
学 科 系 統 別 難 易 ラ ン キ ン グ 
 【私立大学・理系版】 西北出版／大学入試研究会 

・ 偏差値は合格可能性 60％を示しています。各大学の入試科目、配点などを基準に算出しています。各枠内は北から都道府県別・50 音順に掲載していま

す。 

・ また、各大学の末尾に記載されている丸囲みの数字は、センター試験ならびに個別試験での英数国理社の科目数を表しています。 

・ 白丸はセンター試験、黒丸は個別試験での必要な科目数を示しています。 

・ 複数の丸が付いている場合は、受験可能な科目数を列記しています。 

 

理学系統 
 
65.0～67.4 

慶應義塾大 [環境情報]環境情報❶❷ 

気象大 ❸ 

62.5～64.9 

慶應義塾大 [理工]学門 1❹、学門 3❹ 

早稲田大 [先進理工]物理❹、化学・生命化学❹ 

60.0～62.4 

慶應義塾大 [理工]学門 2❹ 

上智大 [理工]物質生命理工❸ 

東京薬科大 [生命科学]生命医科学(セ)③④ 

東京理科大 [理]応用化学❷❸ 

早稲田大 [教育]理学❸、数学❸、[基幹理工]学

系Ⅰ❹、学系Ⅱ❹、[創造理工]環境資源工❹ 

57.5～59.9 

東京薬科大 [生命科学]分子生命科学(セ)③④ 

東京理科大 [理]物理❷❸、化学❷❸、[理工]応

用生物科学❷❸ 

立教大 [理]生命理❷❸ 

同志社大 [理工]環境システム❸、数理システム❸ 

55.0～57.4 

青山学院大 [理工]化学・生命科学❸ 

東京理科大 [理]数学❶❷、応用数学❶❷、応用

物理❷❸、[理工]物理❷❸、情報科学❷❸ 

明治大 [理工]情報科学❸、数学❸、物理❸、[総

合数理]現象数理❷❸、先端メディアサイエンス❷

❸ 

立教大 [理]数学❶❷❸、物理❷❸、化学❷❸ 

立命館大 [生命科学]生命医科学❸❹ 

関西学院大 [理工]生命科学❸、生命医化学❸ 

52.5～54.9 

学習院大 [理]生命科学❸ 

北里大 [理]化学❷、生物科学❷ 

中央大 [理工]数学❸、物理❸、生命科学❸ 

東京理科大 [理工]数学❶❸ 

日本女子大 [理]物質生物科学❷ 

法政大 [生命科学]生命機能❶❷❸ 

立命館大 [理工]数理科学❸❹、物理科学❸❹ 

関西学院大 [理工]数理科学❷❸、物理❸、化学

❷❸ 

50.0～52.4 

青山学院大 [理工]物理・数理❸ 

学習院大 [理]物理❸、化学❸、数学❷❸ 

北里大 [理]物理❷ 

芝浦工業大 [システム理工]数理科学❷❸ 

津田塾大 [学芸]数学❷、情報科学❷ 

東京女子大 [現代教養]数理科学❶❷❸ 

東邦大 [理]化学❸、生物❸、生物分子科学❸、

物理❷❸ 

日本大 [理工]数学❸、[生物資源科学]応用生物

科学❸ 

法政大 [理工]創生科学❶❷❸、[生命科学]応用

植物科学❶❷❸ 

南山大 [理工]システム数理❸ 

京都産業大 [理]宇宙物理・気象❷❸ 

関西大 [システム理工]数学❸ 

近畿大 [理工]生命科学❸ 

47.5～49.9 

成蹊大 [理工]物質生命理工❷❸ 

東海大 [海洋]海洋生物❸ 

東京農業大 [生命科学]バイオサイエンス❸、分子

生命化学❸、分子微生物❸ 

東邦大 [理]情報科学❶❷❸、生命圏環境科学❸ 

日本大 [文理]数学❸、[理工]物理❸ 

日本女子大 [理]数物科学❷ 

神奈川大 [理]生物科学❷❸ 

名城大 [理工]数学❸ 

京都産業大 [理]数理科学❷❸ 

近畿大 [理工]理❸ 

甲南大 [理工]生物❷❸、[フロンティアサイエンス]

生命化学❷❸ 

福岡大 [理]応用数学❸、化学❸、社会数理・情報

❸ 

45.0～47.4 

工学院大 [情報]システム数理❸、情報学部総合

❸ 

東京電機大 [理工]理工❷❸ 

東京都市大 [知識工]自然科学❸ 

東洋大 [生命科学]生命科学❸ 

日本大 [文理]地球科学❸、情報科学❸、物理

❸、生命科学❸、化学❸、[生物資源科学]くらしの

生物❸ 

神奈川大 [理]数理・物理❷❸、情報科学❷❸、化

学❷❸、総合理学❷❸ 

長浜バイオ大 [バイオサイエンス]フロンティアバイ

オ❷、メディカルバイオ❷、アニマルバイオサイエ

ンス❷ 

京都産業大 [理]物理科学❷❸ 

龍谷大 [理工]数理情報❸、[農]植物生命科学❸

❹ 

摂南大 [理工]生命科学❸ 

甲南大 [理工]物理❷❸、[知能情報]知能情報❷

❸ 

福岡大 [理]地球圏科学❸、ナノサイエンス❸ 

42.5～44.9 

帝京科学大 [生命環境]自然環境❷ 

東海大 [理]数学❸、化学❸、[生物]生物❸ 

東京家政大 [家政]環境教育❷ 

武蔵野大 [工]数理工❸ 

岡山理科大 [理]動物❷❸ 

福岡大 [理]物理科学❸ 

崇城大 [生物生命]応用生命科学❷ 

40.0～42.4 

酪農学園大 [農食環境]環境共生❷ 

城西大 [理]化学❷ 

帝京大 [理工]バイオサイエンス❸ 

帝京科学大 [生命環境]アニマルサイエンス❷、生

命科学❷ 

東海大 [理]情報数理❸、物理❸、[海洋]海洋地

球科学❸ 

立正大 [地球環境科学]環境システム❸ 

大阪産業大 [デザイン工]環境理工❶❷❸ 

岡山理科大 [理]応用数学❶❷❸、化学❷❸、応

用物理❷❸、生物化学❷❸、[生物地球]生物地球

❷❸ 

広島工業大 [環境]地球環境❸ 

崇城大 [生物生命]応用微生物工❷ 

40 未満 

千歳科学技術大 [理工]全学科❷ 

石巻専修大 [理工]生物科学❸ 

城西大 [理]数学❷ 

千葉科学大 [危機管理]動物危機管理❷ 

静岡理工科大 [理工]物質生命科学❷❸ 

四日市大 [環境情報]環境情報❷ 

大阪電気通信大 [工]基礎理工❷❸ 

岡山理科大 [理]基礎理❷❸、[総合情報]情報科

学❶❷❸ 

九州産業大 [生命科学]生命科学❸ 

 

