館大　　　 ライフデ ライフデザイ 　 前期　 社会福祉学
3820-79-0171 至誠館大　　　 ライフデ ライフデザイ セ 前期　 社会福祉学
3821-27-0000 フロンティア大 人間社会 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3821-27-0101 フロンティア大 人間社会 福祉心理　　 　 Ａ　　 社会福祉学
3821-27-0171 フロンティア大 人間社会 福祉心理　　 セ 前期　 社会福祉学
3821-64-0000 フロンティア大 人間健康 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3821-64-0101 フロンティア大 人間健康 看護　　　　 　 Ａ　　 看護　　　
3821-64-0171 フロンティア大 人間健康 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3822-30-0000 山口学芸大　　 教育　　 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3822-30-0201 山口学芸大　　 教育　　 教育／初等幼 　 １期　 小学校　　
3822-30-0271 山口学芸大　　 教育　　 教育／初等幼 セ 前期　 小学校　　
3822-30-0301 山口学芸大　　 教育　　 教育／中等教 　 １期　 中高－英語
3822-30-0371 山口学芸大　　 教育　　 教育／中等教 セ 前期　 中高－英語
3831-01-0000 四国大　　　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3831-01-0101 四国大　　　　 文　　　 国際文化　　 　 Ⅰ期　 英米語　　
3831-01-0102 四国大　　　　 文　　　 国際文化　　 　 Ｓ型　 英米語　　
3831-01-0171 四国大　　　　 文　　　 国際文化　　 セ 前期　 英米語　　
3831-01-0401 四国大　　　　 文　　　 日本文　　　 　 Ⅰ期　 日本文学　
3831-01-0402 四国大　　　　 文　　　 日本文　　　 　 Ｓ型　 日本文学　
3831-01-0471 四国大　　　　 文　　　 日本文　　　 セ 前期　 日本文学　
3831-01-0501 四国大　　　　 文　　　 書道文化　　 　 Ⅰ期　 書道　　　
3831-01-0502 四国大　　　　 文　　　 書道文化　　 　 Ｓ型　 書道　　　
3831-01-0571 四国大　　　　 文　　　 書道文化　　 セ 前期　 書道　　　
3831-21-0000 四国大　　　　 経営情報 　　　　　　 　 　　　 経営情報学
3831-21-0101 四国大　　　　 経営情報 経営情報　　 　 Ⅰ期　 経営情報学
3831-21-0102 四国大　　　　 経営情報 経営情報　　 　 Ｓ型　 経営情報学
3831-21-0171 四国大　　　　 経営情報 経営情報　　 セ 前期　 経営情報学
3831-21-0701 四国大　　　　 経営情報 メディア情報 　 Ⅰ期　 経営情報学
3831-21-0702 四国大　　　　 経営情報 メディア情報 　 Ｓ型　 経営情報学
3831-21-0771 四国大　　　　 経営情報 メディア情報 セ 前期　 経営情報学
3831-64-0000 四国大　　　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3831-64-0101 四国大　　　　 看護　　 看護　　　　 　 Ⅰ期　 看護　　　
3831-64-0102 四国大　　　　 看護　　 看護　　　　 　 Ｓ型　 看護　　　
3831-64-0171 四国大　　　　 看護　　 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3831-79-0000 四国大　　　　 生活科学 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3831-79-0301 四国大　　　　 生活科学 管理栄養士　 　 Ⅰ期　 食物・栄養
3831-79-0302 四国大　　　　 生活科学 管理栄養士　 　 Ｓ型　 食物・栄養
3831-79-0371 四国大　　　　 生活科学 管理栄養士　 セ 前期　 食物・栄養
3831-79-0401 四国大　　　　 生活科学 児童　　　　 　 Ⅰ期　 児童学　　
3831-79-0402 四国大　　　　 生活科学 児童　　　　 　 Ｓ型　 児童学　　
3831-79-0471 四国大　　　　 生活科学 児童　　　　 セ 前期　 児童学　　
3831-79-0501 四国大　　　　 生活科学 人間生活科学 　 Ⅰ期　 住居学　　



3831-79-0502 四国大　　　　 生活科学 人間生活科学 　 Ｓ型　 住居学　　
3831-79-0571 四国大　　　　 生活科学 人間生活科学 セ 前期　 住居学　　
3832-01-0000 徳島文理大　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3832-01-0101 徳島文理大　　 文　　　 英語英米文化 　 Ⅰ期Ａ 英米語　　
3832-01-0102 徳島文理大　　 文　　　 英語英米文化 　 Ⅰ期Ｂ 英米語　　
3832-01-0171 徳島文理大　　 文　　　 英語英米文化 セ Ⅰ期　 英米語　　
3832-01-0301 徳島文理大　　 文　　　 日本文　　　 　 Ⅰ期Ａ 日本文学　
3832-01-0302 徳島文理大　　 文　　　 日本文　　　 　 Ⅰ期Ｂ 日本文学　
3832-01-0371 徳島文理大　　 文　　　 日本文　　　 セ Ⅰ期　 日本文学　
3832-01-0401 徳島文理大　　 文　　　 文化財　　　 　 Ⅰ期Ａ 考古学・文
3832-01-0402 徳島文理大　　 文　　　 文化財　　　 　 Ⅰ期Ｂ 考古学・文
3832-01-0471 徳島文理大　　 文　　　 文化財　　　 セ Ⅰ期　 考古学・文
3832-13-0000 徳島文理大　　 総合政策 　　　　　　 　 　　　 政治学　　
3832-13-0101 徳島文理大　　 総合政策 総合政策　　 　 Ⅰ期Ａ 経営学・商
3832-13-0102 徳島文理大　　 総合政策 総合政策　　 　 Ⅰ期Ｂ 経営学・商
3832-13-0171 徳島文理大　　 総合政策 総合政策　　 セ Ⅰ期　 経営学・商
3832-47-0000 徳島文理大　　 理工　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
3832-47-0101 徳島文理大　　 理工　　 機械創造工　 　 Ⅰ期Ａ 機械工学　
3832-47-0102 徳島文理大　　 理工　　 機械創造工　 　 Ⅰ期Ｂ 機械工学　
3832-47-0171 徳島文理大　　 理工　　 機械創造工　 セ Ⅰ期　 機械工学　
3832-47-0201 徳島文理大　　 理工　　 電子情報工　 　 Ⅰ期Ａ 情報工学　
3832-47-0202 徳島文理大　　 理工　　 電子情報工　 　 Ⅰ期Ｂ 情報工学　
3832-47-0271 徳島文理大　　 理工　　 電子情報工　 セ Ⅰ期　 情報工学　
3832-47-0301 徳島文理大　　 理工　　 ナノ物質工　 　 Ⅰ期Ａ 生物工学　
3832-47-0302 徳島文理大　　 理工　　 ナノ物質工　 　 Ⅰ期Ｂ 生物工学　
3832-47-0371 徳島文理大　　 理工　　 ナノ物質工　 セ Ⅰ期　 生物工学　
3832-61-0000 徳島文理大　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3832-61-0203 徳島文理大　　 薬　　　 薬　　　　　 　 Ⅰ期Ａ 薬　　　　
3832-61-0204 徳島文理大　　 薬　　　 薬　　　　　 　 Ⅰ期Ｂ 薬　　　　
3832-61-0273 徳島文理大　　 薬　　　 薬　　　　　 セ Ⅰ期　 薬　　　　
3832-62-0000 徳島文理大　　 香川薬　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3832-62-0102 徳島文理大　　 香川薬　 薬　　　　　 　 Ⅰ期Ａ 薬　　　　
3832-62-0103 徳島文理大　　 香川薬　 薬　　　　　 　 Ⅰ期Ｂ 薬　　　　
3832-62-0171 徳島文理大　　 香川薬　 薬　　　　　 セ Ⅰ期　 薬　　　　
3832-64-0000 徳島文理大　　 保健福祉 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
3832-64-0101 徳島文理大　　 保健福祉 人間福祉　　 　 Ⅰ期Ａ 社会福祉学
3832-64-0102 徳島文理大　　 保健福祉 人間福祉　　 　 Ⅰ期Ｂ 社会福祉学
3832-64-0171 徳島文理大　　 保健福祉 人間福祉　　 セ Ⅰ期　 社会福祉学
3832-64-0201 徳島文理大　　 保健福祉 看護　　　　 　 Ⅰ期Ａ 看護　　　
3832-64-0202 徳島文理大　　 保健福祉 看護　　　　 　 Ⅰ期Ｂ 看護　　　
3832-64-0271 徳島文理大　　 保健福祉 看護　　　　 セ Ⅰ期　 看護　　　
3832-64-0301 徳島文理大　　 保健福祉 理学療法　　 　 Ⅰ期Ａ 理学療法　
3832-64-0302 徳島文理大　　 保健福祉 理学療法　　 　 Ⅰ期Ｂ 理学療法　
3832-64-0371 徳島文理大　　 保健福祉 理学療法　　 セ Ⅰ期　 理学療法　
3832-64-0401 徳島文理大　　 保健福祉 診療放射線　 　 Ⅰ期Ａ 放射線技術
3832-64-0402 徳島文理大　　 保健福祉 診療放射線　 　 Ⅰ期Ｂ 放射線技術
3832-64-0471 徳島文理大　　 保健福祉 診療放射線　 セ Ⅰ期　 放射線技術
3832-64-0501 徳島文理大　　 保健福祉 臨床工　　　 　 Ⅰ期Ａ 医療技術　
3832-64-0502 徳島文理大　　 保健福祉 臨床工　　　 　 Ⅰ期Ｂ 医療技術　
3832-64-0571 徳島文理大　　 保健福祉 臨床工　　　 セ Ⅰ期　 医療技術　
3832-64-0601 徳島文理大　　 保健福祉 口腔保健　　 　 Ⅰ期Ａ 医療技術　
3832-64-0602 徳島文理大　　 保健福祉 口腔保健　　 　 Ⅰ期Ｂ 医療技術　
3832-64-0671 徳島文理大　　 保健福祉 口腔保健　　 セ Ⅰ期　 医療技術　
3832-79-0000 徳島文理大　　 人間生活 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3832-79-0301 徳島文理大　　 人間生活 児童　　　　 　 Ⅰ期Ａ 児童学　　
3832-79-0302 徳島文理大　　 人間生活 児童　　　　 　 Ⅰ期Ｂ 児童学　　
3832-79-0371 徳島文理大　　 人間生活 児童　　　　 セ Ⅰ期　 児童学　　
3832-79-0501 徳島文理大　　 人間生活 心理　　　　 　 Ⅰ期Ａ 心理学　　
3832-79-0502 徳島文理大　　 人間生活 心理　　　　 　 Ⅰ期Ｂ 心理学　　



3832-79-0571 徳島文理大　　 人間生活 心理　　　　 セ Ⅰ期　 心理学　　
3832-79-0601 徳島文理大　　 人間生活 人間生活　　 　 Ⅰ期Ａ 生活科学　
3832-79-0602 徳島文理大　　 人間生活 人間生活　　 　 Ⅰ期Ｂ 生活科学　
3832-79-0671 徳島文理大　　 人間生活 人間生活　　 セ Ⅰ期　 生活科学　
3832-79-0701 徳島文理大　　 人間生活 食物栄養　　 　 Ⅰ期Ａ 食物・栄養
3832-79-0702 徳島文理大　　 人間生活 食物栄養　　 　 Ⅰ期Ｂ 食物・栄養
3832-79-0771 徳島文理大　　 人間生活 食物栄養　　 セ Ⅰ期　 食物・栄養
3832-79-0901 徳島文理大　　 人間生活 建築デザイン 　 Ⅰ期Ａ 建築・土木
3832-79-0902 徳島文理大　　 人間生活 建築デザイン 　 Ⅰ期Ｂ 建築・土木
3832-79-0971 徳島文理大　　 人間生活 建築デザイン セ Ⅰ期　 建築・土木
3832-79-1101 徳島文理大　　 人間生活 メディアデザ 　 Ⅰ期Ａ 総合情報学
3832-79-1102 徳島文理大　　 人間生活 メディアデザ 　 Ⅰ期Ｂ 総合情報学
3832-79-1171 徳島文理大　　 人間生活 メディアデザ セ Ⅰ期　 総合情報学
3832-83-0000 徳島文理大　　 音楽　　 　　　　　　 　 　　　 音楽　　　
3832-83-0102 徳島文理大　　 音楽　　 音楽　　　　 　 Ⅰ期　 音楽　　　
3832-83-0171 徳島文理大　　 音楽　　 音楽　　　　 セ Ⅰ期　 音楽　　　
3841-01-0000 四国学院大　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3841-01-0300 四国学院大　　 文　　　 人文　　　　 　 Ａ　　 哲学倫理宗
3841-01-0371 四国学院大　　 文　　　 人文　　　　 セ Ａ　　 哲学倫理宗
3841-25-0000 四国学院大　　 社会　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3841-25-0300 四国学院大　　 社会　　 カルチュラル 　 Ａ　　 社会学　　
3841-25-0371 四国学院大　　 社会　　 カルチュラル セ Ａ　　 社会学　　
3841-26-0000 四国学院大　　 社会福祉 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3841-26-0101 四国学院大　　 社会福祉 社会福祉　　 　 Ａ　　 社会福祉学
3841-26-0171 四国学院大　　 社会福祉 社会福祉　　 セ Ａ　　 社会福祉学
3842-19-0000 高松大　　　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3842-19-0101 高松大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 前期　 経営学・商
3842-19-0171 高松大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ １期　 経営学・商
3842-37-0000 高松大　　　　 発達科学 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3842-37-0101 高松大　　　　 発達科学 子ども発達　 　 前期　 児童学　　
3842-37-0171 高松大　　　　 発達科学 子ども発達　 セ １期　 児童学　　
3851-64-0000 聖カタリナ大　 人間健康 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3851-64-0101 聖カタリナ大　 人間健康 社会／社会福 　 Ａ　　 社会福祉学
3851-64-0171 聖カタリナ大　 人間健康 社会／社会福 セ 前期　 社会福祉学
3851-64-0201 聖カタリナ大　 人間健康 社会／介護福 　 Ａ　　 社会福祉学
3851-64-0271 聖カタリナ大　 人間健康 社会／介護福 セ 前期　 社会福祉学
3851-64-0501 聖カタリナ大　 人間健康 人間社会　　 　 Ａ　　 社会学　　
3851-64-0571 聖カタリナ大　 人間健康 人間社会　　 セ 前期　 社会学　　
3851-64-0601 聖カタリナ大　 人間健康 健康スポーツ 　 Ａ　　 体育・健康
3851-64-0671 聖カタリナ大　 人間健康 健康スポーツ セ 前期　 体育・健康
3851-64-0701 聖カタリナ大　 人間健康 看護　　　　 　 　　　 看護　　　
3851-64-0771 聖カタリナ大　 人間健康 看護　　　　 セ プラＡ 看護　　　
3852-02-0000 松山大　　　　 人文　　 　　　　　　 　 　　　 外国文学　
3852-02-0101 松山大　　　　 人文　　 英語英米文　 　 Ⅱ期　 英米語　　
3852-02-0102 松山大　　　　 人文　　 英語英米文　 　 Ⅰ期　 英米語　　
3852-02-0171 松山大　　　　 人文　　 英語英米文　 セ 前期　 英米語　　
3852-02-0200 松山大　　　　 人文　　 社会　　　　 　 Ⅱ期　 社会学　　
3852-02-0201 松山大　　　　 人文　　 社会　　　　 　 Ⅰ期　 社会学　　
3852-02-0271 松山大　　　　 人文　　 社会　　　　 セ 前期　 社会学　　
3852-12-0000 松山大　　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3852-12-0101 松山大　　　　 法　　　 法　　　　　 　 Ⅱ期　 法学　　　
3852-12-0102 松山大　　　　 法　　　 法　　　　　 　 Ⅰ期　 法学　　　
3852-12-0171 松山大　　　　 法　　　 法　　　　　 セ 前期　 法学　　　
3852-18-0000 松山大　　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3852-18-0101 松山大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 Ⅱ期　 経済学　　
3852-18-0102 松山大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 Ⅰ期　 経済学　　
3852-18-0171 松山大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期　 経済学　　
3852-19-0000 松山大　　　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3852-19-0101 松山大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 Ⅱ期　 経営学・商



3852-19-0102 松山大　　　　 経営　　 経営　　　　 　 Ⅰ期　 経営学・商
3852-19-0175 松山大　　　　 経営　　 経営　　　　 セ 前期　 経営学・商
3852-61-0000 松山大　　　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3852-61-0101 松山大　　　　 薬　　　 医療薬　　　 　 Ⅰ期　 薬　　　　
3852-61-0171 松山大　　　　 薬　　　 医療薬　　　 セ 前期　 薬　　　　
3852-61-0175 松山大　　　　 薬　　　 医療薬　　　 セ 中期　 薬　　　　
3853-03-0000 松山東雲女子大 人文科学 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3853-03-0101 松山東雲女子大 人文科学 心理／子ども 　 Ａ　　 児童学　　
3853-03-0171 松山東雲女子大 人文科学 心理／子ども セ Ａ　　 児童学　　
3853-03-0201 松山東雲女子大 人文科学 心理／心理福 　 Ａ　　 心理学　　
3853-03-0271 松山東雲女子大 人文科学 心理／心理福 セ Ａ　　 心理学　　
3871-18-0000 九州共立大　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3871-18-0302 九州共立大　　 経済　　 経済・経営　 　 Ⅰ期　 経済学　　
3871-18-0371 九州共立大　　 経済　　 経済・経営　 セ Ⅰ期　 経済学　　
3871-18-0401 九州共立大　　 経済　　 地域創造　　 　 Ⅰ学力 総合科学　
3871-18-0402 九州共立大　　 経済　　 地域創造　　 　 Ⅰディ 総合科学　
3871-18-0471 九州共立大　　 経済　　 地域創造　　 セ Ⅰ期　 総合科学　
3871-64-0000 九州共立大　　 スポーツ 　　　　　　 　 　　　 体育・健康
3871-64-0101 九州共立大　　 スポーツ スポーツ　　 　 Ⅰ学力 体育・健康
3871-64-0102 九州共立大　　 スポーツ スポーツ　　 　 Ⅰ併用 体育・健康
3871-64-0171 九州共立大　　 スポーツ スポーツ　　 セ Ⅰ期　 体育・健康
3872-12-0000 九州国際大　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3872-12-0103 九州国際大　　 法　　　 法律　　　　 　 前期　 法学　　　
3872-12-0171 九州国際大　　 法　　　 法律　　　　 セ 前期　 法学　　　
3872-22-0000 九州国際大　　 現代ビジ 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3872-22-0101 九州国際大　　 現代ビジ 地域経済　　 　 前期　 経済学　　
3872-22-0171 九州国際大　　 現代ビジ 地域経済　　 セ 前期　 経済学　　
3872-22-0201 九州国際大　　 現代ビジ 国際社会　　 　 前期　 英米語　　
3872-22-0271 九州国際大　　 現代ビジ 国際社会　　 セ 前期　 英米語　　
3873-18-0000 九州産大　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3873-18-0101 九州産大　　　 経済　　 経済　　　　 　 前期Ｂ 経済学　　
3873-18-0103 九州産大　　　 経済　　 経済　　　　 　 前期Ａ 経済学　　
3873-18-0171 九州産大　　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期　 経済学　　
3873-18-0173 九州産大　　　 経済　　 経済　　　　 セ プラＢ 経済学　　
3873-18-0175 九州産大　　　 経済　　 経済　　　　 セ プラＡ 経済学　　
3873-18-0176 九州産大　　　 経済　　 経済　　　　 セ 中期　 経済学　　
3873-20-0000 九州産大　　　 商　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3873-20-0301 九州産大　　　 商　　　 経営・流通　 　 前期Ａ 経営学・商
3873-20-0302 九州産大　　　 商　　　 経営・流通　 　 前期Ｂ 経営学・商
3873-20-0371 九州産大　　　 商　　　 経営・流通　 セ 前期　 経営学・商
3873-20-0372 九州産大　　　 商　　　 経営・流通　 セ プラＡ 経営学・商
3873-20-0374 九州産大　　　 商　　　 経営・流通　 セ プラＢ 経営学・商
3873-20-0375 九州産大　　　 商　　　 経営・流通　 セ 中期　 経営学・商
3873-27-0000 九州産大　　　 地域共創 　　　　　　 　 　　　 政治学　　
3873-27-0101 九州産大　　　 地域共創 観光　　　　 　 前期Ａ 観光学　　
3873-27-0102 九州産大　　　 地域共創 観光　　　　 　 前期Ｂ 観光学　　
3873-27-0171 九州産大　　　 地域共創 観光　　　　 セ 前期　 観光学　　
3873-27-0172 九州産大　　　 地域共創 観光　　　　 セ プラＡ 観光学　　
3873-27-0174 九州産大　　　 地域共創 観光　　　　 セ プラＢ 観光学　　
3873-27-0175 九州産大　　　 地域共創 観光　　　　 セ 中期　 観光学　　
3873-27-0201 九州産大　　　 地域共創 地域づくり　 　 前期Ａ 政治学　　
3873-27-0202 九州産大　　　 地域共創 地域づくり　 　 前期Ｂ 政治学　　
3873-27-0271 九州産大　　　 地域共創 地域づくり　 セ 前期　 政治学　　
3873-27-0272 九州産大　　　 地域共創 地域づくり　 セ プラＡ 政治学　　
3873-27-0274 九州産大　　　 地域共創 地域づくり　 セ プラＢ 政治学　　
3873-27-0275 九州産大　　　 地域共創 地域づくり　 セ 中期　 政治学　　
3873-33-0000 九州産大　　　 国際文化 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3873-33-0101 九州産大　　　 国際文化 国際文化　　 　 前期Ａ 文化学　　
3873-33-0102 九州産大　　　 国際文化 国際文化　　 　 前期Ｂ 文化学　　



3873-33-0171 九州産大　　　 国際文化 国際文化　　 セ 前期　 文化学　　
3873-33-0173 九州産大　　　 国際文化 国際文化　　 セ プラＢ 文化学　　
3873-33-0174 九州産大　　　 国際文化 国際文化　　 セ 中期　 文化学　　
3873-33-0175 九州産大　　　 国際文化 国際文化　　 セ プラＡ 文化学　　
3873-33-0201 九州産大　　　 国際文化 日本文化　　 　 前期Ａ 文化学　　
3873-33-0202 九州産大　　　 国際文化 日本文化　　 　 前期Ｂ 文化学　　
3873-33-0271 九州産大　　　 国際文化 日本文化　　 セ 前期　 文化学　　
3873-33-0273 九州産大　　　 国際文化 日本文化　　 セ プラＢ 文化学　　
3873-33-0274 九州産大　　　 国際文化 日本文化　　 セ 中期　 文化学　　
3873-33-0275 九州産大　　　 国際文化 日本文化　　 セ プラＡ 文化学　　
3873-38-0000 九州産大　　　 人間科学 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3873-38-0101 九州産大　　　 人間科学 臨床心理　　 　 前期Ａ 心理学　　
3873-38-0102 九州産大　　　 人間科学 臨床心理　　 　 前期Ｂ 心理学　　
3873-38-0171 九州産大　　　 人間科学 臨床心理　　 セ 前期　 心理学　　
3873-38-0172 九州産大　　　 人間科学 臨床心理　　 セ プラＡ 心理学　　
3873-38-0174 九州産大　　　 人間科学 臨床心理　　 セ プラＢ 心理学　　
3873-38-0175 九州産大　　　 人間科学 臨床心理　　 セ 中期　 心理学　　
3873-38-0201 九州産大　　　 人間科学 子ども教育　 　 前期Ａ 児童学　　
3873-38-0202 九州産大　　　 人間科学 子ども教育　 　 前期Ｂ 児童学　　
3873-38-0271 九州産大　　　 人間科学 子ども教育　 セ 前期　 児童学　　
3873-38-0272 九州産大　　　 人間科学 子ども教育　 セ プラＡ 児童学　　
3873-38-0274 九州産大　　　 人間科学 子ども教育　 セ プラＢ 児童学　　
3873-38-0275 九州産大　　　 人間科学 子ども教育　 セ 中期　 児童学　　
3873-38-0301 九州産大　　　 人間科学 スポーツ健康 　 前期Ａ 体育・健康
3873-38-0302 九州産大　　　 人間科学 スポーツ健康 　 前期Ｂ 体育・健康
3873-38-0371 九州産大　　　 人間科学 スポーツ健康 セ 前期　 体育・健康
3873-38-0372 九州産大　　　 人間科学 スポーツ健康 セ プラＡ 体育・健康
3873-38-0374 九州産大　　　 人間科学 スポーツ健康 セ 中期　 体育・健康
3873-47-0000 九州産大　　　 理工　　 　　　　　　 　 　　　 情報科学　
3873-47-0102 九州産大　　　 理工　　 情報科学　　 　 前期Ａ 情報科学　
3873-47-0103 九州産大　　　 理工　　 情報科学　　 　 前期Ｂ 情報科学　
3873-47-0171 九州産大　　　 理工　　 情報科学　　 セ 前期　 情報科学　
3873-47-0172 九州産大　　　 理工　　 情報科学　　 セ プラＡ 情報科学　
3873-47-0174 九州産大　　　 理工　　 情報科学　　 セ プラＢ 情報科学　
3873-47-0175 九州産大　　　 理工　　 情報科学　　 セ 中期　 情報科学　
3873-47-0201 九州産大　　　 理工　　 機械工　　　 　 前期Ａ 機械工学　
3873-47-0202 九州産大　　　 理工　　 機械工　　　 　 前期Ｂ 機械工学　
3873-47-0271 九州産大　　　 理工　　 機械工　　　 セ 前期　 機械工学　
3873-47-0272 九州産大　　　 理工　　 機械工　　　 セ プラＡ 機械工学　
3873-47-0274 九州産大　　　 理工　　 機械工　　　 セ プラＢ 機械工学　
3873-47-0275 九州産大　　　 理工　　 機械工　　　 セ 中期　 機械工学　
3873-47-0302 九州産大　　　 理工　　 電気工　　　 　 前期Ａ 電気・電子
3873-47-0303 九州産大　　　 理工　　 電気工　　　 　 前期Ｂ 電気・電子
3873-47-0371 九州産大　　　 理工　　 電気工　　　 セ 前期　 電気・電子
3873-47-0372 九州産大　　　 理工　　 電気工　　　 セ プラＡ 電気・電子
3873-47-0374 九州産大　　　 理工　　 電気工　　　 セ プラＢ 電気・電子
3873-47-0375 九州産大　　　 理工　　 電気工　　　 セ 中期　 電気・電子
3873-48-0000 九州産大　　　 建築都市 　　　　　　 　 　　　 建築・土木
3873-48-0102 九州産大　　　 建築都市 建築　　　　 　 前期Ａ 建築・土木
3873-48-0103 九州産大　　　 建築都市 建築　　　　 　 前期Ｂ 建築・土木
3873-48-0171 九州産大　　　 建築都市 建築　　　　 セ 前期　 建築・土木
3873-48-0172 九州産大　　　 建築都市 建築　　　　 セ プラＡ 建築・土木
3873-48-0174 九州産大　　　 建築都市 建築　　　　 セ プラＢ 建築・土木
3873-48-0175 九州産大　　　 建築都市 建築　　　　 セ 中期　 建築・土木
3873-48-0202 九州産大　　　 建築都市 住居・インテ 　 前期Ａ 住居学　　
3873-48-0203 九州産大　　　 建築都市 住居・インテ 　 前期Ｂ 住居学　　
3873-48-0271 九州産大　　　 建築都市 住居・インテ セ 前期　 住居学　　
3873-48-0272 九州産大　　　 建築都市 住居・インテ セ プラＡ 住居学　　
3873-48-0274 九州産大　　　 建築都市 住居・インテ セ プラＢ 住居学　　



3873-48-0275 九州産大　　　 建築都市 住居・インテ セ 中期　 住居学　　
3873-48-0302 九州産大　　　 建築都市 都市デザイン 　 前期Ａ 建築・土木
3873-48-0303 九州産大　　　 建築都市 都市デザイン 　 前期Ｂ 建築・土木
3873-48-0371 九州産大　　　 建築都市 都市デザイン セ 前期　 建築・土木
3873-48-0372 九州産大　　　 建築都市 都市デザイン セ プラＡ 建築・土木
3873-48-0374 九州産大　　　 建築都市 都市デザイン セ プラＢ 建築・土木
3873-48-0375 九州産大　　　 建築都市 都市デザイン セ 中期　 建築・土木
3873-74-0000 九州産大　　　 生命科学 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3873-74-0102 九州産大　　　 生命科学 生命科学　　 　 前期Ａ 応用化学　
3873-74-0103 九州産大　　　 生命科学 生命科学　　 　 前期Ｂ 応用化学　
3873-74-0171 九州産大　　　 生命科学 生命科学　　 セ 前期　 応用化学　
3873-74-0172 九州産大　　　 生命科学 生命科学　　 セ プラＡ 応用化学　
3873-74-0174 九州産大　　　 生命科学 生命科学　　 セ プラＢ 応用化学　
3873-74-0175 九州産大　　　 生命科学 生命科学　　 セ 中期　 応用化学　
3873-83-0000 九州産大　　　 芸術　　 　　　　　　 　 　　　 美術・デザ
3873-83-0702 九州産大　　　 芸術　　 芸術表現　　 　 実技前 美術・デザ
3873-83-0703 九州産大　　　 芸術　　 芸術表現　　 　 前期Ｂ 美術・デザ
3873-83-0704 九州産大　　　 芸術　　 芸術表現　　 　 前期Ａ 美術・デザ
3873-83-0771 九州産大　　　 芸術　　 芸術表現　　 セ 前期　 美術・デザ
3873-83-0772 九州産大　　　 芸術　　 芸術表現　　 セ プラＡ 美術・デザ
3873-83-0773 九州産大　　　 芸術　　 芸術表現　　 セ プラ実 美術・デザ
3873-83-0775 九州産大　　　 芸術　　 芸術表現　　 セ 中期　 美術・デザ
3873-83-0802 九州産大　　　 芸術　　 写真・映像メ 　 実技前 映像　　　
3873-83-0803 九州産大　　　 芸術　　 写真・映像メ 　 前期Ｂ 映像　　　
3873-83-0804 九州産大　　　 芸術　　 写真・映像メ 　 前期Ａ 映像　　　
3873-83-0871 九州産大　　　 芸術　　 写真・映像メ セ 前期　 映像　　　
3873-83-0872 九州産大　　　 芸術　　 写真・映像メ セ プラＡ 映像　　　
3873-83-0873 九州産大　　　 芸術　　 写真・映像メ セ プラ実 映像　　　
3873-83-0875 九州産大　　　 芸術　　 写真・映像メ セ 中期　 映像　　　
3873-83-0902 九州産大　　　 芸術　　 ビジュアルデ 　 実技前 美術・デザ
3873-83-0903 九州産大　　　 芸術　　 ビジュアルデ 　 前期Ｂ 美術・デザ
3873-83-0904 九州産大　　　 芸術　　 ビジュアルデ 　 前期Ａ 美術・デザ
3873-83-0971 九州産大　　　 芸術　　 ビジュアルデ セ 前期　 美術・デザ
3873-83-0972 九州産大　　　 芸術　　 ビジュアルデ セ プラＡ 美術・デザ
3873-83-0973 九州産大　　　 芸術　　 ビジュアルデ セ プラ実 美術・デザ
3873-83-0975 九州産大　　　 芸術　　 ビジュアルデ セ 中期　 美術・デザ
3873-83-1002 九州産大　　　 芸術　　 生活環境デザ 　 実技前 美術・デザ
3873-83-1003 九州産大　　　 芸術　　 生活環境デザ 　 前期Ｂ 美術・デザ
3873-83-1004 九州産大　　　 芸術　　 生活環境デザ 　 前期Ａ 美術・デザ
3873-83-1071 九州産大　　　 芸術　　 生活環境デザ セ 前期　 美術・デザ
3873-83-1072 九州産大　　　 芸術　　 生活環境デザ セ プラＡ 美術・デザ
3873-83-1073 九州産大　　　 芸術　　 生活環境デザ セ プラ実 美術・デザ
3873-83-1075 九州産大　　　 芸術　　 生活環境デザ セ 中期　 美術・デザ
3873-83-1102 九州産大　　　 芸術　　 ソーシャルデ 　 実技前 映像　　　
3873-83-1103 九州産大　　　 芸術　　 ソーシャルデ 　 前期Ｂ 映像　　　
3873-83-1104 九州産大　　　 芸術　　 ソーシャルデ 　 前期Ａ 映像　　　
3873-83-1171 九州産大　　　 芸術　　 ソーシャルデ セ 前期　 映像　　　
3873-83-1172 九州産大　　　 芸術　　 ソーシャルデ セ プラＡ 映像　　　
3873-83-1173 九州産大　　　 芸術　　 ソーシャルデ セ プラ実 映像　　　
3873-83-1175 九州産大　　　 芸術　　 ソーシャルデ セ 中期　 映像　　　
3874-37-0000 九州女子大　　 人間科学 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3874-37-0301 九州女子大　　 人間科学 人間／人間発 　 Ａ　　 児童学　　
3874-37-0371 九州女子大　　 人間科学 人間／人間発 セ Ⅰ期　 児童学　　
3874-37-0401 九州女子大　　 人間科学 人間／人間基 　 Ａ　　 心理学　　
3874-37-0471 九州女子大　　 人間科学 人間／人間基 セ Ⅰ期　 心理学　　
3874-79-0000 九州女子大　　 家政　　 　　　　　　 　 　　　 生活科学　
3874-79-0301 九州女子大　　 家政　　 人間生活　　 　 Ａ　　 生活科学　
3874-79-0371 九州女子大　　 家政　　 人間生活　　 セ Ⅰ期　 生活科学　
3874-79-0401 九州女子大　　 家政　　 栄養　　　　 　 Ａ　　 食物・栄養



3874-79-0471 九州女子大　　 家政　　 栄養　　　　 セ Ⅰ期　 食物・栄養
3875-01-0000 久留米大　　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3875-01-0301 久留米大　　　 文　　　 社会福祉　　 　 前期　 社会福祉学
3875-01-0372 久留米大　　　 文　　　 社会福祉　　 セ Ａ　　 社会福祉学
3875-01-0373 久留米大　　　 文　　　 社会福祉　　 セ プラス 社会福祉学
3875-01-0401 久留米大　　　 文　　　 心理　　　　 　 前期　 心理学　　
3875-01-0471 久留米大　　　 文　　　 心理　　　　 セ Ａ　　 心理学　　
3875-01-0473 久留米大　　　 文　　　 心理　　　　 セ プラス 心理学　　
3875-01-0501 久留米大　　　 文　　　 情報社会　　 　 前期　 総合情報学
3875-01-0571 久留米大　　　 文　　　 情報社会　　 セ Ａ　　 総合情報学
3875-01-0573 久留米大　　　 文　　　 情報社会　　 セ プラス 総合情報学
3875-01-0601 久留米大　　　 文　　　 国際／英語コ 　 前期　 英米語　　
3875-01-0671 久留米大　　　 文　　　 国際／英語コ セ Ａ　　 英米語　　
3875-01-0673 久留米大　　　 文　　　 国際／英語コ セ プラス 英米語　　
3875-01-0701 久留米大　　　 文　　　 国際／国際文 　 前期　 文化学　　
3875-01-0771 久留米大　　　 文　　　 国際／国際文 セ Ａ　　 文化学　　
3875-01-0773 久留米大　　　 文　　　 国際／国際文 セ プラス 文化学　　
3875-12-0000 久留米大　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3875-12-0001 久留米大　　　 法　　　 　　　　　　 　 前期　 法学　　　
3875-12-0071 久留米大　　　 法　　　 　　　　　　 セ Ａ　　 法学　　　
3875-12-0073 久留米大　　　 法　　　 　　　　　　 セ プラス 法学　　　
3875-18-0000 久留米大　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3875-18-0001 久留米大　　　 経済　　 　　　　　　 　 前期　 経済学　　
3875-18-0071 久留米大　　　 経済　　 　　　　　　 セ Ａ　　 経済学　　
3875-18-0073 久留米大　　　 経済　　 　　　　　　 セ プラス 経済学　　
3875-20-0000 久留米大　　　 商　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3875-20-0101 久留米大　　　 商　　　 商　　　　　 　 前期　 経営学・商
3875-20-0171 久留米大　　　 商　　　 商　　　　　 セ Ａ　　 経営学・商
3875-20-0173 久留米大　　　 商　　　 商　　　　　 セ プラス 経営学・商
3875-55-0000 久留米大　　　 医　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3875-55-0100 久留米大　　　 医　　　 医　　　　　 　 前期　 医　　　　
3875-55-0101 久留米大　　　 医　　　 医　　　　　 　 特別枠 医　　　　
3875-55-0200 久留米大　　　 医　　　 看護　　　　 　 前期　 看護　　　
3875-55-0271 久留米大　　　 医　　　 看護　　　　 セ Ａ　　 看護　　　
3875-55-0273 久留米大　　　 医　　　 看護　　　　 セ プラス 看護　　　
3875-64-0000 久留米大　　　 人間健康 　　　　　　 　 　　　 児童学　　
3875-64-0101 久留米大　　　 人間健康 総合子ども　 　 前期　 児童学　　
3875-64-0171 久留米大　　　 人間健康 総合子ども　 セ Ａ　　 児童学　　
3875-64-0173 久留米大　　　 人間健康 総合子ども　 セ プラス 児童学　　
3875-64-0201 久留米大　　　 人間健康 スポーツ医科 　 前期　 体育・健康
3875-64-0271 久留米大　　　 人間健康 スポーツ医科 セ Ａ　　 体育・健康
3875-64-0273 久留米大　　　 人間健康 スポーツ医科 セ プラス 体育・健康
3876-46-0000 久留米工大　　 工　　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
3876-46-0101 久留米工大　　 工　　　 機械シス工　 　 前期　 機械工学　
3876-46-0171 久留米工大　　 工　　　 機械シス工　 セ 前期　 機械工学　
3876-46-0201 久留米工大　　 工　　　 建築・設備工 　 前期　 建築・土木
3876-46-0271 久留米工大　　 工　　　 建築・設備工 セ 前期　 建築・土木
3876-46-0301 久留米工大　　 工　　　 交通機械工　 　 前期　 機械工学　
3876-46-0371 久留米工大　　 工　　　 交通機械工　 セ 前期　 機械工学　
3876-46-0401 久留米工大　　 工　　　 情報ネットワ 　 前期　 電気・電子
3876-46-0471 久留米工大　　 工　　　 情報ネットワ セ 前期　 電気・電子
3876-46-0601 久留米工大　　 工　　　 教育創造工　 　 前期　 中高－理科
3876-46-0671 久留米工大　　 工　　　 教育創造工　 セ 前期　 中高－理科
3877-55-0000 産業医大　　　 医　　　 　　　　　　 　 　　　 医　　　　
3877-55-0173 産業医大　　　 医　　　 医　　　　　 セ 　　　 医　　　　
3877-64-0000 産業医大　　　 産業保健 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3877-64-0173 産業医大　　　 産業保健 看護　　　　 セ Ａ　　 看護　　　
3877-64-0174 産業医大　　　 産業保健 看護　　　　 セ Ｂ　　 看護　　　
3877-64-0472 産業医大　　　 産業保健 環境マネジメ セ Ａ　　 総合科学　



