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 【私立大学・文系版】 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。 

 

人文科学系統 
 
65.0～67.4 

立命館大 [グローバル教養]グローバル教養(セ)③

④ 

62.5～64.9 

慶應義塾大 [文]人文社会❷ 

上智大 [外国語]英語❷❸ 

早稲田大 [教育]社会❸、[文化構想]文化構想❷

❸、[文]文❷❸ 

60.0～62.4 

上智大 [文]哲❷❸、史❷❸、国文❷❸、英文❷

❸、ドイツ文❷❸、フランス文❷❸、[外国語]ドイツ

語❷❸、フランス語❷❸、イスパニア語❷❸、ロシ

ア語❷❸、ポルトガル語❷❸ 

立教大 [異文化コミュニケーション]異文化コミュニ

ケーション❷❸、[現代心理]心理❷❸ 

早稲田大 [教育]国語国文学❸、英語英文学❸、

複合文化学❸ 

同志社大 [文]英文❸、文化史❸、国文❸、[心理]

心理❸、[グローバル・コミュニケーション]グローバ

ル・コミュニケーション❸、[グローバル地域文化]グ

ローバル地域文化❸ 

57.5～59.9 

獨協大 [外国語]英語❶❷ 

青山学院大 [文]英米文❶❷❸、日本文❷❸、史

❸、[教育人間科学]心理❸ 

法政大 [文]心理❷❸ 

明治大 [文]史学地理❸、心理社会❸ 

立教大 [文]文❷❸、史❷❸ 

南山大 [外国語]英米❸ 

同志社大 [文]哲❸ 

関西大 [外国語]外国語❷❸ 

関西学院大 [神]全コース❸ 

55.0～57.4 

青山学院大 [文]フランス文❶❸ 

学習院大 [文]哲❸、史❸、日本語日本文❸、英

語英米文化❸、ドイツ語圏文化❸、フランス語圏文

化❸、心理❸ 

國學院大 [文]史❸ 

中央大 [文]人文社会❷❸ 

津田塾大 [学芸]英語英文❸、多文化・国際協力

❸ 

法政大 [文]哲❷❸、日本文❶❸、英文❶❷❸、

史❷❸、[国際文化]国際文化❷❸ 

明治大 [文]文❸ 

明治学院大 [文]英文❸ 

立教大 [観光]交流文化❷❸、[現代心理]映像身

体❷❸ 

南山大 [人文]心理人間❸、[外国語]スペイン・ラ

テンアメリカ❸、フランス❸、ドイツ❸、アジア❸ 

同志社大 [神]神❸ 

立命館大 [文]人文❸、[総合心理]総合心理❸ 

関西大 [文]総合❷❸ 

関西学院大 [文]文化❸、総合心理科学❸、文学

❸ 

西南学院大 [文]外国語❷❸ 

52.5～54.9 

國學院大 [文]日本文❸、外国語文化❸、哲❸ 

成蹊大 [文]日本文❷❸、国際文化❷❸ 

二松學舍大 [文]全学科❶❷❸ 

日本大 [文理]心理❸ 

日本女子大 [文]英文❸ 

法政大 [文]地理❷❸ 

明治学院大 [心理]心理❷❸ 

立教大 [文]キリスト教❷❸ 

立正大 [文]哲❸、史❸、文❸、[仏教]仏教❸ 

南山大 [人文]人類文化❸、日本文化❸ 

龍谷大 [文]臨床心理❸、歴史❸、日本語日本文

❸ 

関西外国語大 [英語キャリア]英語キャリア❶❷ 

西南学院大 [文]英文❷❸、[人間科学]心理❸、

[国際文化]国際文化❸ 

50.0～52.4 

北星学園大 [文]英文❷ 

獨協大 [外国語]ドイツ語❷、フランス語❷ 

文教大 [文]日本語日本文❷❸、外国語❶❸ 

学習院女子大 [国際文化交流]日本文化❸、英語

コミュニケーション❸ 

國學院大 [文]中国文❸ 

駒澤大 [文]国文❸、歴史❸、心理❸ 

上智大 [神]神❷❸ 

成蹊大 [文]英語英米文❷❸ 

成城大 [文芸]国文❷❸、英文❷❸、文化史❷

❸、ヨーロッパ文化❷❸ 

専修大 [人間科学]心理❸ 

東京女子大 [現代教養]国際英語❷❸、人文❷

❸、心理・コミュニケーション❷❸ 

東洋大 [文]史❸❹、[社会]社会心理❸❹ 

日本大 [文理]史❸、国文❸ 

日本女子大 [文]日本文❸、史❸、[人間社会]心

理❷❸、文化❷❸ 

法政大 [現代福祉]臨床心理❶❷❸ 

武蔵大 [人文]英語英米文化❶❷❸、ヨーロッパ文

化❶❷❸、日本・東アジア文化❶❷❸ 

武蔵野大 [グローバル]日本語コミュニケーション

❷❸ 

明治学院大 [文]フランス文❷❸ 

愛知大 [国際コミュニケーション]英語❸❹、[文]人

文社会❸❹ 

愛知淑徳大 [文]国文❷❸ 

中京大 [国際教養]国際教養❷❸、[国際英語]国

際英語❷❸、[心理]心理❷❸ 

名古屋外国語大 [外国語]英米語❷❸、フランス

語❷❸、中国語❷❸、[世界教養]国際日本❷❸、

[現代国際]現代英語❷❸、国際教養❷❸ 

京都産業大 [外国語]英語❶❷❸❹ 

京都女子大 [文]国文❷❸、英文❷、史❷❸ 

同志社女子大 [学芸]国際教養❷❸、[表象文化]

英語英文❷❸ 

龍谷大 [文]英語英米文❸、[国際]国際文化❷❸ 

関西外国語大 [外国語]英米語❶❷、スペイン語

❶❷ 

近畿大 [文芸]文❸、文化・歴史❸、文化デザイン

❸ 

甲南大 [文]日本語日本文❷❸、人間科学❷❸、

歴史文化❷❸ 

神戸女学院大 [文]英文❷❸ 

武庫川女子大 [文]心理・社会福祉❷❸ 

福岡大 [人文]文化❸、歴史❸、日本語日本文

❸、教育・臨床心理❸、英語❸ 

47.5～49.9 

東北学院大 [文]歴史❷❸ 

文教大 [人間科学]心理❸、[文]英米語英米文❶

❸ 

神田外語大 [外国語]英米語❷、イベロアメリカ言

語❷、国際コミュニケーション❷ 

大妻女子大 [文]日本文❷、英語英文❷ 

駒澤大 [文]英米文❸ 

聖心女子大 [現代教養]英語文化コミュニケーショ

ン❸、日本語日本文❸、哲❸、史❸、心理❸ 

専修大 [文]日本文学文化❸、英語英米文❸、歴

史❸、環境地理❸、ジャーナリズム❸ 

東海大 [文]歴史❸ 

東洋大 [文]哲❸❹、日本文学文化❸❹、英米文

❸ 

日本大 [文理]中国語中国文化❸、英文❸、地理

❸ 

武蔵野大 [文]日本文学文化❷❸ 

神奈川大 [外国語]国際文化交流❶❸ 

フェリス女学院大 [文]日本語日本文❷❸ 

愛知大 [国際コミュニケーション]国際教養❸❹、

[文]心理、人文社会❸❹、心理❸❹ 

愛知学院大 [文]歴史❷❸ 

愛知淑徳大 [文]総合英語❷❸、[心理]心理❷

❸、[グローバル・コミュニケーション]グローバル・コ

ミュニケーション❷❸ 

金城学院大 [文]英語英米文化❶❷❸ 

中京大 [文]歴史文化❷❸、日本文❷❸、言語表

現❷❸ 

南山大 [人文]キリスト教❸ 

京都外国語大 [外国語]英米語❷❸ 

京都産業大 [文化]京都文化❷❸❹、国際文化❷

❸❹ 

同志社女子大 [表象文化]日本語日本文❷❸ 

佛教大 [歴史]歴史❸❹ 

龍谷大 [文]哲❸ 

甲南大 [文]英語英米文❷❸ 

神戸女学院大 [人間科学]心理・行動科学❷❸ 

武庫川女子大 [文]日本語日本文❷❸、英語文化

❷❸ 

ノートルダム清心女子大 [文]英語英文❸ 

西南学院大 [神]神❷❸ 

福岡大 [人文]フランス語❸、東アジア地域言語❸ 

45.0～47.4 

藤女子大 [文]英語文化❷❸、日本語・日本文❷

❸ 

北星学園大 [文]心理・応用コミュニケーション❸、

[社会福祉]福祉心理❸ 

北海学園大 [人文]日本文化❸、英米文化❸ 

東北学院大 [文]英文❷❸、総合人文❷❸ 

東北福祉大 [総合福祉]福祉心理❸ 

東北芸術工科大 [芸術]歴史遺産学❶❷ 

国際医療福祉大 [赤坂心理・医療福祉マネジメン

ト]心理❷ 

文教大 [人間科学]臨床心理❸ 

神田外語大 [外国語]アジア言語❷ 

麗澤大 [外国語]外国語❷❸ 

大妻女子大 [文]コミュニケーション文化❷ 

國學院大 [神道文化]神道文化❸ 

国士舘大 [文]文❷❸ 

駒澤大 [文]地理❸ 

昭和女子大 [人間文化]歴史文化❸、[人間社会]