工学系統 
 
65.0～67.4 

豊田工業大 [工]先端工学基礎(セ)④⑦ 

62.5～64.9 

慶應義塾大 [理工]学門1❹、学門3❹、学門4❹、

学門 5❹ 

早稲田大 [基幹理工]学系Ⅲ❹、[先進理工]応用

物理❹、応用化学❹、生命医科学❹ 

60.0～62.4 

慶應義塾大 [理工]学門 2❹ 

上智大 [理工]機能創造理工❸、情報理工❸ 

早稲田大 [基幹理工]学系Ⅱ❹、[創造理工]建築

❹、総合機械工❹、経営システム工❹、社会環境

工❹、[先進理工]電気・情報生命工❹ 

57.5～59.9 

東京理科大 [工]建築❷❸、工業化学❷❸、機械

工❷❸ 

同志社大 [理工]機械システム工❸、機能分子・生

命化学❸、化学システム創成工❸ 

55.0～57.4 

千葉工業大 [工]機械電子創成工❸、先端材料工

❸ 

芝浦工業大 [工]土木工❷❸ 

東京薬科大 [生命科学]応用生命科学(セ)③④ 

東京理科大 [工]電気工❷❸、情報工❷❸、[理

工]建築❷❸、先端化学❷❸、電気電子情報工❷

❸、機械工❷❸、[基礎工]生物工❷❸ 

明治大 [理工]機械工❸、建築❸、応用化学❸ 

同志社大 [理工]インテリジェント情報工❸、情報シ

ステムデザイン❸、電気工❸、電子工❸、エネルギ

ー機械工❸ 

立命館大 [理工]機械工❸❹、環境都市工❸❹、

建築都市デザイン❸❹、[生命科学]応用化学❸

❹、生物工❸❹、生命情報❸❹ 

52.5～54.9 

千葉工業大 [工]機械工❸、[情報科学]情報工

❸、情報ネットワーク❸、[社会システム科学]プロジ

ェクトマネジメント❷、金融・経営リスク科学❷ 

青山学院大 [理工]電気電子工❸、機械創造工

❸、情報テクノロジー❸ 

芝浦工業大 [工]機械工❷❸ 

中央大 [理工]都市環境❸、精密機械工❸、応用

化学❸、情報工❸、人間総合理工❸ 

東京理科大 [理工]経営工❷❸、土木工❷❸、[基

礎工]電子応用工❷❸ 

法政大 [デザイン工]建築❶❷❸ 

明治大 [理工]電気電子生命❸、機械情報工❸、

[総合数理]ネットワークデザイン❷❸ 

立命館大 [理工]ロボティクス❸❹ 

関西大 [環境都市工]建築❸、都市システム工❸、

[化学生命工]生命・生物工❸ 

関西学院大 [総合政策]全学科❷❸、[理工]環境・

応用化学❷❸ 

防衛大 [理工学]全学科❸ 

海上保安大 ❸ 

50.0～52.4 

千葉工業大 [工]電気電子工❸、情報通信システ

ム工❸、応用化学❸、[創造工]建築❸、都市環境

工❸、デザイン科学❸、[先進工]未来ロボティクス

❸、生命科学❸、知能メディア工❸ 

青山学院大 [理工]経営システム工❸ 

工学院大 [建築]まちづくり❸、建築❸、建築デザ

イン❸、建築学部総合❸ 

芝浦工業大 [工]機械機能工❷❸、応用化学❷



❸、電気工❷❸、電子工❷❸、情報工❷❸、[シス

テム理工]機械制御システム❷❸、生命科学❷❸、

[建築]建築❷❸ 

中央大 [理工]電気電子情報通信工❸、経営シス

テム工❸ 

東京理科大 [基礎工]材料工❷❸ 

日本大 [理工]建築❸、航空宇宙工❸、物質応用

化学❸ 

法政大 [情報科学]コンピュータ科学❶❷❸、ディ

ジタルメディア❶❷❸、[デザイン工]都市環境デザ

イン工❶❷❸、システムデザイン❶❷❸、[理工]機

械工❶❷❸、電気電子工❶❷❸、応用情報工❶

❷❸、経営システム工❶❷❸、[生命科学]環境応

用化学❶❷❸ 

南山大 [理工]ソフトウェア工❸、機械電子制御工

❸ 

名城大 [理工]情報工❸、応用化学❸、機械工❸ 

立命館大 [理工]電気電子工❸❹、電子情報工❸

❹、[情報理工]情理❸ 

関西大 [システム理工]物理・応用物理❸、機械工

❸、電気電子情報工❸、[環境都市工]エネルギ

ー・環境工❸、[化学生命工]化学・物質工❸ 

近畿大 [理工]機械工❸、[建築]建築❸、[農]生物

機能科学❸、[生物理工]遺伝子工❸ 

関西学院大 [理工]先進エネルギーナノ工❸、情

報科学❷❸、人間システム工❷❸ 

47.5～49.9 

工学院大 [先進工]生命化学❸、応用化学❸、

[工]機械工❸、[情報]コンピュータ科学❸ 

芝浦工業大 [工]材料工❷❸、情報通信工❷❸、

[システム理工]電子情報システム❷❸、環境システ

ム❷❸、[デザイン工]デザイン工❷❸ 

成蹊大 [理工]システムデザイン❷❸ 

東京電機大 [未来科学]情報メディア❷❸ 

日本大 [理工]機械工❸、電子工❸、応用情報工

❸ 

名城大 [理工]電気電子工❸ 

近畿大 [理工]応用化学❸、電気電子工❸、[生物

理工]生物工❸ 

武庫川女子大 [生活環境]建築❸ 

産業医科大 [産業保健]環境マネジメント(セ)③⑤

❷ 

45.0～47.4 

東北芸術工科大 [デザイン工]プロダクトデザイン

学❶❷ 

工学院大 [先進工]環境化学❸、応用物理❸、機

械理工❸、先進工学部総合❸、[工]機械システム

工❸、電気電子工❸、工学部総合❸、[情報]情報

通信工❸、情報デザイン❸、情報学部総合❸ 

成蹊大 [理工]情報科学❷❸ 

多摩美術大 [美術]統合デザイン❷ 

東海大 [工]航空宇宙❸ 

東京電機大 [システムデザイン工]情報システム工

❷❸、デザイン工❷❸、[未来科学]建築❷❸、ロボ

ット・メカトロニクス❷❸、[工]電気電子工❷❸、電

子システム工❷❸、応用化学❷❸、機械工❷❸、

先端機械工❷❸、情報通信工❷❸、[理工]理工❷

❸ 

東京都市大 [工]機械工❸、機械システム工❸、電

気電子通信工❸、エネルギー化学❸、建築❸、都

市工❸、[知識工]情報科学❸、知能情報工❸ 

東洋大 [生命科学]応用生物科学❸ 

日本大 [理工]土木工❸、交通システム工❸、海洋

建築工❸、まちづくり工❸、精密機械工❸、電気工

❸、[生物資源科学]生物環境工❸ 

武蔵野大 [データサイエンス]データサイエンス❸ 

武蔵野美術大 [造形]建築❸ 

神奈川大 [工]建築❸ 

中京大 [工]機械システム工❷❸、電気電子工❷

❸、情報工❷❸ 

名城大 [理工]材料機能工❸、交通機械工❸、メカ

トロニクス工❸、社会基盤デザイン工❸、環境創造

❸、建築❸ 

京都産業大 [情報理工]情報理工❷❸ 

龍谷大 [理工]電子情報❸、物質化学❸ 

大阪工業大 [工]建築❸、機械工❸、環境工❸ 

近畿大 [理工]社会環境工❸、情報❸、[生物理

工]生命情報工❸、人間環境デザイン工❸、[工]機

械工❸、建築❸、[産業理工]生物環境化学❸ 

甲南大 [理工]機能分子化学❷❸ 

福岡大 [工]機械工❸、電気工❸、電子情報工

❸、化学システム工❸、社会デザイン工❸、建築

❸ 

水産大 海洋機械工❸ 

42.5～44.9 

東北芸術工科大 [デザイン工]建築・環境デザイン

学❶❷ 

国士舘大 [理工]理工❶❷❸ 

創価大 [理工]情報システム工❷❸、共生創造理

工❷❸ 

東海大 [工]生命化学❸、応用化学❸、建築❸、

[生物]海洋生物科学❸ 

東京工科大 [工]応用化学❸、[メディア]メディア❸ 

東京都市大 [工]原子力安全工❸、[メディア情報]

