
８桁コード 大学名      学部名      学科名 区分 場所

60010001 旭川大短大部　　生活／食物栄 私短 北海道
60010001 旭川大短大部　　生活／食物栄 私短 北海道
60010001 旭川大短大部　　生活／食物栄 私短 北海道
60010001 旭川大短大部　　生活／食物栄 私短 北海道
60010002 旭川大短大部　　生活／生活福 私短 北海道
60010002 旭川大短大部　　生活／生活福 私短 北海道
60010002 旭川大短大部　　生活／生活福 私短 北海道
60010002 旭川大短大部　　生活／生活福 私短 北海道
60010003 旭川大短大部　　幼児教育 私短 北海道
60010003 旭川大短大部　　幼児教育 私短 北海道
60010003 旭川大短大部　　幼児教育 私短 北海道
60010003 旭川大短大部　　幼児教育 私短 北海道
60030002 帯広大谷短　　社会／介護福 私短 北海道
60030002 帯広大谷短　　社会／介護福 私短 北海道
60030002 帯広大谷短　　社会／介護福 私短 北海道
60030002 帯広大谷短　　社会／介護福 私短 北海道
60030003 帯広大谷短　　社会／子ども 私短 北海道
60030004 帯広大谷短　　生活科学 私短 北海道
60030004 帯広大谷短　　生活科学 私短 北海道
60030004 帯広大谷短　　生活科学 私短 北海道
60030004 帯広大谷短　　生活科学 私短 北海道
60030005 帯広大谷短　　地域教養 私短 北海道
60030005 帯広大谷短　　地域教養 私短 北海道
60030005 帯広大谷短　　地域教養 私短 北海道
60030005 帯広大谷短　　地域教養 私短 北海道
60040001 釧路短　　生活／食物栄 私短 北海道
60040001 釧路短　　生活／食物栄 私短 北海道
60040001 釧路短　　生活／食物栄 私短 北海道
60040002 釧路短　　生活／生活科 私短 北海道
60040002 釧路短　　生活／生活科 私短 北海道
60040002 釧路短　　生活／生活科 私短 北海道
60040003 釧路短　　幼児教育 私短 北海道
60040003 釧路短　　幼児教育 私短 北海道
60040003 釧路短　　幼児教育 私短 北海道
60050001 光塩学園女短　　食物栄養 私短 北海道
60050001 光塩学園女短　　食物栄養 私短 北海道
60050001 光塩学園女短　　食物栄養 私短 北海道
60050002 光塩学園女短　　保育 私短 北海道
60050002 光塩学園女短　　保育 私短 北海道
60050002 光塩学園女短　　保育 私短 北海道
60060001 国学院北海道短　　総合教養 私短 北海道
60060001 国学院北海道短　　総合教養 私短 北海道
60060001 国学院北海道短　　総合教養 私短 北海道
60060001 国学院北海道短　　総合教養 私短 北海道
60060002 国学院北海道短　　国文 私短 北海道
60060002 国学院北海道短　　国文 私短 北海道
60060002 国学院北海道短　　国文 私短 北海道
60060002 国学院北海道短　　国文 私短 北海道
60060004 国学院北海道短　　幼児／幼児保 私短 北海道
60060004 国学院北海道短　　幼児／幼児保 私短 北海道
60060004 国学院北海道短　　幼児／幼児保 私短 北海道
60060004 国学院北海道短　　幼児／幼児保 私短 北海道
60060005 国学院北海道短　　幼児／児童教 私短 北海道
60060005 国学院北海道短　　幼児／児童教 私短 北海道
60060005 国学院北海道短　　幼児／児童教 私短 北海道
60060005 国学院北海道短　　幼児／児童教 私短 北海道
60080003 札幌大谷大短大　　保育 私短 北海道



60080003 札幌大谷大短大　　保育 私短 北海道
60090005 札幌大女短大部　　キャリアデザ 私短 北海道
60090005 札幌大女短大部　　キャリアデザ 私短 北海道
60090005 札幌大女短大部　　キャリアデザ 私短 北海道
60090005 札幌大女短大部　　キャリアデザ 私短 北海道
60090005 札幌大女短大部　　キャリアデザ 私短 北海道
60090005 札幌大女短大部　　キャリアデザ 私短 北海道
60090005 札幌大女短大部　　キャリアデザ 私短 北海道
60100013 札幌国際大短大　　幼児教育保育 私短 北海道
60100013 札幌国際大短大　　幼児教育保育 私短 北海道
60100013 札幌国際大短大　　幼児教育保育 私短 北海道