心理❸、[国際]英語コミュニケーション❷ 

白百合女子大 [文]英語英文❷、[人間総合]児童

文化❷、発達心理❷ 

清泉女子大 [文]日本語日本文❷、文化史❷、英

語英文❷、スペイン語スペイン文❷ 

専修大 [文]日本語❸、哲❸ 

大正大 [心理社会]臨床心理❸❹、[文]日本文❸

❹、人文❸❹、歴史❸❹ 

大東文化大 [文]日本文❷❸ 

拓殖大 [外国語]英米語❷❸ 

玉川大 [文]英語教育❷、国語教育❷ 

帝京大 [文]日本文化❸、史❸ 

東海大 [文]日本文❸、[文化社会]アジア❸、ヨー

ロッパ・アメリカ❸、北欧❸、文芸創作❸、広報メデ



ィア❸、心理・社会❸ 

東洋大 [文]東洋思想文化❸ 

日本大 [文理]哲❸、ドイツ文❸ 

武蔵野大 [グローバル]グローバルコミュニケーショ

ン❷❸ 

立正大 [心理]臨床心理❸、対人・社会心理❸ 

神奈川大 [外国語]英語英文❷❸、スペイン語❷

❸ 

鎌倉女子大 [児童]子ども心理❷ 

フェリス女学院大 [文]英語英米文❷❸ 

愛知学院大 [文]日本文化❷❸ 

金城学院大 [文]日本語日本文化❶❷❸、外国語

コミュニケーション❶❷❸、[人間科学]多元心理❶

❷❸ 

名城大 [外国語]国際英語❸ 

京都外国語大 [外国語]スペイン語❷❸、フランス

語❷❸、日本語❷❸ 

京都産業大 [外国語]ヨーロッパ言語❶❷❸❹、ア

ジア言語❶❷❸❹ 

京都橘大 [文]日本語日本文❶❷❸ 

佛教大 [文]日本文❸❹、[歴史]歴史文化❸❹、

[教育]臨床心理❸❹ 

追手門学院大 [心理]心理❷❸ 

関西外国語大 [英語国際]英語国際❶❷ 

摂南大 [外国語]外国語❸❹ 

奈良大 [文]史❸、文化財❸ 

ノートルダム清心女子大 [文]日本語日本文❸ 

広島修道大 [人文]英語英文❷ 

松山大 [人文]英語英米文❷ 

福岡大 [人文]ドイツ語❸ 

42.5～44.9 

藤女子大 [文]文化総合❷❸ 

尚絅学院大 [心理・教育]心理❸ 

東北芸術工科大 [芸術]文芸学❶❷ 

大妻女子大 [比較文化]比較文化❷ 

共立女子大 [文芸]文芸❷❸ 

杏林大 [外国語]英語❷❸、観光交流文化❷❸ 

国士舘大 [文]史学地理❷❸ 

実践女子大 [文]国文❷❸ 

昭和女子大 [人間文化]日本語日本文❸ 

白百合女子大 [文]国語国文❷、フランス語フラン

ス文❷ 

拓殖大 [外国語]スペイン語❷❸ 

帝京大 [文]心理❸ 

東海大 [文]文明❸、英語文化コミュニケーション

❸ 

東京家政大 [人文]英語コミュニケーション❷、心

理カウンセリング❷ 

神奈川大 [外国語]中国語❸ 

新潟青陵大 [福祉心理]臨床心理❷ 

愛知学院大 [文]英語英米文化❷❸、グローバル

英語❷❸、[心身科学]心理❷❸ 

椙山女学園大 [国際コミュニケーション]国際言語

コミュニケーション❷ 

名城大 [人間]人間❸ 

皇學館大 [文]国文❷❸、国史❷❸ 

京都外国語大 [外国語]ドイツ語❷❸、中国語❷

❸ 

京都橘大 [健康科学]心理❷❸ 

京都文教大 [臨床心理]臨床心理❶❷ 

佛教大 [文]英米❸❹ 

阪南大 [国際コミュニケーション]国際コミュニケー

ション❷❸ 

神戸女子大 [文]史❷❸ 

天理大 [文]歴史文化❷ 

安田女子大 [文]日本文❷ 

久留米大 [文]心理❸、国際文化❸ 

40.0～42.4 

札幌学院大 [人文]英語英米文❶❷ 

北海道医療大 [心理科学]臨床心理❸ 

東京国際大 [言語コミュニケーション]英語コミュニ

ケーション❷❸ 

文教大 [文]中国語中国文❶❷❸ 

淑徳大 [総合福祉]実践心理❷、[人文]表現❷、

歴史❷ 

跡見学園女子大 [文]人文❷、現代文化表現❷、

[心理]臨床心理❷ 

杏林大 [外国語]中国語❷❸ 

実践女子大 [文]英文❷❸ 

大正大 [仏教]仏教❸❹ 

大東文化大 [文]中国文❷❸、歴史文化❷❸、[外

国語]英語❷❸、日本語❷❸ 

拓殖大 [外国語]中国語❷❸ 

帝京大 [外国語]外国語❸ 

帝京平成大 [健康メディカル]臨床心理❷ 

東海大 [海洋]海洋文明❸、[国際文化]国際コミュ

ニケーション❸ 

東京未来大 [モチベーション行動科学]モチベー

ション行動科学❶ 

文京学院大 [外国語]英語❷❸ 

明星大 [人文]国際コミュニケーション❷❸、日本

文化❷❸ 

目白大 [人間]心理カウンセリング❷、[外国語]英

米語❷、中国語❷、韓国語❷、日本語・日本語教

育❷ 

立正大 [地球環境科学]地理❸ 

和光大 [現代人間]心理教育❷ 

金沢工業大 [情報フロンティア]心理科学❸ 

常葉大 [外国語]英米語❷❸ 

桜花学園大 [学芸]英語❷ 

椙山女学園大 [国際コミュニケーション]表現文化

❷、[人間関係]心理❷ 

中部大 [人文]心理❷❸ 

名古屋学院大 [外国語]英米語❷❸ 

日本福祉大 [子ども発達]心理臨床❷❸ 

大谷大 [文]文❷❸ 

京都外国語大 [外国語]ブラジルポルトガル語❷

❸、イタリア語❷❸ 

京都造形芸術大 [芸術]歴史遺産❷ 

京都橘大 [国際英語]国際英語❷❸、[文]歴史❷

❸、歴史遺産❷❸ 

京都ノートルダム女子大 [国際言語文化]英語英

文❷、国際日本文化❷、[現代人間]心理❷ 

佛教大 [文]中国❸❹ 

龍谷大 [文]真宗❸、仏教❸ 

追手門学院大 [国際教養]国際日本❷❸、国際教

養❷❸ 

大阪学院大 [外国語]英語❷ 

四天王寺大 [人文社会]日本❷❸ 

桃山学院大 [国際教養]英語・国際文化❷❸❹ 

甲南女子大 [文]日本語日本文化❷、英語文化

❷、[人間科学]心理❷ 

神戸学院大 [人文]人文❸、[心理]心理❸、[グロ

ーバル・コミュニケーション]グローバル・コミュニケ

ーション❸ 

神戸松蔭女子学院大 [文]英語❷、日本語日本文

化❷、[人間科学]心理❷ 

神戸女子大 [文]日本語日本文❷❸、英語英米文

❷❸ 

天理大 [人間]人間関係❷、[国際]外国語❷ 

川崎医療福祉大 [医療福祉]臨床心理❷❸❹ 

広島国際大 [心理]心理❷❸ 

広島修道大 [健康科学]心理❸ 

安田女子大 [文]英語英米文❷、[心理]現代心理

❷ 

福岡女学院大 [国際キャリア]国際英語❷ 

西九州大 [子ども]心理カウンセリング❷ 

九州ルーテル学院大 [人文]心理臨床❶ 

熊本学園大 [外国語]英米❸ 

沖縄国際大 [総合文化]英米言語文化❷ 

40 未満 

札幌学院大 [心理]臨床心理❸、[人文]人間科学

❸ 

札幌国際大 [人文]現代文化❶、心理❶ 

苫小牧駒澤大 [国際文化]キャリア創造❷ 

北翔大 [教育文化]心理カウンセリング❷ 

北海道文教大 [外国語]国際言語❶ 

弘前学院大 [文]英語・英米文❷、日本語・日本文

❷ 

盛岡大 [文]英語文化❷、日本文❷、社会文化❷ 

石巻専修大 [人間]人間文化❸ 

仙台白百合女子大 [人間]心理福祉❷ 

宮城学院女子大 [学芸]日本文学❸、英文学❸、

人間文化学❸、心理行動科学❸ 

茨城キリスト教大 [文]文化交流❷、現代英語❷、

[生活科学]心理福祉❷ 

常磐大 [人間科学]心理❷ 

作新学院大 [人間文化]心理コミュニケーション❷ 

共愛学園前橋国際大 [国際社会]国際社会❷ 

埼玉学園大 [人間]人間文化❷、心理❷ 

埼玉工業大 [人間社会]心理❷ 

十文字学園女子大 [人間生活]人間発達心理❷、

文芸文化❷ 

駿河台大 [現代文化]現代文化❷❸、[心理]心理

❷❸ 

聖学院大 [人文]欧米文化❷、日本文化❷、[心理

福祉]心理福祉❷ 

愛国学園大 [人間文化]人間文化❶ 

江戸川大 [社会]人間心理❷ 

川村学園女子大 [文]国際英語❷、史❷、心理

❷、日本文化❷ 

秀明大 [英語情報マネジメント]英語情報マネジメ

ント❷ 

城西国際大 [国際人文]国際文化❸、国際交流❸ 

聖徳大 [心理・福祉]心理❷、[文]文❶❷ 

明海大 [外国語]日本語❷❸、英米語❷❸、中国

語❷❸ 

和洋女子大 [人文]日本文学文化❷、心理❷ 

跡見学園女子大 [文]コミュニケーション文化❷ 

恵泉女学園大 [人文]日本語日本文化❷、英語コ

ミュニケーション❷ 

駒澤大 [仏教]全学科❸ 

駒沢女子大 [人間総合]全学科❷、人間文化❷、

観光文化❷、心理❷ 

大東文化大 [文]英米文❷❸、[外国語]中国語❷

❸、[国際関係]国際文化❷❸ 

東京成徳大 [応用心理]臨床心理❷、健康・スポー

ツ心理❷ 

東京福祉大 [心理]心理❷ 

東京未来大 [こども心理]こども心理❶、こども❶ 

東洋学園大 [グローバル・コミュニケーション]英語

コミュニケーション❶❷❸、[人間科学]人間科学❶

❷❸ 

文京学院大 [人間]心理❷❸ 

明星大 [心理]心理❷❸ 

立正大 [仏教]宗❸ 

ルーテル学院大 [総合人間]人間福祉心理❷ 

和光大 [表現]総合文化❷ 

関東学院大 [国際文化]英語文化❷❸、比較文化

❷❸ 

相模女子大 [学芸]日本語日本文❷、英語文化コ

ミュニケーション❷、メディア情報❶❷、[人間社会]

人間心理❷ 

松蔭大 [コミュニケーション文化]日本文化コミュニ

ケーション❷、生活心理❷ 

鶴見大 [文]日本文❶、英語英米文❶、文化財

❶、ドキュメンテーション❶ 

田園調布学園大 [人間福祉]心理福祉❷、[人間

科学]心理❷ 

敬和学園大 [人文]英語文化コミュニケーション

❷、国際文化❷ 

金沢学院大 [文]文❸ 

金沢星稜大 [人文]国際文化❷ 

北陸大 [国際コミュニケーション]国際コミュニケー

ション❷ 

仁愛大 [人間]心理❷ 

身延山大 [仏教]仏教❷ 

山梨英和大 [人間文化]人間文化❷ 

清泉女学院大 [人間]心理コミュニケーション❶、

文化❷ 

岐阜聖徳学園大 [外国語]外国語❷ 

東海学院大 [人間関係]心理❷ 

静岡英和学院大 [人間社会]人間社会❶❷ 

静岡産業大 [経営]全学科❶ 

常葉大 [外国語]グローバルコミュニケーション❷

❸ 

愛知学院大 [文]宗教文化❷❸ 

愛知文教大 [人文]人文❷ 

中部大 [人文]日本語日本文化❷❸、英語英米文

化❷❸、コミュニケーション❷❸、歴史地理❷❸ 

東海学園大 [人文]人文❷❸、[心理]心理❷❸ 

同朋大 [文]仏教❷❸、人文❷❸ 

名古屋商科大 [国際]全学科❷❸ 

人間環境大 [人間環境]心理❷❸ 



皇學館大 [文]神道❷❸、コミュニケーション❷❸ 

聖泉大 [人間]人間心理❷ 

大谷大 [文]真宗❷❸、仏教❷❸、哲❷❸、歴史

❷❸ 

京都光華女子大 [健康科学]心理❷ 

京都先端科学大 [人文]歴史文化❸、心理❸ 

種智院大 [人文]仏教❷ 

花園大 [文]仏教❷、日本史❷、日本文❶❷、[社

会福祉]臨床心理❷ 

佛教大 [仏教]仏教❸❹ 

大阪大谷大 [文]日本語日本文❷、歴史文化❷ 

大阪国際大 [人間科学]心理コミュニケーション

❸、[国際教養]国際コミュニケーション❸、国際観

光❸ 

大阪樟蔭女子大 [学芸]国文❷❸、国際英語❷

❸、心理❷❸ 

大阪人間科学大 [人間科学]健康心理❷ 

関西福祉科学大 [心理科学]心理科学❷❸ 

四天王寺大 [人文社会]国際キャリア❷❸ 

相愛大 [人文]人文❷ 

太成学院大 [人間]健康スポーツ❶、心理カウンセ

リング❶ 

帝塚山学院大 [人間科学]キャリア英語❷❸、心理

❷❸ 

梅花女子大 [文化表現]日本文化創造❷、国際英

語❷、[心理こども]心理❷ 

東大阪大 [こども]アジアこども❶ 

大手前大 [総合文化]総合文化❷❸ 

関西国際大 [国際コミュニケーション]英語コミュニ

ケーション❷❸、[人間科学]人間心理❷❸ 

甲子園大 [心理]現代応用心理❶ 

甲南女子大 [文]メディア表現❷ 

神戸海星女子学院大 [現代人間]英語観光❷ 

神戸親和女子大 [文]総合文化❷❸、[発達教育]