3877-64-0473 産業医大　　　 産業保健 環境マネジメ セ Ｂ　　 総合科学　
3878-01-0000 西南学院大　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3878-01-0101 西南学院大　　 文　　　 英文　　　　 　 英語　 外国文学　
3878-01-0102 西南学院大　　 文　　　 英文　　　　 　 Ａ・Ｆ 外国文学　
3878-01-0171 西南学院大　　 文　　　 英文　　　　 セ 前期　 外国文学　
3878-01-0173 西南学院大　　 文　　　 英文　　　　 セ 併用型 外国文学　
3878-01-0201 西南学院大　　 文　　　 外国／英語　 　 英語　 英米語　　
3878-01-0202 西南学院大　　 文　　　 外国／英語　 　 Ａ・Ｆ 英米語　　
3878-01-0271 西南学院大　　 文　　　 外国／英語　 セ 前期　 英米語　　
3878-01-0273 西南学院大　　 文　　　 外国／英語　 セ 併用型 英米語　　
3878-01-0301 西南学院大　　 文　　　 外国／フラン 　 英語　 フランス語
3878-01-0302 西南学院大　　 文　　　 外国／フラン 　 Ａ・Ｆ フランス語
3878-01-0371 西南学院大　　 文　　　 外国／フラン セ 前期　 フランス語
3878-01-0373 西南学院大　　 文　　　 外国／フラン セ 併用型 フランス語
3878-03-0000 西南学院大　　 神　　　 　　　　　　 　 　　　 哲学倫理宗
3878-03-0100 西南学院大　　 神　　　 神　　　　　 　 Ａ・Ｆ 哲学倫理宗
3878-03-0101 西南学院大　　 神　　　 神　　　　　 　 英語　 哲学倫理宗
3878-12-0000 西南学院大　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3878-12-0100 西南学院大　　 法　　　 国際関係法　 　 Ａ・Ｆ 法学　　　
3878-12-0101 西南学院大　　 法　　　 国際関係法　 　 英語　 法学　　　
3878-12-0171 西南学院大　　 法　　　 国際関係法　 セ 前期　 法学　　　
3878-12-0172 西南学院大　　 法　　　 国際関係法　 セ 併用型 法学　　　
3878-12-0200 西南学院大　　 法　　　 法律　　　　 　 Ａ・Ｆ 法学　　　
3878-12-0201 西南学院大　　 法　　　 法律　　　　 　 英語　 法学　　　
3878-12-0271 西南学院大　　 法　　　 法律　　　　 セ 前期　 法学　　　
3878-12-0272 西南学院大　　 法　　　 法律　　　　 セ 併用型 法学　　　
3878-18-0000 西南学院大　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3878-18-0301 西南学院大　　 経済　　 経済　　　　 　 Ａ・Ｆ 経済学　　
3878-18-0302 西南学院大　　 経済　　 経済　　　　 　 英語　 経済学　　
3878-18-0371 西南学院大　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期　 経済学　　
3878-18-0372 西南学院大　　 経済　　 経済　　　　 セ 併用型 経済学　　
3878-18-0401 西南学院大　　 経済　　 国際経済　　 　 Ａ・Ｆ 経済学　　
3878-18-0402 西南学院大　　 経済　　 国際経済　　 　 英語　 経済学　　
3878-18-0471 西南学院大　　 経済　　 国際経済　　 セ 前期　 経済学　　
3878-18-0472 西南学院大　　 経済　　 国際経済　　 セ 併用型 経済学　　
3878-20-0000 西南学院大　　 商　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3878-20-0100 西南学院大　　 商　　　 経営　　　　 　 Ａ・Ｆ 経営学・商
3878-20-0171 西南学院大　　 商　　　 経営　　　　 セ 前期　 経営学・商
3878-20-0173 西南学院大　　 商　　　 経営　　　　 セ 併用型 経営学・商
3878-20-0200 西南学院大　　 商　　　 商　　　　　 　 Ａ・Ｆ 経営学・商
3878-20-0271 西南学院大　　 商　　　 商　　　　　 セ 前期　 経営学・商
3878-20-0273 西南学院大　　 商　　　 商　　　　　 セ 併用型 経営学・商
3878-33-0000 西南学院大　　 国際文化 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3878-33-0101 西南学院大　　 国際文化 国際文化　　 　 Ａ・Ｆ 文化学　　
3878-33-0171 西南学院大　　 国際文化 国際文化　　 セ 前期　 文化学　　
3878-33-0173 西南学院大　　 国際文化 国際文化　　 セ 併用型 文化学　　
3878-37-0000 西南学院大　　 人間科学 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3878-37-0101 西南学院大　　 人間科学 児童教育　　 　 Ａ・Ｆ 児童学　　
3878-37-0171 西南学院大　　 人間科学 児童教育　　 セ 前期　 児童学　　
3878-37-0173 西南学院大　　 人間科学 児童教育　　 セ 併用型 児童学　　
3878-37-0201 西南学院大　　 人間科学 社会福祉　　 　 Ａ・Ｆ 社会福祉学
3878-37-0271 西南学院大　　 人間科学 社会福祉　　 セ 前期　 社会福祉学
3878-37-0273 西南学院大　　 人間科学 社会福祉　　 セ 併用型 社会福祉学
3878-37-0301 西南学院大　　 人間科学 心理　　　　 　 Ａ・Ｆ 心理学　　
3878-37-0371 西南学院大　　 人間科学 心理　　　　 セ 前期　 心理学　　
3878-37-0372 西南学院大　　 人間科学 心理　　　　 セ 併用型 心理学　　
3879-02-0000 西南女学院大　 人文　　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3879-02-0201 西南女学院大　 人文　　 英語　　　　 　 前期　 英米語　　
3879-02-0271 西南女学院大　 人文　　 英語　　　　 セ Ａ　　 英米語　　



3879-02-0301 西南女学院大　 人文　　 観光文化　　 　 前期　 観光学　　
3879-02-0371 西南女学院大　 人文　　 観光文化　　 セ Ａ　　 観光学　　
3879-64-0000 西南女学院大　 保健福祉 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3879-64-0100 西南女学院大　 保健福祉 看護　　　　 　 前期　 看護　　　
3879-64-0171 西南女学院大　 保健福祉 看護　　　　 セ Ａ　　 看護　　　
3879-64-0300 西南女学院大　 保健福祉 栄養　　　　 　 前期　 食物・栄養
3879-64-0371 西南女学院大　 保健福祉 栄養　　　　 セ Ａ　　 食物・栄養
3879-64-0401 西南女学院大　 保健福祉 福祉／福祉養 　 前期　 社会福祉学
3879-64-0471 西南女学院大　 保健福祉 福祉／福祉養 セ Ａ　　 社会福祉学
3879-64-0501 西南女学院大　 保健福祉 福祉／子ども 　 前期　 児童学　　
3879-64-0571 西南女学院大　 保健福祉 福祉／子ども セ Ａ　　 児童学　　
3880-18-0000 日本経大　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3880-18-0200 日本経大　　　 経済　　 経済　　　　 　 １期　 経済学　　
3880-18-0273 日本経大　　　 経済　　 経済　　　　 セ １期　 経済学　　
3880-18-0401 日本経大　　　 経済　　 商・福岡　　 　 １期　 経営学・商
3880-18-0473 日本経大　　　 経済　　 商・福岡　　 セ １期　 経営学・商
3880-18-0501 日本経大　　　 経済　　 経営法　　　 　 １期　 経営学・商
3880-18-0573 日本経大　　　 経済　　 経営法　　　 セ １期　 経営学・商
3880-18-0701 日本経大　　　 経済　　 商・神戸　　 　 １期　 経営学・商
3880-18-0773 日本経大　　　 経済　　 商・神戸　　 セ １期　 経営学・商
3880-18-0801 日本経大　　　 経済　　 健康スポーツ 　 １期　 経営学・商
3880-18-0873 日本経大　　　 経済　　 健康スポーツ セ １期　 経営学・商
3880-19-0000 日本経大　　　 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3880-19-0101 日本経大　　　 経営　　 経営・福岡　 　 １期　 経営学・商
3880-19-0173 日本経大　　　 経営　　 経営・福岡　 セ １期　 経営学・商
3880-19-0201 日本経大　　　 経営　　 経営・東京　 　 １期　 経営学・商
3880-19-0273 日本経大　　　 経営　　 経営・東京　 セ １期　 経営学・商
3880-19-0301 日本経大　　　 経営　　 グロー・福岡 　 １期　 英米語　　
3880-19-0371 日本経大　　　 経営　　 グロー・福岡 セ １期　 英米語　　
3880-19-0401 日本経大　　　 経営　　 グロー・東京 　 １期　 英米語　　
3880-19-0471 日本経大　　　 経営　　 グロー・東京 セ １期　 英米語　　
3880-19-0501 日本経大　　　 経営　　 芸創プ・福岡 　 １期　 経営学・商
3880-19-0571 日本経大　　　 経営　　 芸創プ・福岡 セ １期　 経営学・商
3880-19-0601 日本経大　　　 経営　　 芸創プ・東京 　 １期　 経営学・商
3880-19-0671 日本経大　　　 経営　　 芸創プ・東京 セ １期　 経営学・商
3881-61-0000 第一薬大　　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3881-61-0301 第一薬大　　　 薬　　　 薬　　　　　 　 第一期 薬　　　　
3881-61-0371 第一薬大　　　 薬　　　 薬　　　　　 セ 前期　 薬　　　　
3881-61-0401 第一薬大　　　 薬　　　 漢方薬　　　 　 第一期 薬　　　　
3881-61-0471 第一薬大　　　 薬　　　 漢方薬　　　 セ 前期　 薬　　　　
3882-01-0000 筑紫女学園大　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3882-01-0102 筑紫女学園大　 文　　　 英語　　　　 　 前期　 英米語　　
3882-01-0173 筑紫女学園大　 文　　　 英語　　　　 セ １期　 英米語　　
3882-01-0176 筑紫女学園大　 文　　　 英語　　　　 セ プラス 英米語　　
3882-01-0202 筑紫女学園大　 文　　　 日本語・日本 　 前期　 日本語　　
3882-01-0273 筑紫女学園大　 文　　　 日本語・日本 セ １期　 日本語　　
3882-01-0276 筑紫女学園大　 文　　　 日本語・日本 セ プラス 日本語　　
3882-01-0302 筑紫女学園大　 文　　　 アジア文化　 　 前期　 文化学　　
3882-01-0373 筑紫女学園大　 文　　　 アジア文化　 セ １期　 文化学　　
3882-01-0376 筑紫女学園大　 文　　　 アジア文化　 セ プラス 文化学　　
3882-27-0000 筑紫女学園大　 現代社会 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3882-27-0101 筑紫女学園大　 現代社会 現代社会　　 　 前期　 社会学　　
3882-27-0171 筑紫女学園大　 現代社会 現代社会　　 セ １期　 社会学　　
3882-27-0174 筑紫女学園大　 現代社会 現代社会　　 セ プラス 社会学　　
3882-37-0000 筑紫女学園大　 人間科学 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
3882-37-0101 筑紫女学園大　 人間科学 人間／発達臨 　 前期　 心理学　　
3882-37-0171 筑紫女学園大　 人間科学 人間／発達臨 セ １期　 心理学　　
3882-37-0174 筑紫女学園大　 人間科学 人間／発達臨 セ プラス 心理学　　
3882-37-0201 筑紫女学園大　 人間科学 人間／社会福 　 前期　 社会福祉学



3882-37-0271 筑紫女学園大　 人間科学 人間／社会福 セ １期　 社会福祉学
3882-37-0274 筑紫女学園大　 人間科学 人間／社会福 セ プラス 社会福祉学
3882-37-0301 筑紫女学園大　 人間科学 人間／初等教 　 前期　 小学校　　
3882-37-0371 筑紫女学園大　 人間科学 人間／初等教 セ １期　 小学校　　
3882-37-0374 筑紫女学園大　 人間科学 人間／初等教 セ プラス 小学校　　
3882-37-0401 筑紫女学園大　 人間科学 人間／幼児保 　 前期　 幼稚園　　
3882-37-0471 筑紫女学園大　 人間科学 人間／幼児保 セ １期　 幼稚園　　
3882-37-0474 筑紫女学園大　 人間科学 人間／幼児保 セ プラス 幼稚園　　
3884-21-0000 中村学園大　　 流通科学 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3884-21-0100 中村学園大　　 流通科学 流通科学　　 　 前期　 経営学・商
3884-21-0171 中村学園大　　 流通科学 流通科学　　 セ 前期　 経営学・商
3884-30-0000 中村学園大　　 教育　　 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3884-30-0101 中村学園大　　 教育　　 児童幼児教育 　 前期　 幼稚園　　
3884-30-0171 中村学園大　　 教育　　 児童幼児教育 セ 前期　 幼稚園　　
3884-80-0000 中村学園大　　 栄養科学 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3884-80-0100 中村学園大　　 栄養科学 栄養科学　　 　 前期　 食物・栄養
3884-80-0171 中村学園大　　 栄養科学 栄養科学　　 セ 前期　 食物・栄養
3884-80-0201 中村学園大　　 栄養科学 フード・マネ 　 前期　 食物・栄養
3884-80-0271 中村学園大　　 栄養科学 フード・マネ セ 前期　 食物・栄養
3885-46-0000 西日本工大　　 工　　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
3885-46-0602 西日本工大　　 工　　　 総合／機械工 　 Ⅰ期　 機械工学　
3885-46-0674 西日本工大　　 工　　　 総合／機械工 セ Ⅰ期　 機械工学　
3885-46-1501 西日本工大　　 工　　　 総合／電気情 　 Ⅰ期　 電気・電子
3885-46-1571 西日本工大　　 工　　　 総合／電気情 セ Ⅰ期　 電気・電子
3885-46-1601 西日本工大　　 工　　　 総合／土木工 　 Ⅰ期　 建築・土木
3885-46-1671 西日本工大　　 工　　　 総合／土木工 セ Ⅰ期　 建築・土木
3885-83-0000 西日本工大　　 デザイン 　　　　　　 　 　　　 住居学　　
3885-83-0102 西日本工大　　 デザイン 建築　　　　 　 Ⅰ期　 建築・土木
3885-83-0174 西日本工大　　 デザイン 建築　　　　 セ Ⅰ期　 建築・土木
3885-83-0202 西日本工大　　 デザイン 情報デザイン 　 Ⅰ期　 デザイン工
3885-83-0274 西日本工大　　 デザイン 情報デザイン セ Ⅰ期　 デザイン工
3886-02-0000 福岡大　　　　 人文　　 　　　　　　 　 　　　 外国文学　
3886-02-0100 福岡大　　　　 人文　　 英語　　　　 　 前期　 英米語　　
3886-02-0101 福岡大　　　　 人文　　 英語　　　　 　 系統別 英米語　　
3886-02-0172 福岡大　　　　 人文　　 英語　　　　 セ プラス 英米語　　
3886-02-0173 福岡大　　　　 人文　　 英語　　　　 セ Ⅰ期　 英米語　　
3886-02-0174 福岡大　　　　 人文　　 英語　　　　 セ Ⅱ期　 英米語　　
3886-02-0200 福岡大　　　　 人文　　 ドイツ語　　 　 前期　 ドイツ語　
3886-02-0201 福岡大　　　　 人文　　 ドイツ語　　 　 系統別 ドイツ語　
3886-02-0272 福岡大　　　　 人文　　 ドイツ語　　 セ プラス ドイツ語　
3886-02-0273 福岡大　　　　 人文　　 ドイツ語　　 セ Ⅰ期　 ドイツ語　
3886-02-0274 福岡大　　　　 人文　　 ドイツ語　　 セ Ⅱ期　 ドイツ語　
3886-02-0300 福岡大　　　　 人文　　 日本語日本文 　 前期　 日本文学　
3886-02-0301 福岡大　　　　 人文　　 日本語日本文 　 系統別 日本文学　
3886-02-0372 福岡大　　　　 人文　　 日本語日本文 セ プラス 日本文学　
3886-02-0373 福岡大　　　　 人文　　 日本語日本文 セ Ⅰ期　 日本文学　
3886-02-0374 福岡大　　　　 人文　　 日本語日本文 セ Ⅱ期　 日本文学　
3886-02-0400 福岡大　　　　 人文　　 フランス語　 　 前期　 フランス語
3886-02-0401 福岡大　　　　 人文　　 フランス語　 　 系統別 フランス語
3886-02-0472 福岡大　　　　 人文　　 フランス語　 セ プラス フランス語
3886-02-0473 福岡大　　　　 人文　　 フランス語　 セ Ⅰ期　 フランス語
3886-02-0474 福岡大　　　　 人文　　 フランス語　 セ Ⅱ期　 フランス語
3886-02-0500 福岡大　　　　 人文　　 文化　　　　 　 前期　 文化学　　
3886-02-0501 福岡大　　　　 人文　　 文化　　　　 　 系統別 文化学　　
3886-02-0572 福岡大　　　　 人文　　 文化　　　　 セ プラス 文化学　　
3886-02-0573 福岡大　　　　 人文　　 文化　　　　 セ Ⅰ期　 文化学　　
3886-02-0574 福岡大　　　　 人文　　 文化　　　　 セ Ⅱ期　 文化学　　
3886-02-0600 福岡大　　　　 人文　　 歴史　　　　 　 前期　 西洋史　　
3886-02-0601 福岡大　　　　 人文　　 歴史　　　　 　 系統別 西洋史　　



3886-02-0672 福岡大　　　　 人文　　 歴史　　　　 セ プラス 西洋史　　
3886-02-0673 福岡大　　　　 人文　　 歴史　　　　 セ Ⅰ期　 西洋史　　
3886-02-0674 福岡大　　　　 人文　　 歴史　　　　 セ Ⅱ期　 西洋史　　
3886-02-0700 福岡大　　　　 人文　　 東アジア地域 　 前期　 中国語　　
3886-02-0701 福岡大　　　　 人文　　 東アジア地域 　 系統別 中国語　　
3886-02-0772 福岡大　　　　 人文　　 東アジア地域 セ プラス 中国語　　
3886-02-0773 福岡大　　　　 人文　　 東アジア地域 セ Ⅰ期　 中国語　　
3886-02-0774 福岡大　　　　 人文　　 東アジア地域 セ Ⅱ期　 中国語　　
3886-02-0801 福岡大　　　　 人文　　 教育・臨床心 　 前期　 教育学　　
3886-02-0802 福岡大　　　　 人文　　 教育・臨床心 　 系統別 教育学　　
3886-02-0872 福岡大　　　　 人文　　 教育・臨床心 セ プラス 教育学　　
3886-02-0873 福岡大　　　　 人文　　 教育・臨床心 セ Ⅰ期　 教育学　　
3886-02-0874 福岡大　　　　 人文　　 教育・臨床心 セ Ⅱ期　 教育学　　
3886-12-0000 福岡大　　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3886-12-0100 福岡大　　　　 法　　　 経営法　　　 　 前期　 法学　　　
3886-12-0101 福岡大　　　　 法　　　 経営法　　　 　 系統別 法学　　　
3886-12-0172 福岡大　　　　 法　　　 経営法　　　 セ プラス 法学　　　
3886-12-0173 福岡大　　　　 法　　　 経営法　　　 セ Ⅰ期　 法学　　　
3886-12-0174 福岡大　　　　 法　　　 経営法　　　 セ Ⅱ期　 法学　　　
3886-12-0200 福岡大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 前期　 法学　　　
3886-12-0201 福岡大　　　　 法　　　 法律　　　　 　 系統別 法学　　　
3886-12-0272 福岡大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ プラス 法学　　　
3886-12-0273 福岡大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ Ⅰ期　 法学　　　
3886-12-0274 福岡大　　　　 法　　　 法律　　　　 セ Ⅱ期　 法学　　　
3886-18-0000 福岡大　　　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3886-18-0100 福岡大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 前期　 経済学　　
3886-18-0101 福岡大　　　　 経済　　 経済　　　　 　 系統別 経済学　　
3886-18-0172 福岡大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ プラス 経済学　　
3886-18-0173 福岡大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ Ⅰ期　 経済学　　
3886-18-0174 福岡大　　　　 経済　　 経済　　　　 セ Ⅱ期　 経済学　　
3886-18-0200 福岡大　　　　 経済　　 産業経済　　 　 前期　 経済学　　
3886-18-0201 福岡大　　　　 経済　　 産業経済　　 　 系統別 経済学　　
3886-18-0272 福岡大　　　　 経済　　 産業経済　　 セ プラス 経済学　　
3886-18-0273 福岡大　　　　 経済　　 産業経済　　 セ Ⅰ期　 経済学　　
3886-18-0274 福岡大　　　　 経済　　 産業経済　　 セ Ⅱ期　 経済学　　
3886-20-0000 福岡大　　　　 商　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3886-20-0101 福岡大　　　　 商　　　 商　　　　　 　 前期　 経営学・商
3886-20-0102 福岡大　　　　 商　　　 商　　　　　 　 系統別 経営学・商
3886-20-0172 福岡大　　　　 商　　　 商　　　　　 セ プラス 経営学・商
3886-20-0173 福岡大　　　　 商　　　 商　　　　　 セ Ⅰ期　 経営学・商
3886-20-0174 福岡大　　　　 商　　　 商　　　　　 セ Ⅱ期　 経営学・商
3886-20-0201 福岡大　　　　 商　　　 貿易　　　　 　 前期　 経営学・商
3886-20-0202 福岡大　　　　 商　　　 貿易　　　　 　 系統別 経営学・商
3886-20-0272 福岡大　　　　 商　　　 貿易　　　　 セ プラス 経営学・商
3886-20-0273 福岡大　　　　 商　　　 貿易　　　　 セ Ⅰ期　 経営学・商
3886-20-0274 福岡大　　　　 商　　　 貿易　　　　 セ Ⅱ期　 経営学・商
3886-20-0301 福岡大　　　　 商　　　 経営　　　　 　 前期　 経営学・商
3886-20-0302 福岡大　　　　 商　　　 経営　　　　 　 系統別 経営学・商
3886-20-0372 福岡大　　　　 商　　　 経営　　　　 セ プラス 経営学・商
3886-20-0373 福岡大　　　　 商　　　 経営　　　　 セ Ⅰ期　 経営学・商
3886-20-0374 福岡大　　　　 商　　　 経営　　　　 セ Ⅱ期　 経営学・商
3886-20-0401 福岡大　　　　 商　　　 経営／会計専 　 前期　 経営学・商
3886-20-0402 福岡大　　　　 商　　　 経営／会計専 　 系統別 経営学・商
3886-24-0000 福岡大　　　　 商二　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3886-24-0100 福岡大　　　　 商二　　 商　　　　　 　 前期　 経営学・商
3886-24-0101 福岡大　　　　 商二　　 商　　　　　 　 系統別 経営学・商
3886-24-0172 福岡大　　　　 商二　　 商　　　　　 セ Ⅰ期　 経営学・商
3886-24-0173 福岡大　　　　 商二　　 商　　　　　 セ Ⅱ期　 経営学・商
3886-24-0202 福岡大　　　　 商二　　 商／会計専門 　 系統別 経営学・商



3886-42-0000 福岡大　　　　 理　　　 　　　　　　 　 　　　 物理学　　
3886-42-0100 福岡大　　　　 理　　　 応用数　　　 　 前期　 数学　　　
3886-42-0101 福岡大　　　　 理　　　 応用数　　　 　 系統別 数学　　　
3886-42-0172 福岡大　　　　 理　　　 応用数　　　 セ プラス 数学　　　
3886-42-0173 福岡大　　　　 理　　　 応用数　　　 セ Ⅰ期　 数学　　　
3886-42-0174 福岡大　　　　 理　　　 応用数　　　 セ Ⅱ期　 数学　　　
3886-42-0201 福岡大　　　　 理　　　 物理科学　　 　 前期　 物理学　　
3886-42-0202 福岡大　　　　 理　　　 物理科学　　 　 系統別 物理学　　
3886-42-0272 福岡大　　　　 理　　　 物理科学　　 セ プラス 物理学　　
3886-42-0273 福岡大　　　　 理　　　 物理科学　　 セ Ⅰ期　 物理学　　
3886-42-0274 福岡大　　　　 理　　　 物理科学　　 セ Ⅱ期　 物理学　　
3886-42-0301 福岡大　　　　 理　　　 化学　　　　 　 前期　 化学　　　
3886-42-0302 福岡大　　　　 理　　　 化学　　　　 　 系統別 化学　　　
3886-42-0372 福岡大　　　　 理　　　 化学　　　　 セ プラス 化学　　　
3886-42-0373 福岡大　　　　 理　　　 化学　　　　 セ Ⅰ期　 化学　　　
3886-42-0374 福岡大　　　　 理　　　 化学　　　　 セ Ⅱ期　 化学　　　
3886-42-0400 福岡大　　　　 理　　　 地球圏科学　 　 前期　 総合理学　
3886-42-0401 福岡大　　　　 理　　　 地球圏科学　 　 系統別 総合理学　
3886-42-0472 福岡大　　　　 理　　　 地球圏科学　 セ プラス 総合理学　
3886-42-0473 福岡大　　　　 理　　　 地球圏科学　 セ Ⅰ期　 総合理学　
3886-42-0474 福岡大　　　　 理　　　 地球圏科学　 セ Ⅱ期　 総合理学　
3886-42-0501 福岡大　　　　 理　　　 社会数理・情 　 前期　 数学　　　
3886-42-0502 福岡大　　　　 理　　　 社会数理・情 　 系統別 数学　　　
3886-42-0572 福岡大　　　　 理　　　 社会数理・情 セ プラス 数学　　　
3886-42-0573 福岡大　　　　 理　　　 社会数理・情 セ Ⅰ期　 数学　　　
3886-42-0574 福岡大　　　　 理　　　 社会数理・情 セ Ⅱ期　 数学　　　
3886-42-0701 福岡大　　　　 理　　　 ナノ／物理科 　 前期　 物理学　　
3886-42-0702 福岡大　　　　 理　　　 ナノ／物理科 　 系統別 物理学　　
3886-42-0772 福岡大　　　　 理　　　 ナノ／物理科 セ プラス 物理学　　
3886-42-0773 福岡大　　　　 理　　　 ナノ／物理科 セ Ⅰ期　 物理学　　
3886-42-0774 福岡大　　　　 理　　　 ナノ／物理科 セ Ⅱ期　 物理学　　
3886-42-0801 福岡大　　　　 理　　　 ナノ／化学　 　 前期　 化学　　　
3886-42-0802 福岡大　　　　 理　　　 ナノ／化学　 　 系統別 化学　　　
3886-42-0872 福岡大　　　　 理　　　 ナノ／化学　 セ プラス 化学　　　
3886-42-0873 福岡大　　　　 理　　　 ナノ／化学　 セ Ⅰ期　 化学　　　
3886-42-0874 福岡大　　　　 理　　　 ナノ／化学　 セ Ⅱ期　 化学　　　
3886-46-0000 福岡大　　　　 工　　　 　　　　　　 　 　　　 電気・電子
3886-46-0100 福岡大　　　　 工　　　 化学シス工　 　 前期　 応用化学　
3886-46-0101 福岡大　　　　 工　　　 化学シス工　 　 系統別 応用化学　
3886-46-0171 福岡大　　　　 工　　　 化学シス工　 セ Ⅰ期　 応用化学　
3886-46-0172 福岡大　　　　 工　　　 化学シス工　 セ プラス 応用化学　
3886-46-0173 福岡大　　　　 工　　　 化学シス工　 セ Ⅱ期　 応用化学　
3886-46-0200 福岡大　　　　 工　　　 機械工　　　 　 前期　 機械工学　
3886-46-0201 福岡大　　　　 工　　　 機械工　　　 　 系統別 機械工学　
3886-46-0271 福岡大　　　　 工　　　 機械工　　　 セ Ⅰ期　 機械工学　
3886-46-0272 福岡大　　　　 工　　　 機械工　　　 セ プラス 機械工学　
3886-46-0273 福岡大　　　　 工　　　 機械工　　　 セ Ⅱ期　 機械工学　
3886-46-0300 福岡大　　　　 工　　　 建築　　　　 　 前期　 建築・土木
3886-46-0301 福岡大　　　　 工　　　 建築　　　　 　 系統別 建築・土木
3886-46-0371 福岡大　　　　 工　　　 建築　　　　 セ Ⅰ期　 建築・土木
3886-46-0372 福岡大　　　　 工　　　 建築　　　　 セ プラス 建築・土木
3886-46-0373 福岡大　　　　 工　　　 建築　　　　 セ Ⅱ期　 建築・土木
3886-46-0400 福岡大　　　　 工　　　 電気工　　　 　 前期　 電気・電子
3886-46-0401 福岡大　　　　 工　　　 電気工　　　 　 系統別 電気・電子
3886-46-0471 福岡大　　　　 工　　　 電気工　　　 セ Ⅰ期　 電気・電子
3886-46-0472 福岡大　　　　 工　　　 電気工　　　 セ プラス 電気・電子
3886-46-0473 福岡大　　　　 工　　　 電気工　　　 セ Ⅱ期　 電気・電子
3886-46-0600 福岡大　　　　 工　　　 社会デザイン 　 前期　 建築・土木
3886-46-0601 福岡大　　　　 工　　　 社会デザイン 　 系統別 建築・土木



3886-46-0671 福岡大　　　　 工　　　 社会デザイン セ Ⅰ期　 建築・土木
3886-46-0672 福岡大　　　　 工　　　 社会デザイン セ プラス 建築・土木
3886-46-0673 福岡大　　　　 工　　　 社会デザイン セ Ⅱ期　 建築・土木
3886-46-0700 福岡大　　　　 工　　　 電子情報工　 　 前期　 電気・電子
3886-46-0701 福岡大　　　　 工　　　 電子情報工　 　 系統別 電気・電子
3886-46-0771 福岡大　　　　 工　　　 電子情報工　 セ Ⅰ期　 電気・電子
3886-46-0772 福岡大　　　　 工　　　 電子情報工　 セ プラス 電気・電子
3886-46-0773 福岡大　　　　 工　　　 電子情報工　 セ Ⅱ期　 電気・電子
3886-55-0000 福岡大　　　　 医　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3886-55-0101 福岡大　　　　 医　　　 医　　　　　 　 系統別 医　　　　
3886-55-0172 福岡大　　　　 医　　　 医　　　　　 セ Ⅰ期　 医　　　　
3886-55-0201 福岡大　　　　 医　　　 看護　　　　 　 前期　 看護　　　
3886-55-0202 福岡大　　　　 医　　　 看護　　　　 　 系統別 看護　　　
3886-55-0272 福岡大　　　　 医　　　 看護　　　　 セ プラス 看護　　　
3886-55-0273 福岡大　　　　 医　　　 看護　　　　 セ Ⅰ期　 看護　　　
3886-55-0274 福岡大　　　　 医　　　 看護　　　　 セ Ⅱ期　 看護　　　
3886-61-0000 福岡大　　　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3886-61-0301 福岡大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 　 前期　 薬　　　　
3886-61-0302 福岡大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 　 前期理 薬　　　　
3886-61-0303 福岡大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 　 系統別 薬　　　　
3886-61-0372 福岡大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 セ プラス 薬　　　　
3886-61-0373 福岡大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 セ Ⅰ期　 薬　　　　
3886-61-0374 福岡大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 セ Ⅱ期　 薬　　　　
3886-65-0000 福岡大　　　　 スポーツ 　　　　　　 　 　　　 体育・健康
3886-65-0100 福岡大　　　　 スポーツ スポーツ科学 　 前期実 体育・健康
3886-65-0101 福岡大　　　　 スポーツ スポーツ科学 　 前期小 体育・健康
3886-65-0102 福岡大　　　　 スポーツ スポーツ科学 　 系統別 体育・健康
3886-65-0172 福岡大　　　　 スポーツ スポーツ科学 セ Ⅰ期　 体育・健康
3886-65-0173 福岡大　　　　 スポーツ スポーツ科学 セ Ⅱ期　 体育・健康
3886-65-0200 福岡大　　　　 スポーツ 健康運動科学 　 前期　 体育・健康
3886-65-0201 福岡大　　　　 スポーツ 健康運動科学 　 系統別 体育・健康
3886-65-0272 福岡大　　　　 スポーツ 健康運動科学 セ Ⅰ期　 体育・健康
3886-65-0273 福岡大　　　　 スポーツ 健康運動科学 セ Ⅱ期　 体育・健康
3887-27-0000 福岡工大　　　 社会環境 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3887-27-0101 福岡工大　　　 社会環境 社会環境　　 　 ３教科 総合科学　
3887-27-0171 福岡工大　　　 社会環境 社会環境　　 セ 前期　 総合科学　
3887-27-0173 福岡工大　　　 社会環境 社会環境　　 セ 併用型 総合科学　
3887-27-0174 福岡工大　　　 社会環境 社会環境　　 セ 中期　 総合科学　
3887-46-0000 福岡工大　　　 工　　　 　　　　　　 　 　　　 電気・電子
3887-46-0301 福岡工大　　　 工　　　 電気工　　　 　 ３教科 電気・電子
3887-46-0371 福岡工大　　　 工　　　 電気工　　　 セ 前期　 電気・電子
3887-46-0373 福岡工大　　　 工　　　 電気工　　　 セ 中期　 電気・電子
3887-46-0401 福岡工大　　　 工　　　 知能機械工　 　 ３教科 機械工学　
3887-46-0471 福岡工大　　　 工　　　 知能機械工　 セ 前期　 機械工学　
3887-46-0473 福岡工大　　　 工　　　 知能機械工　 セ 中期　 機械工学　
3887-46-0501 福岡工大　　　 工　　　 電子情報工　 　 ３教科 電気・電子
3887-46-0571 福岡工大　　　 工　　　 電子情報工　 セ 前期　 電気・電子
3887-46-0573 福岡工大　　　 工　　　 電子情報工　 セ 中期　 電気・電子
3887-46-0701 福岡工大　　　 工　　　 生命環境化　 　 ３教科 生物工学　
3887-46-0771 福岡工大　　　 工　　　 生命環境化　 セ 前期　 生物工学　
3887-46-0773 福岡工大　　　 工　　　 生命環境化　 セ 中期　 生物工学　
3887-47-0000 福岡工大　　　 情報工　 　　　　　　 　 　　　 情報工学　
3887-47-0101 福岡工大　　　 情報工　 情報工　　　 　 ３教科 情報工学　
3887-47-0171 福岡工大　　　 情報工　 情報工　　　 セ 前期　 情報工学　
3887-47-0173 福岡工大　　　 情報工　 情報工　　　 セ 中期　 情報工学　
3887-47-0201 福岡工大　　　 情報工　 情報通信工　 　 ３教科 情報工学　
3887-47-0271 福岡工大　　　 情報工　 情報通信工　 セ 前期　 情報工学　
3887-47-0273 福岡工大　　　 情報工　 情報通信工　 セ 中期　 情報工学　
3887-47-0301 福岡工大　　　 情報工　 情報シス工　 　 ３教科 情報工学　



3887-47-0371 福岡工大　　　 情報工　 情報シス工　 セ 前期　 情報工学　
3887-47-0373 福岡工大　　　 情報工　 情報シス工　 セ 中期　 情報工学　
3887-47-0401 福岡工大　　　 情報工　 システムマネ 　 ３教科 経営工学　
3887-47-0471 福岡工大　　　 情報工　 システムマネ セ 前期　 経営工学　
3887-47-0473 福岡工大　　　 情報工　 システムマネ セ 中期　 経営工学　
3888-59-0000 福岡歯大　　　 口腔歯　 　　　　　　 　 　　　 歯　　　　
3888-59-0101 福岡歯大　　　 口腔歯　 口腔歯　　　 　 Ａ　　 歯　　　　
3888-59-0171 福岡歯大　　　 口腔歯　 口腔歯　　　 セ Ⅰ期　 歯　　　　
3889-02-0000 福岡女学院大　 人文　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3889-02-0300 福岡女学院大　 人文　　 現代文化　　 　 前期　 文化学　　
3889-02-0373 福岡女学院大　 人文　　 現代文化　　 セ Ⅰ期　 文化学　　
3889-02-0601 福岡女学院大　 人文　　 言語芸術　　 　 前期　 その他芸術
3889-02-0671 福岡女学院大　 人文　　 言語芸術　　 セ Ⅰ期　 その他芸術
3889-02-0701 福岡女学院大　 人文　　 メディア・コ 　 前期　 社会学　　
3889-02-0771 福岡女学院大　 人文　　 メディア・コ セ Ⅰ期　 社会学　　
3889-09-0000 福岡女学院大　 国際キャ 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3889-09-0101 福岡女学院大　 国際キャ 国際英語　　 　 前期　 英米語　　
3889-09-0171 福岡女学院大　 国際キャ 国際英語　　 セ Ⅰ期２ 英米語　　
3889-09-0174 福岡女学院大　 国際キャ 国際英語　　 セ Ⅰ期３ 英米語　　
3889-09-0201 福岡女学院大　 国際キャ 国際キャリア 　 前期　 英米語　　
3889-09-0271 福岡女学院大　 国際キャ 国際キャリア セ Ⅰ期２ 英米語　　
3889-09-0274 福岡女学院大　 国際キャ 国際キャリア セ Ⅰ期３ 英米語　　
3889-37-0000 福岡女学院大　 人間関係 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3889-37-0100 福岡女学院大　 人間関係 心理　　　　 　 前期　 心理学　　
3889-37-0171 福岡女学院大　 人間関係 心理　　　　 セ Ⅰ期　 心理学　　
3889-37-0200 福岡女学院大　 人間関係 子ども発達　 　 前期　 児童学　　
3889-37-0271 福岡女学院大　 人間関係 子ども発達　 セ Ⅰ期　 児童学　　
3890-21-0000 九州情報大　　 経営情報 　　　　　　 　 　　　 経営情報学
3890-21-0101 九州情報大　　 経営情報 経営情報　　 　 一期　 経営情報学
3890-21-0171 九州情報大　　 経営情報 経営情報　　 セ 前期　 経営情報学
3890-21-0201 九州情報大　　 経営情報 情報ネットワ 　 一期　 経営情報学
3890-21-0271 九州情報大　　 経営情報 情報ネットワ セ 前期　 経営情報学
3892-64-0000 九州栄養福祉大 リハビリ 　　　　　　 　 　　　 理学療法　
3892-64-0101 九州栄養福祉大 リハビリ 理学療法　　 　 　　　 理学療法　
3892-64-0171 九州栄養福祉大 リハビリ 理学療法　　 セ 　　　 理学療法　
3892-64-0201 九州栄養福祉大 リハビリ 作業療法　　 　 　　　 作業療法　
3892-64-0271 九州栄養福祉大 リハビリ 作業療法　　 セ 　　　 作業療法　
3892-79-0000 九州栄養福祉大 食物栄養 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3892-79-0100 九州栄養福祉大 食物栄養 食物栄養　　 　 　　　 食物・栄養
3892-79-0171 九州栄養福祉大 食物栄養 食物栄養　　 セ 　　　 食物・栄養
3893-64-0000 日赤九州看護大 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3893-64-0100 日赤九州看護大 看護　　 看護　　　　 　 　　　 看護　　　
3893-64-0171 日赤九州看護大 看護　　 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3895-64-0000 聖マリア学院大 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3895-64-0101 聖マリア学院大 看護　　 看護　　　　 　 　　　 看護　　　
3895-64-0171 聖マリア学院大 看護　　 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3896-64-0000 福岡女学看護大 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3896-64-0101 福岡女学看護大 看護　　 看護　　　　 　 前期　 看護　　　
3896-64-0171 福岡女学看護大 看護　　 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3897-21-0000 保健医療経営大 保健医療 　　　　　　 　 　　　 政治学　　
3897-21-0101 保健医療経営大 保健医療 保健医療経営 　 Ａ３　 経営学・商
3897-21-0102 保健医療経営大 保健医療 保健医療経営 　 Ａ２　 経営学・商
3897-21-0171 保健医療経営大 保健医療 保健医療経営 セ Ⅰ期　 経営学・商
3898-64-0000 純真学園大　　 保健医療 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3898-64-0101 純真学園大　　 保健医療 看護　　　　 　 一期　 看護　　　
3898-64-0171 純真学園大　　 保健医療 看護　　　　 セ Ⅰ期　 看護　　　
3898-64-0201 純真学園大　　 保健医療 放射線技術科 　 一期　 放射線技術
3898-64-0271 純真学園大　　 保健医療 放射線技術科 セ Ⅰ期　 放射線技術
3898-64-0301 純真学園大　　 保健医療 検査科学　　 　 一期　 検査技術　