情報システム❷ 

東洋大 [情報連携]情報連携❸❹、[ライフデザイ

ン]人間環境❸、[総合情報]総合情報❸❹ 

日本大 [生産工]建築工❸、応用分子化学❸、マ

ネジメント工❸、創生デザイン❸、[工]建築❸ 

武蔵野大 [工]環境システム❸、建築デザイン❸ 

神奈川大 [工]機械工❸、物質生命化学❷❸、情

報システム創成❸、経営工❷❸ 

金沢工業大 [工]情報工❸、環境土木工❸ 

愛知工業大 [工]応用化学❸、機械❸、建築❸ 

中京大 [工]メディア工❷❸ 

龍谷大 [理工]機械システム工❸、情報メディア

❸、環境ソリューション工❸ 

大阪工業大 [工]電気電子システム工❸、応用化

学❸、生命工❸、[ロボティクス&デザイン工]ロボッ

ト工❸、システムデザイン工❸、空間デザイン❸、

[情報科学]情報知能❸、情報システム❸、情報メ

ディア❸ 

近畿大 [工]化学生命工❸、情報❸ 

摂南大 [理工]住環境デザイン❸、建築❸ 

40.0～42.4 

東北学院大 [工]機械知能工❸、電気電子工❸、

環境建設工❸、情報基盤工❷❸ 

玉川大 [工]情報通信工❷、数学教員養成❷ 

帝京大 [理工]機械・精密システム工❸、航空宇宙

工❸ 

東海大 [情報理工]情報科学❸、[工]電気電子工

❸、機械工❸、[情報通信]情報メディア❸、通信ネ

ットワーク工❸、[海洋]航海工❸ 

東京工科大 [工]機械工❸、電気電子工❸、[コン

ピュータサイエンス]コンピュータサイエンス❸ 

東洋大 [理工]機械工❸、生体医工❸、電気電子

情報工❸、応用化学❸、都市環境❸、建築❸ 

日本大 [生産工]機械工❸、電気電子工❸、土木

工❸、数理情報工❸、環境安全工❸、[工]機械工

❸、電気電子工❸、生命応用化学❸、情報工❸ 

神奈川大 [工]電気電子情報工❸、総合工学❸ 

神奈川工科大 [工]応用化学❷ 

関東学院大 [建築・環境]建築・環境❷❸ 

金沢工業大 [工]機械工❸、航空システム工❸、ロ

ボティクス❸、電気電子工❸、[建築]建築❸、[バイ

オ・化学]応用化学❸、応用バイオ❸ 

愛知工業大 [工]電気❸、土木工❸、[情報科学]

情報科学❸ 

大同大 [工]建築❸ 

中部大 [工]機械工❷❸、都市建設工❷❸、建築

❷❸、応用化学❷❸、情報工❷❸、ロボット理工❷

❸、電気電子システム工❷❸、宇宙航空理工❷❸ 

日本福祉大 [健康科学]福祉工❷❸ 

大阪工業大 [工]都市デザイン工❸、電子情報シ

ステム工❸、[情報科学]ネットワークデザイン❸ 

大阪産業大 [デザイン工]情報システム❶❷❸、建

築・環境デザイン❷❸ 

近畿大 [工]ロボティクス❸、電子情報工❸、[産業

理工]電気電子工❸、建築・デザイン❸、情報❸ 

摂南大 [理工]都市環境工❸、機械工❸、電気電

子工❸ 

神戸芸術工科大 [芸術工]環境デザイン❶、プロダ

クト・インテリアデザイン❶ 

岡山理科大 [工]バイオ・応用化学❷❸、機械シス

テム工❷❸、建築❷❸ 

広島工業大 [工]電気システム工❸、機械システム

工❸、建築工❸、[情報]情報工❸、知的情報シス

テム❸ 

福岡工業大 [工]生命環境化学❸、[情報工]情報

工❸、情報通信工❸、情報システム工❸、システム

マネジメント❸ 

崇城大 [工]機械工❷、建築❷ 

職業能力開発総合大 [総合]機械❸、電気❸、電

子情報❸、建築❸ 

40 未満 

千歳科学技術大 [理工]全学科❷ 

北海学園大 [工]社会環境工❸、建築❸、電子情

報工❸、生命工❸ 

北海道科学大 [工]機械工❸、情報工❸、電気電

子工❸、建築❸、都市環境❸ 

北海道情報大 [経営情報]システム情報❷ 

青森大 [ソフトウェア情報]ソフトウェア情報❷ 

八戸工業大 [工]機械工❸、電気電子工❸、シス

テム情報工❸、生命環境科学❸、土木建築工❸、

[感性デザイン]創生デザイン❶ 

石巻専修大 [理工]機械工❸、情報電子工❸ 

東北工業大 [工]電気電子工❸、情報通信工❸、

建築❸、都市マネジメント❸、環境エネルギー❸、

[ライフデザイン]クリエイティブデザイン❷ 

東北文化学園大 [科学技術]知能情報システム

❷、建築環境❷、臨床工❸ 

足利大 [工]創生工❷ 

埼玉工業大 [工]機械工❷、生命環境化学❷、情

報システム❷ 

日本工業大 [基幹工]機械工❸、電気電子通信工

❸、応用化学❸、[先進工]ロボティクス❸、情報メ

ディア工❸、[建築]建築❸ 

ものつくり大 [技能工芸]総合機械❷、建設❷ 

千葉科学大 [危機管理]航空技術危機管理❷ 

千葉工業大 [社会システム科学]経営情報科学❷ 

拓殖大 [工]機械・通信・システム❷❸、情報・デザ

イン・メディア❷❸、国際❷ 

玉川大 [工]エンジニアリングデザイン❷、マネジメ

ントサイエンス❷、ソフトウェアサイエンス❷ 

帝京大 [理工]情報電子工❸ 

東海大 [情報理工]コンピュータ応用工❸、[工]光・

画像工❸、原子力工❸、材料科学❸、土木工❸、

精密工❸、動力機械工❸、[情報通信]組込みソフ

トウェア工❸、経営システム工❸、[基盤工]電気電

子情報工❸ 

東京工芸大 [工]工❷❸ 

日本大 [工]土木工❸ 

明星大 [理工]総合理工❷❸、[情報]情報❷❸ 

神奈川工科大 [工]機械工❸、電気電子情報工

❸、[創造工]自動車システム開発工❸、ロボット・メ

カトロニクス❸、ホームエレクトロニクス開発❷、[情

報]情報工❷、情報ネットワーク・コミュ❷、情報メデ

ィア❷ 

関東学院大 [理工]理工❷❸ 

湘南工科大 [工]機械工❷、電気電子工❷、情報

工❷、コンピュータ応用❷、総合デザイン❷、人間

環境❷ 

新潟工科大 [工]工❷ 

金沢工業大 [情報フロンティア]メディア情報❸ 

福井工業大 [工]電気電子工❷、機械工❷、建築

土木工❷、原子力技術応用工❷、[環境情報]環

境・食品科学❷、経営情報❷、デザイン❷ 

静岡理工科大 [理工]機械工❷❸、電気電子工❷

❸、建築❷❸、[情報]全学科❷❸ 

愛知工科大 [工]機械システム工❸、電子制御・ロ

ボット工❸、情報メディア❸ 

愛知産業大 [造形]建築❷ 

大同大 [工]機械工❸、機械システム工❸、電気電

子工❸、[情報]情報システム❸ 

名古屋文理大 [情報メディア]情報メディア❷ 

京都美術工芸大 [工芸]建築❷ 

大阪学院大 [情報]情報❷ 

大阪産業大 [工]機械工❶❷❸、交通機械工❶❷

❸、都市創造工❶❷❸、電子情報通信工❶❷❸ 

大阪電気通信大 [工]電気電子工❷❸、電子機械

工❷❸、機械工❷❸、環境科学❷❸、建築❷❸、

[情報通信工]情報工❷❸、通信工❷❸、[総合情

報]情報❷❸ 

岡山理科大 [工]電気電子システム❷❸、情報工



❶❷❸、知能機械工❷❸、工学プロジェクト❷❸ 

広島工業大 [工]電子情報工❸、知能機械工❸、

環境土木工❸、[環境]建築デザイン❸ 

広島国際学院大 [工]生産工❷ 

福山大 [工]スマートシステム❸、建築❸、情報工

❸、機械システム工❸、[生命工]生物工❸ 

徳島文理大 [理工]ナノ物質工❷、機械創造工

❷、電子情報工❷ 

九州産業大 [理工]情報科学❸、機械工❸、電気

工❸、[建築都市工]建築❸、住居・インテリア❸、

都市デザイン工❸ 

久留米工業大 [工]機械システム工❷、交通機械

工❷、建築・設備工❷、情報ネットワーク工❷ 

西日本工業大 [工]総合システム工❷、[デザイン]