心理❷❸ 

姫路獨協大 [人間社会]全学類❶❸ 

帝塚山大 [文]日本文化❷❸、[心理]心理❷❸ 

天理大 [人間]宗教❷、[文]国文学国語❷、[国際]

地域文化❷ 

奈良大 [文]国文❸、地理❸、[社会]心理❸ 

高野山大 [文]密教❷ 

吉備国際大 [心理]心理❶❷❸、[外国語]外国❶

❷❸ 

山陽学園大 [総合人間]生活心理❷、言語文化❷ 

就実大 [人文科学]表現文化❷、実践英語❷、総

合歴史❷ 

比治山大 [現代文化]言語文化❶❷、社会臨床心

理❶❷ 

広島女学院大 [人文]国際英語❶❷、日本文化❶

❷ 

広島文教大 [人間科学]心理❷❸、グローバルコミ

ュニケーション❷❸ 

福山大 [人間文化]心理❸、人間文化❸ 

宇部フロンティア大 [人間社会]福祉心理❶ 

梅光学院大 [文]人文❷ 

四国大 [文]日本文❷、書道文化❷、国際文化❷ 

徳島文理大 [人間生活]心理❷、[文]文化財❷、

日本文❷、英語英米文化❷ 

四国学院大 [文]人文❷ 

松山東雲女子大 [人文科学]心理子ども❷ 

九州産業大 [国際文化]国際文化❸、日本文化

❸、[人間科学]臨床心理❸ 

西南女学院大 [人文]英語❷、観光文化❷ 

筑紫女学園大 [文]日本語日本文❷❸、英語❷

❸、アジア文化❷❸ 

福岡女学院大 [人文]現代文化❷、言語芸術❷、

[人間関係]心理❷ 

活水女子大 [国際文化]英語❷、日本文化❷ 

長崎ウエスレヤン大 [現代社会]外国語❷ 

長崎外国語大 [外国語]現代英語❷❸、国際コミュ

ニケーション❷❸ 

熊本学園大 [外国語]東アジア❸ 

尚絅大 [現代文化]文化コミュニケーション❷ 

別府大 [文]国際言語・文化❷、史学・文化財❷、

人間関係❷ 

鹿児島国際大 [国際文化]国際文化❸ 

志學館大 [人間関係]心理臨床❸、人間文化❸ 

沖縄大 [人文]国際コミュニケーション❷、福祉文

化❶❷ 

沖縄キリスト教学院大 [人文]英語コミュニケーショ

ン❷ 

沖縄国際大 [総合文化]日本文化❸ 

 

社会科学系統 
 
67.5～69.9 

慶應義塾大 [法]法律❷、政治❷ 

65.0～67.4 

慶應義塾大 [経済]経済❷、[総合政策]総合政策

❶❷ 

上智大 [法]国際関係法❷❸ 

早稲田大 [政治経済]政治❸、経済❸、[法]法律

❸、[社会科学]社会科学❸ 

62.5～64.9 

慶應義塾大 [商]商❷❸ 

上智大 [総合人間]社会❷❸、[法]法律❷❸、[経

済]経済❶❷❸ 

中央大 [法]法律❸❹ 

早稲田大 [商]全トラック❸ 

60.0～62.4 

上智大 [文]新聞❷❸、[総合人間]心理❷❸、社

会福祉❷❸、[法]地球環境法❷❸、[経済]経営❷

❸ 

中央大 [法]国際企業関係法❸❹、政治❸❹ 

立教大 [経営]経営❷❸、国際経営❷❸、[社会]

社会❷❸ 

同志社大 [社会]社会❸、メディア❸、[法]法律❸、

政治❸ 

57.5～59.9 

青山学院大 [経済]経済❷❸、[経営]マーケティン

グ❸、[総合文化政策]総合文化政策❸ 

中央大 [総合政策]国際政策文化❶❷❸ 

明治大 [商]商❸、[政治経済]政治❷❸❹、地域

行政❷❸❹、[経営]経営、会計、公共経営❷❸、

[情報コミュニケーション]情報コミュニケーション❸ 

立教大 [経済]経済❷❸、経済政策❷❸、会計フ

ァイナンス❷❸、[社会]現代文化❷❸、メディア社

会❷❸、[法]法❷❸、国際ビジネス法❷❸、政治

❷❸、[観光]観光❷❸ 

同志社大 [経済]経済❸、[商]商❸、[政策]政策❸ 

55.0～57.4 

青山学院大 [経済]現代経済デザイン❷❸、[法]

法❷❸、[経営]経営❸、[コミュニティ人間科学]コミ

ュニティ人間科学❸ 

学習院大 [法]法❸、政治❸、[経済]経済❸、経営

❸、[国際社会科学]国際社会科学❷❸ 

成蹊大 [法]法律❷❸ 

中央大 [経済]経済❷❸、国際経済❷❸、[商]経

営❸、会計❸、商業・貿易❸、金融❸、フリーメジャ

ー❸、[総合政策]政策科学❶❷❸、[国際経営]国

際経営❶❷❸❹ 

東京理科大 [経営]経営❶❷❸❹、ビジネスエコノ

ミクス❶❷❸ 

法政大 [法]法律❶❷❸、政治❷❸、国際政治❶

❷❸、[経営]経営❷❸、経営戦略❷❸、市場経営

❷❸ 

明治大 [法]法律❸、[政治経済]経済❷❸❹ 

立教大 [コミュニティ福祉]福祉❷❸ 

同志社大 [社会]社会福祉❸、産業関係❸、[文化

情報]文化情報❸ 

立命館大 [法]法❸、[経営]国際経営❸、経営❸、

[政策科学]政策科学❸、[経済]経済❸ 

関西大 [法]法学政治❸ 

関西学院大 [社会]社会❷❸、[法]法律❷❸、政

治❷❸、[経済]全コース❷❸、[商]全コース❷❸ 

52.5～54.9 

青山学院大 [社会情報]社会情報❷❸ 

國學院大 [法]法律❸ 

成蹊大 [経済]経済経営❷❸、[法]政治❷❸、[文]

現代社会❷❸ 

中央大 [経済]経済情報システム❷❸、公共・環境

経済❷❸ 

津田塾大 [総合政策]総合政策❷ 

法政大 [経済]経済❷❸、国際経済❶❷❸、現代

ビジネス❷❸、[社会]社会政策科学❷❸、社会❷

❸、メディア社会❷❸、[人間環境]人間環境❶❷

❸ 

立教大 [コミュニティ福祉]コミュニティ政策❷❸ 

立正大 [文]社会❸ 

南山大 [経済]経済❷❸、[経営]経営❷❸、[法]法

律❸ 

立命館大 [産業社会]現代社会❸、[食マネジメン

ト]食マネジメント❸ 

関西大 [経済]経済❷❸、[商]商❸、[社会]社会

❸、[政策創造]政策❷❸、国際アジア法政策❷

❸、[総合情報]総合情報❷❸ 

関西学院大 [人間福祉]社会福祉❷❸、社会起業

❷❸、[総合政策]全学科❷❸ 

50.0～52.4 

國學院大 [経済]経済❸、経済ネットワーキング

❸、経営❸ 

駒澤大 [経済]経済❸、商❸ 

成城大 [経済]経済❷❸、経営❷❸、[文芸]マスコ

ミュニケーション❷❸、[法]法律❷❸、[社会イノベ

ーション]政策イノベーション❷❸、心理社会❷❸ 

東京女子大 [現代教養]国際社会❷❸ 

東洋大 [社会]社会❸❹、メディアコミュニケーショ

ン❸❹ 

日本大 [法]法律❸、新聞❸、公共政策❸、[経済]

経済❸、[危機管理]危機管理❷❸ 

日本女子大 [家政]家政経済❷ 

法政大 [現代福祉]福祉コミュニティ❶❷❸ 

武蔵大 [経済]経済❶❷❸、経営❶❷❸、金融❶

❷❸、[社会]社会❶❷❸、メディア社会❶❷❸ 

明治学院大 [経済]経済❷❸、経営❷❸、国際経

営❷❸、[社会]社会❷❸、[法]法律❷❸ 

名古屋外国語大 [現代国際]グローバルビジネス

❷❸ 

南山大 [総合政策]総合政策❸ 

京都女子大 [現代社会]現代社会❷❸、[法]法❷

❸ 

同志社女子大 [現代社会]社会システム❷❸ 

龍谷大 [経済]全学科❸、[経営]経営❸、[法]法律

❸、[政策]政策❸、[社会]社会❸ 

関西大 [社会安全]安全マネジメント❷❸ 

近畿大 [法]法律❸、[経済]経済❸、総合経済政

策❸、[経営]経営❸、商❸、[総合社会]総合❸ 

甲南大 [経済]経済❷❸ 

ノートルダム清心女子大 [文]現代社会❸ 

西南学院大 [商]商❸、経営❸、[経済]経済❷❸、

国際経済❷❸、[法]国際関係法❷❸、[人間科学]

社会福祉❸ 

立命館アジア太平洋大 [国際経営]国際経営❸ 

47.5～49.9 

獨協大 [法]法律❷❸、国際関係法❷❸、総合政

策❷❸ 

国士舘大 [政経]政治行政❷❸ 

駒澤大 [経済]現代応用経済❸、[法]法律❸、政

治❸、[経営]経営❸ 

聖心女子大 [現代教養]人間関係❸ 

専修大 [法]法律❸、政治❸、[商]マーケティング

❸、[人間科学]社会❸ 

東洋大 [経営]経営❸❹、マーケティング❸、[法]