3898-64-0371 純真学園大　　 保健医療 検査科学　　 セ Ⅰ期　 検査技術　
3898-64-0401 純真学園大　　 保健医療 医療工　　　 　 一期　 医療技術　
3898-64-0471 純真学園大　　 保健医療 医療工　　　 セ Ⅰ期　 医療技術　
3899-64-0000 福岡看護大　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3899-64-0101 福岡看護大　　 看護　　 看護　　　　 　 Ａ　　 看護　　　
3899-64-0171 福岡看護大　　 看護　　 看護　　　　 セ Ⅰ期　 看護　　　
3900-64-0000 福岡国際医福大 医療　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
3900-64-0101 福岡国際医福大 医療　　 理学療法　　 　 前期　 理学療法　
3900-64-0201 福岡国際医福大 医療　　 作業療法　　 　 前期　 作業療法　
3900-64-0301 福岡国際医福大 医療　　 視能訓練　　 　 前期　 医療技術　
3906-64-0000 西九州大　　　 健康福祉 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3906-64-0100 西九州大　　　 健康福祉 社会福祉　　 　 Ⅰ期　 社会福祉学
3906-64-0171 西九州大　　　 健康福祉 社会福祉　　 セ 前期　 社会福祉学
3906-64-0301 西九州大　　　 健康福祉 スポーツ健康 　 Ⅰ期　 体育・健康
3906-64-0371 西九州大　　　 健康福祉 スポーツ健康 セ 前期　 体育・健康
3906-65-0000 西九州大　　　 リハビリ 　　　　　　 　 　　　 理学療法　
3906-65-0101 西九州大　　　 リハビリ リハ／理学療 　 Ⅰ期　 理学療法　
3906-65-0171 西九州大　　　 リハビリ リハ／理学療 セ 前期　 理学療法　
3906-65-0201 西九州大　　　 リハビリ リハ／作業療 　 Ⅰ期　 作業療法　
3906-65-0271 西九州大　　　 リハビリ リハ／作業療 セ 前期　 作業療法　
3906-66-0000 西九州大　　　 健康栄養 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3906-66-0101 西九州大　　　 健康栄養 健康栄養　　 　 Ⅰ期　 食物・栄養
3906-66-0171 西九州大　　　 健康栄養 健康栄養　　 セ 前期　 食物・栄養
3906-67-0000 西九州大　　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3906-67-0101 西九州大　　　 看護　　 看護　　　　 　 Ⅰ期　 看護　　　
3906-67-0171 西九州大　　　 看護　　 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3906-80-0000 西九州大　　　 子ども　 　　　　　　 　 　　　 児童学　　
3906-80-0101 西九州大　　　 子ども　 子ども　　　 　 Ⅰ期　 児童学　　
3906-80-0171 西九州大　　　 子ども　 子ども　　　 セ 前期　 児童学　　
3906-80-0201 西九州大　　　 子ども　 心理カウンセ 　 Ⅰ期　 心理学　　
3906-80-0271 西九州大　　　 子ども　 心理カウンセ セ 前期　 心理学　　
3916-33-0000 活水女子大　　 国際文化 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3916-33-0101 活水女子大　　 国際文化 英語　　　　 　 Ａ　　 英米語　　
3916-33-0171 活水女子大　　 国際文化 英語　　　　 セ Ａ　　 英米語　　
3916-33-0201 活水女子大　　 国際文化 日本文化　　 　 Ａ　　 日本文学　
3916-33-0271 活水女子大　　 国際文化 日本文化　　 セ Ａ　　 日本文学　
3916-64-0000 活水女子大　　 看護　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3916-64-0101 活水女子大　　 看護　　 看護　　　　 　 Ａ　　 看護　　　
3916-64-0171 活水女子大　　 看護　　 看護　　　　 セ Ａ　　 看護　　　
3916-79-0000 活水女子大　　 健康生活 　　　　　　 　 　　　 生活科学　
3916-79-0102 活水女子大　　 健康生活 食生活健康　 　 Ａ　　 食物・栄養
3916-79-0171 活水女子大　　 健康生活 食生活健康　 セ Ａ　　 食物・栄養
3916-79-0201 活水女子大　　 健康生活 生活デザイン 　 Ａ　　 生活科学　
3916-79-0271 活水女子大　　 健康生活 生活デザイン セ Ａ　　 生活科学　
3916-79-0301 活水女子大　　 健康生活 子ども　　　 　 Ａ　　 児童学　　
3916-79-0371 活水女子大　　 健康生活 子ども　　　 セ Ａ　　 児童学　　
3916-83-0000 活水女子大　　 音楽　　 　　　　　　 　 　　　 音楽　　　
3916-83-0701 活水女子大　　 音楽　　 音楽／演奏表 　 Ａ　　 音楽　　　
3916-83-0771 活水女子大　　 音楽　　 音楽／演奏表 セ Ａ　　 音楽　　　
3916-83-0901 活水女子大　　 音楽　　 音楽／音楽文 　 Ａ　　 音楽　　　
3916-83-0971 活水女子大　　 音楽　　 音楽／音楽文 セ Ａ　　 音楽　　　
3917-02-0000 長崎純心大　　 人文　　 　　　　　　 　 　　　 児童学　　
3917-02-0101 長崎純心大　　 人文　　 地域包括支援 　 Ａ　　 社会福祉学
3917-02-0171 長崎純心大　　 人文　　 地域包括支援 セ Ａ　　 社会福祉学
3917-02-0500 長崎純心大　　 人文　　 こども教育保 　 Ａ　　 児童学　　
3917-02-0571 長崎純心大　　 人文　　 こども教育保 セ Ａ　　 児童学　　
3917-02-0601 長崎純心大　　 人文　　 文化コミュニ 　 Ａ　　 文化学　　
3917-02-0671 長崎純心大　　 人文　　 文化コミュニ セ Ａ　　 文化学　　
3918-39-0000 長崎総合科学大 総合情報 　　　　　　 　 　　　 経営情報学



3918-39-0101 長崎総合科学大 総合情報 総合／知能情 　 Ⅰ期　 情報工学　
3918-39-0171 長崎総合科学大 総合情報 総合／知能情 セ Ⅰ期　 情報工学　
3918-39-0201 長崎総合科学大 総合情報 総合／マネジ 　 Ⅰ期　 経営情報学
3918-39-0271 長崎総合科学大 総合情報 総合／マネジ セ Ⅰ期　 経営情報学
3918-39-0301 長崎総合科学大 総合情報 総合／生命環 　 Ⅰ期　 建築・土木
3918-39-0371 長崎総合科学大 総合情報 総合／生命環 セ Ⅰ期　 建築・土木
3918-46-0000 長崎総合科学大 工　　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
3918-46-0701 長崎総合科学大 工　　　 工／船舶工学 　 Ⅰ期　 船舶・海洋
3918-46-0771 長崎総合科学大 工　　　 工／船舶工学 セ Ⅰ期　 船舶・海洋
3918-46-0801 長崎総合科学大 工　　　 工／機械工学 　 Ⅰ期　 機械工学　
3918-46-0871 長崎総合科学大 工　　　 工／機械工学 セ Ⅰ期　 機械工学　
3918-46-0901 長崎総合科学大 工　　　 工／建築学　 　 Ⅰ期　 建築・土木
3918-46-0971 長崎総合科学大 工　　　 工／建築学　 セ Ⅰ期　 建築・土木
3918-46-1001 長崎総合科学大 工　　　 工／電気電子 　 Ⅰ期　 電気・電子
3918-46-1071 長崎総合科学大 工　　　 工／電気電子 セ Ⅰ期　 電気・電子
3918-46-1101 長崎総合科学大 工　　　 工／医療工学 　 Ⅰ期　 医療技術　
3918-46-1171 長崎総合科学大 工　　　 工／医療工学 セ Ⅰ期　 医療技術　
3919-27-0000 長崎国際大　　 人間社会 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3919-27-0101 長崎国際大　　 人間社会 国際観光　　 　 Ａ　　 観光学　　
3919-27-0171 長崎国際大　　 人間社会 国際観光　　 セ 前期　 観光学　　
3919-27-0201 長崎国際大　　 人間社会 社会福祉　　 　 Ａ　　 社会福祉学
3919-27-0271 長崎国際大　　 人間社会 社会福祉　　 セ 前期　 社会福祉学
3919-61-0000 長崎国際大　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3919-61-0101 長崎国際大　　 薬　　　 薬　　　　　 　 Ａ　　 薬　　　　
3919-61-0171 長崎国際大　　 薬　　　 薬　　　　　 セ 前期　 薬　　　　
3919-79-0000 長崎国際大　　 健康管理 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3919-79-0103 長崎国際大　　 健康管理 健康栄養　　 　 Ａ　　 食物・栄養
3919-79-0171 長崎国際大　　 健康管理 健康栄養　　 セ 前期　 食物・栄養
3920-08-0000 長崎外大　　　 外国語　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3920-08-0101 長崎外大　　　 外国語　 国際コミュニ 　 ２科目 中国語　　
3920-08-0102 長崎外大　　　 外国語　 国際コミュニ 　 ３科目 中国語　　
3920-08-0171 長崎外大　　　 外国語　 国際コミュニ セ Ａ　　 中国語　　
3920-08-0201 長崎外大　　　 外国語　 現代英語　　 　 ２科目 英米語　　
3920-08-0202 長崎外大　　　 外国語　 現代英語　　 　 ３科目 英米語　　
3920-08-0271 長崎外大　　　 外国語　 現代英語　　 セ Ａ　　 英米語　　
3921-27-0000 ウエスレヤン大 現代社会 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3921-27-0201 ウエスレヤン大 現代社会 社会福祉　　 　 Ａ　　 社会福祉学
3921-27-0271 ウエスレヤン大 現代社会 社会福祉　　 セ Ａ　　 社会福祉学
3921-27-0301 ウエスレヤン大 現代社会 経済政策　　 　 Ａ　　 経済学　　
3921-27-0371 ウエスレヤン大 現代社会 経済政策　　 セ Ａ　　 経済学　　
3921-27-0401 ウエスレヤン大 現代社会 外国語　　　 　 Ａ　　 英米語　　
3921-27-0471 ウエスレヤン大 現代社会 外国語　　　 セ Ａ　　 英米語　　
3932-08-0000 熊本学園大　　 外国語　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3932-08-0101 熊本学園大　　 外国語　 英米　　　　 　 前期　 英米語　　
3932-08-0171 熊本学園大　　 外国語　 英米　　　　 セ Ａ　　 英米語　　
3932-08-0173 熊本学園大　　 外国語　 英米　　　　 セ プラス 英米語　　
3932-08-0201 熊本学園大　　 外国語　 東アジア　　 　 前期　 中国語　　
3932-08-0271 熊本学園大　　 外国語　 東アジア　　 セ Ａ　　 中国語　　
3932-08-0274 熊本学園大　　 外国語　 東アジア　　 セ プラス 中国語　　
3932-18-0000 熊本学園大　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3932-18-0101 熊本学園大　　 経済　　 経済　　　　 　 前期　 経済学　　
3932-18-0171 熊本学園大　　 経済　　 経済　　　　 セ Ａ　　 経済学　　
3932-18-0173 熊本学園大　　 経済　　 経済　　　　 セ プラス 経済学　　
3932-18-0301 熊本学園大　　 経済　　 リーガルエコ 　 前期　 経済学　　
3932-18-0371 熊本学園大　　 経済　　 リーガルエコ セ Ａ　　 経済学　　
3932-18-0373 熊本学園大　　 経済　　 リーガルエコ セ プラス 経済学　　
3932-20-0000 熊本学園大　　 商　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3932-20-0201 熊本学園大　　 商　　　 商　　　　　 　 前期　 経営学・商
3932-20-0271 熊本学園大　　 商　　　 商　　　　　 セ Ａ　　 経営学・商



3932-20-0273 熊本学園大　　 商　　　 商　　　　　 セ プラス 経営学・商
3932-20-0301 熊本学園大　　 商　　　 ホスピタリテ 　 前期　 経営学・商
3932-20-0371 熊本学園大　　 商　　　 ホスピタリテ セ Ａ　　 経営学・商
3932-20-0373 熊本学園大　　 商　　　 ホスピタリテ セ プラス 経営学・商
3932-26-0000 熊本学園大　　 社会福祉 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3932-26-0101 熊本学園大　　 社会福祉 社会福祉　　 　 前期　 社会福祉学
3932-26-0171 熊本学園大　　 社会福祉 社会福祉　　 セ Ａ　　 社会福祉学
3932-26-0174 熊本学園大　　 社会福祉 社会福祉　　 セ プラス 社会福祉学
3932-26-0201 熊本学園大　　 社会福祉 福祉環境　　 　 前期　 社会福祉学
3932-26-0271 熊本学園大　　 社会福祉 福祉環境　　 セ Ａ　　 社会福祉学
3932-26-0273 熊本学園大　　 社会福祉 福祉環境　　 セ プラス 社会福祉学
3932-26-0301 熊本学園大　　 社会福祉 子ども家庭福 　 前期　 児童学　　
3932-26-0371 熊本学園大　　 社会福祉 子ども家庭福 セ Ａ　　 児童学　　
3932-26-0374 熊本学園大　　 社会福祉 子ども家庭福 セ プラス 児童学　　
3932-26-0401 熊本学園大　　 社会福祉 ライフ・ウェ 　 前期　 社会福祉学
3932-26-0471 熊本学園大　　 社会福祉 ライフ・ウェ セ Ａ　　 社会福祉学
3932-26-0474 熊本学園大　　 社会福祉 ライフ・ウェ セ プラス 社会福祉学
3932-29-0000 熊本学園大　　 社福二　 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3932-29-0100 熊本学園大　　 社福二　 社会福祉　　 　 前期　 社会福祉学
3932-29-0171 熊本学園大　　 社福二　 社会福祉　　 セ Ａ　　 社会福祉学
3933-46-0000 崇城大　　　　 工　　　 　　　　　　 　 　　　 航空・宇宙
3933-46-0201 崇城大　　　　 工　　　 機械工　　　 　 前期　 機械工学　
3933-46-0271 崇城大　　　　 工　　　 機械工　　　 セ 前期　 機械工学　
3933-46-0301 崇城大　　　　 工　　　 建築　　　　 　 前期　 建築・土木
3933-46-0371 崇城大　　　　 工　　　 建築　　　　 セ 前期　 建築・土木
3933-46-0401 崇城大　　　　 工　　　 ナノサイエン 　 前期　 応用化学　
3933-46-0471 崇城大　　　　 工　　　 ナノサイエン セ 前期　 応用化学　
3933-46-1201 崇城大　　　　 工　　　 宇宙／宇宙航 　 前期　 航空・宇宙
3933-46-1271 崇城大　　　　 工　　　 宇宙／宇宙航 セ 前期　 航空・宇宙
3933-46-1501 崇城大　　　　 工　　　 宇宙／航空整 　 前期　 航空・宇宙
3933-46-1571 崇城大　　　　 工　　　 宇宙／航空整 セ 前期　 航空・宇宙
3933-46-1601 崇城大　　　　 工　　　 宇宙／航空操 　 前期　 航空・宇宙
3933-46-1671 崇城大　　　　 工　　　 宇宙／航空操 セ 前期　 航空・宇宙
3933-47-0000 崇城大　　　　 情報　　 　　　　　　 　 　　　 映像　　　
3933-47-0401 崇城大　　　　 情報　　 情報　　　　 　 前期　 情報科学　
3933-47-0471 崇城大　　　　 情報　　 情報　　　　 セ 前期　 情報科学　
3933-61-0000 崇城大　　　　 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3933-61-0101 崇城大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 　 前期　 薬　　　　
3933-61-0174 崇城大　　　　 薬　　　 薬　　　　　 セ 前期　 薬　　　　
3933-74-0000 崇城大　　　　 生物生命 　　　　　　 　 　　　 生物工学　
3933-74-0101 崇城大　　　　 生物生命 応用微生物工 　 前期　 生物工学　
3933-74-0171 崇城大　　　　 生物生命 応用微生物工 セ 前期　 生物工学　
3933-74-0201 崇城大　　　　 生物生命 応用生命科学 　 前期　 生物工学　
3933-74-0271 崇城大　　　　 生物生命 応用生命科学 セ 前期　 生物工学　
3933-83-0000 崇城大　　　　 芸術　　 　　　　　　 　 　　　 美術・デザ
3933-83-0101 崇城大　　　　 芸術　　 美術　　　　 　 前期　 美術・デザ
3933-83-0171 崇城大　　　　 芸術　　 美術　　　　 セ 前期　 美術・デザ
3933-83-0201 崇城大　　　　 芸術　　 デザイン　　 　 前期　 美術・デザ
3933-83-0271 崇城大　　　　 芸術　　 デザイン　　 セ 前期　 美術・デザ
3934-04-0000 尚絅大　　　　 現代文化 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3934-04-0101 尚絅大　　　　 現代文化 文化コミュニ 　 第１回 文化学　　
3934-04-0171 尚絅大　　　　 現代文化 文化コミュニ セ 第１回 文化学　　
3934-79-0000 尚絅大　　　　 生活科学 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3934-79-0101 尚絅大　　　　 生活科学 栄養科学　　 　 第１回 食物・栄養
3934-79-0171 尚絅大　　　　 生活科学 栄養科学　　 セ 第１回 食物・栄養
3935-02-0000 九州ルーテル大 人文　　 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3935-02-0201 九州ルーテル大 人文　　 心理臨床　　 　 Ⅰ期　 心理学　　
3935-02-0271 九州ルーテル大 人文　　 心理臨床　　 セ 　　　 心理学　　
3935-02-0401 九州ルーテル大 人文　　 人文／キャリ 　 Ⅰ期　 英米語　　



3935-02-0471 九州ルーテル大 人文　　 人文／キャリ セ 　　　 英米語　　
3935-02-0501 九州ルーテル大 人文　　 人文／保育　 　 Ⅰ期　 児童学　　
3935-02-0571 九州ルーテル大 人文　　 人文／保育　 セ 　　　 児童学　　
3935-02-0601 九州ルーテル大 人文　　 人文／児童教 　 Ⅰ期　 小学校　　
3935-02-0671 九州ルーテル大 人文　　 人文／児童教 セ 　　　 小学校　　
3936-64-0000 九州看護福祉大 看護福祉 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
3936-64-0100 九州看護福祉大 看護福祉 看護　　　　 　 前期　 看護　　　
3936-64-0171 九州看護福祉大 看護福祉 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3936-64-0200 九州看護福祉大 看護福祉 社会福祉　　 　 前期　 社会福祉学
3936-64-0271 九州看護福祉大 看護福祉 社会福祉　　 セ 前期　 社会福祉学
3936-64-0301 九州看護福祉大 看護福祉 社会／介護福 　 前期　 社会福祉学
3936-64-0401 九州看護福祉大 看護福祉 リハビリテー 　 前期　 理学療法　
3936-64-0479 九州看護福祉大 看護福祉 リハビリテー セ 前期　 理学療法　
3936-64-0501 九州看護福祉大 看護福祉 口腔保健　　 　 前期　 医療技術　
3936-64-0571 九州看護福祉大 看護福祉 口腔保健　　 セ 前期　 医療技術　
3936-64-0601 九州看護福祉大 看護福祉 鍼灸スポーツ 　 前期　 医療技術　
3936-64-0671 九州看護福祉大 看護福祉 鍼灸スポーツ セ 前期　 医療技術　
3937-83-0000 平成音大　　　 音楽　　 　　　　　　 　 　　　 音楽　　　
3937-83-0100 平成音大　　　 音楽　　 音楽　　　　 　 Ａ　　 音楽　　　
3937-83-0101 平成音大　　　 音楽　　 音楽　　　　 　 沖縄　 音楽　　　
3937-83-0201 平成音大　　　 音楽　　 こども　　　 　 Ａ　　 児童学　　
3937-83-0202 平成音大　　　 音楽　　 こども　　　 　 沖縄　 児童学　　
3938-64-0000 熊本保健科学大 保健科学 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
3938-64-0100 熊本保健科学大 保健科学 医学検査　　 　 　　　 検査技術　
3938-64-0171 熊本保健科学大 保健科学 医学検査　　 セ 前期　 検査技術　
3938-64-0200 熊本保健科学大 保健科学 看護　　　　 　 　　　 看護　　　
3938-64-0271 熊本保健科学大 保健科学 看護　　　　 セ 前期　 看護　　　
3938-64-0301 熊本保健科学大 保健科学 リハ／理学療 　 　　　 理学療法　
3938-64-0371 熊本保健科学大 保健科学 リハ／理学療 セ 前期　 理学療法　
3938-64-0401 熊本保健科学大 保健科学 リハ／生活機 　 　　　 作業療法　
3938-64-0471 熊本保健科学大 保健科学 リハ／生活機 セ 前期　 作業療法　
3938-64-0501 熊本保健科学大 保健科学 リハ／言語聴 　 　　　 医療技術　
3938-64-0571 熊本保健科学大 保健科学 リハ／言語聴 セ 前期　 医療技術　
3946-22-0000 日本文理大　　 経営経済 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3946-22-0102 日本文理大　　 経営経済 経営経済　　 　 前期　 経営学・商
3946-22-0171 日本文理大　　 経営経済 経営経済　　 セ ３科１ 経営学・商
3946-22-0176 日本文理大　　 経営経済 経営経済　　 セ ５科１ 経営学・商
3946-22-0177 日本文理大　　 経営経済 経営経済　　 セ 併１期 経営学・商
3946-46-0000 日本文理大　　 工　　　 　　　　　　 　 　　　 住居学　　
3946-46-0302 日本文理大　　 工　　　 建築　　　　 　 前期　 建築・土木
3946-46-0371 日本文理大　　 工　　　 建築　　　　 セ ５科１ 建築・土木
3946-46-0372 日本文理大　　 工　　　 建築　　　　 セ ３科１ 建築・土木
3946-46-0376 日本文理大　　 工　　　 建築　　　　 セ 併１期 建築・土木
3946-46-1302 日本文理大　　 工　　　 航空宇宙工　 　 前期　 航空・宇宙
3946-46-1371 日本文理大　　 工　　　 航空宇宙工　 セ ３科１ 航空・宇宙
3946-46-1376 日本文理大　　 工　　　 航空宇宙工　 セ ５科１ 航空・宇宙
3946-46-1377 日本文理大　　 工　　　 航空宇宙工　 セ 併１期 航空・宇宙
3946-46-1402 日本文理大　　 工　　　 情報メディア 　 前期　 情報工学　
3946-46-1471 日本文理大　　 工　　　 情報メディア セ ３科１ 情報工学　
3946-46-1476 日本文理大　　 工　　　 情報メディア セ ５科１ 情報工学　
3946-46-1477 日本文理大　　 工　　　 情報メディア セ 併１期 情報工学　
3946-46-1701 日本文理大　　 工　　　 機械電気工　 　 前期　 機械工学　
3946-46-1771 日本文理大　　 工　　　 機械電気工　 セ ３科１ 機械工学　
3946-46-1775 日本文理大　　 工　　　 機械電気工　 セ ５科１ 機械工学　
3946-46-1776 日本文理大　　 工　　　 機械電気工　 セ 併１期 機械工学　
3947-01-0000 別府大　　　　 文　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3947-01-0601 別府大　　　　 文　　　 人間関係　　 　 Ａ　　 人間科学　
3947-01-0671 別府大　　　　 文　　　 人間関係　　 セ １期　 人間科学　
3947-01-1101 別府大　　　　 文　　　 国際言語・文 　 Ａ　　 英米語　　



3947-01-1171 別府大　　　　 文　　　 国際言語・文 セ １期　 英米語　　
3947-01-1201 別府大　　　　 文　　　 史学・文化財 　 Ａ　　 日本史　　
3947-01-1271 別府大　　　　 文　　　 史学・文化財 セ １期　 日本史　　
3947-21-0000 別府大　　　　 国際経営 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3947-21-0101 別府大　　　　 国際経営 国際経営　　 　 Ａ　　 経営学・商
3947-21-0171 別府大　　　　 国際経営 国際経営　　 セ １期　 経営学・商
3947-79-0000 別府大　　　　 食物栄養 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3947-79-0100 別府大　　　　 食物栄養 食物栄養　　 　 Ａ　　 食物・栄養
3947-79-0171 別府大　　　　 食物栄養 食物栄養　　 セ １期　 食物・栄養
3947-79-0201 別府大　　　　 食物栄養 発酵食品　　 　 Ａ　　 農芸化学　
3947-79-0271 別府大　　　　 食物栄養 発酵食品　　 セ １期　 農芸化学　
3948-21-0000 立命館アジア大 国際経営 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3948-21-0004 立命館アジア大 国際経営 　　　　　　 　 Ａ　　 国際関係学
3948-21-0005 立命館アジア大 国際経営 　　　　　　 　 英語　 国際関係学
3948-21-0071 立命館アジア大 国際経営 　　　　　　 セ ３教科 国際関係学
3948-21-0072 立命館アジア大 国際経営 　　　　　　 セ ５教科 国際関係学
3948-21-0074 立命館アジア大 国際経営 　　　　　　 セ 併用３ 国際関係学
3948-21-0077 立命館アジア大 国際経営 　　　　　　 セ ７科目 国際関係学
3948-33-0000 立命館アジア大 太平洋　 　　　　　　 　 　　　 社会学　　
3948-33-0004 立命館アジア大 太平洋　 　　　　　　 　 Ａ　　 国際関係学
3948-33-0005 立命館アジア大 太平洋　 　　　　　　 　 英語　 国際関係学
3948-33-0071 立命館アジア大 太平洋　 　　　　　　 セ ３教科 国際関係学
3948-33-0072 立命館アジア大 太平洋　 　　　　　　 セ ５教科 国際関係学
3948-33-0074 立命館アジア大 太平洋　 　　　　　　 セ 併用３ 国際関係学
3948-33-0077 立命館アジア大 太平洋　 　　　　　　 セ ７科目 国際関係学
3956-64-0000 南九州大　　　 健康栄養 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3956-64-0101 南九州大　　　 健康栄養 管理栄養　　 　 Ⅰ期　 食物・栄養
3956-64-0172 南九州大　　　 健康栄養 管理栄養　　 セ Ⅰ期　 食物・栄養
3956-64-0201 南九州大　　　 健康栄養 食品開発科学 　 Ⅰ期　 食物・栄養
3956-64-0272 南九州大　　　 健康栄養 食品開発科学 セ Ⅰ期　 食物・栄養
3956-76-0000 南九州大　　　 環境園芸 　　　　　　 　 　　　 農学　　　
3956-76-0101 南九州大　　　 環境園芸 環境園芸　　 　 Ⅰ期　 農学　　　
3956-76-0171 南九州大　　　 環境園芸 環境園芸　　 セ Ⅰ期　 農学　　　
3956-79-0000 南九州大　　　 人間発達 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3956-79-0201 南九州大　　　 人間発達 子ども教育　 　 Ⅰ期　 児童学　　
3956-79-0271 南九州大　　　 人間発達 子ども教育　 セ Ⅰ期　 児童学　　
3957-30-0000 宮崎国際大　　 教育　　 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
3957-30-0101 宮崎国際大　　 教育　　 児童教育　　 　 前期　 小学校　　
3957-30-0171 宮崎国際大　　 教育　　 児童教育　　 セ 前期　 小学校　　
3957-37-0000 宮崎国際大　　 国際教養 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3957-37-0102 宮崎国際大　　 国際教養 比較文化　　 　 前期　 文化学　　
3957-37-0171 宮崎国際大　　 国際教養 比較文化　　 セ 前期２ 文化学　　
3957-37-0172 宮崎国際大　　 国際教養 比較文化　　 セ 前期１ 文化学　　
3957-37-0173 宮崎国際大　　 国際教養 比較文化　　 セ 前期３ 文化学　　
3958-12-0000 宮崎産業経営大 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3958-12-0101 宮崎産業経営大 法　　　 法律　　　　 　 前期　 法学　　　
3958-12-0171 宮崎産業経営大 法　　　 法律　　　　 セ 前期　 法学　　　
3958-19-0000 宮崎産業経営大 経営　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
3958-19-0101 宮崎産業経営大 経営　　 経営　　　　 　 前期　 経営学・商
3958-19-0171 宮崎産業経営大 経営　　 経営　　　　 セ 前期　 経営学・商
3959-26-0000 九州保健福祉大 社会福祉 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3959-26-0501 九州保健福祉大 社会福祉 スポーツ健康 　 前期２ 体育・健康
3959-26-0502 九州保健福祉大 社会福祉 スポーツ健康 　 前期３ 体育・健康
3959-26-0504 九州保健福祉大 社会福祉 スポーツ健康 　 前期１ 体育・健康
3959-26-0571 九州保健福祉大 社会福祉 スポーツ健康 セ 前期　 体育・健康
3959-26-0601 九州保健福祉大 社会福祉 臨床／臨床福 　 前期２ 社会福祉学
3959-26-0602 九州保健福祉大 社会福祉 臨床／臨床福 　 前期３ 社会福祉学
3959-26-0604 九州保健福祉大 社会福祉 臨床／臨床福 　 前期１ 社会福祉学
3959-26-0671 九州保健福祉大 社会福祉 臨床／臨床福 セ 前期　 社会福祉学



3959-26-1101 九州保健福祉大 社会福祉 臨床／臨床心 　 前期１ 心理学　　
3959-26-1102 九州保健福祉大 社会福祉 臨床／臨床心 　 前期２ 心理学　　
3959-26-1103 九州保健福祉大 社会福祉 臨床／臨床心 　 前期３ 心理学　　
3959-26-1171 九州保健福祉大 社会福祉 臨床／臨床心 セ 前期　 心理学　　
3959-47-0000 九州保健福祉大 生命医科 　　　　　　 　 　　　 検査技術　
3959-47-0102 九州保健福祉大 生命医科 生命医科学　 　 前期１ 検査技術　
3959-47-0103 九州保健福祉大 生命医科 生命医科学　 　 前期２ 検査技術　
3959-47-0104 九州保健福祉大 生命医科 生命医科学　 　 前期３ 検査技術　
3959-47-0171 九州保健福祉大 生命医科 生命医科学　 セ 前期　 検査技術　
3959-61-0000 九州保健福祉大 薬　　　 　　　　　　 　 　　　 薬　　　　
3959-61-0100 九州保健福祉大 薬　　　 薬　　　　　 　 前期３ 薬　　　　
3959-61-0101 九州保健福祉大 薬　　　 薬　　　　　 　 前期２ 薬　　　　
3959-61-0103 九州保健福祉大 薬　　　 薬　　　　　 　 前期１ 薬　　　　
3959-61-0171 九州保健福祉大 薬　　　 薬　　　　　 セ 前期　 薬　　　　
3959-61-0201 九州保健福祉大 薬　　　 動物生命薬科 　 前期２ 獣医学　　
3959-61-0202 九州保健福祉大 薬　　　 動物生命薬科 　 前期３ 獣医学　　
3959-61-0204 九州保健福祉大 薬　　　 動物生命薬科 　 前期１ 獣医学　　
3959-61-0271 九州保健福祉大 薬　　　 動物生命薬科 セ 前期　 獣医学　　
3959-64-0000 九州保健福祉大 保健科学 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
3959-64-0102 九州保健福祉大 保健科学 作業療法　　 　 前期１ 作業療法　
3959-64-0103 九州保健福祉大 保健科学 作業療法　　 　 前期２ 作業療法　
3959-64-0104 九州保健福祉大 保健科学 作業療法　　 　 前期３ 作業療法　
3959-64-0171 九州保健福祉大 保健科学 作業療法　　 セ 前期　 作業療法　
3959-64-0202 九州保健福祉大 保健科学 言語聴覚療法 　 前期１ 医療技術　
3959-64-0203 九州保健福祉大 保健科学 言語聴覚療法 　 前期２ 医療技術　
3959-64-0204 九州保健福祉大 保健科学 言語聴覚療法 　 前期３ 医療技術　
3959-64-0271 九州保健福祉大 保健科学 言語聴覚療法 セ 前期　 医療技術　
3959-64-0401 九州保健福祉大 保健科学 臨床工　　　 　 前期２ 医療技術　
3959-64-0402 九州保健福祉大 保健科学 臨床工　　　 　 前期３ 医療技術　
3959-64-0404 九州保健福祉大 保健科学 臨床工　　　 　 前期１ 医療技術　
3959-64-0471 九州保健福祉大 保健科学 臨床工　　　 セ 前期　 医療技術　
3966-18-0000 鹿児島国際大　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 政治学　　
3966-18-0101 鹿児島国際大　 経済　　 経営　　　　 　 前期Ｉ 経営学・商
3966-18-0171 鹿児島国際大　 経済　　 経営　　　　 セ 前期Ｒ 経営学・商
3966-18-0201 鹿児島国際大　 経済　　 経済　　　　 　 前期Ｉ 経済学　　
3966-18-0271 鹿児島国際大　 経済　　 経済　　　　 セ 前期Ｒ 経済学　　
3966-27-0000 鹿児島国際大　 福祉社会 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3966-27-0201 鹿児島国際大　 福祉社会 社会福祉　　 　 前期Ｉ 社会福祉学
3966-27-0271 鹿児島国際大　 福祉社会 社会福祉　　 セ 前期Ｒ 社会福祉学
3966-27-0301 鹿児島国際大　 福祉社会 児童　　　　 　 前期Ｉ 児童学　　
3966-27-0371 鹿児島国際大　 福祉社会 児童　　　　 セ 前期Ｒ 児童学　　
3966-33-0000 鹿児島国際大　 国際文化 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3966-33-0301 鹿児島国際大　 国際文化 音楽　　　　 　 前期Ｉ 音楽　　　
3966-33-0371 鹿児島国際大　 国際文化 音楽　　　　 セ 前期Ｒ 音楽　　　
3966-33-0401 鹿児島国際大　 国際文化 国際文化　　 　 前期Ｉ 英米語　　
3966-33-0471 鹿児島国際大　 国際文化 国際文化　　 セ 前期Ｒ 英米語　　
3967-31-0000 鹿児島純心女大 人間教育 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
3967-31-0101 鹿児島純心女大 人間教育 教育・心理　 　 第１期 小学校　　
3967-31-0171 鹿児島純心女大 人間教育 教育・心理　 セ Ａ　　 小学校　　
3967-64-0000 鹿児島純心女大 看護栄養 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3967-64-0100 鹿児島純心女大 看護栄養 看護　　　　 　 第１期 看護　　　
3967-64-0172 鹿児島純心女大 看護栄養 看護　　　　 セ Ｂ　　 看護　　　
3967-64-0200 鹿児島純心女大 看護栄養 健康栄養　　 　 第１期 食物・栄養
3967-64-0273 鹿児島純心女大 看護栄養 健康栄養　　 セ Ａ　　 食物・栄養
3968-12-0000 志学館大　　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3968-12-0101 志学館大　　　 法　　　 法律　　　　 　 前期　 法学　　　
3968-12-0174 志学館大　　　 法　　　 法律　　　　 セ Ａ　　 法学　　　
3968-12-0201 志学館大　　　 法　　　 法ビジネス　 　 前期　 法学　　　
3968-12-0271 志学館大　　　 法　　　 法ビジネス　 セ Ａ　　 法学　　　