建築❷ 

福岡工業大 [工]電子情報工❸、知能機械工❸、

電気工❸ 

長崎総合科学大 [工]工❷、[総合情報]総合情報

❷ 

崇城大 [工]ナノサイエンス❷、宇宙航空システム

工❷、[情報]情報❷ 

日本文理大 [工]航空宇宙工❷、機械電気工❷、

情報メディア❷、建築❷ 

第一工業大 [工]情報電子システム工❶、機械シス

テム工❶、建築デザイン❶、自然環境工❶、[航空

工]航空工❶ 

 

農学系統 
 
65.0～67.4 

日本獣医生命科学大 [獣医]獣医❸ 

60.0～62.4 

北里大 [獣医]獣医❸ 

日本大 [生物資源科学]獣医❸ 

麻布大 [獣医]獣医❸ 

55.0～57.4 

酪農学園大 [獣医]獣医❸ 

東京農業大 [応用生物科学]農芸化学❸ 

明治大 [農]農❸、農芸化学❸、生命科学❸、食

料環境政策❸ 

52.5～54.9 

東京農業大 [応用生物科学]醸造科学❸、食品安

全健康❸ 

近畿大 [農]応用生命化学❸ 

50.0～52.4 

東京農業大 [農]動物科学❸、[国際食料情報]食

料環境経済❸、国際バイオビジネス❸ 

日本大 [生物資源科学]動物資源科学❸、海洋生

物資源科学❸、食品生命❸ 

日本獣医生命科学大 [獣医]獣医保健看護❷、

[応用生命科学]動物科学❷ 

名城大 [農]生物資源❸、応用生物化学❸ 

近畿大 [農]農業生産科学❸、水産❸、環境管理

❸ 

岡山理科大 [獣医]獣医❸、獣医保健看護❷❸ 

47.5～49.9 

北里大 [海洋生命科学]海洋生命科学❸ 

玉川大 [農]生産農❷、環境農❷、先端食農❷ 

東京農業大 [農]農❸、[地域環境科学]造園科学

❸、地域創成科学❸、[国際食料情報]国際食農科

学❸ 

日本大 [生物資源科学]生命農❸、生命化学❸ 

日本獣医生命科学大 [応用生命科学]食品科学

❷ 

麻布大 [獣医]動物応用科学❸ 

中部大 [応用生物]応用生物化学❷❸ 

名城大 [農]生物環境科学❸ 

神戸女学院大 [人間科学]環境・バイオサイエンス

❷❸ 

水産大 生物生産❸ 

45.0～47.4 

北里大 [獣医]動物資源科学❷ 

東海大 [海洋]水産❸、[農]応用植物科学❸、応

用動物科学❸、バイオサイエンス❸ 

東京工科大 [応用生物]応用生物❸ 

東京農業大 [農]生物資源開発❸、デザイン農

❸、[地域環境科学]森林総合科学❸、生産環境工

❸、[国際食料情報]国際農業開発❸、[生物産業]

北方圏農❸、海洋水産❸、食香粧化学❸ 

日本大 [生物資源科学]森林資源科学❸ 

麻布大 [生命・環境科学]食品生命科学❷ 

中部大 [応用生物]環境生物科学❷❸ 

龍谷大 [農]資源生物科学❸❹、食料農業システ

ム❸❹ 

近畿大 [生物理工]食品安全工❸ 

中村学園大 [栄養科学]フード・マネジメント❸ 

水産大 海洋生産管理❸、食品科学❸ 

42.5～44.9 

酪農学園大 [獣医]獣医保健看護❷ 

北里大 [獣医]生物環境科学❷ 

麻布大 [生命・環境科学]環境科学❷ 

神奈川工科大 [応用バイオ科学]応用バイオ科学

❸ 

吉備国際大 [農]地域創成農❶❷❸、醸造❶❷❸ 

広島工業大 [生命]食品生命科学❸ 

40.0～42.4 

酪農学園大 [農食環境]循環農❷ 

高崎健康福祉大 [農]生物生産❸ 

東京農業大 [生物産業]自然資源経営❸ 

新潟食料農業大 [食料産業]食料産業❷ 

中部大 [応用生物]食品栄養科学❷❸ 

40 未満 

石巻専修大 [理工]食環境❸ 

恵泉女学園大 [人間社会]社会園芸❷ 

ヤマザキ動物看護大 [動物看護]動物看護❷ 

新潟薬科大 [応用生命科学]応用生命科学❷、生

命産業創造❷ 

人間環境大 [人間環境]環境科学❷❸ 

京都先端科学大 [バイオ環境]バイオサイエンス

❸、バイオ環境デザイン❸、食農❸ 

倉敷芸術科学大 [生命科学]動物生命科学❷ 

福山大 [生命工]海洋生物科学❸ 

別府大 [食物栄養科学]発酵食品❷ 

南九州大 [環境園芸]環境園芸❷ 

 