法律❸❹、企業法❸❹ 

日本大 [法]政治経済❸、経営法❸、[文理]社会

❸、[経済]産業経営❸、金融公共経済❸、[商]商

業❸、経営❸、会計❸、[生物資源科学]食品ビジ

ネス❸ 

日本女子大 [人間社会]現代社会❷❸ 

明治学院大 [社会]社会福祉❷❸、[法]消費情報

環境法❷❸、グローバル法❸、政治❷❸ 

立正大 [法]法❸ 

フェリス女学院大 [文]コミュニケーション❷❸ 

愛知大 [法]法❸❹ 

愛知淑徳大 [福祉貢献]福祉貢献❷❸ 

中京大 [経済]経済❷❸、[経営]経営❷❸ 

京都産業大 [法]法律❷❸❹ 

近畿大 [経済]国際経済❸ 

甲南大 [文]社会❷❸、[法]法❷❸、[経営]経営❷

❸、[マネジメント創造]マネジメント創造❷❸ 

神戸女学院大 [文]総合文化❷❸ 

武庫川女子大 [生活環境]情報メディア❷❸ 



松山大 [人文]社会❷ 

西南学院大 [法]法律❷❸ 

福岡大 [法]法律❸、[経済]経済❸、[商]商❸ 

45.0～47.4 

北海学園大 [経済]全学科❸、[経営]経営❸、経

営情報❸、[法]全学科❸ 

東北学院大 [経済]共生社会経済❸、[法]法律❸ 

国際医療福祉大 [赤坂心理・医療福祉マネジメン

ト]医療マネジメント❷ 

獨協大 [経済]経済❷❸、経営❷❸、国際環境経

済❷❸ 

国士舘大 [政経]経済❷❸、[法]法律❷❸、[21 世

紀アジア]21 世紀アジア❷❸ 

駒澤大 [文]社会❸、[経営]市場戦略❸ 

産業能率大 [経営]経営❷❸、マーケティング❷❸ 

実践女子大 [人間社会]全学科❷❸ 

順天堂大 [スポーツ健康科学]スポーツマネジメン

ト❸ 

昭和女子大 [人間社会]現代教養❸、[グローバル

ビジネス]ビジネスデザイン❷、会計ファイナンス❷ 

専修大 [経済]経済❸、国際経済❸、[経営]経営

❸、ビジネスデザイン❸、[商]会計❸、[ネットワーク

情報]ネットワーク情報❷❸ 

大正大 [人間]人間環境❸❹ 

玉川大 [観光]観光❷ 

東海大 [政治経済]経営❸、[観光]観光❸ 

東京経済大 [経営]全学科❷❸、[コミュニケーショ

ン]コミュニケーション❷❸ 

東京都市大 [環境]環境創生❸、環境経営システ

ム❸、[メディア情報]社会メディア❸、[都市生活]都

市生活❸ 

東洋大 [経済]経済❸❹、国際経済❸❹、総合政

策❸❹、[経営]会計ファイナンス❸、[社会]社会文

化システム❸❹、社会福祉❸❹ 

日本大 [文理]社会福祉❸ 

日本社会事業大 [社会福祉]福祉計画❸、福祉援

助❸ 

日本女子大 [人間社会]社会福祉❷❸ 

武蔵野大 [経営]会計ガバナンス❷❸、経営❷❸、

[経済]経済❷❸、[法]法律❷❸、政治❷❸、[人間

科学]社会福祉❷❸ 

立正大 [経営]経営❸、[経済]経済❸ 

神奈川大 [法]法律❸ 

愛知大 [経済]経済❸❹、[経営]経営❸❹、会計フ

ァイナンス❸❹、[地域政策]地域政策❸❹ 

愛知淑徳大 [ビジネス]ビジネス❷❸ 

中京大 [法]法律❷❸、[総合政策]総合政策❷

❸、[現代社会]現代社会❷❸ 

名城大 [経営]経営❸、国際経営❸ 

京都産業大 [経済]経済❷❸❹、[経営]マネジメン

ト❷❸❹、[法]法政策❷❸❹、[国際関係]国際関

係❷❸❹、[生命科学]産業生命科学❷❸❹ 

同志社女子大 [学芸]メディア創造❷❸ 

龍谷大 [社会]コミュニティマネジメント❸、現代福

祉❸ 

追手門学院大 [経済]経済❷❸ 

大阪経済大 [経済]経済・地域政策❷、[経営]経営

❷ 

近畿大 [経営]会計❸、キャリア・マネジメント❸ 

摂南大 [法]法律❸❹ 

大和大 [政治経済]政治行政❷❸、経済経営❷❸ 

広島修道大 [人文]人間関係❸ 

松山大 [経営]経営❷、[法]法❷ 

福岡大 [法]経営法❸、[経済]産業経済❸、[商]経

営❸、貿易❸ 

水産大 水産流通経営❸ 

42.5～44.9 

北星学園大 [経済]経済❸、経済法❸、[社会福

祉]福祉臨床❸ 

尚絅学院大 [人文社会]人文社会❸ 

東北学院大 [経済]経済❸、[経営]経営❸ 

東北福祉大 [総合福祉]福祉行政❸ 

宮城学院女子大 [現代ビジネス]現代ビジネス学

❸ 

東北芸術工科大 [デザイン工]企画構想学❶❷、

コミュニティデザイン学❶❷ 

文教大 [情報]メディア表現❷❸、[国際]国際観光

❷❸ 

亜細亜大 [経営]経営❷、ホスピタリティ・マネジメ

ント❶❷、[経済]経済❷、[法]法律❷ 

桜美林大 [ビジネスマネジメント]アビエーションマ

ネジメント❸ 

国士舘大 [経営]経営❷❸ 

昭和女子大 [人間社会]福祉社会❸ 

創価大 [経済]経済❷❸、[経営]経営❷❸、[法]法

律❷❸ 

大正大 [地域創生]地域創生❸❹ 

拓殖大 [商]経営❷❸、会計❷❸ 

玉川大 [経営]国際経営❷ 

東海大 [政治経済]政治❸、経済❸ 

東京経済大 [経済]全学科❷❸、[現代法]現代法

❷❸、[キャリアデザインプログラム]キャリアデザイ

ンプログラム❷❸ 

東洋大 [ライフデザイン]生活❸ 

二松學舍大 [国際政治経済]国際経営❶❸ 

立正大 [社会福祉]社会福祉❸ 

神奈川大 [法]自治行政❸、[経済]経済❷❸、現

代ビジネス❷❸、[経営]国際経営❶❷❸ 

愛知学院大 [経営]経営❷❸、[経済]経済❷❸ 

金城学院大 [国際情報]国際情報❶❷❸、[人間

科学]コミュニティ福祉❶❷❸ 

名城大 [法]法❸、[経済]経済❸、[都市情報]都市

情報❸ 

佛教大 [社会]現代社会❸❹、公共政策❸❹ 

大阪経済大 [経営]ビジネス法❷、[情報社会]情報

社会❷ 

四天王寺大 [人文社会]人間福祉❷❸ 

摂南大 [経済]経済❸❹、[経営]経営❸❹ 

桃山学院大 [経営]ビジネスデザイン❷❸❹ 

関西福祉大 [社会福祉]社会福祉❷ 

神戸学院大 [法]法律❸ 

神戸女子大 [健康福祉]社会福祉❷❸ 

松山大 [経済]経済❷ 

40.0～42.4 

北星学園大 [経済]経営情報❸、[社会福祉]福祉

計画❸ 

北海道医療大 [看護福祉]臨床福祉❷ 

東北福祉大 [総合福祉]社会福祉❸、[総合マネジ

メント]産業福祉マネジメント❸、情報福祉マネジメ

ント❸ 

国際医療福祉大 [医療福祉]医療福祉・マネジメン

ト❷ 

群馬医療福祉大 [社会福祉]社会福祉❷ 

駿河台大 [法]法律❷❸ 

文教大 [情報]情報システム❷❸、[経営]経営❷❸ 

淑徳大 [総合福祉]社会福祉❷、[コミュニティ政

策]コミュニティ政策❷、[経営]経営❷、観光経営❷ 

亜細亜大 [都市創造]都市創造❷ 

跡見学園女子大 [観光コミュニティ]観光デザイン

❷、コミュニティデザイン❷ 

桜美林大 [ビジネスマネジメント]全学類❷❸ 

大妻女子大 [社会情報]社会情報❷、[人間関係]