3968-37-0000 志学館大　　　 人間関係 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
3968-37-0101 志学館大　　　 人間関係 心理臨床　　 　 前期　 心理学　　
3968-37-0174 志学館大　　　 人間関係 心理臨床　　 セ Ａ　　 心理学　　
3968-37-0201 志学館大　　　 人間関係 人間文化　　 　 前期　 日本文学　
3968-37-0274 志学館大　　　 人間関係 人間文化　　 セ Ａ　　 日本文学　
3969-46-0000 第一工大　　　 工　　　 　　　　　　 　 　　　 建築・土木
3969-46-0100 第一工大　　　 工　　　 機械シス工　 　 前期　 機械工学　
3969-46-0171 第一工大　　　 工　　　 機械シス工　 セ 前期　 機械工学　
3969-46-0200 第一工大　　　 工　　　 建築デザイン 　 前期　 建築・土木
3969-46-0271 第一工大　　　 工　　　 建築デザイン セ 前期　 建築・土木
3969-46-0400 第一工大　　　 工　　　 情報電子シス 　 前期　 電気・電子
3969-46-0471 第一工大　　　 工　　　 情報電子シス セ 前期　 電気・電子
3969-46-0500 第一工大　　　 工　　　 自然環境工　 　 前期　 建築・土木
3969-46-0571 第一工大　　　 工　　　 自然環境工　 セ 前期　 建築・土木
3969-47-0000 第一工大　　　 航空工　 　　　　　　 　 　　　 航空・宇宙
3969-47-0101 第一工大　　　 航空工　 航空／航空操 　 　　　 航空・宇宙
3969-47-0171 第一工大　　　 航空工　 航空／航空操 セ 　　　 航空・宇宙
3969-47-0201 第一工大　　　 航空工　 航空／航空整 　 前期　 航空・宇宙
3969-47-0271 第一工大　　　 航空工　 航空／航空整 セ 前期　 航空・宇宙
3969-47-0301 第一工大　　　 航空工　 航空／航空工 　 前期　 航空・宇宙
3969-47-0371 第一工大　　　 航空工　 航空／航空工 セ 前期　 航空・宇宙
3976-02-0000 沖縄大　　　　 人文　　 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
3976-02-0100 沖縄大　　　　 人文　　 国際コミュニ 　 前期　 国際関係学
3976-02-0173 沖縄大　　　　 人文　　 国際コミュニ セ 前期　 国際関係学
3976-02-0301 沖縄大　　　　 人文　　 こども文化　 　 前期　 児童学　　
3976-02-0371 沖縄大　　　　 人文　　 こども文化　 セ 前期　 児童学　　
3976-02-0401 沖縄大　　　　 人文　　 福祉／社会福 　 前期　 社会福祉学
3976-02-0471 沖縄大　　　　 人文　　 福祉／社会福 セ 前期　 社会福祉学
3976-02-0502 沖縄大　　　　 人文　　 福祉／健康ス 　 前実技 体育・健康
3976-02-0503 沖縄大　　　　 人文　　 福祉／健康ス 　 前学力 体育・健康
3976-02-0571 沖縄大　　　　 人文　　 福祉／健康ス セ 前期　 体育・健康
3976-13-0000 沖縄大　　　　 法経　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3976-13-0400 沖縄大　　　　 法経　　 法経　　　　 　 前期　 法学　　　
3976-13-0473 沖縄大　　　　 法経　　 法経　　　　 セ 前期　 法学　　　
3976-64-0000 沖縄大　　　　 健康栄養 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
3976-64-0101 沖縄大　　　　 健康栄養 管理栄養　　 　 前期　 食物・栄養
3976-64-0171 沖縄大　　　　 健康栄養 管理栄養　　 セ 前期　 食物・栄養
3977-03-0000 沖縄国際大　　 総合文化 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
3977-03-0101 沖縄国際大　　 総合文化 英米言語文化 　 前期　 英米語　　
3977-03-0171 沖縄国際大　　 総合文化 英米言語文化 セ 前期　 英米語　　
3977-03-0201 沖縄国際大　　 総合文化 日本文化　　 　 前期　 文化学　　
3977-03-0271 沖縄国際大　　 総合文化 日本文化　　 セ 前期　 文化学　　
3977-03-0301 沖縄国際大　　 総合文化 社会文化　　 　 前期　 文化学　　
3977-03-0371 沖縄国際大　　 総合文化 社会文化　　 セ 前期　 文化学　　
3977-03-0401 沖縄国際大　　 総合文化 人間／社会福 　 前期　 社会福祉学
3977-03-0471 沖縄国際大　　 総合文化 人間／社会福 セ 前期　 社会福祉学
3977-03-0501 沖縄国際大　　 総合文化 人間／心理カ 　 前期　 心理学　　
3977-03-0571 沖縄国際大　　 総合文化 人間／心理カ セ 前期　 心理学　　
3977-12-0000 沖縄国際大　　 法　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
3977-12-0101 沖縄国際大　　 法　　　 法律　　　　 　 前期　 法学　　　
3977-12-0171 沖縄国際大　　 法　　　 法律　　　　 セ 前期　 法学　　　
3977-12-0201 沖縄国際大　　 法　　　 地域行政　　 　 前期　 政治学　　
3977-12-0271 沖縄国際大　　 法　　　 地域行政　　 セ 前期　 政治学　　
3977-18-0000 沖縄国際大　　 経済　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
3977-18-0101 沖縄国際大　　 経済　　 経済　　　　 　 前期　 経済学　　
3977-18-0171 沖縄国際大　　 経済　　 経済　　　　 セ 前期　 経済学　　
3977-18-0201 沖縄国際大　　 経済　　 地域環境政策 　 前期　 総合科学　
3977-18-0271 沖縄国際大　　 経済　　 地域環境政策 セ 前期　 総合科学　
3977-22-0000 沖縄国際大　　 産業情報 　　　　　　 　 　　　 経営学・商



3977-22-0101 沖縄国際大　　 産業情報 企業システム 　 前期　 経営学・商
3977-22-0171 沖縄国際大　　 産業情報 企業システム セ 前期　 経営学・商
3977-22-0201 沖縄国際大　　 産業情報 産業情報　　 　 前期　 経営情報学
3977-22-0271 沖縄国際大　　 産業情報 産業情報　　 セ 前期　 経営情報学
3979-02-0000 沖縄キリスト大 人文　　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
3979-02-0101 沖縄キリスト大 人文　　 英語コミュニ 　 前期　 英米語　　
4147-00-0000 防衛医科大学校 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
4147-00-0100 防衛医科大学校 　　　　 医　　　　　 　 　　　 医　　　　
4147-00-0200 防衛医科大学校 　　　　 看護／自衛官 　 　　　 看護　　　
4147-00-0300 防衛医科大学校 　　　　 看護／技官　 　 　　　 看護　　　
4191-00-0000 気象大学校　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 地球科学　
4231-00-0000 航空保安大学校 　　　　 　　　　　　 　 　　　 航空・宇宙
4231-00-0200 航空保安大学校 　　　　 航空情報　　 　 　　　 航空・宇宙
4231-00-0300 航空保安大学校 　　　　 航空電子　　 　 　　　 航空・宇宙
4234-00-0000 国立看護大学校 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
4362-00-0000 職業能開大学校 　　　　 　　　　　　 　 　　　 電気・電子
4362-00-1800 職業能開大学校 　　　　 総合／機械　 　 　　　 機械工学　
4362-00-1900 職業能開大学校 　　　　 総合／電気　 　 　　　 電気・電子
4362-00-2000 職業能開大学校 　　　　 総合／電子情 　 　　　 電気・電子
4362-00-2100 職業能開大学校 　　　　 総合／建築　 　 　　　 建築・土木
4363-00-0000 防衛大学校　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
4363-00-0101 防衛大学校　　 　　　　 人文・社会科 　 　　　 文化学　　
4363-00-0201 防衛大学校　　 　　　　 理工学　　　 　 　　　 機械工学　
4796-00-0000 海上保安大学校 　　　　 　　　　　　 　 　　　 商船学　　
4816-00-0000 水産大学校　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 水産学　　
4816-00-0100 水産大学校　　 　　　　 海洋機械工　 　 　　　 船舶・海洋
4816-00-0200 水産大学校　　 　　　　 海洋生産管理 　 　　　 水産学　　
4816-00-0300 水産大学校　　 　　　　 食品科学　　 　 　　　 水産学　　
4816-00-0400 水産大学校　　 　　　　 生物生産　　 　 　　　 水産学　　
4816-00-0600 水産大学校　　 　　　　 水産流通経営 　 　　　 水産学　　
5056-00-0000 岩手県大宮古短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
5056-00-0101 岩手県大宮古短 　　　　 経営情報　　 　 Ｂ　　 経営学・商
5056-00-0171 岩手県大宮古短 　　　　 経営情報　　 セ Ａ　　 経営学・商
5057-00-0000 岩手県大盛岡短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
5057-00-0171 岩手県大盛岡短 　　　　 生活／食物栄 セ 　　　 食物・栄養
5057-00-0271 岩手県大盛岡短 　　　　 生活／生活デ セ 　　　 生活科学　
5057-00-0571 岩手県大盛岡短 　　　　 国際文化　　 セ 　　　 文化学　　
5090-00-0000 山形県米沢女短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
5090-00-0171 山形県米沢女短 　　　　 英語英文　　 セ 　　　 英米語　　
5090-00-0371 山形県米沢女短 　　　　 国語国文　　 セ 　　　 日本文学　
5090-00-0471 山形県米沢女短 　　　　 社会情報　　 セ 　　　 総合情報学
5090-00-0571 山形県米沢女短 　　　　 日本史　　　 セ 　　　 日本史　　
5098-00-0000 会津大短大部　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営情報学
5098-00-0101 会津大短大部　 　　　　 産業情報　　 　 Ⅰ期　 経営情報学
5098-00-0171 会津大短大部　 　　　　 産業情報　　 セ Ⅰ期　 経営情報学
5098-00-0300 会津大短大部　 　　　　 食物栄養　　 　 Ⅰ期　 食物・栄養
5098-00-0371 会津大短大部　 　　　　 食物栄養　　 セ Ⅰ期　 食物・栄養
5098-00-0601 会津大短大部　 　　　　 幼児教育　　 　 Ⅰ期　 幼稚園　　
5098-00-0671 会津大短大部　 　　　　 幼児教育　　 セ Ⅰ期　 幼稚園　　
5364-00-0000 川崎市立看護短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
5364-00-0171 川崎市立看護短 　　　　 看護　　　　 セ 　　　 看護　　　
5451-00-0000 大月短　　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
5451-00-0100 大月短　　　　 　　　　 経済　　　　 　 前期　 経済学　　
5451-00-0171 大月短　　　　 　　　　 経済　　　　 セ 後期　 経済学　　
5481-00-0000 岐阜市立女短　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
5481-00-0100 岐阜市立女短　 　　　　 英語英文　　 　 　　　 英米語　　
5481-00-0171 岐阜市立女短　 　　　　 英語英文　　 セ 　　　 英米語　　
5481-00-0200 岐阜市立女短　 　　　　 食物栄養　　 　 　　　 食物・栄養
5481-00-0271 岐阜市立女短　 　　　　 食物栄養　　 セ 　　　 食物・栄養



5481-00-0501 岐阜市立女短　 　　　　 生活デザイン 　 　　　 被服・服飾
5481-00-0571 岐阜市立女短　 　　　　 生活デザイン セ 　　　 被服・服飾
5481-00-0600 岐阜市立女短　 　　　　 国際文化　　 　 　　　 文化学　　
5481-00-0671 岐阜市立女短　 　　　　 国際文化　　 セ 　　　 文化学　　
5501-00-0000 静岡県大短大部 　　　　 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
5501-00-0571 静岡県大短大部 　　　　 歯科衛生　　 セ 　　　 医療技術　
5501-00-0671 静岡県大短大部 　　　　 社会／社会福 セ 　　　 社会福祉学
5501-00-0771 静岡県大短大部 　　　　 社会／介護福 セ 　　　 社会福祉学
5501-00-0871 静岡県大短大部 　　　　 こども　　　 セ 　　　 幼稚園　　
5571-00-0000 三重短　　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
5571-00-0100 三重短　　　　 　　　　 生活／食物栄 　 　　　 食物・栄養
5571-00-0171 三重短　　　　 　　　　 生活／食物栄 セ Ⅰ期　 食物・栄養
5571-00-0200 三重短　　　　 　　　　 生活／生活科 　 　　　 住居学　　
5571-00-0271 三重短　　　　 　　　　 生活／生活科 セ Ⅰ期　 住居学　　
5571-00-0500 三重短　　　　 　　　　 法経　　　　 　 　　　 法学　　　
5571-00-0571 三重短　　　　 　　　　 法経　　　　 セ Ⅰ期　 法学　　　
5571-00-0600 三重短　　　　 　　　　 法経２　　　 　 　　　 法学　　　
5571-00-0671 三重短　　　　 　　　　 法経２　　　 セ Ⅱ期　 法学　　　
5767-00-0000 島根県大短大部 　　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
5767-00-0202 島根県大短大部 　　　　 総合文化　　 　 　　　 文化学　　
5767-00-0371 島根県大短大部 　　　　 保育　　　　 セ 　　　 児童学　　
5778-00-0000 倉敷市立短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 被服・服飾
5778-00-0100 倉敷市立短　　 　　　　 服飾美術　　 　 　　　 被服・服飾
5778-00-0171 倉敷市立短　　 　　　　 服飾美術　　 セ 　　　 被服・服飾
5778-00-0200 倉敷市立短　　 　　　　 保育　　　　 　 　　　 児童学　　
5778-00-0271 倉敷市立短　　 　　　　 保育　　　　 セ 　　　 児童学　　
5946-00-0000 大分県芸文化短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 音楽　　　
5946-00-0400 大分県芸文化短 　　　　 情報コミュニ 　 Ａ　　 社会学　　
5946-00-0472 大分県芸文化短 　　　　 情報コミュニ セ Ａ　　 社会学　　
5946-00-0500 大分県芸文化短 　　　　 美術／デザイ 　 Ａ　　 美術・デザ
5946-00-0600 大分県芸文化短 　　　　 美術／美術　 　 Ａ　　 美術・デザ
5946-00-0801 大分県芸文化短 　　　　 国際総合　　 　 Ａ　　 国際関係学
5946-00-0871 大分県芸文化短 　　　　 国際総合　　 セ Ａ　　 国際関係学
5946-00-0971 大分県芸文化短 　　　　 音楽／声楽　 セ Ａ　　 音楽　　　
5946-00-1071 大分県芸文化短 　　　　 音楽／ピアノ セ Ａ　　 音楽　　　
5946-00-1171 大分県芸文化短 　　　　 音楽／管弦打 セ Ａ　　 音楽　　　
5946-00-1271 大分県芸文化短 　　　　 音楽／音楽総 セ Ａ　　 音楽　　　
5966-00-0000 鹿児島県立短　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
5966-00-0171 鹿児島県立短　 　　　　 商経／経営情 セ 　　　 経営情報学
5966-00-0271 鹿児島県立短　 　　　　 商経／経済　 セ 　　　 経済学　　
5966-00-0371 鹿児島県立短　 　　　　 生活／食物栄 セ 　　　 食物・栄養
5966-00-0471 鹿児島県立短　 　　　　 生活／生活科 セ 　　　 生活科学　
5966-00-0571 鹿児島県立短　 　　　　 文／英語英文 セ 　　　 英米語　　
5966-00-0671 鹿児島県立短　 　　　　 文／日本語日 セ 　　　 日本文学　
5966-00-0700 鹿児島県立短　 　　　　 商経二　　　 　 　　　 経済学　　
6001-00-0000 旭川大短大部　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
6001-00-0100 旭川大短大部　 　　　　 生活／食物栄 　 １期　 食物・栄養
6001-00-0171 旭川大短大部　 　　　　 生活／食物栄 セ 前期　 食物・栄養
6001-00-0200 旭川大短大部　 　　　　 生活／生活福 　 １期　 社会福祉学
6001-00-0271 旭川大短大部　 　　　　 生活／生活福 セ 前期　 社会福祉学
6001-00-0300 旭川大短大部　 　　　　 幼児教育　　 　 １期　 児童学　　
6001-00-0371 旭川大短大部　 　　　　 幼児教育　　 セ 前期　 児童学　　
6003-00-0000 帯広大谷短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
6003-00-0200 帯広大谷短　　 　　　　 社会／介護福 　 Ⅰ期　 社会福祉学
6003-00-0271 帯広大谷短　　 　　　　 社会／介護福 セ 　　　 社会福祉学
6003-00-0300 帯広大谷短　　 　　　　 社会／子ども 　 Ⅰ期　 児童学　　
6003-00-0371 帯広大谷短　　 　　　　 社会／子ども セ 　　　 児童学　　
6003-00-0400 帯広大谷短　　 　　　　 生活科学　　 　 Ⅰ期　 食物・栄養
6003-00-0471 帯広大谷短　　 　　　　 生活科学　　 セ 　　　 食物・栄養



6003-00-0501 帯広大谷短　　 　　　　 地域教養　　 　 Ⅰ期　 文化学　　
6003-00-0571 帯広大谷短　　 　　　　 地域教養　　 セ 　　　 文化学　　
6004-00-0000 釧路短　　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6004-00-0101 釧路短　　　　 　　　　 生活／食物栄 　 Ⅰ期　 食物・栄養
6004-00-0201 釧路短　　　　 　　　　 生活／生活科 　 Ⅰ期　 経営学・商
6004-00-0301 釧路短　　　　 　　　　 幼児教育　　 　 Ⅰ期　 幼稚園　　
6005-00-0000 光塩学園女短　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6005-00-0100 光塩学園女短　 　　　　 食物栄養　　 　 Ⅰ期　 食物・栄養
6005-00-0200 光塩学園女短　 　　　　 保育　　　　 　 Ⅰ期　 児童学　　
6006-00-0000 国学院北海道短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 哲学倫理宗
6006-00-0100 国学院北海道短 　　　　 総合教養　　 　 基礎知 英米語　　
6006-00-0171 国学院北海道短 　　　　 総合教養　　 セ 第Ⅰ期 英米語　　
6006-00-0200 国学院北海道短 　　　　 国文　　　　 　 基礎知 日本文学　
6006-00-0271 国学院北海道短 　　　　 国文　　　　 セ 第Ⅰ期 日本文学　
6006-00-0401 国学院北海道短 　　　　 幼児／幼児保 　 基礎知 幼稚園　　
6006-00-0471 国学院北海道短 　　　　 幼児／幼児保 セ 第Ⅰ期 幼稚園　　
6006-00-0501 国学院北海道短 　　　　 幼児／児童教 　 基礎知 小学校　　
6006-00-0571 国学院北海道短 　　　　 幼児／児童教 セ 第Ⅰ期 小学校　　
6008-00-0000 札幌大谷大短大 　　　　 　　　　　　 　 　　　 児童学　　
6008-00-0300 札幌大谷大短大 　　　　 保育　　　　 　 Ⅰ期　 児童学　　
6009-00-0000 札幌大女短大部 　　　　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
6009-00-0501 札幌大女短大部 　　　　 キャリアデザ 　 Ａ　　 経営学・商
6009-00-0571 札幌大女短大部 　　　　 キャリアデザ セ Ａ　　 経営学・商
6009-00-0601 札幌大女短大部 　　　　 こども文化　 　 Ａ　　 幼稚園　　
6009-00-0671 札幌大女短大部 　　　　 こども文化　 セ Ａ　　 幼稚園　　
6010-00-0000 札幌国際大短大 　　　　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
6010-00-1304 札幌国際大短大 　　　　 幼児教育保育 　 １期　 幼稚園　　
6010-00-1371 札幌国際大短大 　　　　 幼児教育保育 セ １期　 幼稚園　　
6010-00-1604 札幌国際大短大 　　　　 総合生活キャ 　 １期　 生活科学　
6010-00-1671 札幌国際大短大 　　　　 総合生活キャ セ １期　 生活科学　
6012-00-0000 拓殖大北海道短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6012-00-0801 拓殖大北海道短 　　　　 保育　　　　 　 第１期 児童学　　
6012-00-0901 拓殖大北海道短 　　　　 農学ビジネス 　 第１期 農学　　　
6015-00-0000 函館短　　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
6015-00-0100 函館短　　　　 　　　　 食物栄養　　 　 Ⅰ期　 食物・栄養
6015-00-0201 函館短　　　　 　　　　 保育　　　　 　 Ⅰ期　 幼稚園　　
6016-00-0000 函館大谷短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6016-00-0100 函館大谷短　　 　　　　 コミュニティ 　 　　　 経営学・商
6016-00-0200 函館大谷短　　 　　　　 こども　　　 　 　　　 幼稚園　　
6019-00-0000 北星学園大短大 　　　　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
6019-00-0100 北星学園大短大 　　　　 英文　　　　 　 　　　 英米語　　
6019-00-0171 北星学園大短大 　　　　 英文　　　　 セ 　　　 英米語　　
6019-00-0200 北星学園大短大 　　　　 生活創造　　 　 　　　 生活科学　
6019-00-0271 北星学園大短大 　　　　 生活創造　　 セ 　　　 生活科学　
6021-00-0000 北海道科学大短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6021-00-0100 北海道科学大短 　　　　 自動車工　　 　 前期　 機械工学　
6022-00-0000 北翔大短大部　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 児童学　　
6022-00-0901 北翔大短大部　 　　　　 こど／保育　 　 Ａ　　 児童学　　
6022-00-0971 北翔大短大部　 　　　　 こど／保育　 セ Ａ　　 児童学　　
6022-00-1001 北翔大短大部　 　　　　 こど／音楽　 　 Ａ　　 音楽　　　
6022-00-1071 北翔大短大部　 　　　　 こど／音楽　 セ Ａ　　 音楽　　　
6022-00-1101 北翔大短大部　 　　　　 こど／教育　 　 Ａ　　 児童学　　
6022-00-1171 北翔大短大部　 　　　　 こど／教育　 セ Ａ　　 児童学　　
6022-00-1201 北翔大短大部　 　　　　 ライ／キャリ 　 Ａ　　 経営学・商
6022-00-1271 北翔大短大部　 　　　　 ライ／キャリ セ Ａ　　 経営学・商
6022-00-1301 北翔大短大部　 　　　　 ライ／ファッ 　 Ａ　　 その他芸術
6022-00-1371 北翔大短大部　 　　　　 ライ／ファッ セ Ａ　　 その他芸術
6025-00-0000 北海道武蔵女短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 国際関係学
6025-00-0100 北海道武蔵女短 　　　　 英文　　　　 　 前期　 英米語　　



6025-00-0171 北海道武蔵女短 　　　　 英文　　　　 セ 　　　 英米語　　
6025-00-0200 北海道武蔵女短 　　　　 教養　　　　 　 前期　 文化学　　
6025-00-0271 北海道武蔵女短 　　　　 教養　　　　 セ 　　　 文化学　　
6025-00-0300 北海道武蔵女短 　　　　 経済　　　　 　 前期　 経済学　　
6025-00-0371 北海道武蔵女短 　　　　 経済　　　　 セ 　　　 経済学　　
6042-00-0000 青森明の星短　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6042-00-1001 青森明の星短　 　　　　 子ど／保育　 　 第１期 幼稚園　　
6042-00-1101 青森明の星短　 　　　　 子ど／コミュ 　 第１期 社会福祉学
6043-00-0000 青森中央短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6043-00-0200 青森中央短　　 　　　　 食物栄養　　 　 １期　 食物・栄養
6043-00-0271 青森中央短　　 　　　　 食物栄養　　 セ 前期　 食物・栄養
6043-00-0300 青森中央短　　 　　　　 幼児保育　　 　 １期　 児童学　　
6043-00-0371 青森中央短　　 　　　　 幼児保育　　 セ 前期　 児童学　　
6044-00-0000 八戸学院大短大 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6044-00-0200 八戸学院大短大 　　　　 幼児保育　　 　 第Ⅰ期 児童学　　
6044-00-0271 八戸学院大短大 　　　　 幼児保育　　 セ 　　　 児童学　　
6044-00-0501 八戸学院大短大 　　　　 介護福祉　　 　 　　　 社会福祉学
6045-00-0000 東北女短　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6045-00-0100 東北女短　　　 　　　　 生活　　　　 　 　　　 食物・栄養
6045-00-0600 東北女短　　　 　　　　 保育／女子　 　 　　　 児童学　　
6045-00-0700 東北女短　　　 　　　　 保育／男子　 　 　　　 児童学　　
6047-00-0000 弘前医療福祉短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
6047-00-0101 弘前医療福祉短 　　　　 介護福祉　　 　 Ⅰ期　 社会福祉学
6047-00-0401 弘前医療福祉短 　　　　 救急救命　　 　 Ⅰ期　 医療技術　
6047-00-0471 弘前医療福祉短 　　　　 救急救命　　 セ Ⅰ期　 医療技術　
6056-00-0000 修紅短　　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6056-00-0200 修紅短　　　　 　　　　 幼児教育　　 　 　　　 児童学　　
6056-00-0300 修紅短　　　　 　　　　 食物栄養　　 　 　　　 食物・栄養
6059-00-0000 盛岡大短大部　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6059-00-0200 盛岡大短大部　 　　　　 幼児教育　　 　 前期　 幼稚園　　
6067-00-0000 聖和学園短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6067-00-0401 聖和学園短　　 　　　　 キャリア開発 　 　　　 生活科学　
6067-00-0701 聖和学園短　　 　　　　 保育　　　　 　 　　　 児童学　　
6069-00-0000 仙台青葉学院短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6069-00-0102 仙台青葉学院短 　　　　 看護　　　　 　 Ⅰ期　 看護　　　
6069-00-0171 仙台青葉学院短 　　　　 看護　　　　 セ Ⅰ期　 看護　　　
6069-00-0203 仙台青葉学院短 　　　　 ビジネスキャ 　 Ⅰ期　 経営学・商
6069-00-0273 仙台青葉学院短 　　　　 ビジネスキャ セ Ⅰ期　 経営学・商
6069-00-0301 仙台青葉学院短 　　　　 リハ／理学療 　 Ⅰ期　 理学療法　
6069-00-0371 仙台青葉学院短 　　　　 リハ／理学療 セ Ⅰ期　 理学療法　
6069-00-0501 仙台青葉学院短 　　　　 リハ／作業療 　 Ⅰ期　 作業療法　
6069-00-0571 仙台青葉学院短 　　　　 リハ／作業療 セ Ⅰ期　 作業療法　
6069-00-0602 仙台青葉学院短 　　　　 こども　　　 　 Ⅰ期　 児童学　　
6069-00-0701 仙台青葉学院短 　　　　 歯科衛生　　 　 Ⅰ期　 医療技術　
6069-00-0771 仙台青葉学院短 　　　　 歯科衛生　　 セ Ⅰ期　 医療技術　
6069-00-0801 仙台青葉学院短 　　　　 栄養　　　　 　 Ⅰ期　 食物・栄養
6069-00-0901 仙台青葉学院短 　　　　 観光ビジネス 　 Ⅰ期　 観光学　　
6069-00-0971 仙台青葉学院短 　　　　 観光ビジネス セ Ⅰ期　 観光学　　
6069-00-1001 仙台青葉学院短 　　　　 現代英語　　 　 Ⅰ期　 英米語　　
6070-00-0000 東北生活文化短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6070-00-0301 東北生活文化短 　　　　 生活／子ども 　 Ａ　　 児童学　　
6070-00-0371 東北生活文化短 　　　　 生活／子ども セ Ａ　　 児童学　　
6070-00-0401 東北生活文化短 　　　　 生活／食物栄 　 Ａ　　 食物・栄養
6070-00-0471 東北生活文化短 　　　　 生活／食物栄 セ Ａ　　 食物・栄養
6071-00-0000 仙台赤門短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
6071-00-0101 仙台赤門短　　 　　　　 看護　　　　 　 Ⅰ期　 看護　　　
6071-00-0172 仙台赤門短　　 　　　　 看護　　　　 セ Ⅰ期　 看護　　　
6072-00-0000 宮城誠真短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6072-00-0200 宮城誠真短　　 　　　　 保育　　　　 　 前期　 児童学　　



6081-00-0000 秋田栄養短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
6081-00-0401 秋田栄養短　　 　　　　 栄養　　　　 　 　　　 食物・栄養
6081-00-0472 秋田栄養短　　 　　　　 栄養　　　　 セ 前期　 食物・栄養
6082-00-0000 聖霊女短　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6082-00-0400 聖霊女短　　　 　　　　 生活／生活文 　 Ⅰ期　 経営学・商
6082-00-0601 聖霊女短　　　 　　　　 生活／生活こ 　 Ⅰ期　 児童学　　
6082-00-0901 聖霊女短　　　 　　　　 生活／健康栄 　 Ⅰ期　 食物・栄養
6083-00-0000 聖園学園短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6083-00-0100 聖園学園短　　 　　　　 保育　　　　 　 Ⅰ期　 児童学　　
6085-00-0000 日赤秋田短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
6085-00-0200 日赤秋田短　　 　　　　 介護福祉　　 　 　　　 社会福祉学
6085-00-0271 日赤秋田短　　 　　　　 介護福祉　　 セ 　　　 社会福祉学
6091-00-0000 羽陽学園短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
6091-00-0100 羽陽学園短　　 　　　　 幼児教育　　 　 第一期 幼稚園　　
6092-00-0000 東北文教大短大 　　　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
6092-00-0302 東北文教大短大 　　　　 子ども　　　 　 前期　 幼稚園　　
6092-00-0372 東北文教大短大 　　　　 子ども　　　 セ 前期　 幼稚園　　
6092-00-0402 東北文教大短大 　　　　 人間福祉　　 　 前期　 社会福祉学
6092-00-0472 東北文教大短大 　　　　 人間福祉　　 セ 前期　 社会福祉学
6092-00-0503 東北文教大短大 　　　　 総合文化　　 　 前期　 文化学　　
6092-00-0572 東北文教大短大 　　　　 総合文化　　 セ 前期　 文化学　　
6098-00-0000 いわき短　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6098-00-0200 いわき短　　　 　　　　 幼児教育　　 　 　　　 幼稚園　　
6098-00-0273 いわき短　　　 　　　　 幼児教育　　 セ Ⅰ期　 幼稚園　　
6099-00-0000 郡山女大短大部 　　　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
6099-00-0601 郡山女大短大部 　　　　 幼児教育　　 　 Ⅰ期Ａ 幼稚園　　
6099-00-0602 郡山女大短大部 　　　　 幼児教育　　 　 Ⅱ期Ａ 幼稚園　　
6099-00-0673 郡山女大短大部 　　　　 幼児教育　　 セ Ⅰ期Ｂ 幼稚園　　
6099-00-0674 郡山女大短大部 　　　　 幼児教育　　 セ Ⅰ期Ｃ 幼稚園　　
6099-00-0675 郡山女大短大部 　　　　 幼児教育　　 セ Ⅱ期Ｂ 幼稚園　　
6099-00-0676 郡山女大短大部 　　　　 幼児教育　　 セ Ⅱ期Ｃ 幼稚園　　
6099-00-0901 郡山女大短大部 　　　　 健康栄養　　 　 Ⅰ期Ａ 食物・栄養
6099-00-0902 郡山女大短大部 　　　　 健康栄養　　 　 Ⅱ期Ａ 食物・栄養
6099-00-0973 郡山女大短大部 　　　　 健康栄養　　 セ Ⅰ期Ｂ 食物・栄養
6099-00-0974 郡山女大短大部 　　　　 健康栄養　　 セ Ⅰ期Ｃ 食物・栄養
6099-00-0975 郡山女大短大部 　　　　 健康栄養　　 セ Ⅱ期Ｂ 食物・栄養
6099-00-0976 郡山女大短大部 　　　　 健康栄養　　 セ Ⅱ期Ｃ 食物・栄養
6099-00-1001 郡山女大短大部 　　　　 地域創成　　 　 Ⅰ期Ａ 経営学・商
6099-00-1002 郡山女大短大部 　　　　 地域創成　　 　 Ⅱ期Ａ 経営学・商
6099-00-1073 郡山女大短大部 　　　　 地域創成　　 セ Ⅰ期Ｂ 経営学・商
6099-00-1074 郡山女大短大部 　　　　 地域創成　　 セ Ⅰ期Ｃ 経営学・商
6099-00-1075 郡山女大短大部 　　　　 地域創成　　 セ Ⅱ期Ｂ 経営学・商
6099-00-1076 郡山女大短大部 　　　　 地域創成　　 セ Ⅱ期Ｃ 経営学・商
6100-00-0000 桜の聖母短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6100-00-0300 桜の聖母短　　 　　　　 生活／食物栄 　 前期　 食物・栄養
6100-00-0402 桜の聖母短　　 　　　　 生活／福祉こ 　 前期　 児童学　　
6100-00-0701 桜の聖母短　　 　　　　 キャリア教養 　 前期　 経営学・商
6101-00-0000 福島学院大短大 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6101-00-0100 福島学院大短大 　　　　 食物栄養　　 　 　　　 食物・栄養
6101-00-0300 福島学院大短大 　　　　 情報ビジネス 　 　　　 経営学・商
6101-00-0400 福島学院大短大 　　　　 保育　　　　 　 　　　 児童学　　
6106-00-0000 茨城女短　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
6106-00-0300 茨城女短　　　 　　　　 保育　　　　 　 　　　 児童学　　
6106-00-0400 茨城女短　　　 　　　　 表現文化　　 　 　　　 日本語　　
6109-00-0000 つくば国際短　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6109-00-0400 つくば国際短　 　　　　 保育　　　　 　 　　　 児童学　　
6111-00-0000 常磐短　　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6111-00-0500 常磐短　　　　 　　　　 幼児教育保育 　 　　　 幼稚園　　
6111-00-0600 常磐短　　　　 　　　　 キャリア教養 　 　　　 経営学・商



6119-00-0000 足利短　　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6119-00-0100 足利短　　　　 　　　　 こども　　　 　 Ⅰ期　 児童学　　
6120-00-0000 宇都宮短　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
6120-00-0100 宇都宮短　　　 　　　　 音楽　　　　 　 Ⅰ期　 音楽　　　
6120-00-0200 宇都宮短　　　 　　　　 人間／社会福 　 Ⅰ期　 社会福祉学
6120-00-0202 宇都宮短　　　 　　　　 人間／社会福 　 特待生 社会福祉学
6120-00-0271 宇都宮短　　　 　　　　 人間／社会福 セ Ⅰ期　 社会福祉学
6120-00-0300 宇都宮短　　　 　　　　 人間／介護福 　 Ⅰ期　 社会福祉学
6120-00-0302 宇都宮短　　　 　　　　 人間／介護福 　 特待生 社会福祉学
6120-00-0371 宇都宮短　　　 　　　　 人間／介護福 セ Ⅰ期　 社会福祉学
6120-00-0601 宇都宮短　　　 　　　　 食物栄養　　 　 　　　 食物・栄養
6120-00-0671 宇都宮短　　　 　　　　 食物栄養　　 セ 　　　 食物・栄養
6121-00-0000 宇都宮文星短　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6121-00-0201 宇都宮文星短　 　　　　 地域総合文化 　 　　　 経営学・商
6122-00-0000 国学院大栃木短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
6122-00-1401 国学院大栃木短 　　　　 日本文化　　 　 Ａ　　 日本文学　
6122-00-1471 国学院大栃木短 　　　　 日本文化　　 セ Ａ　　 日本文学　
6122-00-1501 国学院大栃木短 　　　　 人間教育　　 　 Ａ　　 幼稚園　　
6122-00-1571 国学院大栃木短 　　　　 人間教育　　 セ Ａ　　 幼稚園　　
6123-00-0000 作新学院大女短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6123-00-0300 作新学院大女短 　　　　 幼児教育　　 　 　　　 幼稚園　　
6124-00-0000 佐野日本大短　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6124-00-0801 佐野日本大短　 　　　　 総合キャリア 　 Ⅰ期　 生活科学　
6132-00-0000 育英短　　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
6132-00-0201 育英短　　　　 　　　　 保育　　　　 　 Ⅰ期　 幼稚園　　
6132-00-0500 育英短　　　　 　　　　 現代コミュニ 　 Ⅰ期　 心理学　　
6134-00-0000 東京福祉大短大 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6134-00-0101 東京福祉大短大 　　　　 こども　　　 　 １期２ 児童学　　
6134-00-0104 東京福祉大短大 　　　　 こども　　　 　 １期面 児童学　　
6134-00-0105 東京福祉大短大 　　　　 こども　　　 　 ２期２ 児童学　　
6134-00-0106 東京福祉大短大 　　　　 こども　　　 　 ２期３ 児童学　　
6134-00-0107 東京福祉大短大 　　　　 こども　　　 　 ２期面 児童学　　
6134-00-0174 東京福祉大短大 　　　　 こども　　　 セ ２期　 児童学　　
6135-00-0000 桐生大短大部　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 被服・服飾
6135-00-0100 桐生大短大部　 　　　　 生活科学　　 　 Ⅰ期　 食物・栄養
6135-00-0201 桐生大短大部　 　　　　 アート・デザ 　 Ⅰ期筆 住居学　　
6135-00-0202 桐生大短大部　 　　　　 アート・デザ 　 Ⅰ期実 住居学　　
6138-00-0000 高崎商大短大部 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6138-00-0200 高崎商大短大部 　　　　 現代ビジネス 　 前期　 経営学・商
6138-00-0271 高崎商大短大部 　　　　 現代ビジネス セ 前期　 経営学・商
6139-00-0000 新島学園短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
6139-00-0202 新島学園短　　 　　　　 コミュニティ 　 第１期 児童学　　
6139-00-0271 新島学園短　　 　　　　 コミュニティ セ 第１期 児童学　　
6139-00-0307 新島学園短　　 　　　　 キャリアデザ 　 第１期 経営学・商
6139-00-0371 新島学園短　　 　　　　 キャリアデザ セ 第１期 経営学・商
6140-00-0000 明和学園短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
6140-00-0502 明和学園短　　 　　　　 生活／栄養　 　 四期　 食物・栄養
6140-00-0603 明和学園短　　 　　　　 生活／こども 　 四期　 児童学　　
6141-00-0000 群馬医療福祉短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6141-00-0400 群馬医療福祉短 　　　　 医療福祉　　 　 Ⅰ期　 社会福祉学
6141-00-0471 群馬医療福祉短 　　　　 医療福祉　　 セ Ⅰ期　 社会福祉学
6147-00-0000 秋草学園短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6147-00-0301 秋草学園短　　 　　　　 幼児教育　　 　 第Ⅰ期 幼稚園　　
6147-00-0401 秋草学園短　　 　　　　 幼児教育二　 　 第Ⅰ期 幼稚園　　
6147-00-0501 秋草学園短　　 　　　　 地域保育　　 　 第Ⅰ期 児童学　　
6147-00-0702 秋草学園短　　 　　　　 文化表現　　 　 第Ⅰ期 文化学　　
6149-00-0000 上野学園大短大 　　　　 　　　　　　 　 　　　 音楽　　　
6149-00-0200 上野学園大短大 　　　　 音楽　　　　 　 Ａ　　 音楽　　　
6150-00-0000 浦和大短大部　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学



6150-00-0500 浦和大短大部　 　　　　 介護福祉　　 　 Ⅰ期　 社会福祉学
6151-00-0000 川口短　　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6151-00-0100 川口短　　　　 　　　　 ビジネス実務 　 　　　 経営学・商
6151-00-0201 川口短　　　　 　　　　 こども　　　 　 　　　 児童学　　
6153-00-0000 国際学院埼玉短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
6153-00-0200 国際学院埼玉短 　　　　 幼児保育　　 　 Ⅰ期　 幼稚園　　
6153-00-0301 国際学院埼玉短 　　　　 健康／食物栄 　 Ⅰ期　 食物・栄養
6153-00-0401 国際学院埼玉短 　　　　 健康／調理製 　 Ⅰ期　 食物・栄養
6155-00-0000 埼玉医大短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
6155-00-0100 埼玉医大短　　 　　　　 看護　　　　 　 Ⅰ期　 看護　　　
6156-00-0000 埼玉純真短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
6156-00-0501 埼玉純真短　　 　　　　 こども　　　 　 Ⅰ期　 児童学　　
6157-00-0000 埼玉女短　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6157-00-0100 埼玉女短　　　 　　　　 国際コミュニ 　 Ⅰ期　 英米語　　
6157-00-0200 埼玉女短　　　 　　　　 商　　　　　 　 Ⅰ期　 経営学・商
6159-00-0000 城西短　　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6159-00-0701 城西短　　　　 　　　　 ビジネス総合 　 Ａ　　 経営学・商
6159-00-0771 城西短　　　　 　　　　 ビジネス総合 セ Ⅰ期　 経営学・商
6159-00-0772 城西短　　　　 　　　　 ビジネス総合 セ Ⅱ期　 経営学・商
6160-00-0000 埼玉東萌短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6160-00-0101 埼玉東萌短　　 　　　　 幼児保育　　 　 Ⅰ期　 幼稚園　　
6163-00-0000 武蔵丘短　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 体育・健康
6163-00-0100 武蔵丘短　　　 　　　　 健康／健康栄 　 一期　 食物・栄養
6163-00-0200 武蔵丘短　　　 　　　　 健康／健康ス 　 一期　 体育・健康
6163-00-0301 武蔵丘短　　　 　　　　 健康／健康マ 　 一期　 経営学・商
6164-00-0000 武蔵野短　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6164-00-0201 武蔵野短　　　 　　　　 幼児教育　　 　 １回　 幼稚園　　
6165-00-0000 山村学園短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6165-00-0201 山村学園短　　 　　　　 子ども　　　 　 　　　 児童学　　
6194-00-0000 昭和学院短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 生活科学　
6194-00-0300 昭和学院短　　 　　　　 ヘルスケア栄 　 第１回 食物・栄養
6194-00-0500 昭和学院短　　 　　　　 人間／こども 　 第１回 児童学　　
6194-00-0601 昭和学院短　　 　　　　 人間／ファッ 　 第１回 生活科学　
6194-00-0701 昭和学院短　　 　　　　 人間／エアラ 　 第１回 経営学・商
6194-00-0801 昭和学院短　　 　　　　 人間／フード 　 第１回 生活科学　
6195-00-0000 聖徳大短大部　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6195-00-1108 聖徳大短大部　 　　　　 保育　　　　 　 Ａ　　 児童学　　
6195-00-1172 聖徳大短大部　 　　　　 保育　　　　 セ Ａ　　 児童学　　
6195-00-1208 聖徳大短大部　 　　　　 保育二　　　 　 Ａ　　 児童学　　
6195-00-1272 聖徳大短大部　 　　　　 保育二　　　 セ Ａ　　 児童学　　
6195-00-1708 聖徳大短大部　 　　　　 総合文化　　 　 Ａ　　 生活科学　
6195-00-1772 聖徳大短大部　 　　　　 総合文化　　 セ Ａ　　 生活科学　
6196-00-0000 清和大短大部　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6196-00-0301 清和大短大部　 　　　　 こども　　　 　 第１回 児童学　　
6198-00-0000 千葉敬愛短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
6198-00-0201 千葉敬愛短　　 　　　　 現代子ども　 　 Ⅰ期　 小学校　　
6199-00-0000 千葉経済大短大 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6199-00-0501 千葉経済大短大 　　　　 ビジネスライ 　 第１期 経営学・商
6199-00-0701 千葉経済大短大 　　　　 こど／初等教 　 第１期 小学校　　
6199-00-0801 千葉経済大短大 　　　　 こど／保育　 　 第１期 児童学　　
6200-00-0000 千葉明徳短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6200-00-0100 千葉明徳短　　 　　　　 保育創造　　 　 １期　 幼稚園　　
6202-00-0000 東京経営短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6202-00-0401 東京経営短　　 　　　　 経営総合　　 　 Ⅰ期　 経営学・商
6202-00-0501 東京経営短　　 　　　　 こども教育　 　 Ⅰ期　 児童学　　
6206-00-0000 植草学園短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
6206-00-0101 植草学園短　　 　　　　 福祉／地域介 　 Ａ　　 社会福祉学
6206-00-0201 植草学園短　　 　　　　 福祉／児童障 　 Ａ　　 児童学　　
6231-00-0000 愛国学園短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 生活科学　