医療･保健系統 
 

70 以上 

慶應義塾大 [医]医❹ 

67.5～69.9 

順天堂大 [医]医❹ 

東京慈恵会医科大 [医]医❹ 

産業医科大 [医]医(セ)⑥❹ 

65.0～67.4 

自治医科大 [医]医❹ 

昭和大 [医]医❹ 

東京医科大 [医]医❹ 

日本医科大 [医]医❹ 

大阪医科大 [医]医❹ 

関西医科大 [医]医❹ 

近畿大 [医]医❹ 

62.5～64.9 

杏林大 [医]医❹ 

慶應義塾大 [薬]薬❸、薬科学❸ 

帝京大 [医]医❸ 

東海大 [医]医❸ 

東京女子医科大 [医]医❹ 

東京理科大 [薬]薬❷❸ 

東邦大 [医]医❹ 

日本大 [医]医❹ 

金沢医科大 [医]医❹ 

愛知医科大 [医]医❹ 

藤田医科大 [医]医❹ 

久留米大 [医]医❹ 

福岡大 [医]医❹ 

60.0～62.4 

岩手医科大 [医]医❹ 

東北医科薬科大 [医]医❹ 

国際医療福祉大 [医]医❹ 

獨協医科大 [医]医❹ 

埼玉医科大 [医]医❹ 

北里大 [医]医❹ 

順天堂大 [保健医療]理学療法❸、診療放射線❸ 

東京理科大 [薬]生命創薬科学❷❸ 

聖マリアンナ医科大 [医]医❹ 

兵庫医科大 [医]医❹ 

川崎医科大 [医]医❹ 

防衛医科大 [医学教育]医❺ 

57.5～59.9 

北里大 [薬]薬❸ 

慶應義塾大 [看護医療]看護❷ 

上智大 [総合人間]看護❷❸ 

東京農業大 [応用生物科学]栄養科学❸ 

同志社大 [生命医科学]医生命システム❸ 

立命館大 [薬]薬❸❹、創薬科学❸❹ 

55.0～57.4 

北里大 [薬]生命創薬科学❸ 

東京薬科大 [薬]全学科❸ 

星薬科大 [薬]薬❸ 

京都薬科大 [薬]薬❸ 

同志社大 [生命医科学]医工❸、医情報❸ 

近畿大 [薬]医療薬❸ 

天理医療大 [医療]臨床検査(セ)② 

福岡大 [薬]薬❸ 

国立看護大 [看護]看護❺ 

52.5～54.9 

淑徳大 [看護栄養]看護❸、栄養❸ 

北里大 [看護]看護❷ 

昭和大 [歯]歯❸ 

聖路加国際大 [看護]看護❶❷ 

東邦大 [薬]薬❸ 

日本赤十字看護大 [看護]看護❸ 

星薬科大 [薬]創薬科学❸ 

武蔵野大 [看護]看護❷❸、[薬]薬❸ 

明治薬科大 [薬]薬❸ 

名城大 [薬]薬❸ 

同志社女子大 [薬]医療薬❸ 

大阪薬科大 [薬]薬学科❸ 

近畿大 [薬]創薬科学❸、[農]食品栄養❸ 

神戸薬科大 [薬]薬❸ 

天理医療大 [医療]看護(セ)② 

産業医科大 [産業保健]看護(セ)④❷ 

防衛医科大 [医学教育]看護❹ 

50.0～52.4 

札幌保健医療大 [保健医療]栄養❷ 

天使大 [看護栄養]看護❸ 

北海道医療大 [看護福祉]看護❸、[医療技術]臨

床検査❸ 

日本赤十字秋田看護大 [看護]看護❸ 

国際医療福祉大 [小田原保健医療]理学療法❷ 

自治医科大 [看護]看護❸ 

女子栄養大 [栄養]実践栄養❷ 

北里大 [医療衛生]医療検査❸、医療工❸、リハビ

リテーション❸ 

杏林大 [保健]看護❸、理学療法❸、臨床心理❷ 

順天堂大 [医療看護]看護❸ 

昭和大 [薬]薬❸ 

昭和女子大 [生活科学]管理栄養❸ 

昭和薬科大 [薬]薬❸ 

帝京大 [薬]薬❸、[医療技術]看護❸、臨床検査

❸ 

東京歯科大 [歯]歯❸ 

東京慈恵会医科大 [医]看護❹ 

日本大 [歯]歯❸、[薬]薬❸ 

日本歯科大 [生命歯]生命歯❸ 

明治薬科大 [薬]生命創薬科学❸ 

岐阜保健大 [看護]看護❷ 

愛知学院大 [薬]医療薬❸ 

椙山女学園大 [看護]看護❷ 

中京大 [スポーツ科学]スポーツ健康科学❷❸ 

藤田医科大 [医療科学]放射線❸ 

京都橘大 [看護]看護❷❸ 

同志社女子大 [看護]看護❷❸ 

佛教大 [保健医療技術]理学療法❸、看護❸ 

大阪医科大 [看護]看護❷❸ 

摂南大 [薬]薬❸ 

神戸学院大 [薬]薬❸ 

畿央大 [健康科学]理学療法❷❸、健康栄養❷❸ 

川崎医療福祉大 [リハビリテーション]理学療法❷

❸❹、作業療法❷❸❹、言語聴覚療法❷❸❹、視



能療法❷❸❹ 

広島国際大 [保健医療]診療放射線❷❸ 

福岡大 [医]看護❸ 

47.5～49.9 

天使大 [看護栄養]栄養❸ 

北海道医療大 [薬]薬❸、[リハビリテーション科学]

理学療法❸ 

国際医療福祉大 [保健医療]看護❷、理学療法

❷、放射線・情報科学❷、[薬]薬❸、[小田原保健

医療]看護❷、[成田看護]看護❷ 

杏林大 [保健]臨床検査技術❸、診療放射線技術

❸ 

駒澤大 [医療健康科学]診療放射線技術科学❸ 

昭和大 [保健医療]看護❸、理学療法❸ 

創価大 [看護]看護❹ 

帝京大 [医療技術]診療放射線❸ 

帝京平成大 [薬]薬❷、[健康メディカル]理学療法

❷ 

東京医科大 [医]看護❸ 

東京医療保健大 [医療保健]医療栄養❷ 

東京工科大 [医療保健]理学療法❸ 

東邦大 [看護]看護❷、[健康科学]看護❷❸ 

麻布大 [生命・環境科学]臨床検査技術❷ 

横浜薬科大 [薬]漢方薬❷、臨床薬❷、健康薬❷ 

岐阜医療科学大 [看護]看護❷ 

聖隷クリストファー大 [リハビリテーション]理学療法

❷❸ 

愛知医科大 [看護]看護❸ 

愛知淑徳大 [健康医療科学]健康栄養❷❸ 

一宮研伸大 [看護]看護❸ 

金城学院大 [薬]薬❷❸ 

名古屋学芸大 [看護]看護❷❸ 

日本福祉大 [健康科学]リハビリテーション❷❸、

[看護]看護❷❸ 

京都橘大 [健康科学]理学療法❷❸ 

佛教大 [保健医療技術]作業療法❸ 

大阪歯科大 [歯]歯❸、[医療保健]口腔保健❷

❸、口腔工❷❸ 

関西医科大 [看護]看護❸ 

近畿大 [生物理工]医用工❸ 

千里金蘭大 [看護]看護❷❸ 

大和大 [保健医療]看護❷❸、総合リハビリ❷❸ 

関西福祉大 [看護]看護❷ 

甲南女子大 [看護リハビリテーション]看護❷❸ 

神戸学院大 [栄養]栄養❷❸ 

神戸女子大 [看護]看護❷❸ 

武庫川女子大 [薬]薬❸、健康生命薬科学❸、[看

護]看護❸ 

畿央大 [健康科学]看護医療❷❸ 

川崎医療福祉大 [保健看護]保健看護❷❸❹ 

吉備国際大 [保健医療福祉]理学療法❶❷❸ 

広島国際大 [総合リハビリテーション]リハビリテー

ション❷❸ 

久留米大 [医]看護❷ 

九州看護福祉大 [看護福祉]看護❷ 

崇城大 [薬]薬❸ 

45.0～47.4 

札幌保健医療大 [保健医療]看護❸ 

日本赤十字北海道看護大 [看護]看護❷ 

藤女子大 [人間生活]食物栄養❷❸ 

北海道医療大 [歯]歯❷、[リハビリテーション科学]