人間福祉❷ 

杏林大 [総合政策]総合政策❷❸、企業経営❷❸ 

国士舘大 [法]現代ビジネス法❷❸ 

産業能率大 [情報マネジメント]現代マネジメント❷

❸ 

白梅学園大 [子ども]家族・地域支援❷ 

大正大 [人間]社会福祉❸❹ 

大東文化大 [経済]社会経済❷❸、現代経済❷

❸、[法]法律❷❸、政治❷❸、[経営]経営❷❸、

[社会]社会❷❸ 

拓殖大 [商]国際ビジネス❷❸、[政経]法律政治❷

❸、経済❷❸ 

帝京大 [経済]経済❸、国際経済❸、地域経済

❸、経営❸、観光経営❸、[法]法律❸、政治❸、

[文]社会❸ 

東海大 [法]法律❸、[教養]人間環境❸、[海洋]環

境社会❸、[経営]経営❸、観光ビジネス❸ 

明星大 [人文]人間社会❷❸ 

目白大 [人間]人間福祉❷、[社会]社会情報❷、

地域社会❷、[メディア]メディア❷、[経営]経営❷ 

関東学院大 [社会]現代社会❷❸ 

新潟国際情報大 [経営情報]経営❷、情報システ

ム❷ 

新潟青陵大 [福祉心理]社会福祉❷ 

金沢工業大 [情報フロンティア]経営情報❸ 

金城大 [社会福祉]子ども福祉❷ 

聖隷クリストファー大 [社会福祉]社会福祉❷、介

護福祉❷ 

愛知学院大 [商]商❷❸、[法]法律❷❸、現代社

会法❷❸、[総合政策]総合政策❷❸ 

愛知工業大 [経営]経営❸ 

椙山女学園大 [現代マネジメント]現代マネジメント

❷ 

日本福祉大 [社会福祉]社会福祉❷❸ 

名城大 [経済]産業社会❸ 

大谷大 [社会]現代社会❷❸、コミュニティデザイ

ン❷❸ 

京都産業大 [現代社会]現代社会❷❸❹ 

京都橘大 [現代ビジネス]経営❷❸、都市環境デ

ザイン❷❸ 

京都文教大 [総合社会]総合社会❶❷ 

佛教大 [社会福祉]社会福祉❸❹ 

追手門学院大 [経営]経営❷❸、[地域創造]地域

創造❷❸、[社会]社会❷❸ 

大阪大谷大 [人間社会]人間社会❷ 

大阪経済法科大 [経済]経済❷❸、[経営]経営❷

❸、[法]法律❷❸、[国際]国際❷❸ 

大阪樟蔭女子大 [学芸]ライフプランニング❷❸ 

関西福祉科学大 [社会福祉]社会福祉❷❸ 

近畿大 [産業理工]経営ビジネス❸ 

摂南大 [経営]経営情報❸❹ 

阪南大 [国際観光]国際観光❷❸、[経営情報]経

営情報❷❸ 

桃山学院大 [経営]経営❷❸❹、[経済]経済❷❸

❹、[社会]社会❷❸❹、社会福祉❷❸❹、[法]法

律❷❸❹ 

甲南女子大 [人間科学]文化社会❷ 

神戸学院大 [経済]経済❸、[経営]経営❸、[現代

社会]現代社会❸、社会防災❸、[総合リハビリテー

ション]社会リハビリテーション❸ 

就実大 [経営]経営❷ 

広島修道大 [商]商❸、経営❸、[法]法律❸、[経

済科学]現代経済❸、経済情報❸、[人間環境]人

間環境❸、[国際コミュニティ]国際政治❸、地域行

政❸ 

安田女子大 [心理]ビジネス心理❷、[現代ビジネ

ス]現代ビジネス❷、国際観光ビジネス❷ 

久留米大 [文]社会福祉❸ 

中村学園大 [流通科学]流通科学❸ 

沖縄国際大 [総合文化]人間福祉❸ 

40 未満 

旭川大 [経済]経営経済❷ 

札幌大谷大 [社会]地域社会❸ 

札幌学院大 [法]法律❷、[経済]経済❸、[経営]会

計ファイナンス❷、経営❷ 

札幌国際大 [観光]観光ビジネス❶、国際観光❶、

[スポーツ人間]スポーツビジネス❶ 

星槎道都大 [社会福祉]社会福祉❸、[経営]経営

❸ 

函館大 [商]商❷ 

北翔大 [生涯スポーツ]健康福祉❷ 

北海商科大 [商]全学科❷❸ 

北海道科学大 [未来デザイン]人間社会❷ 

北海道情報大 [経営情報]先端経営❷ 

稚内北星学園大 [情報メディア]情報メディア❶ 

青森大 [総合経営]経営❷、[社会]社会❷ 

青森中央学院大 [経営法]経営法❶ 

八戸学院大 [地域経営]地域経営❷ 

弘前学院大 [社会福祉]社会福祉❷ 

富士大 [経済]経済❷、経営法❷ 

石巻専修大 [経営]経営❸ 

東北工業大 [ライフデザイン]経営コミュニケーショ

ン❷ 

東北文化学園大 [医療福祉]保健福祉❷、[総合

政策]総合政策❷ 

秋田看護福祉大 [看護福祉]福祉❸ 

ノースアジア大 [経済]経済❷、[法]法律❷、観光

❷ 

東北公益文科大 [公益]公益❷ 

東日本国際大 [経済経営]経済経営❸、[健康福

祉]社会福祉❸ 

福島学院大 [福祉]福祉心理❷ 



茨城キリスト教大 [経営]経営❸ 

筑波学院大 [経営情報]ビジネスデザイン❶ 

常磐大 [人間科学]現代社会❷、コミュニケーショ

ン❷、[総合政策]経営❷、法律行政❷、総合政策

❷ 

流通経済大 [経済]経済❶❷❸、経営❶❷❸、[社

会]社会❶❷❸、国際観光❶❷❸、[流通情報]流

通情報❶❷❸、[法]ビジネス法❶❷❸、自治行政

❶❷❸ 

宇都宮共和大 [シティライフ]シティライフ❷ 

作新学院大 [経営]経営❷、スポーツマネジメント

❷ 

白鷗大 [経営]経営❷、[法]法律❷ 

関東学園大 [経済]経済❷、経営❷ 

上武大 [ビジネス情報]スポーツ健康マネジメント

❷、国際ビジネス❷ 

高崎健康福祉大 [健康福祉]社会福祉❷ 

高崎商科大 [商]経営❷、会計❷ 

浦和大 [総合福祉]総合福祉❷ 

共栄大 [国際経営]国際経営❶ 

埼玉学園大 [経済経営]経済経営❷ 

埼玉工業大 [人間社会]情報社会❷ 

十文字学園女子大 [人間生活]人間福祉❷、生活

情報❷、メディアコミュニケーション❷ 

城西大 [経済]経済❷、[現代政策]社会経済シス

テム❷、[経営]マネジメント総合❷ 

尚美学園大 [総合政策]総合政策❷ 

駿河台大 [経済経営]経済経営❷❸、[メディア情

報]メディア情報❷❸ 

聖学院大 [政治経済]政治経済❷ 

西武文理大 [サービス経営]全学科❷ 

東京国際大 [商]商❷❸、経営❷❸、[経済]経済

❷❸、[国際関係]国際メディア❷❸、[人間社会]福

祉心理❷❸ 

文教大 [情報]情報社会❷❸ 

平成国際大 [法]法❷ 

江戸川大 [社会]現代社会❷、経営社会❷、[メデ

ィアコミュニケーション]マス・コミュニケーション❷、

情報文化❷ 

川村学園女子大 [生活創造]観光文化❷ 

敬愛大 [経済]経済、経営❶❷ 

秀明大 [総合経営]企業経営❷、[観光ビジネス]観

光ビジネス❷ 

城西国際大 [福祉総合]福祉総合❸、[経営情報]

総合経営❸、[観光]観光❸ 

聖徳大 [心理・福祉]社会福祉❷ 

清和大 [法]法律❶ 

千葉科学大 [危機管理]危機管理❷ 

千葉経済大 [経済]全学科❷❸ 

千葉商科大 [商経]商❷❸、経済❷❸、経営❷

❸、[政策情報]政策情報❷❸、[サービス創造]サ

ービス創造❷❸、[人間社会]人間社会❷❸ 

中央学院大 [商]商❶❷❸、[法]法❶❷❸ 

東京情報大 [総合情報]総合情報❷ 

明海大 [経済]経済❷❸ 

麗澤大 [経済]経済❷❸、経営❷❸ 

跡見学園女子大 [マネジメント]マネジメント❷、生

活環境マネジメント❷ 

嘉悦大 [経営経済]経営経済❷ 

恵泉女学園大 [人間社会]国際社会❷ 

高千穂大 [商]商❷、[経営]経営❷ 

多摩大 [経営情報]経営情報、事業構想❷ 

帝京平成大 [現代ライフ]人間文化❶、経営マネー

ジメント❶、観光経営❶ 

東京成徳大 [経営]経営❷ 

東京福祉大 [社会福祉]社会福祉❷ 

東京富士大 [経営]経営❷、イベントプロデュース

❷ 

東洋学園大 [現代経営]現代経営❶❷❸ 

二松學舍大 [国際政治経済]国際政治経済❶❸ 

日本文化大 [法]法❷ 

文京学院大 [経営]経営❷❸、[人間]コミュニケー

ション社会❷❸、人間福祉❷❸ 

明星大 [人文]福祉実践❷❸、[経済]経済❷❸、

[経営]経営❷❸ 

和光大 [現代人間]現代社会❷、[経済経営]経済

❷、経営❷ 

関東学院大 [法]法❷❸、地域創生❷❸、[経済]

経済❷❸、[経営]経営❷❸ 

相模女子大 [人間社会]社会マネジメント❷ 

松蔭大 [経営文化]ビジネスマネジメント❷、経営

法❷、金融経済❷、[観光メディア文化]観光文化

❷、メディア情報文化❷ 

田園調布学園大 [人間福祉]社会福祉❷ 

桐蔭横浜大 [法]法律❷ 

横浜商科大 [商]商❷、観光マネジメント❷、経営

情報❷ 

敬和学園大 [人文]共生社会❷ 

長岡大 [経済経営]経済経営❷ 

新潟医療福祉大 [社会福祉]社会福祉❸、[医療

経営管理]医療情報管理❸ 

新潟経営大 [経営情報]経営情報❷、スポーツマ

ネジメント❷、[観光経営]観光経営❷ 

新潟産業大 [経済]経済経営❷、文化経済❷ 

高岡法科大 [法]法❷ 

富山国際大 [現代社会]現代社会❷ 

金沢学院大 [経営情報]経情❸ 

金沢星稜大 [経済]経済❷❸、経営❷❸ 

金城大 [社会福祉]社会福祉❷ 

北陸大 [経済経営]マネジメント❷ 

北陸学院大 [人間総合]社会❷ 

仁愛大 [人間]コミュニケーション❷ 

健康科学大 [健康科学]福祉心理❷ 

山梨学院大 [法]法❷❸、政治行政❷❸、[経営]

経営❷❸ 

松本大 [総合経営]総合経営❷、観光ホスピタリテ

ィ❷ 

朝日大 [法]法❷、[経営]経営❷ 

岐阜協立大 [経済]経済❷、公共政策❷、[経営]