6231-00-0101 愛国学園短　　 　　　　 家政／生活デ 　 １期　 生活科学　
6231-00-0102 愛国学園短　　 　　　　 家政／生活デ 　 ２期　 生活科学　
6231-00-0201 愛国学園短　　 　　　　 家政／食物栄 　 １期　 食物・栄養
6231-00-0202 愛国学園短　　 　　　　 家政／食物栄 　 ２期　 食物・栄養
6237-00-0000 大妻女大短大部 　　　　 　　　　　　 　 　　　 生活科学　
6237-00-0100 大妻女大短大部 　　　　 英文　　　　 　 ＡⅠ期 英米語　　
6237-00-0171 大妻女大短大部 　　　　 英文　　　　 セ ＢⅠ期 英米語　　
6237-00-0200 大妻女大短大部 　　　　 家政／家政　 　 ＡⅠ期 生活科学　
6237-00-0271 大妻女大短大部 　　　　 家政／家政　 セ ＢⅠ期 生活科学　
6237-00-0300 大妻女大短大部 　　　　 家政／食物栄 　 ＡⅠ期 食物・栄養
6237-00-0371 大妻女大短大部 　　　　 家政／食物栄 セ ＢⅠ期 食物・栄養
6237-00-0400 大妻女大短大部 　　　　 国文　　　　 　 ＡⅠ期 日本文学　
6237-00-0471 大妻女大短大部 　　　　 国文　　　　 セ ＢⅠ期 日本文学　
6237-00-0901 大妻女大短大部 　　　　 家政／生活総 　 ＡⅠ期 生活科学　
6237-00-0971 大妻女大短大部 　　　　 家政／生活総 セ ＢⅠ期 生活科学　
6239-00-0000 有明教育芸術短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6239-00-0101 有明教育芸術短 　　　　 子ども教育　 　 Ⅰ　　 児童学　　
6241-00-0000 共立女短　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
6241-00-0101 共立女短　　　 　　　　 生活科学　　 　 統一　 生活科学　
6241-00-0171 共立女短　　　 　　　　 生活科学　　 セ ２月　 生活科学　
6241-00-0602 共立女短　　　 　　　　 文　　　　　 　 統一　 日本文学　
6241-00-0671 共立女短　　　 　　　　 文　　　　　 セ ２月　 日本文学　
6245-00-0000 国際短　　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
6245-00-0301 国際短　　　　 　　　　 国際コミュニ 　 Ａ期　 英米語　　
6248-00-0000 駒沢女短　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6248-00-0400 駒沢女短　　　 　　　　 保育　　　　 　 Ａ　　 児童学　　
6248-00-0471 駒沢女短　　　 　　　　 保育　　　　 セ Ⅰ期　 児童学　　
6250-00-0000 実践女大短大部 　　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
6250-00-0103 実践女大短大部 　　　　 英語コミュニ 　 Ⅰ期１ 英米語　　
6250-00-0104 実践女大短大部 　　　　 英語コミュニ 　 Ⅰ期２ 英米語　　
6250-00-0105 実践女大短大部 　　　　 英語コミュニ 　 Ⅰ期外 英米語　　
6250-00-0171 実践女大短大部 　　　　 英語コミュニ セ Ⅰ期２ 英米語　　
6250-00-0177 実践女大短大部 　　　　 英語コミュニ セ Ⅰ期１ 英米語　　
6250-00-0202 実践女大短大部 　　　　 日本語コミュ 　 Ⅰ期外 日本語　　
6250-00-0205 実践女大短大部 　　　　 日本語コミュ 　 Ⅰ期１ 日本語　　
6250-00-0206 実践女大短大部 　　　　 日本語コミュ 　 Ⅰ期２ 日本語　　
6250-00-0271 実践女大短大部 　　　　 日本語コミュ セ Ⅰ期２ 日本語　　
6250-00-0277 実践女大短大部 　　　　 日本語コミュ セ Ⅰ期１ 日本語　　
6251-00-0000 淑徳大短大部　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
6251-00-0300 淑徳大短大部　 　　　　 健康／介護福 　 　　　 社会福祉学
6251-00-0801 淑徳大短大部　 　　　　 健康／社会福 　 　　　 社会福祉学
6251-00-1201 淑徳大短大部　 　　　　 こども　　　 　 　　　 児童学　　
6253-00-0000 女子栄養大短大 　　　　 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
6253-00-0100 女子栄養大短大 　　　　 食物栄養　　 　 １期　 食物・栄養
6253-00-0101 女子栄養大短大 　　　　 食物栄養　　 　 ２期　 食物・栄養
6253-00-0171 女子栄養大短大 　　　　 食物栄養　　 セ １期　 食物・栄養
6254-00-0000 女子美大短大部 　　　　 　　　　　　 　 　　　 美術・デザ
6254-00-1000 女子美大短大部 　　　　 造形　　　　 　 Ａ　　 美術・デザ
6254-00-1074 女子美大短大部 　　　　 造形　　　　 セ 第Ⅰ期 美術・デザ
6255-00-0000 白梅学園短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6255-00-0300 白梅学園短　　 　　　　 保育　　　　 　 Ⅰ期　 児童学　　
6256-00-0000 杉野服飾大短大 　　　　 　　　　　　 　 　　　 被服・服飾
6256-00-0200 杉野服飾大短大 　　　　 服飾　　　　 　 　　　 被服・服飾
6256-00-0271 杉野服飾大短大 　　　　 服飾　　　　 セ Ａ　　 被服・服飾
6259-00-0000 星美学園短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6259-00-0301 星美学園短　　 　　　　 幼児保育　　 　 　　　 幼稚園　　
6261-00-0000 創価女短　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6261-00-0200 創価女短　　　 　　　　 国際ビジネス 　 　　　 経営学・商
6265-00-0000 貞静学園短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　



6265-00-0101 貞静学園短　　 　　　　 保育　　　　 　 第１回 児童学　　
6266-00-0000 鶴川女短　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6266-00-0100 鶴川女短　　　 　　　　 国際こども教 　 　　　 児童学　　
6267-00-0000 帝京短　　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
6267-00-0201 帝京短　　　　 　　　　 生活／生活科 　 Ⅰ期　 生活科学　
6267-00-0271 帝京短　　　　 　　　　 生活／生活科 セ 前期　 生活科学　
6267-00-0301 帝京短　　　　 　　　　 生活／食物栄 　 Ⅰ期　 食物・栄養
6267-00-0371 帝京短　　　　 　　　　 生活／食物栄 セ 前期　 食物・栄養
6267-00-0501 帝京短　　　　 　　　　 こども教育　 　 Ⅰ期　 児童学　　
6267-00-0571 帝京短　　　　 　　　　 こども教育　 セ 前期　 児童学　　
6267-00-0801 帝京短　　　　 　　　　 ライ／臨床検 　 Ⅰ期　 検査技術　
6267-00-0871 帝京短　　　　 　　　　 ライ／臨床検 セ 前期　 検査技術　
6267-00-0901 帝京短　　　　 　　　　 ライ／柔道整 　 Ⅰ期　 医療技術　
6267-00-0971 帝京短　　　　 　　　　 ライ／柔道整 セ 前期　 医療技術　
6267-00-1001 帝京短　　　　 　　　　 ライ／柔道二 　 Ⅰ期　 医療技術　
6267-00-1071 帝京短　　　　 　　　　 ライ／柔道二 セ 前期　 医療技術　
6268-00-0000 帝京大短　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
6268-00-0100 帝京大短　　　 　　　　 人間文化　　 　 Ⅰ期　 文化学　　
6268-00-0171 帝京大短　　　 　　　　 人間文化　　 セ 前期　 文化学　　
6268-00-0200 帝京大短　　　 　　　　 現代ビジネス 　 Ⅰ期　 経営情報学
6268-00-0271 帝京大短　　　 　　　　 現代ビジネス セ 前期　 経営情報学
6269-00-0000 戸板女短　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
6269-00-0101 戸板女短　　　 　　　　 国際コミュニ 　 　　　 英米語　　
6269-00-0202 戸板女短　　　 　　　　 食物栄養　　 　 　　　 食物・栄養
6269-00-0301 戸板女短　　　 　　　　 服飾芸術　　 　 　　　 被服・服飾
6272-00-0000 東京家政大短大 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6272-00-0101 東京家政大短大 　　　　 栄養　　　　 　 統一　 食物・栄養
6272-00-0102 東京家政大短大 　　　　 栄養　　　　 　 １期　 食物・栄養
6272-00-0171 東京家政大短大 　　　　 栄養　　　　 セ Ｂ　　 食物・栄養
6272-00-0172 東京家政大短大 　　　　 栄養　　　　 セ Ａ　　 食物・栄養
6272-00-0701 東京家政大短大 　　　　 保育　　　　 　 統一　 児童学　　
6272-00-0702 東京家政大短大 　　　　 保育　　　　 　 １期　 児童学　　
6272-00-0771 東京家政大短大 　　　　 保育　　　　 セ Ｂ　　 児童学　　
6272-00-0772 東京家政大短大 　　　　 保育　　　　 セ Ａ　　 児童学　　
6273-00-0000 東京歯大短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
6273-00-0101 東京歯大短　　 　　　　 歯科衛生　　 　 Ⅰ期　 医療技術　
6274-00-0000 東京交通短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
6274-00-0100 東京交通短　　 　　　　 運輸　　　　 　 第１期 経済学　　
6278-00-0000 東京女子体育短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6278-00-0201 東京女子体育短 　　　　 保健体育　　 　 Ⅰ期Ａ 体育・健康
6278-00-0203 東京女子体育短 　　　　 保健体育　　 　 Ⅰ期Ｂ 体育・健康
6278-00-0204 東京女子体育短 　　　　 保健体育　　 　 Ⅱ期　 体育・健康
6278-00-0301 東京女子体育短 　　　　 児童／幼小　 　 Ⅰ期　 幼稚園　　
6278-00-0302 東京女子体育短 　　　　 児童／幼小　 　 Ⅱ期　 幼稚園　　
6278-00-0401 東京女子体育短 　　　　 児童／幼保　 　 Ⅰ期　 幼稚園　　
6278-00-0402 東京女子体育短 　　　　 児童／幼保　 　 Ⅱ期　 幼稚園　　
6279-00-0000 東京成徳短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6279-00-0301 東京成徳短　　 　　　　 幼児教育　　 　 Ａ　　 幼稚園　　
6279-00-0302 東京成徳短　　 　　　　 幼児教育　　 　 Ｂ　　 幼稚園　　
6279-00-0371 東京成徳短　　 　　　　 幼児教育　　 セ 　　　 幼稚園　　
6282-00-0000 新渡戸文化短　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
6282-00-0101 新渡戸文化短　 　　　　 臨床検査　　 　 １期　 検査技術　
6282-00-0300 新渡戸文化短　 　　　　 生活／食物栄 　 １期　 食物・栄養
6282-00-0801 新渡戸文化短　 　　　　 生活／児童生 　 １期　 児童学　　
6283-00-0000 東京立正短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6283-00-0301 東京立正短　　 　　　　 現代／現代コ 　 １筆記 心理学　　
6283-00-0302 東京立正短　　 　　　　 現代／現代コ 　 １資格 心理学　　
6283-00-0371 東京立正短　　 　　　　 現代／現代コ セ 第１回 心理学　　
6283-00-0401 東京立正短　　 　　　　 現代／幼児教 　 １筆記 児童学　　



6283-00-0402 東京立正短　　 　　　　 現代／幼児教 　 １実技 児童学　　
6283-00-0404 東京立正短　　 　　　　 現代／幼児教 　 １資格 児童学　　
6283-00-0471 東京立正短　　 　　　　 現代／幼児教 セ 第１回 児童学　　
6284-00-0000 東邦音楽短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 音楽　　　
6284-00-0100 東邦音楽短　　 　　　　 音楽　　　　 　 前期　 音楽　　　
6285-00-0000 桐朋学園芸術短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 音楽　　　
6285-00-0100 桐朋学園芸術短 　　　　 芸術／演劇　 　 　　　 演劇　　　
6285-00-0200 桐朋学園芸術短 　　　　 芸術／音楽　 　 Ａ　　 音楽　　　
6292-00-0000 日本大短大部　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
6292-00-0200 日本大短大部　 　　　　 建築・生活デ 　 Ａ　　 建築・土木
6292-00-0201 日本大短大部　 　　　　 建築・生活デ 　 Ｎ１期 建築・土木
6292-00-0271 日本大短大部　 　　　　 建築・生活デ セ Ｃ　　 建築・土木
6292-00-0300 日本大短大部　 　　　　 ものづくりサ 　 Ａ　　 機械工学　
6292-00-0301 日本大短大部　 　　　　 ものづくりサ 　 Ｎ１期 機械工学　
6292-00-0371 日本大短大部　 　　　　 ものづくりサ セ Ｃ　　 機械工学　
6292-00-0400 日本大短大部　 　　　　 ビジネス教養 　 Ａ１期 経営学・商
6292-00-0401 日本大短大部　 　　　　 ビジネス教養 　 Ｎ１期 経営学・商
6292-00-0471 日本大短大部　 　　　　 ビジネス教養 セ Ｃ１期 経営学・商
6292-00-1200 日本大短大部　 　　　　 食物栄養　　 　 Ａ１期 食物・栄養
6292-00-1201 日本大短大部　 　　　　 食物栄養　　 　 Ｎ１期 食物・栄養
6292-00-1271 日本大短大部　 　　　　 食物栄養　　 セ Ｃ１期 食物・栄養
6295-00-0000 文化学園大短大 　　　　 　　　　　　 　 　　　 被服・服飾
6295-00-0300 文化学園大短大 　　　　 ファッション 　 Ａ　　 被服・服飾
6301-00-0000 目白大短大部　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6301-00-0603 目白大短大部　 　　　　 製菓　　　　 　 １期　 食物・栄養
6301-00-0604 目白大短大部　 　　　　 製菓　　　　 　 ２期　 食物・栄養
6301-00-0671 目白大短大部　 　　　　 製菓　　　　 セ １期　 食物・栄養
6301-00-0702 目白大短大部　 　　　　 ビジネス社会 　 １期　 経営学・商
6301-00-0703 目白大短大部　 　　　　 ビジネス社会 　 ２期　 経営学・商
6301-00-0771 目白大短大部　 　　　　 ビジネス社会 セ １期　 経営学・商
6301-00-0801 目白大短大部　 　　　　 歯科衛生　　 　 １期　 医療技術　
6301-00-0871 目白大短大部　 　　　　 歯科衛生　　 セ １期　 医療技術　
6302-00-0000 山野美容芸術短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 その他芸術
6302-00-0402 山野美容芸術短 　　　　 美容／美容デ 　 　　　 その他芸術
6302-00-0471 山野美容芸術短 　　　　 美容／美容デ セ 前期　 その他芸術
6302-00-0502 山野美容芸術短 　　　　 美容／エステ 　 　　　 その他芸術
6302-00-0571 山野美容芸術短 　　　　 美容／エステ セ 前期　 その他芸術
6302-00-0602 山野美容芸術短 　　　　 美容／国際美 　 　　　 英米語　　
6302-00-0671 山野美容芸術短 　　　　 美容／国際美 セ 前期　 英米語　　
6306-00-0000 日本歯大東京短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
6306-00-0102 日本歯大東京短 　　　　 歯科技工　　 　 Ａ　　 医療技術　
6306-00-0201 日本歯大東京短 　　　　 歯科衛生　　 　 Ａ　　 医療技術　
6361-00-0000 和泉短　　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 児童学　　
6361-00-0100 和泉短　　　　 　　　　 児童福祉　　 　 　　　 児童学　　
6362-00-0000 小田原短　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6362-00-0100 小田原短　　　 　　　　 食物栄養　　 　 　　　 食物・栄養
6362-00-0203 小田原短　　　 　　　　 保育　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6364-00-0000 鎌倉女大短大部 　　　　 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
6364-00-0201 鎌倉女大短大部 　　　　 初等教育　　 　 Ⅰ期Ａ 小学校　　
6364-00-0271 鎌倉女大短大部 　　　　 初等教育　　 セ Ⅰ期　 小学校　　
6367-00-0000 相模女大短大部 　　　　 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
6367-00-0700 相模女大短大部 　　　　 食物栄養　　 　 Ａ　　 食物・栄養
6367-00-0701 相模女大短大部 　　　　 食物栄養　　 　 Ｂ　　 食物・栄養
6367-00-0771 相模女大短大部 　　　　 食物栄養　　 セ Ａ　　 食物・栄養
6367-00-0772 相模女大短大部 　　　　 食物栄養　　 セ Ｂ　　 食物・栄養
6369-00-0000 上智大短大部　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
6369-00-0100 上智大短大部　 　　　　 英語　　　　 　 Ａ　　 英米語　　
6370-00-0000 神奈川歯大短大 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
6370-00-0201 神奈川歯大短大 　　　　 歯科衛生　　 　 　　　 医療技術　



6370-00-0401 神奈川歯大短大 　　　　 看護　　　　 　 　　　 看護　　　
6372-00-0000 湘北短　　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6372-00-0200 湘北短　　　　 　　　　 生活プロデュ 　 　　　 生活科学　
6372-00-0400 湘北短　　　　 　　　　 保育　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6372-00-1901 湘北短　　　　 　　　　 総合／ビジネ 　 　　　 経営情報学
6372-00-2001 湘北短　　　　 　　　　 総合／経理金 　 　　　 経営学・商
6372-00-2101 湘北短　　　　 　　　　 総合／ショッ 　 　　　 経営学・商
6372-00-2201 湘北短　　　　 　　　　 総合／オフィ 　 　　　 経営学・商
6372-00-2301 湘北短　　　　 　　　　 総合／観光　 　 　　　 観光学　　
6372-00-2401 湘北短　　　　 　　　　 総合／留学　 　 　　　 観光学　　
6372-00-2501 湘北短　　　　 　　　　 総合／ＩＴプ 　 　　　 情報工学　
6372-00-2601 湘北短　　　　 　　　　 総合／ＩＴメ 　 　　　 映像　　　
6373-00-0000 昭和音大短大部 　　　　 　　　　　　 　 　　　 音楽　　　
6373-00-0373 昭和音大短大部 　　　　 音楽　　　　 セ 　　　 音楽　　　
6374-00-0000 聖セシリア女短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6374-00-0100 聖セシリア女短 　　　　 幼児教育　　 　 　　　 児童学　　
6375-00-0000 洗足こども短　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6375-00-0300 洗足こども短　 　　　　 幼児教育保育 　 　　　 幼稚園　　
6377-00-0000 鶴見大短大部　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6377-00-0200 鶴見大短大部　 　　　　 歯科衛生　　 　 　　　 医療技術　
6377-00-0300 鶴見大短大部　 　　　　 保育　　　　 　 　　　 児童学　　
6378-00-0000 東海大医技短　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
6378-00-0100 東海大医技短　 　　　　 看護　　　　 　 　　　 看護　　　
6383-00-0000 横浜女短　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6383-00-0101 横浜女短　　　 　　　　 保育　　　　 　 　　　 児童学　　
6402-00-0000 新潟工業短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
6402-00-0100 新潟工業短　　 　　　　 自動車工　　 　 １期　 機械工学　
6403-00-0000 新潟青陵大短大 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6403-00-0200 新潟青陵大短大 　　　　 幼児教育　　 　 一期　 幼稚園　　
6403-00-0304 新潟青陵大短大 　　　　 人間／人間総 　 一期　 経営学・商
6403-00-0604 新潟青陵大短大 　　　　 人間／介護福 　 一期　 社会福祉学
6404-00-0000 新潟中央短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6404-00-0100 新潟中央短　　 　　　　 幼児教育　　 　 一期　 児童学　　
6405-00-0000 日本歯大新潟短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
6405-00-0171 日本歯大新潟短 　　　　 歯科衛生　　 セ 　　　 医療技術　
6406-00-0000 明倫短　　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
6406-00-0100 明倫短　　　　 　　　　 歯科技工士　 　 第１回 医療技術　
6406-00-0171 明倫短　　　　 　　　　 歯科技工士　 セ 第１回 医療技術　
6406-00-0200 明倫短　　　　 　　　　 歯科衛生士　 　 第１回 医療技術　
6406-00-0271 明倫短　　　　 　　　　 歯科衛生士　 セ 第１回 医療技術　
6417-00-0000 富山短　　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営情報学
6417-00-0101 富山短　　　　 　　　　 経営情報　　 　 前期　 経営情報学
6417-00-0171 富山短　　　　 　　　　 経営情報　　 セ 前期　 経営情報学
6417-00-0201 富山短　　　　 　　　　 食物栄養　　 　 前期　 食物・栄養
6417-00-0271 富山短　　　　 　　　　 食物栄養　　 セ 前期　 食物・栄養
6417-00-0601 富山短　　　　 　　　　 幼児教育　　 　 前期　 幼稚園　　
6417-00-0671 富山短　　　　 　　　　 幼児教育　　 セ 前期　 幼稚園　　
6417-00-0701 富山短　　　　 　　　　 健康福祉　　 　 前期　 社会福祉学
6417-00-0771 富山短　　　　 　　　　 健康福祉　　 セ 前期　 社会福祉学
6418-00-0000 富山福祉短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
6418-00-0200 富山福祉短　　 　　　　 社会／社会福 　 Ⅰ期　 社会福祉学
6418-00-0271 富山福祉短　　 　　　　 社会／社会福 セ Ⅰ期　 社会福祉学
6418-00-0300 富山福祉短　　 　　　　 社会／介護福 　 Ⅰ期　 社会福祉学
6418-00-0371 富山福祉短　　 　　　　 社会／介護福 セ Ⅰ期　 社会福祉学
6418-00-0701 富山福祉短　　 　　　　 看護　　　　 　 Ⅰ期　 看護　　　
6418-00-0771 富山福祉短　　 　　　　 看護　　　　 セ Ⅰ期　 看護　　　
6418-00-0801 富山福祉短　　 　　　　 幼児教育　　 　 Ⅰ期　 児童学　　
6418-00-0871 富山福祉短　　 　　　　 幼児教育　　 セ Ⅰ期　 児童学　　
6426-00-0000 金沢学院短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　



6426-00-1102 金沢学院短　　 　　　　 食物栄養　　 　 Ⅰ期　 食物・栄養
6426-00-1177 金沢学院短　　 　　　　 食物栄養　　 セ Ⅰ期　 食物・栄養
6426-00-1303 金沢学院短　　 　　　　 現代教養　　 　 Ⅰ期　 総合科学　
6426-00-1370 金沢学院短　　 　　　　 現代教養　　 セ Ⅰ期　 総合科学　
6426-00-1401 金沢学院短　　 　　　　 幼児教育　　 　 Ⅰ期　 幼稚園　　
6426-00-1471 金沢学院短　　 　　　　 幼児教育　　 セ Ⅰ期　 幼稚園　　
6427-00-0000 金城大短大部　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6427-00-0100 金城大短大部　 　　　　 ビジネス実務 　 Ａ　　 経営学・商
6427-00-0171 金城大短大部　 　　　　 ビジネス実務 セ Ａ　　 経営学・商
6427-00-0200 金城大短大部　 　　　　 美術　　　　 　 Ａ　　 美術・デザ
6427-00-0271 金城大短大部　 　　　　 美術　　　　 セ Ａ　　 美術・デザ
6427-00-0300 金城大短大部　 　　　　 幼児教育　　 　 Ａ　　 幼稚園　　
6427-00-0371 金城大短大部　 　　　　 幼児教育　　 セ Ａ　　 幼稚園　　
6429-00-0000 金沢星稜大女短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6429-00-0100 金沢星稜大女短 　　　　 経営実務　　 　 Ａ　　 経営学・商
6429-00-0172 金沢星稜大女短 　　　　 経営実務　　 セ Ａ　　 経営学・商
6431-00-0000 北陸学院大短大 　　　　 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
6431-00-0300 北陸学院大短大 　　　　 食物栄養　　 　 第Ⅰ期 食物・栄養
6431-00-0371 北陸学院大短大 　　　　 食物栄養　　 セ Ａ　　 食物・栄養
6431-00-0601 北陸学院大短大 　　　　 コミュニティ 　 第Ⅰ期 総合科学　
6431-00-0671 北陸学院大短大 　　　　 コミュニティ セ Ａ　　 総合科学　
6441-00-0000 仁愛女短　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営情報学
6441-00-0400 仁愛女短　　　 　　　　 生活／食物栄 　 Ａ　　 食物・栄養
6441-00-0473 仁愛女短　　　 　　　　 生活／食物栄 セ Ⅰ期　 食物・栄養
6441-00-0700 仁愛女短　　　 　　　　 生活／生活デ 　 Ａ　　 生活科学　
6441-00-0773 仁愛女短　　　 　　　　 生活／生活デ セ Ⅰ期　 生活科学　
6441-00-0900 仁愛女短　　　 　　　　 生活／生活情 　 Ａ　　 経営情報学
6441-00-0973 仁愛女短　　　 　　　　 生活／生活情 セ Ⅰ期　 経営情報学
6441-00-1000 仁愛女短　　　 　　　　 幼児教育　　 　 Ａ　　 幼稚園　　
6441-00-1073 仁愛女短　　　 　　　　 幼児教育　　 セ Ⅰ期　 幼稚園　　
6451-00-0000 帝京学園短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6451-00-0100 帝京学園短　　 　　　　 保育　　　　 　 　　　 児童学　　
6454-00-0000 山梨学院短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
6454-00-0300 山梨学院短　　 　　　　 保育　　　　 　 Ｂ　　 児童学　　
6454-00-0371 山梨学院短　　 　　　　 保育　　　　 セ ＣⅠ期 児童学　　
6454-00-0401 山梨学院短　　 　　　　 食物／栄養士 　 Ｂ　　 食物・栄養
6454-00-0471 山梨学院短　　 　　　　 食物／栄養士 セ ＣⅠ期 食物・栄養
6454-00-0501 山梨学院短　　 　　　　 食物／パティ 　 Ｂ　　 食物・栄養
6454-00-0571 山梨学院短　　 　　　　 食物／パティ セ ＣⅠ期 食物・栄養
6461-00-0000 飯田女短　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
6461-00-0100 飯田女短　　　 　　　　 家政／家政　 　 Ａ　　 生活科学　
6461-00-0200 飯田女短　　　 　　　　 家政／食物栄 　 Ａ　　 食物・栄養
6461-00-0500 飯田女短　　　 　　　　 看護　　　　 　 Ａ　　 看護　　　
6461-00-0600 飯田女短　　　 　　　　 幼児教育　　 　 Ａ　　 幼稚園　　
6461-00-0700 飯田女短　　　 　　　　 家政／生活福 　 Ａ　　 社会福祉学
6462-00-0000 上田女短　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
6462-00-0100 上田女短　　　 　　　　 総合文化　　 　 Ａ　　 経営学・商
6462-00-0200 上田女短　　　 　　　　 幼児教育　　 　 Ａ　　 児童学　　
6463-00-0000 佐久大信州短大 　　　　 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
6463-00-0501 佐久大信州短大 　　　　 福祉　　　　 　 Ａ　　 社会福祉学
6463-00-0571 佐久大信州短大 　　　　 福祉　　　　 セ Ａ　　 社会福祉学
6464-00-0000 信州豊南短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6464-00-0300 信州豊南短　　 　　　　 言語コミュニ 　 Ⅰ期　 経営学・商
6464-00-0401 信州豊南短　　 　　　　 幼児教育　　 　 Ⅰ期　 幼稚園　　
6465-00-0000 清泉女学院短　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
6465-00-0300 清泉女学院短　 　　　　 幼児教育　　 　 Ａ　　 児童学　　
6465-00-0400 清泉女学院短　 　　　　 国際コミュニ 　 Ａ　　 国際関係学
6465-00-0471 清泉女学院短　 　　　　 国際コミュニ セ Ａ　　 国際関係学
6468-00-0000 長野女短　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学



6468-00-0300 長野女短　　　 　　　　 生活／食物栄 　 Ⅰ期　 食物・栄養
6468-00-0400 長野女短　　　 　　　　 生活／生活福 　 Ⅰ期　 社会福祉学
6469-00-0000 松本大松商短大 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6469-00-0100 松本大松商短大 　　　　 経営情報　　 　 Ａ　　 経営学・商
6469-00-0171 松本大松商短大 　　　　 経営情報　　 セ Ⅰ期　 経営学・商
6469-00-0200 松本大松商短大 　　　　 商　　　　　 　 Ａ　　 経営学・商
6469-00-0271 松本大松商短大 　　　　 商　　　　　 セ Ⅰ期　 経営学・商
6470-00-0000 松本短　　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
6470-00-0100 松本短　　　　 　　　　 介護福祉　　 　 第一期 社会福祉学
6470-00-0200 松本短　　　　 　　　　 幼児保育　　 　 第一期 児童学　　
6470-00-0302 松本短　　　　 　　　　 看護　　　　 　 第一期 看護　　　
6481-00-0000 大垣女短　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
6481-00-0100 大垣女短　　　 　　　　 音楽総合　　 　 第一期 音楽　　　
6481-00-0300 大垣女短　　　 　　　　 歯科衛生　　 　 第一期 医療技術　
6481-00-0400 大垣女短　　　 　　　　 デザイン美術 　 第一期 美術・デザ
6481-00-0500 大垣女短　　　 　　　　 幼児教育　　 　 第一期 児童学　　
6483-00-0000 正眼短　　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 哲学倫理宗
6483-00-0100 正眼短　　　　 　　　　 禅・人間　　 　 Ｂ　　 哲学倫理宗
6484-00-0000 岐阜聖徳学園短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6484-00-0400 岐阜聖徳学園短 　　　　 幼児教育　　 　 Ａ　　 幼稚園　　
6484-00-0401 岐阜聖徳学園短 　　　　 幼児教育　　 　 Ｂ　　 幼稚園　　
6485-00-0000 高山自動車短　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
6485-00-0200 高山自動車短　 　　　　 自動車工　　 　 後期Ａ 機械工学　
6486-00-0000 中京学院大短大 　　　　 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
6486-00-0304 中京学院大短大 　　　　 保育　　　　 　 　　　 児童学　　
6486-00-0501 中京学院大短大 　　　　 健康／栄養士 　 　　　 食物・栄養
6486-00-0601 中京学院大短大 　　　　 健康／食文化 　 　　　 食物・栄養
6487-00-0000 中部学院大短大 　　　　 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
6487-00-0400 中部学院大短大 　　　　 社会福祉　　 　 中期　 社会福祉学
6487-00-0401 中部学院大短大 　　　　 社会福祉　　 　 前期　 社会福祉学
6487-00-0471 中部学院大短大 　　　　 社会福祉　　 セ 前期　 社会福祉学
6487-00-0500 中部学院大短大 　　　　 幼児教育　　 　 中期　 児童学　　
6487-00-0501 中部学院大短大 　　　　 幼児教育　　 　 前期　 児童学　　
6487-00-0571 中部学院大短大 　　　　 幼児教育　　 セ 前期　 児童学　　
6488-00-0000 東海学院大短大 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6488-00-0801 東海学院大短大 　　　　 幼児教育　　 　 前期　 児童学　　
6488-00-0872 東海学院大短大 　　　　 幼児教育　　 セ 前期　 児童学　　
6489-00-0000 中日本自動車短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
6489-00-0100 中日本自動車短 　　　　 自動車工　　 　 １月期 機械工学　
6489-00-0201 中日本自動車短 　　　　 モータースポ 　 １月期 機械工学　
6490-00-0000 岐阜保健短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 理学療法　
6490-00-0301 岐阜保健短　　 　　　　 リハ／理学療 　 Ⅰ期　 理学療法　
6490-00-0401 岐阜保健短　　 　　　　 リハ／作業療 　 Ⅰ期　 作業療法　
6491-00-0000 平成医療短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
6491-00-0101 平成医療短　　 　　　　 看護　　　　 　 １次　 看護　　　
6491-00-0301 平成医療短　　 　　　　 リハ／理学療 　 １次　 理学療法　
6491-00-0401 平成医療短　　 　　　　 リハ／作業療 　 １次　 作業療法　
6491-00-0501 平成医療短　　 　　　　 リハ／視機能 　 １次　 医療技術　
6501-00-0000 静岡英和大短大 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6501-00-0400 静岡英和大短大 　　　　 食物　　　　 　 　　　 食物・栄養
6501-00-0471 静岡英和大短大 　　　　 食物　　　　 セ 前期　 食物・栄養
6501-00-0500 静岡英和大短大 　　　　 現代コミュニ 　 　　　 経営学・商
6501-00-0571 静岡英和大短大 　　　　 現代コミュニ セ 前期　 経営学・商
6505-00-0000 東海大短大部　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
6505-00-0200 東海大短大部　 　　　　 食物栄養　　 　 　　　 食物・栄養
6505-00-0300 東海大短大部　 　　　　 児童教育　　 　 　　　 小学校　　
6506-00-0000 常葉大短大部　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
6506-00-0203 常葉大短大部　 　　　　 音楽　　　　 　 前期　 音楽　　　
6506-00-0271 常葉大短大部　 　　　　 音楽　　　　 セ 前期　 音楽　　　



6506-00-0303 常葉大短大部　 　　　　 日本語日本文 　 前期　 日本文学　
6506-00-0371 常葉大短大部　 　　　　 日本語日本文 セ 前期　 日本文学　
6506-00-0503 常葉大短大部　 　　　　 保育　　　　 　 前期　 児童学　　
6506-00-0571 常葉大短大部　 　　　　 保育　　　　 セ 前期　 児童学　　
6508-00-0000 浜松学院大短大 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6508-00-0301 浜松学院大短大 　　　　 幼児教育　　 　 Ａ　　 幼稚園　　
6521-00-0000 愛知学院大短大 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
6521-00-0301 愛知学院大短大 　　　　 歯科衛生　　 　 前期Ａ 医療技術　
6521-00-0302 愛知学院大短大 　　　　 歯科衛生　　 　 中期　 医療技術　
6521-00-0371 愛知学院大短大 　　　　 歯科衛生　　 セ Ⅰ期　 医療技術　
6522-00-0000 愛知学泉短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6522-00-0300 愛知学泉短　　 　　　　 食物栄養　　 　 Ⅰ期　 食物・栄養
6522-00-0371 愛知学泉短　　 　　　　 食物栄養　　 セ 　　　 食物・栄養
6522-00-0500 愛知学泉短　　 　　　　 幼児教育　　 　 Ⅰ期　 幼稚園　　
6522-00-0571 愛知学泉短　　 　　　　 幼児教育　　 セ 　　　 幼稚園　　
6522-00-0601 愛知学泉短　　 　　　　 生活デザイン 　 Ⅰ期　 生活科学　
6522-00-0671 愛知学泉短　　 　　　　 生活デザイン セ 　　　 生活科学　
6523-00-0000 愛知自動車短　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
6523-00-0100 愛知自動車短　 　　　　 自動車工　　 　 前期　 機械工学　
6523-00-0171 愛知自動車短　 　　　　 自動車工　　 セ 前期　 機械工学　
6524-00-0000 愛知医療学院短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 理学療法　
6524-00-0301 愛知医療学院短 　　　　 リハ／理学療 　 Ａ　　 理学療法　
6524-00-0371 愛知医療学院短 　　　　 リハ／理学療 セ 前期　 理学療法　
6524-00-0401 愛知医療学院短 　　　　 リハ／作業療 　 Ａ　　 作業療法　
6524-00-0471 愛知医療学院短 　　　　 リハ／作業療 セ 前期　 作業療法　
6526-00-0000 愛知大短大部　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6526-00-0301 愛知大短大部　 　　　　 ライフデザイ 　 前期Ａ 経営学・商
6526-00-0302 愛知大短大部　 　　　　 ライフデザイ 　 Ｍ　　 経営学・商
6526-00-0303 愛知大短大部　 　　　　 ライフデザイ 　 前期Ｂ 経営学・商
6526-00-0372 愛知大短大部　 　　　　 ライフデザイ セ 前期　 経営学・商
6526-00-0373 愛知大短大部　 　　　　 ライフデザイ セ プラス 経営学・商
6527-00-0000 愛知文教女短　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6527-00-0100 愛知文教女短　 　　　　 生活／食物栄 　 １月　 食物・栄養
6527-00-0200 愛知文教女短　 　　　　 生活／生活文 　 １月　 生活科学　
6527-00-0400 愛知文教女短　 　　　　 幼児教育　　 　 １月　 児童学　　
6528-00-0000 愛知みずほ短　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6528-00-0100 愛知みずほ短　 　　　　 生活／食物栄 　 前期　 食物・栄養
6528-00-0171 愛知みずほ短　 　　　　 生活／食物栄 セ 前期　 食物・栄養
6528-00-0200 愛知みずほ短　 　　　　 生活／生活文 　 前期　 生活科学　
6528-00-0271 愛知みずほ短　 　　　　 生活／生活文 セ 前期　 生活科学　
6528-00-0501 愛知みずほ短　 　　　　 現代幼児教育 　 前期　 児童学　　
6528-00-0571 愛知みずほ短　 　　　　 現代幼児教育 セ 前期　 児童学　　
6529-00-0000 修文大短大部　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
6529-00-0300 修文大短大部　 　　　　 幼児教育　　 　 Ⅰ期　 児童学　　
6529-00-0372 修文大短大部　 　　　　 幼児教育　　 セ Ⅰ期　 児童学　　
6529-00-0402 修文大短大部　 　　　　 生活文化　　 　 Ⅰ期　 生活科学　
6529-00-0472 修文大短大部　 　　　　 生活文化　　 セ Ⅰ期　 生活科学　
6529-00-0901 修文大短大部　 　　　　 生活／製菓　 　 Ⅰ期　 食物・栄養
6529-00-0971 修文大短大部　 　　　　 生活／製菓　 セ Ⅰ期　 食物・栄養
6532-00-0000 岡崎女短　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6532-00-0100 岡崎女短　　　 　　　　 現代ビジネス 　 Ａ・Ｂ 経営学・商
6532-00-0171 岡崎女短　　　 　　　　 現代ビジネス セ Ⅰ期　 経営学・商
6532-00-0300 岡崎女短　　　 　　　　 幼児教育　　 　 Ａ・Ｂ 児童学　　
6532-00-0371 岡崎女短　　　 　　　　 幼児教育　　 セ Ⅰ期　 児童学　　
6534-00-0000 愛知江南短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6534-00-1801 愛知江南短　　 　　　　 こど／栄養　 　 　　　 食物・栄養
6534-00-1901 愛知江南短　　 　　　　 こど／保育　 　 　　　 児童学　　
6537-00-0000 至学館大短大部 　　　　 　　　　　　 　 　　　 中高－体育
6537-00-0201 至学館大短大部 　　　　 体育　　　　 　 Ⅰ期１ 体育・健康