作業療法❸ 

東北医科薬科大 [薬]薬❸ 

東北福祉大 [健康科学]保健看護❸、リハビリテー

ション❸ 

常磐大 [看護]看護❷ 

国際医療福祉大 [保健医療]作業療法❷、視機能

療法❷、[小田原保健医療]作業療法❷、[福岡看

護]看護❷、[福岡保健医療]理学療法❷、医学検

査❷ 

獨協医科大 [看護]看護❸ 

群馬パース大 [保健科学]看護❷ 

埼玉医科大 [保健医療]看護❷、理学療法❷ 

十文字学園女子大 [人間生活]食物栄養❷ 

女子栄養大 [栄養]保健栄養❷ 

明海大 [歯]歯❷、[保健医療]口腔保健❷❸ 

了德寺大 [健康科学]理学療法❷、整復医療・トレ

ーナー❷ 

北里大 [医療衛生]健康科学❷ 

共立女子大 [看護]看護❸ 

杏林大 [保健]臨床工❸、作業療法❸ 

国士舘大 [体育]スポーツ医科学❷ 

昭和女子大 [生活科学]健康デザイン❸ 

大東文化大 [スポーツ・健康科学]看護❷❸ 

帝京大 [福岡医療技術]看護❸ 

帝京平成大 [健康メディカル]健康栄養❷、作業療

法❷ 

東海大 [医]看護❸ 

東京家政大 [健康科学]看護❸、リハビリテーショ

ン❷ 

東京工科大 [医療保健]臨床工❸、臨床検査❸ 

東京女子医科大 [看護]看護❸ 

東洋大 [ライフデザイン]健康スポーツ❸❹ 

日本大 [松戸歯]歯❷ 

関東学院大 [栄養]管理栄養❷❸、[看護]看護❷

❸ 

相模女子大 [栄養科学]管理栄養❸ 

横浜薬科大 [薬]薬科学❷ 

新潟青陵大 [看護]看護❸ 

長野保健医療大 [看護]看護❸ 

岐阜医療科学大 [保健科学]放射線技術❷ 

岐阜聖徳学園大 [看護]看護❷ 

聖隷クリストファー大 [看護]看護❸ 

愛知学院大 [心身科学]健康栄養❷ 

愛知淑徳大 [健康医療科学]医療貢献❷❸、スポ

ーツ・健康医科学❷❸ 

中京大 [スポーツ科学]競技スポーツ科学❷❸ 

中部大 [生命健康科学]保健看護❷❸、理学療法

❷❸ 

豊橋創造大 [保健医療]看護❷❸ 

名古屋学院大 [リハビリテーション]理学療法❷❸ 

名古屋女子大 [健康科学]健康栄養❷、看護❷ 

日本赤十字豊田看護大 [看護]看護❸ 

藤田医科大 [医療科学]医療検査❸、[保健衛生]

看護❸、リハビリテーション❸ 

鈴鹿医療科学大 [保健衛生]放射線技術科学❷、

医療栄養❷、[看護]看護❷ 

四日市看護医療大 [看護]看護❸ 

長浜バイオ大 [バイオサイエンス]フロンティアバイ

オ❷ 

京都看護大 [看護]看護❷❸ 

京都産業大 [生命科学]先端生命科学❷❸ 

大阪大谷大 [薬]薬❸ 

大阪樟蔭女子大 [健康栄養]健康栄養❷❸ 

関西医療大 [保健医療]作業療法❷❸、臨床検査

❷❸、[保健看護]保健看護❷❸ 

摂南大 [看護]看護❸ 

梅花女子大 [看護保健]看護❸ 

神戸学院大 [総合リハビリテーション]理学療法❷

❸ 

園田学園女子大 [人間健康]人間看護❷ 

姫路獨協大 [医療保健]理学療法❸ 

兵庫医療大 [薬]医療薬❷❸、[看護]看護❷❸、

[リハビリテーション]理学療法❷❸ 

吉備国際大 [保健医療福祉]看護❶❷❸ 

倉敷芸術科学大 [生命科学]生命医科学❷ 

日本赤十字広島看護大 [看護]看護❸ 

広島国際大 [看護]看護❷❸、[薬]薬❷❸ 

安田女子大 [家政]管理栄養❸ 

中村学園大 [栄養科学]栄養科学❸ 

福岡女学院看護大 [看護]看護❸ 

熊本保健科学大 [保健科学]医学検査❸、看護

❸、リハビリテーション❸ 

42.5～44.9 

北海道医療大 [リハビリテーション科学]言語聴覚

療法❸ 

北海道科学大 [保健医療]診療放射線❸ 

東北医科薬科大 [薬]生命薬科学❸ 

宮城学院女子大 [生活科学]食品栄養学❹ 

茨城キリスト教大 [看護]看護❸ 

国際医療福祉大 [保健医療]言語聴覚❷、[福岡

保健医療]作業療法❷、言語聴覚❷、[成田保健医

療]理学療法❷ 

群馬医療福祉大 [看護]看護❷ 

群馬パース大 [保健科学]理学療法❷ 

高崎健康福祉大 [薬]薬❸、[保健医療]理学療法

❷ 

埼玉医科大 [保健医療]臨床検査❷ 

城西大 [薬]薬❸、薬科学❷ 

女子栄養大 [栄養]食文化栄養❷ 

日本医療科学大 [保健医療]診療放射線❷、リハ

ビリテーション❷ 

文教大 [健康栄養]管理栄養❸ 

杏林大 [保健]健康福祉❸、救急救命❸ 

駒沢女子大 [看護]看護❷ 

順天堂大 [保健看護]看護❸ 

昭和大 [保健医療]作業療法❸ 

帝京大 [医療技術]スポーツ医療❸、[福岡医療技

術]診療放射線❸ 

帝京科学大 [医療科学]東京理学療法❷、看護❷ 

帝京平成大 [ヒューマンケア]看護❷ 

東海大 [健康]健康マネジメント❸ 

東京医療学院大 [保健医療]リハビリテーション❸ 

東京医療保健大 [医療保健]看護❷、[東が丘・立

川看護]看護❷、[千葉看護]看護❷、[和歌山看護]