情報メディア❷、スポーツ経営❷ 

岐阜聖徳学園大 [経済情報]経済情報❷ 

中京学院大 [経営]経営❶ 

中部学院大 [人間福祉]人間福祉❷ 

静岡英和学院大 [人間社会]コミュニティ福祉❶❷ 

静岡産業大 [経営]全学科❶ 

静岡福祉大 [社会福祉]福祉心理❷ 

静岡理工科大 [情報]全学科❷❸ 

常葉大 [経営]経営❷❸、[社会環境]社会環境❷

❸、[法]法律❸ 

浜松学院大 [現代コミュニケーション]地域共創❷ 

愛知産業大 [経営]総合経営❷ 

愛知東邦大 [経営]地域ビジネス❷❸ 

椙山女学園大 [人間関係]人間関係❷、[文化情

報]文化情報❷、メディア情報❷ 

星城大 [経営]経営❷ 

大同大 [情報]総合情報❸ 

中部大 [経営情報]経営総合❷❸ 

東海学園大 [経営]経営❷❸ 

同朋大 [社会福祉]社会福祉❷❸ 

豊橋創造大 [経営]経営❷❸ 

名古屋学院大 [経済]経済❷❸、[現代社会]現代

社会❷❸、[商]商❷❸、経営情報❷❸、[法]法❷

❸ 

名古屋経済大 [経済]現代経済❶❷、[経営]経営

❶❷、[法]ビジネス法❶❷ 

名古屋産業大 [現代ビジネス]現代ビジネス❶❷ 

名古屋商科大 [経済]全学科❷❸、[商]全学科❷

❸、マーケティング❷、[経営]全学科❷❸、経営❷ 

日本福祉大 [経済]経済❷❸ 

皇學館大 [現代日本社会]現代日本社会❷❸ 

鈴鹿医療科学大 [保健衛生]医療福祉❷ 

四日市大 [総合政策]総合政策❷ 

京都光華女子大 [健康科学]医療福祉❷、[キャリ

ア形成]キャリア形成❷ 

京都先端科学大 [経済経営]経済❸、経営❸ 

種智院大 [人文]社会福祉❷ 

花園大 [社会福祉]社会福祉❷ 

平安女学院大 [国際観光]国際観光❷ 

大阪学院大 [商]商❷、[経営]経営❷、ホスピタリテ

ィ経営❷、[経済]経済❷、[法]法❷ 

大阪観光大 [観光]観光❷ 

大阪工業大 [知的財産]知的財産❷ 

大阪国際大 [経営経済]経営❸、経済❸ 

大阪産業大 [経営]経営❶❷❸、商❶❷❸、[経

済]全学科❶❷❸ 

大阪商業大 [経済]経済❷❸❹、[総合経営]経営

❷❸❹、商❷❸❹、[公共]公共❷❸❹ 

大阪成蹊大 [マネジメント]マネジメント❷❸、スポ

ーツマネジメント❷❸、国際観光ビジネス❶❷❸ 

大阪人間科学大 [人間科学]社会福祉❷ 

四天王寺大 [人文社会]社会❷❸、[経営]経営❷

❸ 

太成学院大 [経営]現代ビジネス❶ 

梅花女子大 [文化表現]情報メディア❷ 

羽衣国際大 [現代社会]現代社会❷、放送・メディ

ア映像❷ 

阪南大 [経済]経済❷❸、[流通]流通❷❸ 

芦屋大 [経営教育]経営教育❷ 

大手前大 [現代社会]現代社会❷❸ 

関西国際大 [経営]経営❷❸ 

神戸医療福祉大 [社会福祉]社会福祉❷、経営福

祉ビジネス❷ 

神戸国際大 [経済]経済経営❷、国際文化ビジネ

ス・観光❷ 

神戸山手大 [現代社会]総合社会❷、観光❷ 

姫路獨協大 [人間社会]全学類❶❸ 

兵庫大 [現代ビジネス]現代ビジネス❷ 

流通科学大 [商]経営❷❸、マーケティング❷❸、

[経済]経済❷❸、経済情報❷❸、[人間社会]人間

社会❷❸、観光❷❸ 

帝塚山大 [経済経営]経済経営❷❸、[法]法❷❸ 

奈良大 [社会]総合社会❸ 

岡山商科大 [法]法❷、[経済]経済❷、[経営]経営

❷、商❷ 

岡山理科大 [経営]経営❷❸ 

川崎医療福祉大 [医療福祉]医療福祉❷❸❹、

[医療福祉マネジメント]医療福祉経営❷❸❹ 

環太平洋大 [経営]現代経営❷ 

吉備国際大 [社会科学]経営社会❶❷❸、スポー

ツ社会❶❷❸ 

倉敷芸術科学大 [危機管理]危機管理❷ 

山陽学園大 [地域マネジメント]地域マネジメント❷ 

美作大 [生活科学]社会福祉❷ 

比治山大 [現代文化]マスコミュニケーション❶❷ 

広島経済大 [経済]経済❸、[経営]経営❸、スポー

ツ経営❸、[メディアビジネス]ビジネス情報❸、メデ

ィアビジネス❸ 

広島国際大 [医療経営]医療経営❷❸ 

広島国際学院大 [情報文化]現代社会❷ 

広島文教大 [人間科学]人間福祉❷❸ 

福山大 [経済]経済❸、国際経済❸、税務会計

❸、[人間文化]メディア・映像❸ 

福山平成大 [経営]経営❸、[福祉健康]福祉❸ 

至誠館大 [ライフデザイン]ライフデザイン❷ 

徳山大 [経済]現代経済❷、ビジネス戦略❷、[福

祉情報]人間コミュニケーション❷ 

四国大 [経営情報]経営情報❷、メディア情報❷ 

徳島文理大 [人間生活]メディアデザイン❷、[保健

福祉]人間福祉❷、[総合政策]総合政策❷ 

四国学院大 [社会福祉]社会福祉❷、[社会]カル

チュラル・マネジメント❷ 

高松大 [経営]経営❶ 

聖カタリナ大 [人間健康福祉]社会福祉❷、人間社

会❷ 

九州共立大 [経済]経済・経営❷、地域創造❶❷ 

九州国際大 [法]法律❷、[現代ビジネス]地域経済

❷ 

九州産業大 [経済]経済❸、[商]経営・流通❸、[地

域共創]観光❸、地域づくり❸ 

九州情報大 [経営情報]経営情報❷、情報ネットワ

ーク❷ 

久留米大 [文]情報社会❸、[法]全学科❸、[経済]

全学科❸、[商]商❸ 

西南女学院大 [保健福祉]福祉❷ 

筑紫女学園大 [現代社会]現代社会❷❸ 

日本経済大 [経済]経済❷、商❷、経営法❷、健

康スポーツ経営❷、[経営]経営❷、グローバルビジ

ネス❷、芸創プロデュース❷ 

福岡工業大 [社会環境]社会環境❷ 

福岡女学院大 [人文]メディア・コミュニケーション

❷ 

保健医療経営大 [保健医療経営]保健医療経営

❷❸ 

西九州大 [健康福祉]社会福祉❷ 



長崎ウエスレヤン大 [現代社会]社会福祉❷、経済

政策❷ 

長崎国際大 [人間社会]国際観光❸、社会福祉❷ 

長崎純心大 [人文]地域包括支援❷ 

九州看護福祉大 [看護福祉]社会福祉❷ 

熊本学園大 [商]商❸、ホスピタリティ・マネジメント

❸、[経済]経済❸、リーガルエコノミクス❸、[社会

福祉]社会福祉❸、福祉環境❸ 

日本文理大 [経営経済]経営経済❷ 

別府大 [国際経営]国際経営❷ 

九州保健福祉大 [社会福祉]臨床福祉❶❷❸ 

宮崎産業経営大 [法]法律❷、[経営]経営❷ 

鹿児島国際大 [経済]経済❸、経営❸、[福祉社

会]社会福祉❸ 

志學館大 [法]法律❸、法ビジネス❸ 

沖縄大 [法経]法経❷ 

沖縄国際大 [法]法律❸、地域行政❸、[経済]経

済❸、地域環境政策❸、[産業情報]企業システム

❸、産業情報❸、[総合文化]社会文化❸ 

 

教育系統 
 
62.5～64.9 

早稲田大 [教育]教育学❸ 

60.0～62.4 

上智大 [総合人間]教育❷❸ 

57.5～59.9 

青山学院大 [教育人間科学]教育❸ 

立教大 [文]教育❷❸ 

早稲田大 [スポーツ科学]スポーツ科学❷ 

同志社大 [社会]教育文化❸ 

55.0～57.4 

東北学院大 [文]教育❷❸ 

学習院大 [文]教育❸ 

同志社大 [スポーツ健康科学]スポーツ健康科学

❸ 

関西学院大 [教育]教育❸ 

52.5～54.9 

法政大 [キャリアデザイン]キャリアデザイン❷❸ 

立教大 [コミュニティ福祉]スポーツウエルネス❷❸ 

佛教大 [教育]教育❸❹ 

立命館大 [スポーツ健康科学]スポーツ健康科学

❸ 

西南学院大 [人間科学]児童教育❸ 

50.0～52.4 

文教大 [教育]学校教育❸、心理教育❸ 

國學院大 [人間開発]初等教育❸ 

順天堂大 [スポーツ健康科学]スポーツ科学❸ 

玉川大 [教育]教育❷、乳幼児発達❷ 

帝京大 [教育]初等教育❸ 

東京家政大 [家政]児童教育❷ 

東洋大 [文]教育❸❹ 

日本大 [文理]教育❸ 

日本女子大 [人間社会]教育❷❸ 

法政大 [スポーツ健康]スポーツ健康❶❷❸ 

武蔵野大 [教育]教育❷❸ 

明治学院大 [心理]教育発達❷❸ 

愛知淑徳大 [文]教育❷❸ 

名古屋外国語大 [外国語]英米語❷❸ 

京都女子大 [発達教育]教育❷❸、心理❷❸ 

同志社女子大 [現代社会]現代こども❷❸ 

武庫川女子大 [教育]教育❷❸ 

47.5～49.9 

東北福祉大 [教育]教育❸ 

宮城学院女子大 [教育]教育学❸ 

國學院大 [人間開発]健康体育❸ 

昭和女子大 [人間社会]初等教育❸ 

白百合女子大 [人間総合]初等教育❷ 

聖心女子大 [現代教養]教育❸ 

創価大 [教育]教育❷❸ 

東海大 [体育]体育❷、競技スポーツ❷ 

武蔵野大 [教育]こども発達❷❸ 

岐阜聖徳学園大 [教育]学校教育❸ 

金城学院大 [人間科学]現代子ども教育❶❷❸ 

名古屋学芸大 [ヒューマンケア]子どもケア❷❸ 

日本福祉大 [スポーツ科学]スポーツ科学❷❸ 

皇學館大 [教育]教育❷❸ 

鈴鹿大 [こども教育]こども教育❷ 

神戸女子大 [文]教育❷❸ 

武庫川女子大 [健康・スポーツ科学]健康・スポー

ツ科学❷❸ 

中村学園大 [教育]児童幼児教育❸ 

45.0～47.4 

国士舘大 [体育]体育❷、こどもスポーツ教育❷、

[文]教育❷❸ 

順天堂大 [スポーツ健康科学]健康❸ 

創価大 [教育]児童教育❷❸ 

大東文化大 [文]教育❷❸、[スポーツ・健康科学]

スポーツ科学❷❸ 

帝京大 [教育]教育文化❸ 

東海大 [体育]生涯スポーツ❷、スポーツ・レジャー

マネジメント❷ 

日本体育大 [体育]体育❷、健康❷ 

日本大 [文理]体育❸、[スポーツ科学]競技スポー

ツ❷❸ 

明星大 [教育]教育❷❸ 

常葉大 [教育]初等教育❷❸、生涯学習❸、心理

教育❸ 

桜花学園大 [保育]保育❷、国際教養こども❷ 

椙山女学園大 [教育]子ども発達❷ 

中京大 [スポーツ科学]スポーツ教育❷❸ 

名古屋女子大 [文]児童教育❷ 

大阪体育大 [体育]スポーツ教育❶❷、[教育]教

育❷ 

四天王寺大 [教育]教育❷❸ 

大和大 [教育]教育❸ 

畿央大 [教育]現代教育❷❸ 

ノートルダム清心女子大 [人間生活]児童❸ 

広島修道大 [人文]教育❸ 

安田女子大 [教育]児童教育❸ 

久留米大 [人間健康]スポーツ医科学❸ 

42.5～44.9 

尚絅学院大 [心理・教育]学校教育❸ 

白梅学園大 [子ども]子ども❷ 

大正大 [人間]教育人間❸❹ 

鎌倉女子大 [教育]教育❷ 

東洋英和女学院大 [人間科学]保育子ども❷❸ 

朝日大 [保健医療]健康スポーツ科学❷ 

至学館大 [健康科学]健康スポーツ科学❷❸、こど

も健康・教育❷❸ 

東海学園大 [教育]教育❷❸ 

日本福祉大 [子ども発達]子ども発達❷❸ 

京都文教大 [臨床心理]教育福祉心理❶❷ 

大阪体育大 [体育]健康・スポーツマネジメント❶

❷ 

関西福祉大 [教育]児童教育❷、保健教育❷ 

神戸親和女子大 [発達教育]児童教育❷❸ 

神戸常盤大 [教育]こども教育❷ 

川崎医療福祉大 [医療技術]健康体育❷❸❹ 

就実大 [教育]初等教育❷ 

福岡大 [スポーツ科学]スポーツ科学❷❸、健康運

動科学❷❸ 

40.0～42.4 

尚絅学院大 [心理・教育]子ども❸ 

仙台大 [体育]体育❶❷ 

茨城キリスト教大 [文]児童教育❷ 

白鷗大 [教育]発達科学❷ 

育英大 [教育]教育❷ 

高崎健康福祉大 [人間発達]子ども教育❷ 

十文字学園女子大 [人間生活]児童教育❷ 

東京国際大 [人間社会]人間スポーツ❷❸ 

秀明大 [学校教師]中等教育教員養成❶❷ 

淑徳大 [総合福祉]教育福祉❷、[教育]こども教育

❷ 

国士舘大 [体育]武道❷ 

白梅学園大 [子ども]発達臨床❷ 

玉川大 [芸術]芸術教育❷ 

東海大 [国際文化]地域創造❸ 

東京成徳大 [子ども]子ども❷ 

日本女子体育大 [体育]運動科学❶、スポーツ健

康❶❷ 

文京学院大 [人間]児童発達❷❸ 

目白大 [人間]児童教育❷ 

和光大 [現代人間]心理教育❷ 

関東学院大 [教育]こども発達❷❸ 

新潟医療福祉大 [健康科学]健康スポーツ❸ 

金沢星稜大 [人間科学]こども❷❸ 

仁愛大 [人間生活]子ども教育❷❸ 

聖隷クリストファー大 [社会福祉]こども教育福祉❷ 

常葉大 [保育]保育❷❸ 

愛知学泉大 [家政]家政❷❸ 

中部大 [現代教育]幼児教育❷❸、現代教育❷❸ 

東海学園大 [スポーツ健康科学]スポーツ健康科

学❷❸ 

名古屋学院大 [スポーツ健康]スポーツ健康❷❸、

こどもスポーツ教育❷❸ 

大谷大 [教育]教育❷❸ 

京都産業大 [現代社会]健康スポーツ社会❷❸❹ 

京都ノートルダム女子大 [現代人間]こども教育❷ 

大阪大谷大 [人間社会]スポーツ健康❷、[教育]