6537-00-0202 至学館大短大部 　　　　 体育　　　　 　 Ⅰ期２ 体育・健康
6537-00-0273 至学館大短大部 　　　　 体育　　　　 セ Ⅰ期１ 体育・健康
6537-00-0274 至学館大短大部 　　　　 体育　　　　 セ プラス 体育・健康
6537-00-0275 至学館大短大部 　　　　 体育　　　　 セ Ⅰ期２ 体育・健康
6543-00-0000 豊橋創造大短大 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6543-00-0305 豊橋創造大短大 　　　　 幼児教育・保 　 前期　 幼稚園　　
6543-00-0371 豊橋創造大短大 　　　　 幼児教育・保 セ 一期　 幼稚園　　
6543-00-0401 豊橋創造大短大 　　　　 キャリアプラ 　 前期　 生活科学　
6543-00-0471 豊橋創造大短大 　　　　 キャリアプラ セ 一期　 生活科学　
6544-00-0000 名古屋短　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
6544-00-0101 名古屋短　　　 　　　　 英語コミュニ 　 Ⅱ期　 英米語　　
6544-00-0103 名古屋短　　　 　　　　 英語コミュニ 　 Ⅰ期　 英米語　　
6544-00-0172 名古屋短　　　 　　　　 英語コミュニ セ Ⅰ期　 英米語　　
6544-00-0173 名古屋短　　　 　　　　 英語コミュニ セ プラス 英米語　　
6544-00-0202 名古屋短　　　 　　　　 現代教養　　 　 Ⅱ期　 総合科学　
6544-00-0203 名古屋短　　　 　　　　 現代教養　　 　 Ⅰ期　 総合科学　
6544-00-0272 名古屋短　　　 　　　　 現代教養　　 セ Ⅰ期　 総合科学　
6544-00-0273 名古屋短　　　 　　　　 現代教養　　 セ プラス 総合科学　
6544-00-0302 名古屋短　　　 　　　　 保育　　　　 　 Ⅱ期　 児童学　　
6544-00-0303 名古屋短　　　 　　　　 保育　　　　 　 Ⅰ期　 児童学　　
6544-00-0372 名古屋短　　　 　　　　 保育　　　　 セ プラス 児童学　　
6544-00-0373 名古屋短　　　 　　　　 保育　　　　 セ Ⅰ期　 児童学　　
6546-00-0000 名古屋経営短　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6546-00-0601 名古屋経営短　 　　　　 子ども　　　 　 前期　 児童学　　
6546-00-0701 名古屋経営短　 　　　　 健康福祉　　 　 前期　 社会福祉学
6546-00-0801 名古屋経営短　 　　　　 未来キャリア 　 前期　 経営学・商
6547-00-0000 名古屋女大短大 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営情報学
6547-00-0901 名古屋女大短大 　　　　 保育　　　　 　 Ⅰ期　 児童学　　
6547-00-0972 名古屋女大短大 　　　　 保育　　　　 セ プラス 児童学　　
6547-00-0974 名古屋女大短大 　　　　 保育　　　　 セ Ⅰ期２ 児童学　　
6547-00-0975 名古屋女大短大 　　　　 保育　　　　 セ Ⅰ期１ 児童学　　
6547-00-0976 名古屋女大短大 　　　　 保育　　　　 セ Ⅰ期３ 児童学　　
6547-00-1001 名古屋女大短大 　　　　 生活　　　　 　 Ⅰ期　 生活科学　
6547-00-1071 名古屋女大短大 　　　　 生活　　　　 セ プラス 生活科学　
6547-00-1073 名古屋女大短大 　　　　 生活　　　　 セ Ⅰ期２ 生活科学　
6547-00-1074 名古屋女大短大 　　　　 生活　　　　 セ Ⅰ期１ 生活科学　
6547-00-1075 名古屋女大短大 　　　　 生活　　　　 セ Ⅰ期３ 生活科学　
6548-00-0000 名古屋文化短　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
6548-00-0502 名古屋文化短　 　　　　 生活文化　　 　 Ａ　　 食物・栄養
6551-00-0000 名古屋文理大短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
6551-00-0701 名古屋文理大短 　　　　 食物／栄養士 　 Ａ　　 食物・栄養
6551-00-0771 名古屋文理大短 　　　　 食物／栄養士 セ Ａ　　 食物・栄養
6551-00-0801 名古屋文理大短 　　　　 食物／製菓　 　 Ａ　　 食物・栄養
6551-00-0871 名古屋文理大短 　　　　 食物／製菓　 セ Ａ　　 食物・栄養
6558-00-0000 名古屋柳城短　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 児童学　　
6558-00-0100 名古屋柳城短　 　　　　 保育　　　　 　 Ａ　　 児童学　　
6558-00-0101 名古屋柳城短　 　　　　 保育　　　　 　 Ｂ　　 児童学　　
6572-00-0000 鈴鹿大短大部　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6572-00-0401 鈴鹿大短大部　 　　　　 生活コミュニ 　 Ⅰ期　 幼稚園　　
6573-00-0000 高田短　　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6573-00-0200 高田短　　　　 　　　　 子ども　　　 　 Ⅰ期　 幼稚園　　
6573-00-0501 高田短　　　　 　　　　 キャ／オフィ 　 Ⅰ期　 経営学・商
6573-00-0601 高田短　　　　 　　　　 キャ／介護福 　 Ⅰ期　 社会福祉学
6575-00-0000 ユマニテク短　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6575-00-0101 ユマニテク短　 　　　　 幼児保育　　 　 Ⅰ期　 幼稚園　　
6581-00-0000 滋賀短　　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6581-00-0100 滋賀短　　　　 　　　　 生活　　　　 　 Ⅰ期　 食物・栄養
6581-00-0172 滋賀短　　　　 　　　　 生活　　　　 セ Ⅰ期　 食物・栄養
6581-00-0200 滋賀短　　　　 　　　　 ビジネスコミ 　 Ⅰ期　 経営学・商



6581-00-0272 滋賀短　　　　 　　　　 ビジネスコミ セ Ⅰ期　 経営学・商
6581-00-0300 滋賀短　　　　 　　　　 幼児教育保育 　 Ⅰ期　 幼稚園　　
6581-00-0372 滋賀短　　　　 　　　　 幼児教育保育 セ Ⅰ期　 幼稚園　　
6582-00-0000 びわこ学院大短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6582-00-0601 びわこ学院大短 　　　　 ライ／介護福 　 前期　 社会福祉学
6582-00-0671 びわこ学院大短 　　　　 ライ／介護福 セ Ａ２　 社会福祉学
6582-00-0673 びわこ学院大短 　　　　 ライ／介護福 セ Ａ３　 社会福祉学
6582-00-0701 びわこ学院大短 　　　　 ライ／児童学 　 前期　 児童学　　
6582-00-0771 びわこ学院大短 　　　　 ライ／児童学 セ Ａ２　 児童学　　
6582-00-0772 びわこ学院大短 　　　　 ライ／児童学 セ Ａ３　 児童学　　
6582-00-0801 びわこ学院大短 　　　　 ライ／キャリ 　 前期　 総合情報学
6582-00-0871 びわこ学院大短 　　　　 ライ／キャリ セ Ａ２　 総合情報学
6582-00-0872 びわこ学院大短 　　　　 ライ／キャリ セ Ａ３　 総合情報学
6583-00-0000 滋賀文教短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　
6583-00-0100 滋賀文教短　　 　　　　 国文　　　　 　 前期　 日本文学　
6583-00-0200 滋賀文教短　　 　　　　 子ども　　　 　 前期　 小学校　　
6591-00-0000 池坊短　　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
6591-00-0301 池坊短　　　　 　　　　 文化芸術　　 　 前期　 文化学　　
6591-00-0401 池坊短　　　　 　　　　 環境文化　　 　 前期　 その他芸術
6591-00-0501 池坊短　　　　 　　　　 環境／製菓ク 　 前期　 食物・栄養
6591-00-0801 池坊短　　　　 　　　　 幼児保育　　 　 前期　 児童学　　
6593-00-0000 華頂短　　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
6593-00-0703 華頂短　　　　 　　　　 幼児教育　　 　 Ⅰ期　 幼稚園　　
6593-00-0772 華頂短　　　　 　　　　 幼児教育　　 セ Ⅰ期　 幼稚園　　
6593-00-1701 華頂短　　　　 　　　　 総合文化　　 　 Ⅰ期　 文化学　　
6593-00-1771 華頂短　　　　 　　　　 総合文化　　 セ Ⅰ期　 文化学　　
6596-00-0000 京都外語短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
6596-00-0201 京都外語短　　 　　　　 キャリア英夜 　 Ａ１　 英米語　　
6596-00-0202 京都外語短　　 　　　　 キャリア英夜 　 Ａ検定 英米語　　
6597-00-0000 京都経済短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経済学　　
6597-00-0100 京都経済短　　 　　　　 経営情報　　 　 前期　 経営学・商
6601-00-0000 京都文教短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6601-00-1302 京都文教短　　 　　　　 幼児教育　　 　 前英国 幼稚園　　
6601-00-1303 京都文教短　　 　　　　 幼児教育　　 　 前英数 幼稚園　　
6601-00-1304 京都文教短　　 　　　　 幼児教育　　 　 前国数 幼稚園　　
6601-00-1305 京都文教短　　 　　　　 幼児教育　　 　 前資格 幼稚園　　
6601-00-1371 京都文教短　　 　　　　 幼児教育　　 セ 　　　 幼稚園　　
6601-00-1402 京都文教短　　 　　　　 食物栄養　　 　 前英国 食物・栄養
6601-00-1403 京都文教短　　 　　　　 食物栄養　　 　 前英数 食物・栄養
6601-00-1404 京都文教短　　 　　　　 食物栄養　　 　 前国数 食物・栄養
6601-00-1405 京都文教短　　 　　　　 食物栄養　　 　 前資格 食物・栄養
6601-00-1473 京都文教短　　 　　　　 食物栄養　　 セ 　　　 食物・栄養
6601-00-1502 京都文教短　　 　　　　 ライフデザイ 　 前英国 生活科学　
6601-00-1503 京都文教短　　 　　　　 ライフデザイ 　 前英数 生活科学　
6601-00-1504 京都文教短　　 　　　　 ライフデザイ 　 前国数 生活科学　
6601-00-1505 京都文教短　　 　　　　 ライフデザイ 　 前資格 生活科学　
6601-00-1573 京都文教短　　 　　　　 ライフデザイ セ 　　　 生活科学　
6602-00-0000 京都光華女大短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 生活科学　
6602-00-0502 京都光華女大短 　　　　 ライフデザイ 　 前期Ａ 生活科学　
6602-00-0503 京都光華女大短 　　　　 ライフデザイ 　 前期Ｂ 生活科学　
6602-00-0574 京都光華女大短 　　　　 ライフデザイ セ Ⅰ期　 生活科学　
6603-00-0000 嵯峨美術短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 美術・デザ
6603-00-0300 嵯峨美術短　　 　　　　 美術　　　　 　 前期　 美術・デザ
6603-00-0371 嵯峨美術短　　 　　　　 美術　　　　 セ 前期　 美術・デザ
6605-00-0000 京都西山短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 哲学倫理宗
6605-00-0201 京都西山短　　 　　　　 仏教／仏教学 　 　　　 哲学倫理宗
6605-00-0301 京都西山短　　 　　　　 仏教／仏教保 　 　　　 児童学　　
6608-00-0000 龍谷大短大部　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
6608-00-0101 龍谷大短大部　 　　　　 社会福祉　　 　 Ａ　　 社会福祉学



6608-00-0102 龍谷大短大部　 　　　　 社会福祉　　 　 Ｂ　　 社会福祉学
6608-00-0174 龍谷大短大部　 　　　　 社会福祉　　 セ 前期　 社会福祉学
6608-00-0175 龍谷大短大部　 　　　　 社会福祉　　 セ 中期　 社会福祉学
6608-00-0502 龍谷大短大部　 　　　　 こども教育　 　 Ｂ　　 児童学　　
6625-00-0000 藍野大短大部　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
6625-00-0101 藍野大短大部　 　　　　 第二看護　　 　 前期　 看護　　　
6627-00-0000 大阪青山大短大 　　　　 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
6627-00-3501 大阪青山大短大 　　　　 調理／調理　 　 Ａ　　 食物・栄養
6627-00-3571 大阪青山大短大 　　　　 調理／調理　 セ Ａ　　 食物・栄養
6627-00-3601 大阪青山大短大 　　　　 調理／製菓　 　 Ａ　　 食物・栄養
6627-00-3671 大阪青山大短大 　　　　 調理／製菓　 セ Ａ　　 食物・栄養
6628-00-0000 大阪音大短大部 　　　　 　　　　　　 　 　　　 音楽　　　
6628-00-1001 大阪音大短大部 　　　　 音楽／作曲　 　 Ａ　　 音楽　　　
6628-00-1101 大阪音大短大部 　　　　 音楽／声楽　 　 Ａ　　 音楽　　　
6628-00-1201 大阪音大短大部 　　　　 音楽／ピアノ 　 Ａ　　 音楽　　　
6628-00-1301 大阪音大短大部 　　　　 音楽／管楽器 　 Ａ　　 音楽　　　
6628-00-1401 大阪音大短大部 　　　　 音楽／弦楽器 　 Ａ　　 音楽　　　
6628-00-1501 大阪音大短大部 　　　　 音楽／打楽器 　 Ａ　　 音楽　　　
6628-00-1601 大阪音大短大部 　　　　 音楽／邦楽　 　 Ａ　　 音楽　　　
6628-00-1701 大阪音大短大部 　　　　 音楽／ジャズ 　 Ａ　　 音楽　　　
6628-00-1801 大阪音大短大部 　　　　 音楽／ポピュ 　 Ａ　　 音楽　　　
6628-00-1901 大阪音大短大部 　　　　 音楽／ミュー 　 Ａ　　 音楽　　　
6628-00-2001 大阪音大短大部 　　　　 音楽／電子オ 　 Ａ　　 音楽　　　
6628-00-2101 大阪音大短大部 　　　　 音楽／ギター 　 Ａ　　 音楽　　　
6629-00-0000 大阪学院大短大 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6629-00-0107 大阪学院大短大 　　　　 経営実務　　 　 Ａ前期 経営学・商
6629-00-0108 大阪学院大短大 　　　　 経営実務　　 　 Ａ後期 経営学・商
6629-00-0171 大阪学院大短大 　　　　 経営実務　　 セ Ａ　　 経営学・商
6630-00-0000 大阪キリスト短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6630-00-0300 大阪キリスト短 　　　　 幼児教育　　 　 １期　 幼稚園　　
6633-00-0000 大阪国際大短大 　　　　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
6633-00-0801 大阪国際大短大 　　　　 幼児保育　　 　 Ａ　　 児童学　　
6633-00-0871 大阪国際大短大 　　　　 幼児保育　　 セ 　　　 児童学　　
6633-00-1701 大阪国際大短大 　　　　 ライ／栄養士 　 Ａ　　 食物・栄養
6633-00-1771 大阪国際大短大 　　　　 ライ／栄養士 セ 　　　 食物・栄養
6633-00-1901 大阪国際大短大 　　　　 ライ／観光英 　 Ａ　　 観光学　　
6633-00-1971 大阪国際大短大 　　　　 ライ／観光英 セ 　　　 観光学　　
6633-00-2201 大阪国際大短大 　　　　 ライ／キャリ 　 Ａ　　 経営学・商
6633-00-2271 大阪国際大短大 　　　　 ライ／キャリ セ 　　　 経営学・商
6635-00-0000 大阪城南女短　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
6635-00-0300 大阪城南女短　 　　　　 総合保育　　 　 Ａ　　 児童学　　
6635-00-0400 大阪城南女短　 　　　　 人間福祉　　 　 Ａ　　 社会福祉学
6635-00-1101 大阪城南女短　 　　　　 現代／ライフ 　 Ａ　　 経営学・商
6635-00-1301 大阪城南女短　 　　　　 現代／調理ス 　 Ａ　　 食物・栄養
6635-00-1401 大阪城南女短　 　　　　 現代／スイー 　 Ａ　　 食物・栄養
6636-00-0000 大阪女学院短　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
6636-00-0103 大阪女学院短　 　　　　 英語　　　　 　 前筆記 英米語　　
6636-00-0104 大阪女学院短　 　　　　 英語　　　　 　 前英語 英米語　　
6636-00-0172 大阪女学院短　 　　　　 英語　　　　 セ 前期　 英米語　　
6638-00-0000 夕陽丘学園短　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
6638-00-0701 夕陽丘学園短　 　　　　 食物栄養　　 　 １次　 食物・栄養
6638-00-0801 夕陽丘学園短　 　　　　 キャリア創造 　 １次　 生活科学　
6638-00-0901 夕陽丘学園短　 　　　　 キャ／製菓ク 　 １次　 食物・栄養
6639-00-0000 大阪信愛学院短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6639-00-0102 大阪信愛学院短 　　　　 子ども教育　 　 前期１ 幼稚園　　
6639-00-0103 大阪信愛学院短 　　　　 子ども教育　 　 前２Ⅰ 幼稚園　　
6639-00-0104 大阪信愛学院短 　　　　 子ども教育　 　 前２Ⅱ 幼稚園　　
6639-00-0105 大阪信愛学院短 　　　　 子ども教育　 　 前実技 幼稚園　　
6639-00-0301 大阪信愛学院短 　　　　 看護　　　　 　 前期　 看護　　　



6640-00-0000 大阪成蹊短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6640-00-0300 大阪成蹊短　　 　　　　 観光　　　　 　 Ａ　　 観光学　　
6640-00-0301 大阪成蹊短　　 　　　　 観光　　　　 　 Ｂ　　 観光学　　
6640-00-0371 大阪成蹊短　　 　　　　 観光　　　　 セ Ａ　　 観光学　　
6640-00-0372 大阪成蹊短　　 　　　　 観光　　　　 セ Ｂ　　 観光学　　
6640-00-0901 大阪成蹊短　　 　　　　 幼児教育　　 　 Ａ　　 児童学　　
6640-00-0902 大阪成蹊短　　 　　　　 幼児教育　　 　 Ｂ　　 児童学　　
6640-00-0971 大阪成蹊短　　 　　　　 幼児教育　　 セ Ａ　　 児童学　　
6640-00-0972 大阪成蹊短　　 　　　　 幼児教育　　 セ Ｂ　　 児童学　　
6640-00-1000 大阪成蹊短　　 　　　　 経営会計　　 　 Ａ　　 経営学・商
6640-00-1001 大阪成蹊短　　 　　　　 経営会計　　 　 Ｂ　　 経営学・商
6640-00-1071 大阪成蹊短　　 　　　　 経営会計　　 セ Ａ　　 経営学・商
6640-00-1072 大阪成蹊短　　 　　　　 経営会計　　 セ Ｂ　　 経営学・商
6640-00-1100 大阪成蹊短　　 　　　　 グローバルコ 　 Ａ　　 英米語　　
6640-00-1101 大阪成蹊短　　 　　　　 グローバルコ 　 Ｂ　　 英米語　　
6640-00-1171 大阪成蹊短　　 　　　　 グローバルコ セ Ａ　　 英米語　　
6640-00-1172 大阪成蹊短　　 　　　　 グローバルコ セ Ｂ　　 英米語　　
6640-00-1702 大阪成蹊短　　 　　　　 栄養　　　　 　 Ａ　　 食物・栄養
6640-00-1703 大阪成蹊短　　 　　　　 栄養　　　　 　 Ｂ　　 食物・栄養
6640-00-1771 大阪成蹊短　　 　　　　 栄養　　　　 セ Ａ　　 食物・栄養
6640-00-1772 大阪成蹊短　　 　　　　 栄養　　　　 セ Ｂ　　 食物・栄養
6640-00-1802 大阪成蹊短　　 　　　　 調理・製菓　 　 Ａ　　 食物・栄養
6640-00-1803 大阪成蹊短　　 　　　　 調理・製菓　 　 Ｂ　　 食物・栄養
6640-00-1871 大阪成蹊短　　 　　　　 調理・製菓　 セ Ａ　　 食物・栄養
6640-00-1872 大阪成蹊短　　 　　　　 調理・製菓　 セ Ｂ　　 食物・栄養
6640-00-1902 大阪成蹊短　　 　　　　 生活デザイン 　 Ａ　　 被服・服飾
6640-00-1903 大阪成蹊短　　 　　　　 生活デザイン 　 Ｂ　　 被服・服飾
6640-00-1971 大阪成蹊短　　 　　　　 生活デザイン セ Ａ　　 被服・服飾
6640-00-1972 大阪成蹊短　　 　　　　 生活デザイン セ Ｂ　　 被服・服飾
6641-00-0000 大阪千代田短　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
6641-00-0901 大阪千代田短　 　　　　 幼児／幼児教 　 １期　 幼稚園　　
6641-00-1001 大阪千代田短　 　　　　 幼児／保育福 　 １期　 社会福祉学
6641-00-1101 大阪千代田短　 　　　　 幼児／介護福 　 １期　 社会福祉学
6646-00-0000 関西外大短大部 　　　　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
6646-00-0100 関西外大短大部 　　　　 英米語　　　 　 前期　 英米語　　
6646-00-0171 関西外大短大部 　　　　 英米語　　　 セ 前期　 英米語　　
6647-00-0000 関西女短　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6647-00-0100 関西女短　　　 　　　　 保育　　　　 　 　　　 児童学　　
6647-00-0171 関西女短　　　 　　　　 保育　　　　 セ 　　　 児童学　　
6647-00-0200 関西女短　　　 　　　　 養護保健　　 　 　　　 養護　　　
6647-00-0271 関西女短　　　 　　　　 養護保健　　 セ 　　　 養護　　　
6647-00-0401 関西女短　　　 　　　　 歯科衛生　　 　 　　　 医療技術　
6647-00-0471 関西女短　　　 　　　　 歯科衛生　　 セ 　　　 医療技術　
6647-00-0701 関西女短　　　 　　　　 医療秘書　　 　 　　　 経営学・商
6647-00-0771 関西女短　　　 　　　　 医療秘書　　 セ 　　　 経営学・商
6650-00-0000 近畿大短大部　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6650-00-0101 近畿大短大部　 　　　　 商経二　　　 　 前期Ａ 経営学・商
6650-00-0102 近畿大短大部　 　　　　 商経二　　　 　 前期Ｂ 経営学・商
6650-00-0171 近畿大短大部　 　　　　 商経二　　　 セ Ｃ前期 経営学・商
6650-00-0173 近畿大短大部　 　　　　 商経二　　　 セ Ｃ中期 経営学・商
6652-00-0000 堺女短　　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 児童学　　
6652-00-0101 堺女短　　　　 　　　　 美容生活文化 　 Ａ　　 その他芸術
6653-00-0000 四條畷学園短　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6653-00-0200 四條畷学園短　 　　　　 保育　　　　 　 Ａ　　 児童学　　
6653-00-0901 四條畷学園短　 　　　　 ライフデザイ 　 Ａ　　 生活科学　
6654-00-0000 四天王寺大短大 　　　　 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
6654-00-0301 四天王寺大短大 　　　　 保育　　　　 　 　　　 児童学　　
6654-00-0371 四天王寺大短大 　　　　 保育　　　　 セ Ⅰ期　 児童学　　
6654-00-0501 四天王寺大短大 　　　　 生活／デザイ 　 　　　 生活科学　



6654-00-0571 四天王寺大短大 　　　　 生活／デザイ セ Ⅰ期　 生活科学　
6654-00-0601 四天王寺大短大 　　　　 生活／ケア　 　 　　　 社会福祉学
6654-00-0671 四天王寺大短大 　　　　 生活／ケア　 セ Ⅰ期　 社会福祉学
6659-00-0000 常磐会短　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6659-00-0200 常磐会短　　　 　　　　 幼児教育　　 　 前期　 幼稚園　　
6660-00-0000 大阪芸術大短大 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6660-00-0201 大阪芸術大短大 　　　　 メディア・芸 　 　　　 演劇　　　
6660-00-0271 大阪芸術大短大 　　　　 メディア・芸 セ 　　　 演劇　　　
6660-00-0401 大阪芸術大短大 　　　　 デザイン美術 　 　　　 美術・デザ
6660-00-0471 大阪芸術大短大 　　　　 デザイン美術 セ 　　　 美術・デザ
6660-00-0501 大阪芸術大短大 　　　　 保育　　　　 　 　　　 児童学　　
6660-00-0571 大阪芸術大短大 　　　　 保育　　　　 セ 　　　 児童学　　
6664-00-0000 東大阪大短大部 　　　　 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
6664-00-0901 東大阪大短大部 　　　　 実践保育　　 　 Ⅰ　　 児童学　　
6664-00-1401 東大阪大短大部 　　　　 食物／栄養士 　 Ⅰ　　 食物・栄養
6664-00-1501 東大阪大短大部 　　　　 食物／製菓衛 　 Ⅰ　　 食物・栄養
6664-00-1601 東大阪大短大部 　　　　 介護福祉　　 　 Ⅰ　　 社会福祉学
6665-00-0000 プール学院短　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6665-00-0103 プール学院短　 　　　　 幼児教育保育 　 前期　 児童学　　
6665-00-0203 プール学院短　 　　　　 秘書　　　　 　 前期　 経営学・商
6666-00-0000 平安女学院大短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6666-00-0600 平安女学院大短 　　　　 保育　　　　 　 Ａ　　 児童学　　
6666-00-0671 平安女学院大短 　　　　 保育　　　　 セ Ⅰ期　 児童学　　
6668-00-0000 大阪健康福祉短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 児童学　　
6668-00-0101 大阪健康福祉短 　　　　 介護福祉　　 　 ６回　 社会福祉学
6668-00-0302 大阪健康福祉短 　　　　 子ども福祉　 　 ６回　 児童学　　
6668-00-0401 大阪健康福祉短 　　　　 保育・幼児教 　 ４回　 児童学　　
6693-00-0000 豊岡短　　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6693-00-0200 豊岡短　　　　 　　　　 こども　　　 　 　　　 児童学　　
6695-00-0000 甲子園短　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
6695-00-0101 甲子園短　　　 　　　　 生活環境　　 　 　　　 生活科学　
6695-00-0301 甲子園短　　　 　　　　 幼児教育保育 　 　　　 児童学　　
6699-00-0000 神戸女短　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6699-00-0306 神戸女短　　　 　　　　 幼児教育　　 　 前期Ａ 幼稚園　　
6699-00-0308 神戸女短　　　 　　　　 幼児教育　　 　 前Ｂ１ 幼稚園　　
6699-00-0309 神戸女短　　　 　　　　 幼児教育　　 　 前Ｂ２ 幼稚園　　
6699-00-0371 神戸女短　　　 　　　　 幼児教育　　 セ 前期　 幼稚園　　
6699-00-0373 神戸女短　　　 　　　　 幼児教育　　 セ 前期Ｃ 幼稚園　　
6699-00-0506 神戸女短　　　 　　　　 総合生活　　 　 前期Ａ 生活科学　
6699-00-0508 神戸女短　　　 　　　　 総合生活　　 　 前Ｂ１ 生活科学　
6699-00-0509 神戸女短　　　 　　　　 総合生活　　 　 前Ｂ２ 生活科学　
6699-00-0571 神戸女短　　　 　　　　 総合生活　　 セ 前期　 生活科学　
6699-00-0573 神戸女短　　　 　　　　 総合生活　　 セ 前期Ｃ 生活科学　
6699-00-0606 神戸女短　　　 　　　　 食物栄養　　 　 前期Ａ 食物・栄養
6699-00-0608 神戸女短　　　 　　　　 食物栄養　　 　 前Ｂ１ 食物・栄養
6699-00-0609 神戸女短　　　 　　　　 食物栄養　　 　 前Ｂ２ 食物・栄養
6699-00-0671 神戸女短　　　 　　　　 食物栄養　　 セ 前期　 食物・栄養
6699-00-0673 神戸女短　　　 　　　　 食物栄養　　 セ 前期Ｃ 食物・栄養
6700-00-0000 神戸常盤大短大 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
6700-00-0501 神戸常盤大短大 　　　　 口腔保健　　 　 前期　 医療技術　
6700-00-0571 神戸常盤大短大 　　　　 口腔保健　　 セ 　　　 医療技術　
6703-00-0000 産業技術短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
6703-00-0100 産業技術短　　 　　　　 機械工　　　 　 Ⅰ期　 機械工学　
6703-00-0173 産業技術短　　 　　　　 機械工　　　 セ Ａ　　 機械工学　
6703-00-0400 産業技術短　　 　　　　 情報処理工　 　 Ⅰ期　 情報工学　
6703-00-0473 産業技術短　　 　　　　 情報処理工　 セ Ａ　　 情報工学　
6703-00-0500 産業技術短　　 　　　　 電気電子工　 　 Ⅰ期　 電気・電子
6703-00-0573 産業技術短　　 　　　　 電気電子工　 セ Ａ　　 電気・電子
6703-00-0601 産業技術短　　 　　　　 ものづくり創 　 Ⅰ期　 機械工学　



6703-00-0673 産業技術短　　 　　　　 ものづくり創 セ Ａ　　 機械工学　
6704-00-0000 夙川学院短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
6704-00-0501 夙川学院短　　 　　　　 こども　　　 　 前期Ａ 小学校　　
6706-00-0000 頌栄短　　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6706-00-0100 頌栄短　　　　 　　　　 保育　　　　 　 前期　 児童学　　
6707-00-0000 聖和短　　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6707-00-0203 聖和短　　　　 　　　　 保育　　　　 　 Ａ　　 児童学　　
6708-00-0000 園田学園女大短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6708-00-0600 園田学園女大短 　　　　 幼児教育　　 　 Ａ　　 児童学　　
6708-00-0671 園田学園女大短 　　　　 幼児教育　　 セ 前期　 児童学　　
6708-00-0701 園田学園女大短 　　　　 生活文化　　 　 Ａ　　 生活科学　
6708-00-0771 園田学園女大短 　　　　 生活文化　　 セ 前期　 生活科学　
6709-00-0000 東洋食品工業短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
6709-00-0100 東洋食品工業短 　　　　 包装食品工　 　 Ⅰ期　 食物・栄養
6710-00-0000 姫路日ノ本短　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 児童学　　
6710-00-0302 姫路日ノ本短　 　　　　 幼児／保育　 　 Ａ　　 児童学　　
6710-00-0371 姫路日ノ本短　 　　　　 幼児／保育　 セ 　　　 児童学　　
6710-00-0502 姫路日ノ本短　 　　　　 幼児／ライフ 　 Ａ　　 経営情報学
6712-00-0000 兵庫大短大部　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6712-00-0500 兵庫大短大部　 　　　　 保育　　　　 　 前期　 児童学　　
6713-00-0000 湊川短　　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6713-00-1600 湊川短　　　　 　　　　 幼児教育保育 　 一次　 児童学　　
6713-00-1701 湊川短　　　　 　　　　 人間生活　　 　 一次　 生活科学　
6714-00-0000 武庫川女大短大 　　　　 　　　　　　 　 　　　 心理学　　
6714-00-0101 武庫川女大短大 　　　　 英語キャリア 　 Ａ　　 英米語　　
6714-00-0103 武庫川女大短大 　　　　 英語キャリア 　 Ｂ　　 英米語　　
6714-00-0171 武庫川女大短大 　　　　 英語キャリア セ Ｄ　　 英米語　　
6714-00-0301 武庫川女大短大 　　　　 日本語文化　 　 Ａ　　 日本語　　
6714-00-0303 武庫川女大短大 　　　　 日本語文化　 　 Ｂ　　 日本語　　
6714-00-0371 武庫川女大短大 　　　　 日本語文化　 セ Ｄ　　 日本語　　
6714-00-0701 武庫川女大短大 　　　　 幼児教育　　 　 Ａ　　 幼稚園　　
6714-00-0703 武庫川女大短大 　　　　 幼児教育　　 　 Ｂ　　 幼稚園　　
6714-00-0771 武庫川女大短大 　　　　 幼児教育　　 セ Ｄ　　 幼稚園　　
6714-00-0803 武庫川女大短大 　　　　 生活造形　　 　 Ａ　　 被服・服飾
6714-00-0804 武庫川女大短大 　　　　 生活造形　　 　 Ｂ　　 被服・服飾
6714-00-0875 武庫川女大短大 　　　　 生活造形　　 セ Ｄ　　 被服・服飾
6714-00-1101 武庫川女大短大 　　　　 心理・人間関 　 Ａ　　 心理学　　
6714-00-1103 武庫川女大短大 　　　　 心理・人間関 　 Ｂ　　 心理学　　
6714-00-1171 武庫川女大短大 　　　　 心理・人間関 セ Ｄ　　 心理学　　
6714-00-1201 武庫川女大短大 　　　　 食生活　　　 　 Ａ　　 食物・栄養
6714-00-1203 武庫川女大短大 　　　　 食生活　　　 　 Ｂ　　 食物・栄養
6714-00-1271 武庫川女大短大 　　　　 食生活　　　 セ Ｄ　　 食物・栄養
6714-00-1303 武庫川女大短大 　　　　 健康・スポー 　 Ａ　　 体育・健康
6714-00-1304 武庫川女大短大 　　　　 健康・スポー 　 Ｂ　　 体育・健康
6714-00-1375 武庫川女大短大 　　　　 健康・スポー セ Ｄ　　 体育・健康
6715-00-0000 大手前短　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 生活科学　
6715-00-0301 大手前短　　　 　　　　 ライフデザイ 　 Ａ　　 生活科学　
6715-00-0373 大手前短　　　 　　　　 ライフデザイ セ Ａ　　 生活科学　
6734-00-0000 奈良芸術短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 美術・デザ
6734-00-0901 奈良芸術短　　 　　　　 美術　　　　 　 　　　 美術・デザ
6735-00-0000 奈良佐保短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6735-00-0100 奈良佐保短　　 　　　　 地域こども　 　 １期　 幼稚園　　
6735-00-0401 奈良佐保短　　 　　　　 生活未来　　 　 １期　 経営学・商
6737-00-0000 白鳳短　　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6737-00-0402 白鳳短　　　　 　　　　 総合／こども 　 前期　 児童学　　
6737-00-0902 白鳳短　　　　 　　　　 総合／看護学 　 前期　 看護　　　
6737-00-1101 白鳳短　　　　 　　　　 総合／理学療 　 前期　 理学療法　
6737-00-1201 白鳳短　　　　 　　　　 総合／作業療 　 前期　 作業療法　
6747-00-0000 和歌山信愛女短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　



6747-00-0200 和歌山信愛女短 　　　　 生活／食物栄 　 Ａ　　 食物・栄養
6747-00-0271 和歌山信愛女短 　　　　 生活／食物栄 セ Ⅰ期　 食物・栄養
6747-00-0300 和歌山信愛女短 　　　　 生活／生活文 　 Ａ　　 生活科学　
6747-00-0371 和歌山信愛女短 　　　　 生活／生活文 セ Ⅰ期　 生活科学　
6747-00-0400 和歌山信愛女短 　　　　 保育　　　　 　 Ａ　　 児童学　　
6747-00-0471 和歌山信愛女短 　　　　 保育　　　　 セ Ⅰ期　 児童学　　
6756-00-0000 鳥取短　　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 文化学　　
6756-00-0200 鳥取短　　　　 　　　　 生活／食物栄 　 Ａ　　 食物・栄養
6756-00-0500 鳥取短　　　　 　　　　 幼児教育保育 　 Ａ　　 幼稚園　　
6756-00-0600 鳥取短　　　　 　　　　 国際文化交流 　 Ａ　　 文化学　　
6756-00-0700 鳥取短　　　　 　　　　 生活／情報経 　 Ａ　　 経営情報学
6756-00-0800 鳥取短　　　　 　　　　 生活／住居デ 　 Ａ　　 住居学　　
6776-00-0000 岡山短　　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6776-00-0500 岡山短　　　　 　　　　 幼児教育　　 　 Ⅰ期　 幼稚園　　
6776-00-0501 岡山短　　　　 　　　　 幼児教育　　 　 Ⅱ期　 幼稚園　　
6777-00-0000 川崎医療短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
6777-00-0400 川崎医療短　　 　　　　 看護　　　　 　 前期　 看護　　　
6777-00-0472 川崎医療短　　 　　　　 看護　　　　 セ 　　　 看護　　　
6777-00-0800 川崎医療短　　 　　　　 医療介護福祉 　 前期　 社会福祉学
6777-00-0872 川崎医療短　　 　　　　 医療介護福祉 セ 　　　 社会福祉学
6779-00-0000 作陽音楽短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6779-00-0571 作陽音楽短　　 　　　　 音楽／音楽　 セ Ⅰ期　 音楽　　　
6779-00-0671 作陽音楽短　　 　　　　 音楽／幼児教 セ Ⅰ期　 児童学　　
6780-00-0000 山陽学園短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6780-00-0100 山陽学園短　　 　　　　 食物栄養　　 　 Ⅰ期　 食物・栄養
6780-00-0171 山陽学園短　　 　　　　 食物栄養　　 セ Ⅰ期　 食物・栄養
6780-00-0400 山陽学園短　　 　　　　 幼児教育　　 　 Ⅰ期　 幼稚園　　
6780-00-0471 山陽学園短　　 　　　　 幼児教育　　 セ Ⅰ期　 幼稚園　　
6781-00-0000 就実短　　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6781-00-0100 就実短　　　　 　　　　 生活実践科学 　 前期　 生活科学　
6781-00-0173 就実短　　　　 　　　　 生活実践科学 セ Ａ　　 生活科学　
6781-00-0300 就実短　　　　 　　　　 幼児教育　　 　 前期　 児童学　　
6781-00-0373 就実短　　　　 　　　　 幼児教育　　 セ Ａ　　 児童学　　
6783-00-0000 中国短　　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6783-00-0400 中国短　　　　 　　　　 情報ビジネス 　 前期　 経営情報学
6783-00-0473 中国短　　　　 　　　　 情報ビジネス セ Ⅰ期　 経営情報学
6783-00-0700 中国短　　　　 　　　　 保育　　　　 　 前期　 児童学　　
6783-00-0773 中国短　　　　 　　　　 保育　　　　 セ Ⅰ期　 児童学　　
6783-00-1100 中国短　　　　 　　　　 総合生活　　 　 前期　 生活科学　
6783-00-1173 中国短　　　　 　　　　 総合生活　　 セ Ⅰ期　 生活科学　
6784-00-0000 美作大短大部　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6784-00-0301 美作大短大部　 　　　　 幼児教育　　 　 Ⅰ期　 幼稚園　　
6784-00-0371 美作大短大部　 　　　　 幼児教育　　 セ Ⅰ期　 幼稚園　　
6784-00-0401 美作大短大部　 　　　　 栄養　　　　 　 Ⅰ期　 食物・栄養
6784-00-0471 美作大短大部　 　　　　 栄養　　　　 セ Ⅰ期　 食物・栄養
6797-00-0000 山陽女短　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6797-00-0900 山陽女短　　　 　　　　 食物栄養　　 　 Ⅰ期　 食物・栄養
6797-00-0971 山陽女短　　　 　　　　 食物栄養　　 セ Ⅲ期　 食物・栄養
6797-00-1000 山陽女短　　　 　　　　 人間生活　　 　 Ⅰ期　 経営学・商
6797-00-1071 山陽女短　　　 　　　　 人間生活　　 セ Ⅲ期　 経営学・商
6797-00-1101 山陽女短　　　 　　　　 臨床検査　　 　 Ⅰ期　 検査技術　
6797-00-1171 山陽女短　　　 　　　　 臨床検査　　 セ Ⅲ期　 検査技術　
6800-00-0000 比治山大短大部 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6800-00-0300 比治山大短大部 　　　　 美術　　　　 　 前期Ｃ 美術・デザ
6800-00-0301 比治山大短大部 　　　　 美術　　　　 　 前期Ａ 美術・デザ
6800-00-0302 比治山大短大部 　　　　 美術　　　　 　 前期Ｂ 美術・デザ
6800-00-0371 比治山大短大部 　　　　 美術　　　　 セ Ａ　　 美術・デザ
6800-00-0400 比治山大短大部 　　　　 幼児教育　　 　 前Ｃ２ 幼稚園　　
6800-00-0401 比治山大短大部 　　　　 幼児教育　　 　 前期Ａ 幼稚園　　