60100013 札幌国際大短大　　幼児教育保育 私短 北海道
60100013 札幌国際大短大　　幼児教育保育 私短 北海道
60100013 札幌国際大短大　　幼児教育保育 私短 北海道
60100016 札幌国際大短大　　総合生活キャ 私短 北海道
60100016 札幌国際大短大　　総合生活キャ 私短 北海道
60100016 札幌国際大短大　　総合生活キャ 私短 北海道
60100016 札幌国際大短大　　総合生活キャ 私短 北海道
60100016 札幌国際大短大　　総合生活キャ 私短 北海道
60100016 札幌国際大短大　　総合生活キャ 私短 北海道
60120008 拓殖大北海道短　　保育 私短 北海道
60120008 拓殖大北海道短　　保育 私短 北海道
60120008 拓殖大北海道短　　保育 私短 北海道
60120008 拓殖大北海道短　　保育 私短 北海道
60120008 拓殖大北海道短　　保育 私短 北海道
60120009 拓殖大北海道短　　農学ビジネス 私短 北海道
60120009 拓殖大北海道短　　農学ビジネス 私短 北海道
60120009 拓殖大北海道短　　農学ビジネス 私短 北海道
60120009 拓殖大北海道短　　農学ビジネス 私短 北海道
60120009 拓殖大北海道短　　農学ビジネス 私短 北海道
60150001 函館短　　食物栄養 私短 北海道
60150001 函館短　　食物栄養 私短 北海道
60150002 函館短　　保育 私短 北海道
60150002 函館短　　保育 私短 北海道
60160001 函館大谷短　　コミュニティ 私短 北海道
60160002 函館大谷短　　こども 私短 北海道
60190001 北星学園大短大　　英文 私短 北海道
60190001 北星学園大短大　　英文 私短 北海道
60190002 北星学園大短大　　生活創造 私短 北海道
60190002 北星学園大短大　　生活創造 私短 北海道
60210001 北海道科学大短　　自動車工 私短 北海道
60210001 北海道科学大短　　自動車工 私短 北海道
60220009 北翔大短大部　　こど／保育 私短 北海道
60220009 北翔大短大部　　こど／保育 私短 北海道
60220009 北翔大短大部　　こど／保育 私短 北海道
60220009 北翔大短大部　　こど／保育 私短 北海道
60220009 北翔大短大部　　こど／保育 私短 北海道
60220010 北翔大短大部　　こど／音楽 私短 北海道
60220010 北翔大短大部　　こど／音楽 私短 北海道
60220010 北翔大短大部　　こど／音楽 私短 北海道
60220010 北翔大短大部　　こど／音楽 私短 北海道
60220010 北翔大短大部　　こど／音楽 私短 北海道
60220011 北翔大短大部　　こど／教育 私短 北海道
60220011 北翔大短大部　　こど／教育 私短 北海道
60220011 北翔大短大部　　こど／教育 私短 北海道
60220011 北翔大短大部　　こど／教育 私短 北海道
60220011 北翔大短大部　　こど／教育 私短 北海道
60220012 北翔大短大部　　ライ／キャリ 私短 北海道



60220012 北翔大短大部　　ライ／キャリ 私短 北海道
60220012 北翔大短大部　　ライ／キャリ 私短 北海道
60220012 北翔大短大部　　ライ／キャリ 私短 北海道
60220012 北翔大短大部　　ライ／キャリ 私短 北海道
60220013 北翔大短大部　　ライ／ファッ 私短 北海道
60220013 北翔大短大部　　ライ／ファッ 私短 北海道
60220013 北翔大短大部　　ライ／ファッ 私短 北海道
60220013 北翔大短大部　　ライ／ファッ 私短 北海道
60220013 北翔大短大部　　ライ／ファッ 私短 北海道
60250001 北海道武蔵女短　　英文 私短 北海道
60250001 北海道武蔵女短　　英文 私短 北海道
60250001 北海道武蔵女短　　英文 私短 北海道
60250002 北海道武蔵女短　　教養 私短 北海道
60250002 北海道武蔵女短　　教養 私短 北海道
60250002 北海道武蔵女短　　教養 私短 北海道
60250003 北海道武蔵女短　　経済 私短 北海道
60250003 北海道武蔵女短　　経済 私短 北海道
60250003 北海道武蔵女短　　経済 私短 北海道
60420010 青森明の星短　　子ど／保育 私短 青森県
60420010 青森明の星短　　子ど／保育 私短 青森県
60420011 青森明の星短　　子ど／コミュ 私短 青森県
60420011 青森明の星短　　子ど／コミュ 私短 青森県
60430002 青森中央短　　食物栄養 私短 青森県