教育❷ 

大阪産業大 [スポーツ健康]スポーツ健康❶❷❸ 

甲南女子大 [人間科学]総合子ども❷ 

神戸松蔭女子学院大 [教育]教育❷ 

園田学園女子大 [人間健康]総合健康❶❷ 

天理大 [体育]体育❶❷ 

奈良学園大 [人間教育]人間教育❶❷❸ 

和歌山信愛大 [教育]子ども教育❷❸ 

岡山理科大 [教育]初等教育❷❸、中等教育❷❸ 

倉敷芸術科学大 [生命科学]健康科学❷ 

就実大 [教育]教育心理❷ 

広島都市学園大 [子ども教育]子ども教育❶ 

山口学芸大 [教育]教育❷ 

長崎純心大 [人文]こども教育保育❷ 

熊本学園大 [社会福祉]ライフ・ウェルネス❸ 

40 未満 

札幌学院大 [人文]こども発達❸ 

札幌国際大 [スポーツ人間]スポーツ指導❶ 

北翔大 [生涯スポーツ]スポーツ教育❷、[教育文

化]教育❷ 

北海道文教大 [人間科学]こども発達❷ 

盛岡大 [文]児童教育❷ 

石巻専修大 [人間]人間教育❸ 

仙台大 [体育]健康福祉❶❷、運動栄養❶❷、ス

ポーツ情報マスメディア❶❷、現代武道❶❷、子ど

も運動教育❶❷ 

東北文教大 [人間科学]子ども教育❷ 

福島学院大 [福祉]こども❷ 

常磐大 [人間科学]教育❷ 

日本ウェルネススポーツ大 [スポーツプロモーショ

ン]スポーツプロモーション❶ 

流通経済大 [スポーツ健康科学]スポーツ健康科

学❶❷❸、スポーツコミュニケーション❶❷❸ 

宇都宮共和大 [子ども生活]子ども生活❷ 

作新学院大 [人間文化]発達教育❷ 

浦和大 [こども]こども❷、学校教育❷ 

共栄大 [教育]教育❸ 

尚美学園大 [総合政策]ライフマネジメント❷ 

聖学院大 [人文]児童❷ 

東京国際大 [人間社会]スポーツ科学❷❸ 

平成国際大 [スポーツ健康]スポーツ健康❷ 

植草学園大 [発達教育]発達支援教育❶ 

開智国際大 [教育]教育❶ 

川村学園女子大 [教育]幼児教育❷、児童教育❷ 

敬愛大 [国際]こども教育❶❷ 

国際武道大 [体育]武道❷、体育❷ 

和洋女子大 [人文]こども発達❷ 

こども教育宝仙大 [こども教育]幼児教育❶❷ 

帝京科学大 [教育人間科学]学校教育❷、こども

❷ 

帝京平成大 [現代ライフ]児童❶ 

東海大 [体育]武道❷ 

東京純心大 [現代文化]こども文化❶ 

東京女子体育大 [体育]体育❷ 

東京福祉大 [保育児童]保育児童❷、[教育]教育

❷ 

日本体育大 [スポーツ文化]武道教育❷、スポーツ

国際❷、[スポーツマネジメント]スポーツマネジメン

ト❷、スポーツライフマネジメント❷ 

相模女子大 [学芸]子ども教育❷ 

桐蔭横浜大 [スポーツ健康政策]スポーツ教育❷、

スポーツテクノロジー❷、スポーツ健康政策❷ 



横浜創英大 [こども教育]幼児教育❶ 

富山国際大 [子ども育成]子ども育成❷ 

金沢学院大 [人間健康]スポーツ健康❸、[文]教

育❸ 

金沢星稜大 [人間科学]スポーツ❷❸ 

北陸学院大 [人間総合]子ども教育❷ 

福井工業大 [スポーツ健康科学]スポーツ健康科

学❷ 

山梨学院大 [スポーツ科学]スポーツ科学❷ 

松本大 [人間健康]スポーツ健康❷❸、[教育]学

校教育❸❹ 

岐阜女子大 [文化創造]文化創造❷ 

中部学院大 [教育]子ども教育❷、[スポーツ健康

科学]スポーツ健康科学❷ 

東海学院大 [人間関係]子ども発達❷ 

静岡産業大 [経営]全学科❶ 

静岡福祉大 [子ども]子ども❷ 

常葉大 [健康プロデュース]心身マネジメント❷❸ 

浜松学院大 [現代コミュニケーション]子どもコミュ

ニケーション❷ 

愛知東邦大 [教育]子ども発達❷❸ 

岡崎女子大 [子ども教育]子ども教育❷ 

名古屋経済大 [人間生活科学]教育保育❷ 

名古屋芸術大 [人間発達]子ども発達❷ 

びわこ学院大 [教育福祉]子ども❷、スポーツ教育

❷ 

びわこ成蹊スポーツ大 [スポーツ]スポーツ❷ 

京都光華女子大 [こども教育]こども教育❷ 

京都先端科学大 [健康医療]健康スポーツ❷❸ 

花園大 [社会福祉]児童福祉❷ 

平安女学院大 [子ども教育]子ども教育❷ 

大阪青山大 [健康科学]子ども教育❶❷ 

大阪国際大 [人間科学]スポーツ行動❸ 

大阪樟蔭女子大 [児童教育]児童教育❷❸ 

大阪成蹊大 [教育]教育❷❸ 

関西福祉科学大 [教育]教育❷❸、[健康福祉]健

康科学❷❸ 

相愛大 [人間発達]子ども発達❷ 

太成学院大 [人間]子ども発達❶ 

常磐会学園大 [国際こども教育]国際こども教育❶

❷ 

梅花女子大 [心理こども]こども❷ 

東大阪大 [こども]こども❶ 

桃山学院教育大 [教育]教育❷❸❹ 

芦屋大 [臨床教育]教育❷、児童教育❷ 

関西国際大 [教育]教育福祉❷❸ 

神戸医療福祉大 [社会福祉]健康スポーツコミュニ

ケーション❷ 

神戸海星女子学院大 [現代人間]心理こども❷ 

神戸親和女子大 [発達教育]ジュニアスポーツ教

育❷❸ 

園田学園女子大 [人間教育]児童教育❷ 

姫路大 [教育]こども未来❷ 

兵庫大 [健康科学]健康システム❷ 

帝塚山大 [教育]こども教育❷❸ 

環太平洋大 [次世代教育]教育経営❷、こども発

達❷、[体育]体育❷、健康科学❷ 

吉備国際大 [心理]子ども発達教育❶❷❸ 

くらしき作陽大 [子ども教育]子ども教育❷ 

中国学園大 [子ども]子ども❷ 

美作大 [生活科学]児童❷ 

比治山大 [現代文化]子ども発達教育❶❷ 

広島女学院大 [人間生活]児童教育❶❷ 

広島文化学園大 [学芸]子ども❷ 

広島文教大 [教育]教育❷❸ 

福山平成大 [福祉健康]健康スポーツ科学❸ 

東亜大 [人間科学]心理臨床・子ども❶、スポーツ

健康❶ 

梅光学院大 [子ども]子ども未来❷ 

高松大 [発達科学]子ども発達❷ 

聖カタリナ大 [人間健康福祉]健康スポーツ❷ 

九州共立大 [スポーツ]スポーツ❶❷ 

九州産業大 [人間科学]子ども教育❸、スポーツ健

康科学❷❸ 

九州女子大 [人間科学]人間発達❷ 

久留米工業大 [工]教育創造工❷ 

福岡女学院大 [人間関係]子ども発達❷ 

西九州大 [健康福祉]スポーツ健康福祉❷、[子ど

も]子ども❷ 

活水女子大 [健康生活]子ども❷ 

九州保健福祉大 [社会福祉]スポーツ健康福祉❶

❷❸ 

南九州大 [人間発達]子ども教育❷ 

宮崎国際大 [教育]児童教育❷ 

鹿児島純心女子大 [人間教育]教育・心理❷ 

沖縄大 [人文]こども文化❸ 

 

芸術系統 
 

57.5～59.9 

同志社大 [文]美学芸術❸ 

55.0～57.4 

青山学院大 [文]比較芸術❸ 

愛知淑徳大 [創造表現]創造表現❷❸ 

52.5～54.9 

立命館大 [映像]映像❸ 

50.0～52.4 

東北芸術工科大 [デザイン工]映像学❶❷ 

成城大 [文芸]芸術❷❸ 

多摩美術大 [美術]グラフィックデザイン❷ 

日本大 [芸術]放送❷❸ 

武蔵野美術大 [造形]視覚伝達デザイン❷ 

明治学院大 [文]芸術❸ 

47.5～49.9 

東北芸術工科大 [デザイン工]グラフィックデザイン

学❶❷ 

武蔵野美術大 [造形]日本画❷ 

45.0～47.4 

東北芸術工科大 [芸術]文化財保存修復学❶❷、

美術❶❷ 

国立音楽大 [音楽]演奏・創作(セ)②、音楽文化教

育(セ)② 

女子美術大 [芸術]デザイン工芸❷ 

大正大 [表現]表現文化❸❹ 

多摩美術大 [美術]絵画❷、工芸❷、生産デザイ

ン❷、情報デザイン❷、統合デザイン❷、演劇舞踊

デザイン❷ 

東京造形大 [造形]デザイン❷ 

日本大 [芸術]音楽❷、文芸❷、演劇❷ 

武蔵野美術大 [造形]油絵❷、工芸工業デザイン

❷、空間演出デザイン❷、基礎デザイン❸、デザイ

ン情報❷、芸術文化❸ 

名古屋学芸大 [メディア造形]映像メディア❷ 

京都造形芸術大 [芸術]情報デザイン❷、空間演

出デザイン❷、環境デザイン❷ 

近畿大 [文芸]芸術❸ 

42.5～44.9 

東北生活文化大 [美術]美術表現❶ 

女子美術大 [芸術]美術❷、アートデザイン表現❷ 

大東文化大 [文]書道❷ 

玉川大 [芸術]パフォーミング・アーツ❷ 

多摩美術大 [美術]環境デザイン❷、芸術❷ 

東京家政大 [家政]造形表現❷ 

東京工科大 [デザイン]デザイン❸ 

名古屋学芸大 [メディア造形]デザイン❶❷ 

京都造形芸術大 [芸術]美術工芸❷、映画❷、舞

台芸術❷、文芸表現❷、アートプロデュース❷ 

神戸芸術工科大 [芸術工]映像表現❶ 

安田女子大 [家政]造形デザイン❷ 

40.0～42.4 

桜美林大 [芸術文化]全専修❷❸ 

玉川大 [芸術]メディア・デザイン❷ 

多摩美術大 [美術]彫刻❷ 

東海大 [教養]芸術❷❸、[国際文化]デザイン文

化❸ 

東京工芸大 [芸術]写真❷、映像❷、デザイン❷、

インタラクティブメディア❷、アニメーション❷、ゲー

ム❷、マンガ❷ 

桐朋学園大 [音楽]音楽❷ 

日本大 [芸術]写真❷❸、映画❷❸、美術❶❷

❸、デザイン❶❷❸ 

武蔵野美術大 [造形]彫刻❷ 

フェリス女学院大 [音楽]音楽芸術❷ 

金城学院大 [文]音楽芸術❶ 

大同大 [情報]情報デザイン❸ 

京都造形芸術大 [芸術]マンガ❷、キャラクターデ

ザイン❷、プロダクトデザイン❷ 

同志社女子大 [学芸]音楽❶❷❸ 

神戸芸術工科大 [芸術工]ビジュアルデザイン❶、

まんが表現❶、アート・クラフト❶ 

倉敷芸術科学大 [芸術]メディア映像❷、デザイン

芸術❷ 

安田女子大 [文]書道❷ 

40 未満 

札幌大谷大 [芸術]音楽❶、美術❶ 

星槎道都大 [美術]デザイン❸、建築❸ 

北翔大 [教育文化]芸術❷ 

北海道科学大 [未来デザイン]メディアデザイン❷ 

北海道情報大 [情報メディア]情報メディア❷ 

宮城学院女子大 [学芸]音楽❷ 

文星芸術大 [美術]美術❶ 

尚美学園大 [芸術情報]音楽表現❶、情報表現❷ 

城西国際大 [メディア]メディア情報❸ 

聖徳大 [音楽]演奏❷、音楽総合❷ 

上野学園大 [音楽]音楽❶ 

実践女子大 [文]美学美術史❷❸ 

デジタルハリウッド大 [デジタルコミュニケーション]