6800-00-0402 比治山大短大部 　　　　 幼児教育　　 　 前Ｃ１ 幼稚園　　
6800-00-0403 比治山大短大部 　　　　 幼児教育　　 　 前期Ｂ 幼稚園　　
6800-00-0471 比治山大短大部 　　　　 幼児教育　　 セ Ａ　　 幼稚園　　
6800-00-0501 比治山大短大部 　　　　 総合生活デザ 　 前期Ａ 生活科学　
6800-00-0502 比治山大短大部 　　　　 総合生活デザ 　 前期Ｂ 生活科学　
6800-00-0503 比治山大短大部 　　　　 総合生活デザ 　 前Ｃ１ 生活科学　
6800-00-0504 比治山大短大部 　　　　 総合生活デザ 　 前Ｃ２ 生活科学　
6800-00-0571 比治山大短大部 　　　　 総合生活デザ セ Ａ　　 生活科学　
6801-00-0000 広島自動車短大 　　　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
6801-00-0100 広島自動車短大 　　　　 自動車工　　 　 前期　 機械工学　
6805-00-0000 広島文化学園短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6805-00-0601 広島文化学園短 　　　　 保育　　　　 　 Ａ　　 幼稚園　　
6805-00-0671 広島文化学園短 　　　　 保育　　　　 セ 前期　 幼稚園　　
6805-00-0700 広島文化学園短 　　　　 食物栄養　　 　 Ａ　　 食物・栄養
6805-00-0771 広島文化学園短 　　　　 食物栄養　　 セ 前期　 食物・栄養
6805-00-1000 広島文化学園短 　　　　 コミュニティ 　 Ａ　　 生活科学　
6805-00-1071 広島文化学園短 　　　　 コミュニティ セ 前期　 生活科学　
6807-00-0000 安田女短　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6807-00-0301 安田女短　　　 　　　　 保育　　　　 　 前期Ａ 児童学　　
6807-00-0302 安田女短　　　 　　　　 保育　　　　 　 前期Ｂ 児童学　　
6807-00-0303 安田女短　　　 　　　　 保育　　　　 　 前期Ｃ 児童学　　
6807-00-0371 安田女短　　　 　　　　 保育　　　　 セ 前期　 児童学　　
6816-00-0000 岩国短　　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6816-00-0200 岩国短　　　　 　　　　 幼児教育　　 　 Ａ　　 幼稚園　　
6817-00-0000 フロンティア短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6817-00-0800 フロンティア短 　　　　 保育　　　　 　 Ａ　　 児童学　　
6817-00-1200 フロンティア短 　　　　 食物栄養　　 　 Ａ　　 食物・栄養
6818-00-0000 下関短　　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6818-00-0400 下関短　　　　 　　　　 保育　　　　 　 Ⅰ期　 児童学　　
6818-00-0500 下関短　　　　 　　　　 栄養健康　　 　 Ⅰ期　 食物・栄養
6823-00-0000 山口短　　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6823-00-0100 山口短　　　　 　　　　 児童／初等教 　 １期　 小学校　　
6823-00-0200 山口短　　　　 　　　　 児童／幼児教 　 １期　 幼稚園　　
6823-00-0300 山口短　　　　 　　　　 情報メディア 　 １期　 情報工学　
6824-00-0000 山口芸術短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
6824-00-0600 山口芸術短　　 　　　　 保育／幼児教 　 １期　 児童学　　
6824-00-0671 山口芸術短　　 　　　　 保育／幼児教 セ 前期　 児童学　　
6824-00-0700 山口芸術短　　 　　　　 保育／介護福 　 １期　 社会福祉学
6824-00-0771 山口芸術短　　 　　　　 保育／介護福 セ 前期　 社会福祉学
6824-00-0801 山口芸術短　　 　　　　 芸術表現　　 　 １期　 音楽　　　
6824-00-0871 山口芸術短　　 　　　　 芸術表現　　 セ 前期　 音楽　　　
6831-00-0000 四国大短大部　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
6831-00-0100 四国大短大部　 　　　　 音楽　　　　 　 Ⅰ期　 音楽　　　
6831-00-0101 四国大短大部　 　　　　 音楽　　　　 　 Ｓ型　 音楽　　　
6831-00-0171 四国大短大部　 　　　　 音楽　　　　 セ 前期　 音楽　　　
6831-00-0400 四国大短大部　 　　　　 人間／食物栄 　 Ⅰ期　 食物・栄養
6831-00-0401 四国大短大部　 　　　　 人間／食物栄 　 Ｓ型　 食物・栄養
6831-00-0471 四国大短大部　 　　　　 人間／食物栄 セ 前期　 食物・栄養
6831-00-0800 四国大短大部　 　　　　 人間／介護福 　 Ⅰ期　 社会福祉学
6831-00-0801 四国大短大部　 　　　　 人間／介護福 　 Ｓ型　 社会福祉学
6831-00-0871 四国大短大部　 　　　　 人間／介護福 セ 前期　 社会福祉学
6831-00-1100 四国大短大部　 　　　　 幼児教育保育 　 Ⅰ期　 幼稚園　　
6831-00-1101 四国大短大部　 　　　　 幼児教育保育 　 Ｓ型　 幼稚園　　
6831-00-1171 四国大短大部　 　　　　 幼児教育保育 セ 前期　 幼稚園　　
6831-00-1200 四国大短大部　 　　　　 ビジネス・コ 　 Ⅰ期　 経営情報学
6831-00-1201 四国大短大部　 　　　　 ビジネス・コ 　 Ｓ型　 経営情報学
6831-00-1271 四国大短大部　 　　　　 ビジネス・コ セ 前期　 経営情報学
6832-00-0000 徳島工業短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
6832-00-0100 徳島工業短　　 　　　　 自動車工　　 　 一次　 機械工学　



6833-00-0000 徳島文理大短大 　　　　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
6833-00-0100 徳島文理大短大 　　　　 音楽　　　　 　 Ⅰ期　 音楽　　　
6833-00-0171 徳島文理大短大 　　　　 音楽　　　　 セ Ⅰ期　 音楽　　　
6833-00-0301 徳島文理大短大 　　　　 商　　　　　 　 Ⅰ期Ａ 経営学・商
6833-00-0302 徳島文理大短大 　　　　 商　　　　　 　 Ⅰ期Ｂ 経営学・商
6833-00-0371 徳島文理大短大 　　　　 商　　　　　 セ Ⅰ期　 経営学・商
6833-00-0401 徳島文理大短大 　　　　 生活／食物　 　 Ⅰ期Ａ 食物・栄養
6833-00-0402 徳島文理大短大 　　　　 生活／食物　 　 Ⅰ期Ｂ 食物・栄養
6833-00-0471 徳島文理大短大 　　　　 生活／食物　 セ Ⅰ期　 食物・栄養
6833-00-0501 徳島文理大短大 　　　　 生活／生活科 　 Ⅰ期Ａ 生活科学　
6833-00-0502 徳島文理大短大 　　　　 生活／生活科 　 Ⅰ期Ｂ 生活科学　
6833-00-0571 徳島文理大短大 　　　　 生活／生活科 セ Ⅰ期　 生活科学　
6833-00-0801 徳島文理大短大 　　　　 保育　　　　 　 Ⅰ期Ａ 児童学　　
6833-00-0802 徳島文理大短大 　　　　 保育　　　　 　 Ⅰ期Ｂ 児童学　　
6833-00-0871 徳島文理大短大 　　　　 保育　　　　 セ Ⅰ期　 児童学　　
6833-00-1101 徳島文理大短大 　　　　 言語コミュニ 　 Ⅰ期Ａ 英米語　　
6833-00-1102 徳島文理大短大 　　　　 言語コミュニ 　 Ⅰ期Ｂ 英米語　　
6833-00-1171 徳島文理大短大 　　　　 言語コミュニ セ Ⅰ期　 英米語　　
6841-00-0000 香川短　　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営情報学
6841-00-0101 香川短　　　　 　　　　 経営情報　　 　 前期　 経営情報学
6841-00-0200 香川短　　　　 　　　　 生活／食物栄 　 前期　 食物・栄養
6841-00-0600 香川短　　　　 　　　　 子ども　　　 　 前期　 幼稚園　　
6841-00-0700 香川短　　　　 　　　　 生活／生活介 　 前期　 社会福祉学
6845-00-0000 高松短　　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6845-00-0400 高松短　　　　 　　　　 秘書　　　　 　 前期　 経営学・商
6845-00-0471 高松短　　　　 　　　　 秘書　　　　 セ １期　 経営学・商
6845-00-0600 高松短　　　　 　　　　 保育　　　　 　 前期　 児童学　　
6845-00-0671 高松短　　　　 　　　　 保育　　　　 セ １期　 児童学　　
6851-00-0000 今治明徳短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
6851-00-0101 今治明徳短　　 　　　　 ライフデザイ 　 前期　 食物・栄養
6851-00-0171 今治明徳短　　 　　　　 ライフデザイ セ Ａ　　 食物・栄養
6851-00-0200 今治明徳短　　 　　　　 幼児教育　　 　 前期　 児童学　　
6851-00-0271 今治明徳短　　 　　　　 幼児教育　　 セ Ａ　　 児童学　　
6853-00-0000 聖カタリナ大短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6853-00-0801 聖カタリナ大短 　　　　 保育　　　　 　 Ａ　　 児童学　　
6853-00-0871 聖カタリナ大短 　　　　 保育　　　　 セ 前期　 児童学　　
6854-00-0000 松山短　　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6854-00-0100 松山短　　　　 　　　　 商２　　　　 　 　　　 経営学・商
6855-00-0000 松山東雲短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6855-00-0500 松山東雲短　　 　　　　 現代ビジネス 　 Ａ　　 経営学・商
6855-00-0571 松山東雲短　　 　　　　 現代ビジネス セ Ａ　　 経営学・商
6855-00-0600 松山東雲短　　 　　　　 保育　　　　 　 Ａ　　 児童学　　
6855-00-0671 松山東雲短　　 　　　　 保育　　　　 セ Ａ　　 児童学　　
6855-00-1101 松山東雲短　　 　　　　 食物栄養　　 　 Ａ　　 食物・栄養
6855-00-1171 松山東雲短　　 　　　　 食物栄養　　 セ Ａ　　 食物・栄養
6861-00-0000 高知学園短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6861-00-0200 高知学園短　　 　　　　 生活科学　　 　 Ａ　　 食物・栄養
6861-00-0501 高知学園短　　 　　　　 医療／医療検 　 Ａ　　 検査技術　
6861-00-0601 高知学園短　　 　　　　 医療／歯科衛 　 Ａ　　 医療技術　
6861-00-0800 高知学園短　　 　　　　 幼児保育　　 　 Ａ　　 幼稚園　　
6861-00-0901 高知学園短　　 　　　　 看護　　　　 　 Ａ　　 看護　　　
6872-00-0000 折尾愛真短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6872-00-0100 折尾愛真短　　 　　　　 経済　　　　 　 Ａ　　 経営学・商
6873-00-0000 九州大谷短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 哲学倫理宗
6873-00-0100 九州大谷短　　 　　　　 表現　　　　 　 Ａ　　 総合情報学
6873-00-0200 九州大谷短　　 　　　　 仏教　　　　 　 Ａ　　 哲学倫理宗
6873-00-0300 九州大谷短　　 　　　　 幼児教育　　 　 Ａ　　 幼稚園　　
6873-00-0400 九州大谷短　　 　　　　 福祉　　　　 　 Ａ　　 社会福祉学
6874-00-0000 九州女短　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　



6874-00-0801 九州女短　　　 　　　　 子ども健康　 　 Ａ　　 児童学　　
6874-00-0871 九州女短　　　 　　　　 子ども健康　 セ Ⅰ期　 児童学　　
6875-00-0000 九州産大造形短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 住居学　　
6875-00-0402 九州産大造形短 　　　　 造形芸術　　 　 Ⅰ総合 美術・デザ
6875-00-0403 九州産大造形短 　　　　 造形芸術　　 　 Ⅰ実技 美術・デザ
6878-00-0000 近畿大九州短　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6878-00-0100 近畿大九州短　 　　　　 生活福祉情報 　 前期　 経営学・商
6878-00-0200 近畿大九州短　 　　　　 保育　　　　 　 前期　 児童学　　
6879-00-0000 久留米信愛短　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6879-00-0100 久留米信愛短　 　　　　 フードデザイ 　 　　　 食物・栄養
6879-00-0171 久留米信愛短　 　　　　 フードデザイ セ Ⅰ期　 食物・栄養
6879-00-0300 久留米信愛短　 　　　　 幼児教育　　 　 　　　 児童学　　
6879-00-0371 久留米信愛短　 　　　　 幼児教育　　 セ Ⅰ期　 児童学　　
6880-00-0000 香蘭女短　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6880-00-0900 香蘭女短　　　 　　　　 保育　　　　 　 Ａ　　 児童学　　
6880-00-1101 香蘭女短　　　 　　　　 ファッション 　 Ａ　　 被服・服飾
6880-00-1400 香蘭女短　　　 　　　　 ライフプラン 　 Ａ　　 生活科学　
6880-00-1500 香蘭女短　　　 　　　　 食物栄養　　 　 Ａ　　 食物・栄養
6882-00-0000 純真短　　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
6882-00-0501 純真短　　　　 　　　　 食物栄養　　 　 Ⅰ期　 食物・栄養
6882-00-0701 純真短　　　　 　　　　 こども　　　 　 Ⅰ期　 児童学　　
6883-00-0000 精華女短　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6883-00-0100 精華女短　　　 　　　　 生活／食物栄 　 一期　 食物・栄養
6883-00-0200 精華女短　　　 　　　　 生活／生活総 　 一期　 経営学・商
6883-00-0300 精華女短　　　 　　　　 幼児保育　　 　 一期　 児童学　　
6884-00-0000 西南女大短大部 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6884-00-0500 西南女大短大部 　　　　 保育　　　　 　 前期　 児童学　　
6884-00-0571 西南女大短大部 　　　　 保育　　　　 セ Ａ　　 児童学　　
6886-00-0000 福岡こども短　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6886-00-0100 福岡こども短　 　　　　 こども教育　 　 １期　 幼稚園　　
6889-00-0000 中村学園大短大 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6889-00-0200 中村学園大短大 　　　　 食物栄養　　 　 　　　 食物・栄養
6889-00-0300 中村学園大短大 　　　　 幼児保育　　 　 　　　 児童学　　
6889-00-0401 中村学園大短大 　　　　 キャリア開発 　 　　　 経営学・商
6890-00-0000 西日本短　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 法学　　　
6890-00-0100 西日本短　　　 　　　　 緑地環境　　 　 Ⅰ期　 農学　　　
6890-00-0200 西日本短　　　 　　　　 ビジネス法　 　 Ⅰ期　 法学　　　
6890-00-0400 西日本短　　　 　　　　 社会福祉　　 　 Ⅰ期　 社会福祉学
6890-00-0501 西日本短　　　 　　　　 保育　　　　 　 Ⅰ期　 児童学　　
6890-00-0601 西日本短　　　 　　　　 健康スポーツ 　 Ⅰ期　 体育・健康
6890-00-0701 西日本短　　　 　　　　 メディア・プ 　 Ⅰ期　 その他芸術
6891-00-0000 東筑紫短　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6891-00-0101 東筑紫短　　　 　　　　 食物栄養　　 　 前期　 食物・栄養
6891-00-0171 東筑紫短　　　 　　　　 食物栄養　　 セ 前期　 食物・栄養
6891-00-0400 東筑紫短　　　 　　　　 保育　　　　 　 前期　 児童学　　
6891-00-0471 東筑紫短　　　 　　　　 保育　　　　 セ 前期　 児童学　　
6891-00-0801 東筑紫短　　　 　　　　 美容／美容師 　 前期　 その他芸術
6891-00-1101 東筑紫短　　　 　　　　 美容／ファッ 　 前期　 その他芸術
6892-00-0000 福岡工大短大部 　　　　 　　　　　　 　 　　　 情報工学　
6892-00-0201 福岡工大短大部 　　　　 情報メディア 　 一期Ａ 情報工学　
6892-00-0202 福岡工大短大部 　　　　 情報メディア 　 一期Ｂ 情報工学　
6892-00-0271 福岡工大短大部 　　　　 情報メディア セ 前期　 情報工学　
6892-00-0401 福岡工大短大部 　　　　 ビジネス情報 　 一期Ａ 経営情報学
6892-00-0402 福岡工大短大部 　　　　 ビジネス情報 　 一期Ｂ 経営情報学
6892-00-0471 福岡工大短大部 　　　　 ビジネス情報 セ 前期　 経営情報学
6893-00-0000 福岡女学院大短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
6893-00-0100 福岡女学院大短 　　　　 英語　　　　 　 前期　 英米語　　
6893-00-0173 福岡女学院大短 　　　　 英語　　　　 セ Ⅰ期　 英米語　　
6894-00-0000 福岡女短　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 日本文学　



6894-00-0100 福岡女短　　　 　　　　 音楽　　　　 　 Ａ　　 音楽　　　
6894-00-0173 福岡女短　　　 　　　　 音楽　　　　 セ Ａ　　 音楽　　　
6894-00-0400 福岡女短　　　 　　　　 健康栄養　　 　 Ａ　　 食物・栄養
6894-00-0473 福岡女短　　　 　　　　 健康栄養　　 セ Ａ　　 食物・栄養
6894-00-1200 福岡女短　　　 　　　　 子ども　　　 　 Ａ　　 児童学　　
6894-00-1273 福岡女短　　　 　　　　 子ども　　　 セ Ａ　　 児童学　　
6894-00-1301 福岡女短　　　 　　　　 文化教養　　 　 Ａ　　 日本文学　
6894-00-1373 福岡女短　　　 　　　　 文化教養　　 セ Ａ　　 日本文学　
6895-00-0000 福岡医療短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
6895-00-0100 福岡医療短　　 　　　　 歯科衛生　　 　 Ａ　　 医療技術　
6895-00-0200 福岡医療短　　 　　　　 保健福祉　　 　 Ａ　　 社会福祉学
6906-00-0000 九州龍谷短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 哲学倫理宗
6906-00-0300 九州龍谷短　　 　　　　 保育　　　　 　 前期　 児童学　　
6906-00-0400 九州龍谷短　　 　　　　 人間コミュニ 　 前期　 映像　　　
6907-00-0000 西九州大短大部 　　　　 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
6907-00-0301 西九州大短大部 　　　　 幼児保育　　 　 Ⅰ期Ａ 児童学　　
6907-00-0302 西九州大短大部 　　　　 幼児保育　　 　 Ⅰ期Ｂ 児童学　　
6907-00-0371 西九州大短大部 　　　　 幼児保育　　 セ 前期　 児童学　　
6907-00-0501 西九州大短大部 　　　　 地域生活支援 　 Ⅰ期Ａ 食物・栄養
6907-00-0502 西九州大短大部 　　　　 地域生活支援 　 Ⅰ期Ｂ 食物・栄養
6907-00-0571 西九州大短大部 　　　　 地域生活支援 セ 前期　 食物・栄養
6908-00-0000 佐賀女短　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
6908-00-1101 佐賀女短　　　 　　　　 こども未来　 　 Ａ　　 児童学　　
6908-00-1171 佐賀女短　　　 　　　　 こども未来　 セ Ⅰ期　 児童学　　
6908-00-1301 佐賀女短　　　 　　　　 地域／食とヘ 　 Ａ　　 食物・栄養
6908-00-1371 佐賀女短　　　 　　　　 地域／食とヘ セ Ⅰ期　 食物・栄養
6908-00-1401 佐賀女短　　　 　　　　 地域／福祉と 　 Ａ　　 社会福祉学
6908-00-1471 佐賀女短　　　 　　　　 地域／福祉と セ Ⅰ期　 社会福祉学
6908-00-1501 佐賀女短　　　 　　　　 地域／健康と 　 Ａ　　 保健　　　
6908-00-1571 佐賀女短　　　 　　　　 地域／健康と セ Ⅰ期　 保健　　　
6908-00-1601 佐賀女短　　　 　　　　 地域／グロー 　 Ａ　　 経営学・商
6908-00-1671 佐賀女短　　　 　　　　 地域／グロー セ Ⅰ期　 経営学・商
6919-00-0000 長崎短　　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
6919-00-0100 長崎短　　　　 　　　　 国際コミュニ 　 １期　 英米語　　
6919-00-0171 長崎短　　　　 　　　　 国際コミュニ セ １期　 英米語　　
6919-00-0400 長崎短　　　　 　　　　 食物／栄養士 　 １期　 食物・栄養
6919-00-0471 長崎短　　　　 　　　　 食物／栄養士 セ １期　 食物・栄養
6919-00-0500 長崎短　　　　 　　　　 食物／製菓　 　 １期　 食物・栄養
6919-00-0571 長崎短　　　　 　　　　 食物／製菓　 セ １期　 食物・栄養
6919-00-0801 長崎短　　　　 　　　　 保育／保育　 　 １期　 児童学　　
6919-00-0871 長崎短　　　　 　　　　 保育／保育　 セ １期　 児童学　　
6919-00-0901 長崎短　　　　 　　　　 保育／介護福 　 １期　 社会福祉学
6919-00-0971 長崎短　　　　 　　　　 保育／介護福 セ １期　 社会福祉学
6922-00-0000 長崎女短　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6922-00-0100 長崎女短　　　 　　　　 生活／栄養士 　 前期　 食物・栄養
6922-00-0400 長崎女短　　　 　　　　 幼児教育　　 　 前期　 幼稚園　　
6922-00-0500 長崎女短　　　 　　　　 生活／ビジネ 　 前期　 経営学・商
6935-00-0000 尚絅大短大部　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6935-00-0300 尚絅大短大部　 　　　　 幼児教育　　 　 第１回 幼稚園　　
6935-00-0371 尚絅大短大部　 　　　　 幼児教育　　 セ 第１回 幼稚園　　
6935-00-0401 尚絅大短大部　 　　　　 総合生活　　 　 第１回 生活科学　
6935-00-0471 尚絅大短大部　 　　　　 総合生活　　 セ 第１回 生活科学　
6935-00-0501 尚絅大短大部　 　　　　 食物栄養　　 　 第１回 食物・栄養
6935-00-0571 尚絅大短大部　 　　　　 食物栄養　　 セ 第１回 食物・栄養
6936-00-0000 中九州短　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6936-00-0200 中九州短　　　 　　　　 幼児保育　　 　 一次　 幼稚園　　
6936-00-0301 中九州短　　　 　　　　 経営／国際ビ 　 一次　 経営情報学
6936-00-0401 中九州短　　　 　　　　 経営／介護福 　 一次　 社会福祉学
6946-00-0000 大分短　　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 農学　　　



6946-00-0100 大分短　　　　 　　　　 園芸　　　　 　 １期　 農学　　　
6946-00-0171 大分短　　　　 　　　　 園芸　　　　 セ １期　 農学　　　
6947-00-0000 東九州短　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6947-00-0300 東九州短　　　 　　　　 幼児教育　　 　 Ａ　　 児童学　　
6948-00-0000 別府溝部学園短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6948-00-0300 別府溝部学園短 　　　　 幼児教育　　 　 Ａ　　 幼稚園　　
6948-00-0371 別府溝部学園短 　　　　 幼児教育　　 セ 前期　 幼稚園　　
6948-00-0400 別府溝部学園短 　　　　 介護福祉　　 　 Ａ　　 社会福祉学
6948-00-0471 別府溝部学園短 　　　　 介護福祉　　 セ 前期　 社会福祉学
6948-00-0501 別府溝部学園短 　　　　 ライフデザイ 　 Ａ　　 生活科学　
6948-00-0571 別府溝部学園短 　　　　 ライフデザイ セ 前期　 生活科学　
6948-00-0601 別府溝部学園短 　　　　 食物栄養　　 　 Ａ　　 食物・栄養
6948-00-0671 別府溝部学園短 　　　　 食物栄養　　 セ 前期　 食物・栄養
6949-00-0000 別府大短大部　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 小学校　　
6949-00-0300 別府大短大部　 　　　　 初等教育　　 　 Ａ　　 小学校　　
6949-00-0371 別府大短大部　 　　　　 初等教育　　 セ １期　 小学校　　
6949-00-0600 別府大短大部　 　　　　 食物栄養　　 　 Ａ　　 食物・栄養
6949-00-0671 別府大短大部　 　　　　 食物栄養　　 セ １期　 食物・栄養
6957-00-0000 南九州短　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
6957-00-0300 南九州短　　　 　　　　 国際教養　　 　 Ⅰ期　 経営学・商
6957-00-0371 南九州短　　　 　　　　 国際教養　　 セ Ⅰ期　 経営学・商
6958-00-0000 宮崎学園短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6958-00-0500 宮崎学園短　　 　　　　 保育　　　　 　 一期　 児童学　　
6958-00-0572 宮崎学園短　　 　　　　 保育　　　　 セ 一期　 児童学　　
6958-00-0701 宮崎学園短　　 　　　　 現代ビジネス 　 一期　 経営学・商
6958-00-0771 宮崎学園短　　 　　　　 現代ビジネス セ 一期　 経営学・商
6967-00-0000 鹿児島純心女短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
6967-00-0100 鹿児島純心女短 　　　　 英語　　　　 　 Ａ　　 英米語　　
6967-00-0171 鹿児島純心女短 　　　　 英語　　　　 セ Ａ　　 英米語　　
6967-00-0200 鹿児島純心女短 　　　　 生活／食物栄 　 Ａ　　 食物・栄養
6967-00-0271 鹿児島純心女短 　　　　 生活／食物栄 セ Ａ　　 食物・栄養
6967-00-0300 鹿児島純心女短 　　　　 生活／生活学 　 Ａ　　 経営学・商
6967-00-0371 鹿児島純心女短 　　　　 生活／生活学 セ Ａ　　 経営学・商
6967-00-0400 鹿児島純心女短 　　　　 生活／こども 　 Ａ　　 児童学　　
6967-00-0471 鹿児島純心女短 　　　　 生活／こども セ Ａ　　 児童学　　
6968-00-0000 鹿児島女短　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6968-00-0100 鹿児島女短　　 　　　　 教養　　　　 　 一期Ａ 経営学・商
6968-00-0171 鹿児島女短　　 　　　　 教養　　　　 セ 一期Ｂ 経営学・商
6968-00-0400 鹿児島女短　　 　　　　 生活／食物栄 　 一期Ａ 食物・栄養
6968-00-0471 鹿児島女短　　 　　　　 生活／食物栄 セ 一期Ｂ 食物・栄養
6968-00-0800 鹿児島女短　　 　　　　 生活／生活福 　 一期Ａ 社会福祉学
6968-00-0871 鹿児島女短　　 　　　　 生活／生活福 セ 一期Ｂ 社会福祉学
6968-00-0901 鹿児島女短　　 　　　　 児童教育　　 　 一期Ａ 幼稚園　　
6968-00-0971 鹿児島女短　　 　　　　 児童教育　　 セ 一期Ｂ 幼稚園　　
6969-00-0000 第一幼児教育短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 幼稚園　　
6969-00-0100 第一幼児教育短 　　　　 幼児教育　　 　 前期　 児童学　　
6976-00-0000 沖縄キリスト短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
6976-00-0100 沖縄キリスト短 　　　　 英語　　　　 　 前期　 英米語　　
6976-00-0200 沖縄キリスト短 　　　　 保育　　　　 　 前期　 児童学　　
6978-00-0000 沖縄女短　　　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
6978-00-0600 沖縄女短　　　 　　　　 総合ビジネス 　 Ａ　　 経営学・商
6978-00-0700 沖縄女短　　　 　　　　 児童教育　　 　 Ａ　　 小学校　　
7007-00-0000 旭川荘厚生専門 　　　　 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
7007-00-0100 旭川荘厚生専門 　　　　 児童福祉　　 　 　　　 児童学　　
7007-00-0200 旭川荘厚生専門 　　　　 介護福祉　　 　 　　　 社会福祉学
7007-00-0400 旭川荘厚生専門 　　　　 看護　　　　 　 　　　 看護　　　
7009-00-0000 朝日大歯科衛生 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
7011-00-0000 岩手医大医療専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
7011-00-0200 岩手医大医療専 　　　　 歯科衛生　　 　 　　　 医療技術　



7012-00-0000 岩手リハビリテ 　　　　 　　　　　　 　 　　　 理学療法　
7012-00-0100 岩手リハビリテ 　　　　 作業療法　　 　 　　　 作業療法　
7012-00-0200 岩手リハビリテ 　　　　 理学療法　　 　 　　　 理学療法　
7014-00-0000 愛媛十全医療学 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
7015-00-0000 大分県歯科技専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
7015-00-0100 大分県歯科技専 　　　　 歯科衛生　　 　 　　　 医療技術　
7015-00-0200 大分県歯科技専 　　　　 歯科技工　　 　 　　　 医療技術　
7018-00-0000 大分臨検技専門 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
7023-00-0000 大阪大歯附歯技 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
7028-00-0000 大宮歯科衛生士 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
7038-00-0000 岐阜県立衛生専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
7038-00-0100 岐阜県立衛生専 　　　　 第一看護　　 　 　　　 看護　　　
7038-00-0200 岐阜県立衛生専 　　　　 歯科技工　　 　 　　　 医療技術　
7038-00-0300 岐阜県立衛生専 　　　　 歯科衛生　　 　 　　　 医療技術　
7039-00-0000 九州医学技術専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
7039-00-0100 九州医学技術専 　　　　 臨床検査　　 　 　　　 検査技術　
7039-00-0200 九州医学技術専 　　　　 医療秘書　　 　 　　　 経営学・商
7042-00-0000 京都保健衛生専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
7042-00-0100 京都保健衛生専 　　　　 看護　　　　 　 　　　 看護　　　
7042-00-0200 京都保健衛生専 　　　　 臨床検査　　 　 　　　 検査技術　
7044-00-0000 近畿大附属看護 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
7046-00-0000 熊本総合医療リ 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
7046-00-0100 熊本総合医療リ 　　　　 作業療法　　 　 　　　 作業療法　
7046-00-0200 熊本総合医療リ 　　　　 理学療法　　 　 　　　 理学療法　
7046-00-0300 熊本総合医療リ 　　　　 臨床工学　　 　 　　　 医療技術　
7046-00-0400 熊本総合医療リ 　　　　 義肢装具　　 　 　　　 医療技術　
7046-00-0500 熊本総合医療リ 　　　　 救急救命　　 　 　　　 医療技術　
7048-00-0000 久留米大附臨検 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
7050-00-0000 群馬歯科衛生士 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
7053-00-0000 高知医療学院　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
7056-00-0000 神戸総合医療専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
7056-00-0200 神戸総合医療専 　　　　 診療放射線　 　 　　　 放射線技術
7056-00-0300 神戸総合医療専 　　　　 臨床工　　　 　 　　　 医療技術　
7056-00-0400 神戸総合医療専 　　　　 視能訓練士　 　 　　　 医療技術　
7056-00-0500 神戸総合医療専 　　　　 理学療法士　 　 　　　 理学療法　
7056-00-0700 神戸総合医療専 　　　　 作業療法士　 　 　　　 作業療法　
7061-00-0000 札幌医技福歯専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
7061-00-0100 札幌医技福歯専 　　　　 介護福祉士　 　 　　　 社会福祉学
7061-00-0200 札幌医技福歯専 　　　　 臨床検査技師 　 　　　 検査技術　
7061-00-0400 札幌医技福歯専 　　　　 理学療法士　 　 　　　 理学療法　
7061-00-0500 札幌医技福歯専 　　　　 臨床工学技士 　 　　　 医療技術　
7061-00-0600 札幌医技福歯専 　　　　 言語聴覚士　 　 　　　 医療技術　
7061-00-0700 札幌医技福歯専 　　　　 歯科衛生士　 　 　　　 医療技術　
7061-00-0800 札幌医技福歯専 　　　　 作業療法士　 　 　　　 作業療法　
7064-00-0000 滋賀総合保健専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
7064-00-0100 滋賀総合保健専 　　　　 看護　　　　 　 　　　 看護　　　
7064-00-0300 滋賀総合保健専 　　　　 歯科衛生　　 　 　　　 医療技術　
7071-00-0000 社会医学技術学 　　　　 　　　　　　 　 　　　 理学療法　
7071-00-0100 社会医学技術学 　　　　 理学療法　　 　 　　　 理学療法　
7071-00-0200 社会医学技術学 　　　　 作業療法　　 　 　　　 作業療法　
7073-00-0000 湘央医学技術専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
7081-00-0000 トヨタ自動車大 　　　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
7081-00-0100 トヨタ自動車大 　　　　 高度自動車　 　 　　　 機械工学　
7081-00-0200 トヨタ自動車大 　　　　 自動車整備　 　 　　　 機械工学　
7081-00-0300 トヨタ自動車大 　　　　 女性ショール 　 　　　 経営学・商
7085-00-0000 東海医療技術専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
7089-00-0000 東京衛生学園専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
7089-00-0100 東京衛生学園専 　　　　 東洋医療総合 　 　　　 医療技術　
7089-00-0300 東京衛生学園専 　　　　 リハビリテー 　 　　　 医療技術　



7091-00-0000 東武医学技術専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
7093-00-0000 東北歯科専門学 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
7105-00-0000 長崎リハビリテ 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
7106-00-0000 長野公衆衛生専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
7119-00-0000 日大附歯科衛生 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
7121-00-0000 函館歯科衛生士 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
7121-00-0100 函館歯科衛生士 　　　　 歯科衛生士　 　 　　　 医療技術　
7123-00-0000 東名古屋病附リ 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
7124-00-0000 兵庫県立総合衛 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
7124-00-0200 兵庫県立総合衛 　　　　 歯科衛生　　 　 　　　 医療技術　
7137-00-0000 福島県立総合衛 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
7137-00-0100 福島県立総合衛 　　　　 歯科衛生　　 　 　　　 医療技術　
7137-00-0300 福島県立総合衛 　　　　 臨床検査　　 　 　　　 検査技術　
7140-00-0000 北海道ハイテク 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
7140-00-0100 北海道ハイテク 　　　　 看護　　　　 　 　　　 看護　　　
7140-00-0900 北海道ハイテク 　　　　 視能訓練士　 　 　　　 医療技術　
7140-00-1000 北海道ハイテク 　　　　 救急救命士　 　 　　　 医療技術　
7140-00-1200 北海道ハイテク 　　　　 臨床工学技士 　 　　　 医療技術　
7140-00-1300 北海道ハイテク 　　　　 歯科衛生士　 　 　　　 医療技術　
7140-00-1400 北海道ハイテク 　　　　 医療事務　　 　 　　　 経営学・商
7140-00-1800 北海道ハイテク 　　　　 ＩＴメディア 　 　　　 情報工学　
7140-00-1900 北海道ハイテク 　　　　 義肢装具士　 　 　　　 医療技術　
7140-00-2100 北海道ハイテク 　　　　 キャリアデザ 　 　　　 生活科学　
7141-00-0000 松本歯科大衛生 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
7141-00-0200 松本歯科大衛生 　　　　 歯科衛生士　 　 　　　 医療技術　
7146-00-0000 美萩野臨床医専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
7149-00-0000 宮崎リハビリテ 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
7151-00-0000 山口高等歯衛士 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
7152-00-0000 北海道医技専門 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
7153-00-0000 西武学園医技専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
7153-00-0100 西武学園医技専 　　　　 臨床検査技師 　 　　　 検査技術　
7153-00-0200 西武学園医技専 　　　　 栄養士　　　 　 　　　 食物・栄養
7153-00-0300 西武学園医技専 　　　　 言語聴覚　　 　 　　　 医療技術　
7153-00-0400 西武学園医技専 　　　　 義肢装具　　 　 　　　 医療技術　
7154-00-0000 北里大保健衛専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
7154-00-0100 北里大保健衛専 　　　　 臨床検査技師 　 　　　 検査技術　
7154-00-0200 北里大保健衛専 　　　　 管理栄養　　 　 　　　 医療技術　
7154-00-0400 北里大保健衛専 　　　　 保健看護　　 　 　　　 看護　　　
7155-00-0000 新潟医療技術専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
7155-00-0100 新潟医療技術専 　　　　 臨床検査技師 　 　　　 検査技術　
7155-00-0200 新潟医療技術専 　　　　 視能訓練士　 　 　　　 医療技術　
7155-00-0300 新潟医療技術専 　　　　 救急救命士　 　 　　　 医療技術　
7155-00-0400 新潟医療技術専 　　　　 看護　　　　 　 　　　 看護　　　
7158-00-0000 昭和医療技術専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 検査技術　
7158-00-0100 昭和医療技術専 　　　　 臨床検査技師 　 　　　 検査技術　
7159-00-0000 東洋公衆衛生学 　　　　 　　　　　　 　 　　　 放射線技術
7159-00-0100 東洋公衆衛生学 　　　　 臨床検査技術 　 　　　 検査技術　
7159-00-0200 東洋公衆衛生学 　　　　 診療放射技術 　 　　　 放射線技術
7160-00-0000 東京電子専門学 　　　　 　　　　　　 　 　　　 情報工学　
7160-00-0100 東京電子専門学 　　　　 臨床検査　　 　 　　　 検査技術　
7160-00-0200 東京電子専門学 　　　　 情報処理　　 　 　　　 情報工学　
7160-00-0300 東京電子専門学 　　　　 診療放射線　 　 　　　 放射線技術
7160-00-0400 東京電子専門学 　　　　 臨床工　　　 　 　　　 医療技術　
7160-00-1000 東京電子専門学 　　　　 電気工　　　 　 　　　 電気・電子
7160-00-1200 東京電子専門学 　　　　 ウェブ・メデ 　 　　　 情報工学　
7160-00-1300 東京電子専門学 　　　　 高度情報シス 　 　　　 情報工学　
7160-00-1400 東京電子専門学 　　　　 電子技術　　 　 　　　 電気・電子
7160-00-1500 東京電子専門学 　　　　 セキュリティ 　 　　　 情報工学　
7161-00-0000 東京医学技術専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　