看護❷ 

東京工科大 [医療保健]看護❸ 

東京都市大 [工]医用工❸ 

東洋大 [食環境科学]健康栄養❸ 

文京学院大 [保健医療技術]理学療法❷❸、臨床

検査❷❸、看護❷❸ 

鶴見大 [歯]歯❸ 

長岡崇徳大 [看護]看護❸ 

新潟医療福祉大 [医療技術]臨床技術❸、[健康

科学]健康栄養❸、[看護]看護❸ 

金沢医科大 [看護]看護❸ 

朝日大 [保健医療]看護❷、[歯]歯❷ 

岐阜医療科学大 [保健科学]臨床検査❷ 

聖隷クリストファー大 [リハビリテーション]作業療法

❷❸ 

愛知学院大 [歯]歯❸ 

至学館大 [健康科学]栄養科学❷❸ 

星城大 [リハビリテーション]リハビリテーション❸ 

中部大 [生命健康科学]生命医科学❷❸、作業療

法❷❸、臨床工❷❸ 

豊橋創造大 [保健医療]理学療法❷❸ 

鈴鹿医療科学大 [薬]薬❸ 

京都光華女子大 [健康科学]健康栄養❸、看護❸ 

京都橘大 [健康科学]作業療法❷❸、救急救命❷

❸、臨床検査❷❸ 

藍野大 [医療保健]看護❷❸、理学療法❷❸ 

大阪電気通信大 [医療福祉工]理学療法❷❸ 

関西医療大 [保健医療]理学療法❷❸ 

関西福祉科学大 [保健医療]リハビリテーション❷

❸ 

四條畷学園大 [看護]看護❷ 

四天王寺大 [看護]看護❷❸ 

甲南女子大 [看護リハビリテーション]理学療法❷

❸ 

神戸学院大 [総合リハビリテーション]作業療法❷

❸ 

神戸女子大 [健康福祉]健康スポーツ栄養❷❸ 

神戸常盤大 [保健科学]医療検査❸、看護❸ 

宝塚医療大 [保健医療]理学療法❷ 

兵庫医療大 [リハビリテーション]作業療法❷❸ 

奈良学園大 [保健医療]看護❷❸ 

川崎医療福祉大 [医療技術]臨床栄養❷❸❹ 

就実大 [薬]薬❷ 

美作大 [生活科学]食物❷ 

広島国際大 [保健医療]医療技術❷❸、[総合リハ

ビリテーション]リハビリテーション支援❷❸、[医療

栄養]医療栄養❷❸ 

安田女子大 [薬]薬❸、[看護]看護❸ 

徳島文理大 [保健福祉]診療放射線❷ 

松山大 [薬]医療薬❸ 

九州栄養福祉大 [リハビリテーション]理学療法❷ 

西南女学院大 [保健福祉]看護❷ 

聖マリア学院大 [看護]看護❸ 

日本赤十字九州国際看護大 [看護]看護❸ 

福岡国際医療福祉大 [医療]理学療法❷、作業療

法❷、視能訓練❷ 

福岡歯科大 [口腔歯]口腔歯❸ 

活水女子大 [看護]看護❸ 

長崎国際大 [薬]薬❸ 



鹿児島純心女子大 [看護栄養]看護❷ 

40.0～42.4 

旭川大 [保健福祉]保健看護❸ 

日本医療大 [保健医療]看護❸、リハビリテーショ

ン❸、診療放射線❸ 

北海道科学大 [薬]薬❸、[保健医療]看護❸、理

学療法❸、義肢装具❸、臨床工❸ 

北海道千歳リハビリテーション大 [健康科学]リハビ

リテーション❷ 

北海道文教大 [人間科学]理学療法❸、作業療法

❸、看護❸ 

青森大 [薬]薬❸ 

岩手医科大 [薬]薬❸、[看護]看護❸ 

岩手保健医療大 [看護]看護❸ 

盛岡大 [栄養科学]栄養科学❷ 

東北福祉大 [健康科学]医療経営管理❸ 

東北文化学園大 [医療福祉]リハビリテーション❸ 

秋田看護福祉大 [看護福祉]看護❸ 

医療創生大 [薬]薬❷❸、[健康医療科学]理学療

法❷❸ 

つくば国際大 [医療保健]看護❸、診療放射線❸ 

国際医療福祉大 [成田保健医療]作業療法❷、言

語聴覚❷、医学検査❷ 

群馬医療福祉大 [リハビリテーション]リハビリテー

ション❷ 

群馬パース大 [保健科学]検査技術❷、放射線

❷、臨床工❷ 

高崎健康福祉大 [保健医療]看護❷ 

埼玉医科大 [保健医療]臨床工❷ 

十文字学園女子大 [人間生活]健康栄養❷ 

城西大 [薬]医療栄養❷ 

東都医療大 [ヒューマンケア]看護❷、[幕張ヒュー

マンケア]看護❷、理学療法❷、[管理栄養]管理栄

養❷ 

日本医療科学大 [保健医療]看護❷、臨床工❷ 

日本薬科大 [薬]薬❷ 

人間総合科学大 [保健医療]リハビリテーション❷ 

秀明大 [看護]看護❸ 

城西国際大 [看護]看護❸、[薬]医療薬❸ 

聖徳大 [看護]看護❸ 

千葉科学大 [薬]薬❷、[看護]看護❷ 

了德寺大 [健康科学]看護❷ 

大東文化大 [スポーツ・健康科学]健康科学❷❸ 

帝京大 [医療技術]柔道整復❸、[福岡医療技術]

理学療法❸、作業療法❸、医療技術❸ 

帝京科学大 [生命環境]生命科学❷、[医療科学]

理学療法❷、作業療法❷、東京柔道整復❷、医療

福祉❷ 

東海大 [工]医用生体工❸ 

東京有明医療大 [看護]看護❸ 

東京医療学院大 [保健医療]看護❸ 

東京医療保健大 [医療保健]医療情報❷ 

東京工科大 [医療保健]作業療法❸ 

東京純心大 [看護]看護❸ 

日本歯科大 [新潟生命歯]生命歯❸ 

文京学院大 [保健医療技術]作業療法❷❸ 

目白大 [保健医療]理学療法❷❸、作業療法❷

❸、言語聴覚❷❸、[看護]看護❸ 

神奈川工科大 [看護]看護❸ 

神奈川歯科大 [歯]歯❷ 

湘南医療大 [保健医療]看護❸、リハビリテーショ

ン❷ 

横浜創英大 [看護]看護❸ 

新潟医療福祉大 [リハビリテーション]理学療法

❸、作業療法❸、言語聴覚❸、義肢装具自立支援

❸、[医療技術]救急救命❸、診療放射線❸ 

新潟薬科大 [薬]薬❸ 

金城大 [医療健康]理学療法❸、[看護]看護❸ 

北陸大 [医療保健]医療技術❸、[薬]薬❸ 

福井医療大 [保健医療]リハビリテーション❸、看

護❸ 

山梨学院大 [健康栄養]管理栄養❷❸ 

佐久大 [看護]看護❸ 

長野保健医療大 [保健科学]リハビリテーション❸ 

松本歯科大 [歯]歯❷ 

岐阜協立大 [看護]看護❷ 

中部学院大 [看護リハビリテーション]理学療法

❷、看護❷ 

聖隷クリストファー大 [リハビリテーション]言語聴覚

❷❸ 

常葉大 [健康科学]看護❸、静岡理学療法❸、[健

康プロデュース]健康栄養❸、[保健医療]理学療法

❸ 

中部大 [応用生物]食品栄養科学❷❸、[生命健

康科学]スポーツ保健医療❷❸ 

名古屋文理大 [健康生活]健康栄養❷ 

人間環境大 [看護]看護❸、[松山看護]看護❷ 

鈴鹿医療科学大 [医用工]臨床工❷ 

京都医療科学大 [医療科学]放射線技術❶❷ 

京都先端科学大 [健康医療]看護❸ 

藍野大 [医療保健]作業療法❷❸、臨床工❶❷❸ 

大阪青山大 [健康科学]看護❷ 

大阪電気通信大 [医療福祉工]医療福祉工❷❸、

健康スポーツ科学❷❸ 

大阪保健医療大 [保健医療]リハビリ❷ 

関西医療大 [保健医療]はり灸・スポーツトレーナ

ー❷❸ 

四條畷学園大 [リハビリテーション]リハビリテーショ

ン❷ 

千里金蘭大 [生活科学]食物栄養❶❷ 

森ノ宮医療大 [保健医療]理学療法❷❸、看護❷

❸、作業療法❷❸、臨床工❷❸、臨床検査❷❸ 

大手前大 [健康栄養]管理栄養❷❸、[国際看護]

看護❷❸ 

関西看護医療大 [看護]看護❷ 

関西国際大 [保健医療]看護❸ 

神戸国際大 [リハビリテーション]理学療法❷ 

園田学園女子大 [人間健康]食物栄養❷ 

姫路大 [看護]看護❷ 

姫路獨協大 [医療保健]作業療法❸、[薬]医療薬

❸、[看護]看護❸ 

奈良学園大 [保健医療]リハビリテーション❷❸ 

鳥取看護大 [看護]看護❷ 

岡山理科大 [理]臨床生命科学❷❸ 

川崎医療福祉大 [医療技術]臨床検査❷❸❹、診

療放射線技術❷❸、臨床工❷❸ 

吉備国際大 [保健医療福祉]作業療法❶❷❸ 

くらしき作陽大 [食文化]栄養❷ 

比治山大 [健康栄養]管理栄養❷❸ 

広島工業大 [生命]生体医工❸ 

広島国際大 [医療福祉]医療福祉❷❸ 

広島修道大 [健康科学]健康栄養❹ 

広島都市学園大 [健康科学]リハビリテーション❷ 

広島文化学園大 [看護]看護❷ 

福山大 [薬]薬❸ 

四国大 [看護]看護❷ 

徳島文理大 [薬]薬❸、[保健福祉]口腔保健❷、

臨床工❷、理学療法❷、看護❷、[香川薬]薬❷ 

九州栄養福祉大 [リハビリテーション]作業療法❷ 

純真学園大 [保健医療]看護❸、放射線技術科学

❸、検査科学❸ 

福岡看護大 [看護]看護❸ 

西九州大 [看護]看護❷ 

長崎国際大 [健康管理]健康栄養❸ 

九州看護福祉大 [看護福祉]リハビリテーション❷ 

九州保健福祉大 [薬]薬❶❷❸、[生命医科学]生

命医科学❶❷❸ 

 