デジタルコンテンツ❸ 

文化学園大 [造形]デザイン・造形❷ 

明星大 [デザイン]デザイン❷❸ 

和光大 [表現]芸術❷ 

相模女子大 [学芸]生活デザイン❷ 

日本映画大 [映画]映画❷ 

金沢学院大 [芸術]芸術❸ 

常葉大 [造形]造形❷❸ 

愛知産業大 [造形]スマートデザイン❷ 

名古屋芸術大 [芸術]芸術❶❷ 

名古屋造形大 [造形]造形❶❷ 

京都美術工芸大 [工芸]美術工芸❶ 

大阪音楽大 [音楽]音楽❷ 

大阪成蹊大 [芸術]造形芸術❶ 

大阪電気通信大 [総合情報]ゲーム&メディア❷

❸、デジタルゲーム❷❸ 

相愛大 [音楽]音楽❶ 

大手前大 [メディア・芸術]メディア・芸術❷❸ 

神戸女学院大 [音楽]音楽❶ 

宝塚大 [東京メディア芸術]メディア芸術❶ 

武庫川女子大 [音楽]応用音楽❶❷ 

川崎医療福祉大 [医療福祉マネジメント]医療福祉

デザイン❷❸❹ 

吉備国際大 [アニメーション文化]アニメーション文

化❶❷❸ 

広島国際学院大 [情報文化]情報デザイン❷ 

広島文化学園大 [学芸]音楽❶ 

東亜大 [芸術]アート・デザイン❶、トータルビュー

ティ❶ 

九州産業大 [芸術]芸術表現❶❷❸、写真・映像メ

ディア❶❷❸、ビジュアルデザイン❶❷❸、生活環

境デザイン❶❷❸、ソーシャルデザイン❶❷❸ 

西日本工業大 [デザイン]情報デザイン❷ 

活水女子大 [音楽]音楽❶❷、[健康生活]生活デ

ザイン❷ 

崇城大 [芸術]美術❷、デザイン❷ 

 

総合・学際系統 
 
65.0～67.4 

早稲田大 [政治経済]国際政治経済❸ 

62.5～64.9 

国際基督教大 [教養]アーツ・サイエンス❶ 

早稲田大 [国際教養]国際教養❸ 

60.0～62.4 

青山学院大 [国際政治経済]国際政治❷❸、国際

経済❸、国際コミュニケーション❷❸ 

上智大 [総合グローバル]総合グローバル❷❸ 

中央大 [国際情報]国際情報❶❷ 

法政大 [GIS グローバル教養]グローバル教養❶❷ 

早稲田大 [人間科学]人間環境科学❸、健康福祉

科学❸、人間情報科学❸ 

関西学院大 [国際]国際❶❷❸ 

防衛大 [人文・社会科学]全学科❸ 



57.5～59.9 

明治大 [国際日本]国際日本❸ 

立命館大 [国際関係]国際関係❶❸ 

55.0～57.4 

獨協大 [外国語]交流文化❶❷ 

津田塾大 [学芸]国際関係❸ 

南山大 [国際教養]国際教養❸ 

関西学院大 [人間福祉]人間科学❷❸ 

52.5～54.9 

獨協大 [国際教養]言語文化❷❸ 

青山学院大 [地球社会共生]地球社会共生❸ 

明治学院大 [国際]国際❷❸、国際キャリア❸ 

関西学院大 [総合政策]全学科❷❸ 

立命館アジア太平洋大 [アジア太平洋]アジア太

平洋❸ 

50.0～52.4 

学習院女子大 [国際文化交流]国際コミュニケーシ

ョン❸ 

昭和女子大 [国際]国際❷ 

東洋大 [文]国際文化コミュニケーション❸❹ 

武蔵野大 [グローバル]グローバルビジネス❷❸ 

愛知淑徳大 [交流文化]交流文化❷❸ 

名古屋外国語大 [世界教養]世界教養❷❸、[世

界共生]世界共生❷❸ 

龍谷大 [国際]グローバルスタディーズ❸ 

関西大 [人間健康]人間健康❷❸ 

47.5～49.9 

東北学院大 [教養]人間科学❸、言語文化❸、地

域構想❸ 

文教大 [人間科学]人間科学❸ 

駒澤大 [グローバル・メディア・スタディーズ]グロー

バル・メディア❷❸ 

順天堂大 [国際教養]国際教養❷❸ 

聖心女子大 [現代教養]国際交流❸ 

創価大 [国際教養]国際教養❸ 

武蔵野大 [人間科学]人間科学❷❸ 

愛知東邦大 [人間健康]人間健康❷❸ 

京都外国語大 [国際貢献]グローバルスタディーズ

❷❸、グローバル観光❷❸ 

近畿大 [国際]国際❸ 

45.0～47.4 

東北学院大 [教養]情報科学❸ 

亜細亜大 [国際関係]国際関係❷、多文化コミュニ

ケーション❷ 

桜美林大 [健康福祉]全専修❷❸ 

大妻女子大 [人間関係]人間関係❷ 

玉川大 [リベラルアーツ]リベラルアーツ❷ 

東京家政大 [人文]教育福祉❷ 

東洋大 [国際]グローバル・イノベーション❸、国際

❸、[国際観光]国際観光❸❹ 

日本大 [国際関係]国際総合政策❷❸❹、国際教

養❷❸❹、[生物資源科学]国際地域開発❸ 

武蔵野美術大 [造形構想]クリエイティブイノベー

ション❷❸、映像❷❸ 

神奈川大 [人間科学]人間科学❸ 

フェリス女学院大 [国際交流]国際交流❷❸ 

愛知大 [現代中国]現代中国❸❹ 

愛知学院大 [心身科学]健康科学❷❸ 

鈴鹿大 [国際地域]国際地域❷ 

42.5～44.9 

文教大 [国際]国際理解❷❸ 

桜美林大 [グローバル・コミュニケーション]グロー

バル・コミュニケーション❷❸ 

共立女子大 [国際]国際❸ 

清泉女子大 [文]地球市民❷ 

創価大 [文]人間❷❸ 

大正大 [心理社会]人間科学❸❹ 

拓殖大 [国際]国際❷❸ 

東洋英和女学院大 [国際社会]国際社会❷❸、国

際コミュニケーション❷❸ 

愛知淑徳大 [人間情報]人間情報❷❸ 

大阪経済大 [人間科学]人間科学❷ 

神戸女子大 [文]国際教養❷❸ 

40.0～42.4 

東京国際大 [グローバル]グローバル❸ 

桜美林大 [リベラルアーツ]全分野❷❸ 

大東文化大 [国際関係]国際関係❷❸ 

東海大 [教養]国際❸ 

関東学院大 [人間共生]コミュニケーション❷❸ 

東洋英和女学院大 [人間科学]人間科学❷❸ 

新潟国際情報大 [国際]国際文化❷ 

大阪産業大 [国際]国際❶❷❸ 

帝塚山学院大 [リベラルアーツ]リベラルアーツ❷

❸ 

筑紫女学園大 [人間科学]人間科学❷❸❹ 

福岡女学院大 [国際キャリア]国際キャリア❷ 

長崎純心大 [人文]文化コミュニケーション❷ 

九州ルーテル学院大 [人文]人文❶ 

40 未満 

旭川大 [保健福祉]コミュニティ福祉❷ 

札幌大 [地域共創]全専攻❷❸、リベラルアーツ❷

❸、経済学❷❸、地域創生❷❸、経営学❷❸、法

学❷❸、現代政治❷❸、英語❷❸、ロシア語❷

❸、歴史文化❷❸、日本語・日本文化❷❸、中国

語・中国文化❷❸、異文化コミュニケーション❷

❸、スポーツ文化❷❸ 

八戸学院大 [健康医療]人間健康❷ 

仙台白百合女子大 [人間]グローバル・スタディー

ズ❷ 

東京国際大 [国際関係]国際関係❷❸ 

人間総合科学大 [人間科学]ヘルスフードサイエン

ス❷ 

武蔵野学院大 [国際コミュニケーション]国際コミュ

ニケーション❷ 

開智国際大 [国際教養]国際教養❶ 

敬愛大 [国際]国際❶❷ 

千葉商科大 [国際教養]国際教養❷❸ 

中央学院大 [現代教養]現代教養❶❷❸ 

明海大 [不動産]不動産❷❸、[ホスピタリティ・ツー

リズム]ホスピタリティ・ツーリズム❷❸ 

和洋女子大 [人文]国際❷ 

高千穂大 [人間科学]人間科学❷ 

多摩大 [グローバルスタディーズ]グローバルスタ

ディーズ❷ 

東京成徳大 [国際]国際❷ 

東洋学園大 [グローバル・コミュニケーション]グロ

ーバル・コミュニケーション❶❷❸ 

文化学園大 [現代文化]国際文化・観光❷ 

和光大 [現代人間]人間科学❷ 

松蔭大 [コミュニケーション文化]異文化コミュニケ

ーション❷ 

山梨学院大 [国際リベラルアーツ]国際リベラルア

ーツ❶ 

愛知東邦大 [経営]国際ビジネス❷❸ 

愛知みずほ大 [人間科学]心身健康科学❷ 

中部大 [国際関係]国際❷❸ 

名古屋学院大 [国際文化]国際文化❷❸、国際協

力❷❸ 

名古屋商科大 [国際]全学科❷❸ 

日本福祉大 [国際福祉開発]国際福祉開発❷❸ 

大谷大 [文]国際文化❷❸ 

大阪学院大 [国際]国際❷ 

大阪観光大 [国際交流]国際交流❷ 

大阪国際大 [人間科学]人間健康科学❸ 

大阪女学院大 [国際・英語]国際・英語❶❷ 

帝塚山学院大 [人間科学]情報メディア❷❸ 

甲南女子大 [文]多文化コミュニケーション❷ 

流通科学大 [人間社会]人間健康❷❸ 

高野山大 [文]人間❷ 

中国学園大 [国際教養]国際教養❷ 

広島文化学園大 [人間健康]スポーツ健康福祉❷ 

東亜大 [人間科学]国際交流❶ 

九州国際大 [現代ビジネス]国際社会❷ 

宮崎国際大 [国際教養]比較文化❷ 

 