7161-00-0100 東京医学技術専 　　　　 臨床検査技師 　 　　　 検査技術　
7161-00-0200 東京医学技術専 　　　　 歯科衛生士　 　 　　　 医療技術　
7164-00-0000 横浜高等教育専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 児童学　　
7164-00-0200 横浜高等教育専 　　　　 養護　　　　 　 　　　 養護　　　
7164-00-0300 横浜高等教育専 　　　　 児童／保育　 　 　　　 児童学　　
7164-00-0400 横浜高等教育専 　　　　 児童／初等　 　 　　　 児童学　　
7166-00-0000 大阪行岡医長柄 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
7166-00-0100 大阪行岡医長柄 　　　　 臨床検査　　 　 　　　 検査技術　
7166-00-0200 大阪行岡医長柄 　　　　 放射線　　　 　 　　　 放射線技術
7166-00-0300 大阪行岡医長柄 　　　　 鍼灸　　　　 　 　　　 医療技術　
7166-00-0400 大阪行岡医長柄 　　　　 整復　　　　 　 　　　 医療技術　
7167-00-0000 大阪医療技術専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
7167-00-0100 大阪医療技術専 　　　　 臨床検査技師 　 　　　 検査技術　
7167-00-0300 大阪医療技術専 　　　　 医療心理　　 　 　　　 医療技術　
7167-00-0400 大阪医療技術専 　　　　 医療秘書・情 　 　　　 経営学・商
7167-00-0500 大阪医療技術専 　　　　 薬業　　　　 　 　　　 薬　　　　
7167-00-0800 大阪医療技術専 　　　　 鍼灸師　　　 　 　　　 医療技術　
7167-00-0900 大阪医療技術専 　　　　 言語聴覚士　 　 　　　 医療技術　
7167-00-1000 大阪医療技術専 　　　　 鍼灸美容　　 　 　　　 医療技術　
7168-00-0000 日本医療学専門 　　　　 　　　　　　 　 　　　 検査技術　
7168-00-0100 日本医療学専門 　　　　 臨床検査技師 　 　　　 検査技術　
7170-00-0000 兵庫障害者職能 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
7170-00-0400 兵庫障害者職能 　　　　 グラフィック 　 　　　 美術・デザ
7170-00-0500 兵庫障害者職能 　　　　 ＯＡ事務　　 　 　　　 情報工学　
7170-00-0600 兵庫障害者職能 　　　　 インテリアＣ 　 　　　 建築・土木
7170-00-0800 兵庫障害者職能 　　　　 総合実務　　 　 　　　 経営学・商
7182-00-0000 大手前栄養製菓 　　　　 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
7182-00-0200 大手前栄養製菓 　　　　 栄養　　　　 　 　　　 食物・栄養
7184-00-0000 京都栄養医療専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
7184-00-0100 京都栄養医療専 　　　　 管理栄養士　 　 　　　 食物・栄養
7184-00-0200 京都栄養医療専 　　　　 栄養士　　　 　 　　　 食物・栄養
7184-00-0600 京都栄養医療専 　　　　 診療情報管理 　 　　　 経営学・商
7184-00-0700 京都栄養医療専 　　　　 医療事務・医 　 　　　 経営学・商
7200-00-0000 ＹＭＣＡ米子医 　　　　 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
7200-00-0100 ＹＭＣＡ米子医 　　　　 理学療法士　 　 　　　 理学療法　
7200-00-0200 ＹＭＣＡ米子医 　　　　 作業療法士　 　 　　　 作業療法　
7200-00-0300 ＹＭＣＡ米子医 　　　　 介護福祉士　 　 　　　 社会福祉学
7209-00-0000 中央医療技術専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
7223-00-0000 神田外語学院　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 英米語　　
7239-00-0000 日本工学院専門 　　　　 　　　　　　 　 　　　 映像　　　
7239-00-0700 日本工学院専門 　　　　 パソコン・ネ 　 　　　 情報工学　
7239-00-0800 日本工学院専門 　　　　 機械設計　　 　 　　　 建築・土木
7239-00-1100 日本工学院専門 　　　　 建築設計　　 　 　　　 建築・土木
7239-00-1300 日本工学院専門 　　　　 コンサートイ 　 　　　 その他芸術
7239-00-1500 日本工学院専門 　　　　 音響芸術　　 　 　　　 音楽　　　
7239-00-1800 日本工学院専門 　　　　 演劇スタッフ 　 　　　 演劇　　　
7239-00-1900 日本工学院専門 　　　　 グラフィック 　 　　　 映像　　　
7239-00-2100 日本工学院専門 　　　　 マンガ・アニ 　 　　　 映像　　　
7239-00-2600 日本工学院専門 　　　　 ゲームクリエ 　 　　　 映像　　　
7239-00-2700 日本工学院専門 　　　　 ミュージック 　 　　　 音楽　　　
7239-00-2900 日本工学院専門 　　　　 インテリアデ 　 　　　 住居学　　
7239-00-3000 日本工学院専門 　　　　 環境・バイオ 　 　　　 農芸化学　
7239-00-3100 日本工学院専門 　　　　 放送芸術　　 　 　　　 映像　　　
7239-00-3200 日本工学院専門 　　　　 声優・演劇　 　 　　　 演劇　　　
7239-00-3500 日本工学院専門 　　　　 ダンスパフォ 　 　　　 演劇　　　
7239-00-3600 日本工学院専門 　　　　 ＩＴスペシャ 　 　　　 経営情報学
7239-00-3700 日本工学院専門 　　　　 情報処理　　 　 　　　 総合情報学
7239-00-3800 日本工学院専門 　　　　 電子・電気　 　 　　　 電気・電子
7239-00-4000 日本工学院専門 　　　　 情報ビジネス 　 　　　 経営情報学



7239-00-4100 日本工学院専門 　　　　 プロダクトデ 　 　　　 美術・デザ
7239-00-4400 日本工学院専門 　　　　 建築　　　　 　 　　　 建築・土木
7239-00-4500 日本工学院専門 　　　　 ＣＧ映像　　 　 　　　 映像　　　
7239-00-4600 日本工学院専門 　　　　 Ｗｅｂクリエ 　 　　　 美術・デザ
7302-00-0000 日本理工情報専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
7302-00-0200 日本理工情報専 　　　　 情報システム 　 　　　 情報工学　
7302-00-0300 日本理工情報専 　　　　 電子・情報工 　 　　　 電気・電子
7302-00-0400 日本理工情報専 　　　　 情報工　　　 　 　　　 情報工学　
7302-00-0500 日本理工情報専 　　　　 電気デジタル 　 　　　 電気・電子
7302-00-0600 日本理工情報専 　　　　 建築デザイン 　 　　　 住居学　　
7302-00-0700 日本理工情報専 　　　　 電気工　　　 　 　　　 電気・電子
7302-00-0800 日本理工情報専 　　　　 電気工事士　 　 　　　 電気・電子
7302-00-0900 日本理工情報専 　　　　 ロボティクス 　 　　　 機械工学　
7302-00-1000 日本理工情報専 　　　　 自動車整備　 　 　　　 機械工学　
7302-00-1100 日本理工情報専 　　　　 ロボットシス 　 　　　 情報工学　
7373-00-0000 福岡和白リハビ 　　　　 　　　　　　 　 　　　 理学療法　
7402-00-0000 大阪航空専門学 　　　　 　　　　　　 　 　　　 航空・宇宙
7402-00-0100 大阪航空専門学 　　　　 エアライン　 　 　　　 航空・宇宙
7402-00-0200 大阪航空専門学 　　　　 航空整備士　 　 　　　 航空・宇宙
7402-00-0300 大阪航空専門学 　　　　 パイロット　 　 　　　 航空・宇宙
7402-00-0400 大阪航空専門学 　　　　 エアポート　 　 　　　 航空・宇宙
7404-00-0000 二葉栄養専門学 　　　　 　　　　　　 　 　　　 食物・栄養
7404-00-0100 二葉栄養専門学 　　　　 管理栄養士　 　 　　　 食物・栄養
7404-00-0200 二葉栄養専門学 　　　　 栄養士　　　 　 　　　 食物・栄養
7404-00-0300 二葉栄養専門学 　　　　 調理師　　　 　 　　　 食物・栄養
7404-00-0400 二葉栄養専門学 　　　　 調理実践　　 　 　　　 食物・栄養
7416-00-0000 日大松戸歯附歯 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
7417-00-0000 タラ美容福祉専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
7417-00-0100 タラ美容福祉専 　　　　 美容　　　　 　 　　　 その他芸術
7432-00-0000 埼玉歯科衛生専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
7448-00-0000 竹早教員保育士 　　　　 　　　　　　 　 　　　 児童学　　
7451-00-0000 徳島医療福祉専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
7455-00-0000 湘央生命科技専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 生物学　　
7455-00-0200 湘央生命科技専 　　　　 応用生物科学 　 　　　 生物学　　
7455-00-0300 湘央生命科技専 　　　　 救急救命　　 　 　　　 医療技術　
7464-00-0000 仙台保健福祉専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
7464-00-0100 仙台保健福祉専 　　　　 介護福祉　　 　 　　　 社会福祉学
7464-00-0600 仙台保健福祉専 　　　　 こども　　　 　 　　　 児童学　　
7464-00-2000 仙台保健福祉専 　　　　 理学療法　　 　 　　　 理学療法　
7464-00-2100 仙台保健福祉専 　　　　 作業療法　　 　 　　　 作業療法　
7464-00-2200 仙台保健福祉専 　　　　 歯科衛生　　 　 　　　 医療技術　
7513-00-0000 熊本歯科衛生士 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
7514-00-0000 熊本歯科技術専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
7520-00-0000 聖ヶ丘教育福祉 　　　　 　　　　　　 　 　　　 児童学　　
7520-00-0100 聖ヶ丘教育福祉 　　　　 幼稚園教員保 　 　　　 児童学　　
7520-00-0200 聖ヶ丘教育福祉 　　　　 保育士養成　 　 　　　 児童学　　
7521-00-0000 日本工学院八王 　　　　 　　　　　　 　 　　　 映像　　　
7521-00-2900 日本工学院八王 　　　　 放送芸術　　 　 　　　 映像　　　
7521-00-3000 日本工学院八王 　　　　 声優・演劇　 　 　　　 演劇　　　
7521-00-3100 日本工学院八王 　　　　 マンガ・アニ 　 　　　 映像　　　
7521-00-3300 日本工学院八王 　　　　 グラフィック 　 　　　 映像　　　
7521-00-3400 日本工学院八王 　　　　 ゲームクリエ 　 　　　 映像　　　
7521-00-3600 日本工学院八王 　　　　 ミュージック 　 　　　 音楽　　　
7521-00-3700 日本工学院八王 　　　　 コンサートイ 　 　　　 その他芸術
7521-00-3800 日本工学院八王 　　　　 音響芸術　　 　 　　　 音楽　　　
7521-00-3900 日本工学院八王 　　　　 ＩＴスペシャ 　 　　　 経営情報学
7521-00-4000 日本工学院八王 　　　　 情報処理　　 　 　　　 総合情報学
7521-00-4100 日本工学院八王 　　　　 ロボット　　 　 　　　 機械工学　
7521-00-4300 日本工学院八王 　　　　 建築設計　　 　 　　　 建築・土木



7521-00-4500 日本工学院八王 　　　　 応用生物　　 　 　　　 農芸化学　
7521-00-4600 日本工学院八王 　　　　 自動車整備　 　 　　　 機械工学　
7521-00-4700 日本工学院八王 　　　　 鍼灸　　　　 　 　　　 医療技術　
7521-00-4800 日本工学院八王 　　　　 柔道整復　　 　 　　　 医療技術　
7521-00-5100 日本工学院八王 　　　　 ＣＧ映像　　 　 　　　 映像　　　
7521-00-5300 日本工学院八王 　　　　 パソコン・ネ 　 　　　 情報工学　
7521-00-5400 日本工学院八王 　　　　 情報ビジネス 　 　　　 経営情報学
7521-00-5500 日本工学院八王 　　　　 一級自動車整 　 　　　 機械工学　
7521-00-5600 日本工学院八王 　　　　 インテリアデ 　 　　　 住居学　　
7521-00-5700 日本工学院八王 　　　　 プロダクトデ 　 　　　 美術・デザ
7521-00-5800 日本工学院八王 　　　　 医療事務　　 　 　　　 経営学・商
7521-00-6000 日本工学院八王 　　　　 電子・電気　 　 　　　 電気・電子
7521-00-6100 日本工学院八王 　　　　 機械設計　　 　 　　　 建築・土木
7521-00-6200 日本工学院八王 　　　　 建築　　　　 　 　　　 建築・土木
7521-00-6300 日本工学院八王 　　　　 土木・造園　 　 　　　 建築・土木
7521-00-6400 日本工学院八王 　　　　 スポーツトレ 　 　　　 体育・健康
7521-00-6500 日本工学院八王 　　　　 スポーツ健康 　 　　　 体育・健康
7521-00-6600 日本工学院八王 　　　　 こども　　　 　 　　　 幼稚園　　
7521-00-6700 日本工学院八王 　　　　 Ｗｅｂクリエ 　 　　　 総合情報学
7557-00-0000 横浜リハビリテ 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
7584-00-0000 神奈川衛生学園 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
7584-00-0100 神奈川衛生学園 　　　　 東洋医療総合 　 　　　 医療技術　
7584-00-0200 神奈川衛生学園 　　　　 看護　　　　 　 　　　 看護　　　
7661-00-0000 麻生リハビリ大 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
7663-00-0000 岩国ＹＭＣＡ専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
7663-00-0100 岩国ＹＭＣＡ専 　　　　 保健看護　　 　 　　　 看護　　　
7663-00-0200 岩国ＹＭＣＡ専 　　　　 医療秘書　　 　 　　　 経営学・商
7663-00-0300 岩国ＹＭＣＡ専 　　　　 介護福祉　　 　 　　　 社会福祉学
7708-00-0000 茅ヶ崎リハビリ 　　　　 　　　　　　 　 　　　 理学療法　
7748-00-0000 神戸医福専三田 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
7748-00-0200 神戸医福専三田 　　　　 義肢装具士　 　 　　　 医療技術　
7748-00-0300 神戸医福専三田 　　　　 救急救命士　 　 　　　 医療技術　
7748-00-0400 神戸医福専三田 　　　　 理学療法士　 　 　　　 理学療法　
7748-00-0500 神戸医福専三田 　　　　 整形靴　　　 　 　　　 保健　　　
7748-00-0600 神戸医福専三田 　　　　 作業療法士　 　 　　　 作業療法　
7748-00-0700 神戸医福専三田 　　　　 言語聴覚士　 　 　　　 医療技術　
7769-00-0000 兵庫歯科衛生士 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
7891-00-0000 日本文理医療専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 医療技術　
8002-00-0000 県立愛知看護専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8003-00-0000 更生看護専門学 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8004-00-0000 愛知県総合看護 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8007-00-0000 秋田県立衛生看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8009-00-0000 ＪＡ旭川厚生看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8011-00-0000 麻生看護大学校 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8011-00-0100 麻生看護大学校 　　　　 看護　　　　 　 　　　 看護　　　
8012-00-0000 厚木看護専門学 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8013-00-0000 石川県総合看専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8013-00-0200 石川県総合看専 　　　　 第二看護　　 　 　　　 看護　　　
8013-00-0400 石川県総合看専 　　　　 准看護　　　 　 　　　 看護　　　
8014-00-0000 市立函館病高看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8015-00-0000 姫路医師会看専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8016-00-0000 市立室蘭看護専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8021-00-0000 岩国医療附看護 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8022-00-0000 岩手県一関高看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8023-00-0000 岩手県二戸高看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8024-00-0000 岩手県宮古高看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8025-00-0000 岩見沢市立高看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8028-00-0000 浦河赤十字看護 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8029-00-0000 嬉野医療附看護 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　



8033-00-0000 大阪府医師会看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8033-00-0100 大阪府医師会看 　　　　 看護　　　　 　 　　　 看護　　　
8035-00-0000 大阪病院附属看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8036-00-0000 府中看護高等専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8039-00-0000 大阪赤十字看専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8043-00-0000 大阪労災看護専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8044-00-0000 王子総合病院附 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8045-00-0000 太田看護専門学 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8048-00-0000 大津赤十字看専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8049-00-0000 大原看護専門学 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8054-00-0000 岡山済生会看専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8056-00-0000 岡山赤十字看専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8057-00-0000 岡山医療附看護 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8058-00-0000 岡山労災看護専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8061-00-0000 小澤高等看護学 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8062-00-0000 小樽市立高等看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8063-00-0000 尾道市医師会看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8064-00-0000 帯広高等看護学 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8066-00-0000 函館看護専門学 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8069-00-0000 鹿児島看護専門 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8071-00-0000 神奈川衛生看護 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8072-00-0000 よこはま看護専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8075-00-0000 金沢医療附看護 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8078-00-0000 上天草看護専門 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8079-00-0000 亀田医療技術専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8079-00-0100 亀田医療技術専 　　　　 看護　　　　 　 　　　 看護　　　
8086-00-0000 北九州市立看護 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8088-00-0000 岐阜県立下呂看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8090-00-0000 岐阜市立看護専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8094-00-0000 京都第一赤看専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8095-00-0000 京都第二赤看専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8097-00-0000 京都医療附看助 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8099-00-0000 共立高等看護　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8102-00-0000 勤医協札幌看専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8104-00-0000 釧路市立高等看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8106-00-0000 釧路労災看護専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8107-00-0000 熊本医療附看護 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8108-00-0000 熊本労災看護専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8109-00-0000 久米田看護専門 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8111-00-0000 倉敷中央看護専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8112-00-0000 倉吉総合看護専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8115-00-0000 呉共済病附看専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8117-00-0000 呉医療附呉看護 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8119-00-0000 鳴門病院附属看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8120-00-0000 苫小牧看護専門 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8128-00-0000 健和看護学院　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8132-00-0000 高知病院附看護 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8133-00-0000 神戸中央病附看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8137-00-0000 大阪医療附看護 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8138-00-0000 大阪南医療附看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8142-00-0000 三重中央附看護 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8154-00-0000 滋賀県済生会看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8157-00-0000 佐世保市立看護 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8160-00-0000 三友堂看護専門 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8163-00-0000 滋賀県立看護専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8165-00-0000 慈恵看護専門学 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8167-00-0000 静岡厚生連看専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8170-00-0000 紀南看護専門学 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8171-00-0000 東京山手セ附看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　



8173-00-0000 十全看護専門学 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8174-00-0000 順正高等看護福 　　　　 　　　　　　 　 　　　 社会福祉学
8174-00-0100 順正高等看護福 　　　　 看護　　　　 　 　　　 看護　　　
8174-00-0200 順正高等看護福 　　　　 介護福祉　　 　 　　　 社会福祉学
8176-00-0000 昭和大医附看専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8177-00-0000 静岡市立静岡看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8179-00-0000 製鉄記念八幡看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8182-00-0000 砂川市立病附看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8184-00-0000 諏訪赤十字看専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8189-00-0000 仙台医療附看助 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8190-00-0000 善通寺看護学校 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8197-00-0000 滝川市立高等看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8198-00-0000 伊達赤十字看専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8204-00-0000 津山中央看護専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8206-00-0000 東医大霞ヶ浦看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8208-00-0000 東京警察病院看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8209-00-0000 東京新宿セ附看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8210-00-0000 都立板橋看護専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8211-00-0000 都立荏原看護専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8212-00-0000 都立青梅看護専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8213-00-0000 都立北多摩看専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8215-00-0000 都立広尾看護専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8216-00-0000 都立府中看護専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8222-00-0000 静岡医療附看護 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8226-00-0000 東北労災看護専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8227-00-0000 道立旭川高等看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8229-00-0000 徳島県総合看護 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8229-00-0100 徳島県総合看護 　　　　 第一看護　　 　 　　　 看護　　　
8229-00-0200 徳島県総合看護 　　　　 准看護　　　 　 　　　 看護　　　
8233-00-0000 鳥取県立鳥取看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8238-00-0000 富山赤十字看専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8239-00-0000 富山病院附看護 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8240-00-0000 トヨタ看護専門 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8244-00-0000 長岡赤十字看専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8250-00-0000 中通高等看護学 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8252-00-0000 名古屋中央看専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8256-00-0000 新発田病附看専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8258-00-0000 北海道医療附看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8260-00-0000 日鋼記念看護学 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8263-00-0000 函館厚生院看専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8264-00-0000 浜田医療附看護 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8265-00-0000 浜松市立看護専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8268-00-0000 播磨看護専門学 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8269-00-0000 磐城共立高等看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8276-00-0000 姫路赤十字看専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8277-00-0000 姫路医療附看護 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8279-00-0000 丹波市立看護専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8281-00-0000 弘前病院附看護 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8283-00-0000 広島市立看護専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8286-00-0000 深川市立高看護 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8287-00-0000 福井県立看護専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8297-00-0000 富良野看護専門 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8298-00-0000 別府医附大分看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8301-00-0000 ポラリス保健看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8302-00-0000 道立紋別高等看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8308-00-0000 松山看護専門学 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8308-00-0100 松山看護専門学 　　　　 第１看護　　 　 　　　 看護　　　
8308-00-0200 松山看護専門学 　　　　 准看護師　　 　 　　　 看護　　　
8311-00-0000 横浜中央看護専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　



8312-00-0000 南大阪看護専門 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8312-00-0100 南大阪看護専門 　　　　 看護　　　　 　 　　　 看護　　　
8314-00-0000 鹿児島医療附看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8317-00-0000 都城医療附看護 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8320-00-0000 名鉄看護専門学 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8324-00-0000 山形病院附看護 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8332-00-0000 米子医療附看護 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8333-00-0000 中部労災看護専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8334-00-0000 和歌山県立高看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8338-00-0000 横浜実践看護専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8341-00-0000 小倉南看護専門 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8342-00-0000 西日本看護専門 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8347-00-0000 南奈良看護専門 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8350-00-0000 ＰＬ学園衛生看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8351-00-0000 関西看護専門学 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8359-00-0000 春日井小牧看専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8360-00-0000 静岡済生会看護 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8365-00-0000 藤沢市立看護専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8366-00-0000 横浜市病協看専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8372-00-0000 慈恵第三看護専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8373-00-0000 帝京高等看護学 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8376-00-0000 東京女子医大看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8380-00-0000 日本医大看護専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8387-00-0000 高崎医療附看護 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8388-00-0000 館林高等看護学 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8390-00-0000 獨協医大附看専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8391-00-0000 栃木医療附看護 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8398-00-0000 清恵会医療専門 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8398-00-0100 清恵会医療専門 　　　　 第１看護　　 　 　　　 看護　　　
8398-00-0200 清恵会医療専門 　　　　 准看護　　　 　 　　　 看護　　　
8401-00-0000 日本大医附看専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8404-00-0000 土浦病院附看専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8406-00-0000 千葉医療附看護 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8409-00-0000 聖マリア医看専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8412-00-0000 神戸市医師会看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8412-00-0100 神戸市医師会看 　　　　 看護師　　　 　 　　　 看護　　　
8422-00-0000 茨城県つくば看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8423-00-0000 さいたま市高看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8424-00-0000 大阪済生中津看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8425-00-0000 西神看護専門学 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8429-00-0000 都立南多摩看専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8430-00-0000 埼玉県高等看護 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8432-00-0000 慈恵柏看護専門 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8434-00-0000 佐賀県立総合看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8434-00-0100 佐賀県立総合看 　　　　 看護　　　　 　 　　　 看護　　　
8444-00-0000 ＪＲ東京総合病 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8448-00-0000 旭中央病院附看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8450-00-0000 西宮市医師会看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8455-00-0000 瀬戸旭看護専門 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8461-00-0000 横浜医療附看護 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8463-00-0000 佼成看護専門学 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8464-00-0000 松下看護専門学 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8465-00-0000 奈良看護専門学 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8466-00-0000 熊本看護専門学 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8467-00-0000 天草市立本渡看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8468-00-0000 愛仁会看護助産 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8469-00-0000 宝塚市立看護専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8472-00-0000 関西労災看護専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8475-00-0000 京都府立看護学 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　



8497-00-0000 八王子市立看護 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8498-00-0000 公立八鹿病院看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8503-00-0000 平塚看護大学校 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8508-00-0000 宇和島看護専門 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8510-00-0000 河﨑会看護専門 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8510-00-0100 河﨑会看護専門 　　　　 看護第１　　 　 　　　 看護　　　
8510-00-0200 河﨑会看護専門 　　　　 准看護　　　 　 　　　 看護　　　
8516-00-0000 横浜中央病附看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8531-00-0000 社会事業帯広看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8539-00-0000 横浜労災看護専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8551-00-0000 博慈会高等看護 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8579-00-0000 道立江差高等看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8582-00-0000 和歌山看護専門 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8590-00-0000 尼崎健康医療看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8598-00-0000 大阪済生野江看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8600-00-0000 大阪警察病看専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8603-00-0000 西新井看護専門 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8610-00-0000 板橋中央看護専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8610-00-0100 板橋中央看護専 　　　　 第１　　　　 　 　　　 看護　　　
8614-00-0000 相生市看護専門 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8616-00-0000 愛媛医療附看護 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8621-00-0000 大阪病院協会看 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8622-00-0000 明石医療附看専 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8626-00-0000 神戸看護専門学 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
8635-00-0000 横須賀市立看護 　　　　 　　　　　　 　 　　　 看護　　　
9001-00-0000 愛媛農業大学校 　　　　 　　　　　　 　 　　　 農学　　　
9009-00-0000 海上保安学校　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 船舶・海洋
9009-00-0100 海上保安学校　 　　　　 海洋科学　　 　 　　　 船舶・海洋
9009-00-0200 海上保安学校　 　　　　 情報システム 　 　　　 情報工学　
9009-00-0300 海上保安学校　 　　　　 船舶運航シス 　 　　　 船舶・海洋
9009-00-0400 海上保安学校　 　　　　 航空　　　　 　 　　　 航空・宇宙
9009-00-0500 海上保安学校　 　　　　 管制　　　　 　 　　　 商船学　　
9060-00-0000 山形産業技短大 　　　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
9060-00-0100 山形産業技短大 　　　　 メカトロニク 　 　　　 機械工学　
9060-00-0400 山形産業技短大 　　　　 建築環境シス 　 　　　 建築・土木
9060-00-0500 山形産業技短大 　　　　 デジタルエン 　 　　　 機械工学　
9060-00-0600 山形産業技短大 　　　　 知能電子シス 　 　　　 電気・電子
9060-00-0700 山形産業技短大 　　　　 情報システム 　 　　　 情報工学　
9060-00-0800 山形産業技短大 　　　　 土木エンジニ 　 　　　 建築・土木
9123-00-0000 宮城障害者職能 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営学・商
9123-00-0300 宮城障害者職能 　　　　 ＯＡビジネス 　 　　　 経営学・商
9123-00-0700 宮城障害者職能 　　　　 総合実務　　 　 　　　 被服・服飾
9123-00-1200 宮城障害者職能 　　　　 パソコン実務 　 　　　 生活科学　
9123-00-1400 宮城障害者職能 　　　　 パソコン基礎 　 　　　 生活科学　
9123-00-1500 宮城障害者職能 　　　　 Ｗｅｂデザイ 　 　　　 美術・デザ
9142-00-0000 北海道職能大学 　　　　 　　　　　　 　 　　　 電気・電子
9142-00-0100 北海道職能大学 　　　　 建築　　　　 　 　　　 建築・土木
9142-00-0600 北海道職能大学 　　　　 生産技術　　 　 　　　 機械工学　
9142-00-0800 北海道職能大学 　　　　 電子情報技術 　 　　　 電気・電子
9142-00-0900 北海道職能大学 　　　　 電気エネルギ 　 　　　 電気・電子
9143-00-0000 青森職能短大　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 電気・電子
9143-00-0100 青森職能短大　 　　　　 生産技術　　 　 　　　 機械工学　
9143-00-0500 青森職能短大　 　　　　 電子情報技術 　 　　　 電気・電子
9143-00-0600 青森職能短大　 　　　　 電気エネルギ 　 　　　 電気・電子
9144-00-0000 岩手農業大学校 　　　　 　　　　　　 　 　　　 農業経済学
9144-00-0900 岩手農業大学校 　　　　 畜産　　　　 　 　　　 畜産学　　
9144-00-1001 岩手農業大学校 　　　　 農産園芸　　 　 　　　 農業経済学
9145-00-0000 東北職能大学校 　　　　 　　　　　　 　 　　　 電気・電子
9145-00-0100 東北職能大学校 　　　　 生産技術　　 　 　　　 機械工学　



9145-00-0200 東北職能大学校 　　　　 住居環境　　 　 　　　 建築・土木
9145-00-0600 東北職能大学校 　　　　 電子情報技術 　 　　　 電気・電子
9145-00-0700 東北職能大学校 　　　　 電気エネルギ 　 　　　 電気・電子
9146-00-0000 秋田職能短大　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
9146-00-0100 秋田職能短大　 　　　　 生産技術　　 　 　　　 機械工学　
9146-00-0200 秋田職能短大　 　　　　 住居環境　　 　 　　　 建築・土木
9146-00-0600 秋田職能短大　 　　　　 電子情報技術 　 　　　 電気・電子
9148-00-0000 関東職能大学校 　　　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
9148-00-0100 関東職能大学校 　　　　 建築　　　　 　 　　　 建築・土木
9148-00-0400 関東職能大学校 　　　　 電気エネルギ 　 　　　 機械工学　
9148-00-0500 関東職能大学校 　　　　 生産技術　　 　 　　　 機械工学　
9148-00-0700 関東職能大学校 　　　　 電子情報技術 　 　　　 電気・電子
9150-00-0000 千葉職能短大　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 電気・電子
9150-00-0100 千葉職能短大　 　　　　 航空機整備　 　 　　　 航空・宇宙
9150-00-0300 千葉職能短大　 　　　　 住居環境　　 　 　　　 建築・土木
9150-00-0600 千葉職能短大　 　　　　 生産技術　　 　 　　　 機械工学　
9150-00-0800 千葉職能短大　 　　　　 電子情報技術 　 　　　 電気・電子
9150-00-0900 千葉職能短大　 　　　　 電気エネルギ 　 　　　 電気・電子
9153-00-0000 港湾職能短横浜 　　　　 　　　　　　 　 　　　 経営工学　
9153-00-0100 港湾職能短横浜 　　　　 港湾流通　　 　 　　　 経営工学　
9153-00-0200 港湾職能短横浜 　　　　 物流情報　　 　 　　　 経営工学　
9154-00-0000 新潟職能短大　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 電気・電子
9154-00-0100 新潟職能短大　 　　　　 住居環境　　 　 　　　 建築・土木
9154-00-0400 新潟職能短大　 　　　　 生産技術　　 　 　　　 機械工学　
9154-00-0600 新潟職能短大　 　　　　 電子情報技術 　 　　　 電気・電子
9154-00-0700 新潟職能短大　 　　　　 電気エネルギ 　 　　　 電気・電子
9155-00-0000 北陸職能大学校 　　　　 　　　　　　 　 　　　 電気・電子
9155-00-0100 北陸職能大学校 　　　　 生産技術　　 　 　　　 機械工学　
9155-00-0600 北陸職能大学校 　　　　 電子情報技術 　 　　　 電気・電子
9155-00-0700 北陸職能大学校 　　　　 電気エネルギ 　 　　　 電気・電子
9156-00-0000 石川職能短大　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
9156-00-0200 石川職能短大　 　　　　 生産技術　　 　 　　　 機械工学　
9156-00-0400 石川職能短大　 　　　　 電子情報技術 　 　　　 電気・電子
9157-00-0000 長野県福祉大学 　　　　 　　　　　　 　 　　　 児童学　　
9157-00-0100 長野県福祉大学 　　　　 保育　　　　 　 　　　 児童学　　
9158-00-0000 東海職能大学校 　　　　 　　　　　　 　 　　　 電気・電子
9158-00-0500 東海職能大学校 　　　　 生産技術　　 　 　　　 機械工学　
9158-00-0700 東海職能大学校 　　　　 電子情報技術 　 　　　 電気・電子
9158-00-0800 東海職能大学校 　　　　 電気エネルギ 　 　　　 電気・電子
9159-00-0000 浜松職能短大　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 電気・電子
9159-00-0500 浜松職能短大　 　　　　 生産技術　　 　 　　　 機械工学　
9159-00-0700 浜松職能短大　 　　　　 電子情報技術 　 　　　 電気・電子
9159-00-0800 浜松職能短大　 　　　　 電気エネルギ 　 　　　 電気・電子
9160-00-0000 滋賀職能短大　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
9160-00-0100 滋賀職能短大　 　　　　 住居環境　　 　 　　　 建築・土木
9160-00-0300 滋賀職能短大　 　　　　 生産技術　　 　 　　　 機械工学　
9160-00-0500 滋賀職能短大　 　　　　 電子情報技術 　 　　　 電気・電子
9161-00-0000 京都職能短大　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 情報工学　
9161-00-0400 京都職能短大　 　　　　 生産技術　　 　 　　　 機械工学　
9161-00-0600 京都職能短大　 　　　　 電子情報技術 　 　　　 電気・電子
9161-00-0700 京都職能短大　 　　　　 情報通信サー 　 　　　 情報工学　
9162-00-0000 近畿職能大学校 　　　　 　　　　　　 　 　　　 電気・電子
9162-00-0600 近畿職能大学校 　　　　 生産技術　　 　 　　　 機械工学　
9162-00-1000 近畿職能大学校 　　　　 電子情報技術 　 　　　 電気・電子
9162-00-1100 近畿職能大学校 　　　　 電気エネルギ 　 　　　 電気・電子
9162-00-1200 近畿職能大学校 　　　　 住居環境　　 　 　　　 建築・土木
9163-00-0000 島根職能短大　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
9163-00-0200 島根職能短大　 　　　　 住居環境　　 　 　　　 建築・土木
9163-00-0400 島根職能短大　 　　　　 生産技術　　 　 　　　 機械工学　



9163-00-0500 島根職能短大　 　　　　 電子情報技術 　 　　　 電気・電子
9164-00-0000 中国職能開発大 　　　　 　　　　　　 　 　　　 電気・電子
9164-00-0100 中国職能開発大 　　　　 生産技術　　 　 　　　 機械工学　
9164-00-0600 中国職能開発大 　　　　 電子情報技術 　 　　　 電気・電子
9164-00-0700 中国職能開発大 　　　　 電気エネルギ 　 　　　 電気・電子
9165-00-0000 福山職能短大　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 電気・電子
9165-00-0100 福山職能短大　 　　　　 生産技術　　 　 　　　 機械工学　
9165-00-0600 福山職能短大　 　　　　 電子情報技術 　 　　　 電気・電子
9165-00-0700 福山職能短大　 　　　　 電気エネルギ 　 　　　 電気・電子
9166-00-0000 四国職能大学校 　　　　 　　　　　　 　 　　　 電気・電子
9166-00-0100 四国職能大学校 　　　　 生産技術　　 　 　　　 機械工学　
9166-00-0200 四国職能大学校 　　　　 住居環境　　 　 　　　 建築・土木
9166-00-0500 四国職能大学校 　　　　 電子情報技術 　 　　　 電気・電子
9166-00-0600 四国職能大学校 　　　　 電気エネルギ 　 　　　 電気・電子
9167-00-0000 高知職能短大　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
9167-00-0100 高知職能短大　 　　　　 生産技術　　 　 　　　 機械工学　
9167-00-0500 高知職能短大　 　　　　 電子情報技術 　 　　　 電気・電子
9168-00-0000 九州職能大学校 　　　　 　　　　　　 　 　　　 電気・電子
9168-00-0100 九州職能大学校 　　　　 生産技術　　 　 　　　 機械工学　
9168-00-0200 九州職能大学校 　　　　 建築　　　　 　 　　　 建築・土木
9168-00-0700 九州職能大学校 　　　　 電子情報技術 　 　　　 電気・電子
9168-00-0900 九州職能大学校 　　　　 電気エネルギ 　 　　　 電気・電子
9169-00-0000 川内職能短大　 　　　　 　　　　　　 　 　　　 電気・電子
9169-00-0100 川内職能短大　 　　　　 生産技術　　 　 　　　 機械工学　
9169-00-0600 川内職能短大　 　　　　 電子情報技術 　 　　　 電気・電子
9169-00-0700 川内職能短大　 　　　　 電気エネルギ 　 　　　 電気・電子
9170-00-0000 沖縄職能大学校 　　　　 　　　　　　 　 　　　 電気・電子
9170-00-0100 沖縄職能大学校 　　　　 住居環境　　 　 　　　 建築・土木
9170-00-0500 沖縄職能大学校 　　　　 物流情報　　 　 　　　 経営工学　
9170-00-0800 沖縄職能大学校 　　　　 ホテルビジネ 　 　　　 経営学・商
9170-00-0900 沖縄職能大学校 　　　　 電子情報技術 　 　　　 電気・電子
9170-00-1000 沖縄職能大学校 　　　　 生産技術　　 　 　　　 機械工学　
9170-00-1100 沖縄職能大学校 　　　　 電気エネルギ 　 　　　 電気・電子
9172-00-0000 熊本県立技術短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
9183-00-0000 岩手産業技術短 　　　　 　　　　　　 　 　　　 機械工学　
9183-00-0100 岩手産業技術短 　　　　 メカトロニク 　 　　　 機械工学　
9183-00-0200 岩手産業技術短 　　　　 電子技術　　 　 　　　 電気・電子
9183-00-0300 岩手産業技術短 　　　　 建築　　　　 　 　　　 建築・土木
9183-00-0400 岩手産業技術短 　　　　 産業デザイン 　 　　　 デザイン工
9183-00-0500 岩手産業技術短 　　　　 情報技術　　 　 　　　 情報工学　
9183-00-0600 岩手産業技術短 　　　　 生産技術　　 　 　　　 機械工学　
9183-00-0700 岩手産業技術短 　　　　 電気技術　　 　 　　　 電気・電子
9183-00-0800 岩手産業技術短 　　　　 建築設備　　 　 　　　 建築・土木