家政系統 
 
57.5～59.9 

日本女子大 [家政]食物❷ 

55.0～57.4 

東京家政大 [家政]栄養❷ 

日本女子大 [家政]住居❷ 

同志社女子大 [生活科学]食物栄養科学❸ 

52.5～54.9 

日本女子大 [家政]児童❷、被服❷ 

椙山女学園大 [生活科学]管理栄養❷ 

京都女子大 [家政]食物栄養❷❸、生活造形❷❸ 

武庫川女子大 [生活環境]食物栄養❷❸ 

50.0～52.4 

大妻女子大 [家政]食物❷ 

國學院大 [人間開発]子ども支援❸ 

昭和女子大 [生活科学]食安全マネジメント❷ 

東京家政大 [家政]児童❷ 

鎌倉女子大 [家政]管理栄養❷ 

金城学院大 [生活環境]食環境栄養❶❷❸ 

名古屋学芸大 [管理栄養]管理栄養❷❸ 

同志社女子大 [生活科学]人間生活❷❸ 

神戸女子大 [家政]管理栄養士養成❷❸ 

武庫川女子大 [生活環境]生活環境❷❸ 

47.5～49.9 

大妻女子大 [家政]児童❷ 

共立女子大 [家政]建築・デザイン❸ 

実践女子大 [生活科学]食生活科学❷❸ 

昭和女子大 [生活科学]環境デザイン❷ 

椙山女学園大 [生活科学]生活環境デザイン❷ 

東海学園大 [健康栄養]管理栄養❷❸ 

京都女子大 [発達教育]児童❷❸ 

川崎医療福祉大 [医療福祉]子ども医療福祉❷❸

❹ 

ノートルダム清心女子大 [人間生活]食品栄養❸ 

45.0～47.4 

尚絅学院大 [健康栄養]健康栄養❸ 

大妻女子大 [家政]ライフデザイン❷ 

共立女子大 [家政]食物栄養❸、児童❸ 

実践女子大 [生活科学]生活文化❷❸ 

東京家政大 [子ども]子ども支援❷ 

東京家政学院大 [現代生活]食物❷ 

東京都市大 [人間科学]児童❷ 

鎌倉女子大 [家政]家政保健❷ 

金城学院大 [生活環境]環境デザイン❶❷❸ 

京都橘大 [発達教育]児童教育❷❸ 

龍谷大 [農]食品栄養❸❹ 

ノートルダム清心女子大 [人間生活]人間生活❸ 

九州栄養福祉大 [食物栄養]食物栄養❷ 

久留米大 [人間健康]総合子ども❸ 

42.5～44.9 

藤女子大 [人間生活]保育❷❸ 

和洋女子大 [家政]健康栄養❷ 

大妻女子大 [家政]被服❷ 

共立女子大 [家政]被服❸ 

駒沢女子大 [人間健康]健康栄養❷ 

東京家政大 [家政]服飾美術❷ 

東洋大 [食環境科学]食環❸ 

日本体育大 [児童スポーツ教育]児童スポーツ教

育❷ 

立正大 [社会福祉]子ども教育福祉❸ 

鎌倉女子大 [児童]児童❷ 

相模女子大 [栄養科学]健康栄養❷ 

金城学院大 [生活環境]生活マネジメント❶❷❸ 

帝塚山学院大 [人間科学]食物栄養❷❸ 

甲南女子大 [医療栄養]医療栄養❷❸ 

神戸女子大 [家政]家政❷❸ 

畿央大 [健康科学]人間環境デザイン❷❸ 

広島女学院大 [人間生活]管理栄養❶❷ 

九州女子大 [家政]栄養❷ 

40.0～42.4 

藤女子大 [人間生活]人間生活❷❸ 

北海道文教大 [人間科学]健康栄養❷ 

東北女子大 [家政]健康栄養(セ)③④ 

宮城学院女子大 [生活科学]生活文化デザイン学

❸ 

茨城キリスト教大 [生活科学]食物健康科学❸ 

高崎健康福祉大 [健康福祉]健康栄養❷ 

十文字学園女子大 [人間生活]幼児教育❷ 

駒沢女子大 [人間総合]住空間デザイン❷ 

実践女子大 [生活科学]生活環境❷❸、現代生活

❷❸ 

東京家政学院大 [現代生活]現代家政❷、生活デ

ザイン❷、児童❷、[人間栄養]人間栄養❷ 

東京聖栄大 [健康栄養]管理栄養❸ 

目白大 [人間]子ども❷ 

神奈川工科大 [応用バイオ科学]栄養生命科学❸ 

関東学院大 [人間共生]共生デザイン❷❸ 

岐阜女子大 [家政]健康栄養❷ 

愛知学泉大 [家政]家政❷❸ 

名古屋学芸大 [メディア造形]ファッション造形❷ 

名古屋女子大 [家政]生活環境❷ 

京都造形芸術大 [芸術]こども芸術❷ 

大阪青山大 [健康科学]健康栄養❶❷ 

甲南女子大 [人間科学]生活環境❷ 



神戸芸術工科大 [芸術工]ファッションデザイン❶ 

帝塚山大 [現代生活]食物栄養❷❸ 

安田女子大 [家政]生活デザイン❷ 

四国大 [生活科学]管理栄養士養成❷ 

活水女子大 [健康生活]食生活健康❷ 

熊本学園大 [社会福祉]子ども家庭福祉❸ 

鹿児島純心女子大 [看護栄養]健康栄養❷ 

40 未満 

酪農学園大 [農食環境]食と健康❷ 

東北女子大 [家政]児童❷ 

東北工業大 [ライフデザイン]安全安心生活デザイ

ン❷ 

東北生活文化大 [家政]家政❷❸ 

つくば国際大 [医療保健]保健栄養❸ 

常磐大 [人間科学]健康栄養❷ 

埼玉学園大 [人間]子ども発達❷ 

江戸川大 [メディアコミュニケーション]こどもコミュ

ニケーション❷ 

川村学園女子大 [生活創造]生活文化❷ 

聖徳大 [児童]児童❷ 

和洋女子大 [家政]服飾造形❷、家政福祉❷ 

駒沢女子大 [人間総合]全学科❷ 

杉野服飾大 [服飾]服飾❷、服飾表現❷ 

帝京科学大 [教育人間科学]幼児保育❷ 

東京聖栄大 [健康栄養]食品❸ 

文化学園大 [服装]ファッションクリエイション❷、フ

ァッション社会❷、[造形]建築・インテリア❷、[現代

文化]国際ファッション文化❷ 

松蔭大 [コミュニケーション文化]子ども❷ 

田園調布学園大 [子ども未来]子ども未来❷ 

仁愛大 [人間生活]健康栄養❷❸ 

岐阜女子大 [家政]生活科学❷ 

常葉大 [健康プロデュース]こども健康❷❸ 

名古屋文理大 [健康生活]フードビジネス❷ 

京都華頂大 [現代家政]現代家政❷ 

京都ノートルダム女子大 [現代人間]福祉生活デ

ザイン❷ 

大阪樟蔭女子大 [学芸]化粧ファッション❷❸ 

大阪総合保育大 [児童保育]児童保育❷❸ 

大阪人間科学大 [人間科学]子ども保育❷ 

千里金蘭大 [生活科学]児童教育❶❷ 

相愛大 [人間発達]発達栄養❷ 

梅花女子大 [食文化]食文化❷ 

羽衣国際大 [人間生活]人間生活❷、食物栄養❷ 

神戸松蔭女子学院大 [人間科学]都市生活❷、フ

ァッション・ハウジングデザイン❷ 

兵庫大 [生涯福祉]こども福祉❷ 

帝塚山大 [現代生活]居住空間デザイン❷❸ 

岡山学院大 [人間生活]食物栄養❶ 

くらしき作陽大 [食文化]現代食文化❷ 

中国学園大 [現代生活]人間栄養❷ 

広島女学院大 [人間生活]生活デザイン❶❷ 

福山平成大 [福祉健康]こども❸ 

四国大 [生活科学]人間生活科学❷、児童❷ 

徳島文理大 [人間生活]児童❷、建築デザイン

❷、人間生活❷ 

九州女子大 [家政]人間生活❷ 

南九州大 [健康栄養]管理栄養❸、食品開発科学

❷ 

鹿児島国際大 [福祉社会]児童❸ 

沖縄大 [健康栄養]管理栄養❸ 

 