60430002 青森中央短　　食物栄養 私短 青森県
60430002 青森中央短　　食物栄養 私短 青森県
60430002 青森中央短　　食物栄養 私短 青森県
60430003 青森中央短　　幼児保育 私短 青森県
60430003 青森中央短　　幼児保育 私短 青森県
60430003 青森中央短　　幼児保育 私短 青森県
60430003 青森中央短　　幼児保育 私短 青森県
60440002 八戸学院大短大　　幼児保育 私短 青森県
60440002 八戸学院大短大　　幼児保育 私短 青森県
60440002 八戸学院大短大　　幼児保育 私短 青森県
60440003 八戸学院大短大　　ライフデザイ 私短 青森県
60440003 八戸学院大短大　　ライフデザイ 私短 青森県
60440003 八戸学院大短大　　ライフデザイ 私短 青森県
60450001 東北女短　　生活 私短 青森県
60450001 東北女短　　生活 私短 青森県
60450006 東北女短　　保育／女子 私短 青森県
60450006 東北女短　　保育／女子 私短 青森県
60450007 東北女短　　保育／男子 私短 青森県
60450007 東北女短　　保育／男子 私短 青森県
60470002 弘前医療福祉短　　生活／介護福 私短 青森県
60470002 弘前医療福祉短　　生活／介護福 私短 青森県
60470002 弘前医療福祉短　　生活／介護福 私短 青森県
60470003 弘前医療福祉短　　生活／食育福 私短 青森県
60470003 弘前医療福祉短　　生活／食育福 私短 青森県
60470003 弘前医療福祉短　　生活／食育福 私短 青森県
60470004 弘前医療福祉短　　救急救命 私短 青森県
60470004 弘前医療福祉短　　救急救命 私短 青森県
60470004 弘前医療福祉短　　救急救命 私短 青森県
60560002 修紅短　　幼児教育 私短 岩手県
60560002 修紅短　　幼児教育 私短 岩手県
60560003 修紅短　　食物栄養 私短 岩手県
60560003 修紅短　　食物栄養 私短 岩手県
60590002 盛岡大短大部　　幼児教育 私短 岩手県
60590002 盛岡大短大部　　幼児教育 私短 岩手県
60670004 聖和学園短　　キャリア開発 私短 宮城県



60670007 聖和学園短　　保育 私短 宮城県
60690001 仙台青葉学院短　　看護 私短 宮城県
60690001 仙台青葉学院短　　看護 私短 宮城県
60690001 仙台青葉学院短　　看護 私短 宮城県
60690001 仙台青葉学院短　　看護 私短 宮城県
60690002 仙台青葉学院短　　ビジネスキャ 私短 宮城県
60690002 仙台青葉学院短　　ビジネスキャ 私短 宮城県
60690002 仙台青葉学院短　　ビジネスキャ 私短 宮城県
60690002 仙台青葉学院短　　ビジネスキャ 私短 宮城県
60690003 仙台青葉学院短　　リハ／理学療 私短 宮城県
60690003 仙台青葉学院短　　リハ／理学療 私短 宮城県
60690003 仙台青葉学院短　　リハ／理学療 私短 宮城県
60690003 仙台青葉学院短　　リハ／理学療 私短 宮城県
60690003 仙台青葉学院短　　リハ／理学療 私短 宮城県
60690003 仙台青葉学院短　　リハ／理学療 私短 宮城県
60690004 仙台青葉学院短　　リハ／理学夜 私短 宮城県
60690004 仙台青葉学院短　　リハ／理学夜 私短 宮城県
60690004 仙台青葉学院短　　リハ／理学夜 私短 宮城県
60690004 仙台青葉学院短　　リハ／理学夜 私短 宮城県
60690004 仙台青葉学院短　　リハ／理学夜 私短 宮城県
60690004 仙台青葉学院短　　リハ／理学夜 私短 宮城県
60690005 仙台青葉学院短　　リハ／作業療 私短 宮城県
60690005 仙台青葉学院短　　リハ／作業療 私短 宮城県
60690005 仙台青葉学院短　　リハ／作業療 私短 宮城県
60690005 仙台青葉学院短　　リハ／作業療 私短 宮城県
60690005 仙台青葉学院短　　リハ／作業療 私短 宮城県
60690005 仙台青葉学院短　　リハ／作業療 私短 宮城県
60690006 仙台青葉学院短　　こども 私短 宮城県
60690006 仙台青葉学院短　　こども 私短 宮城県
60690007 仙台青葉学院短　　歯科衛生 私短 宮城県
60690007 仙台青葉学院短　　歯科衛生 私短 宮城県
60690008 仙台青葉学院短　　栄養 私短 宮城県
60690008 仙台青葉学院短　　栄養 私短 宮城県
60690009 仙台青葉学院短　　観光ビジネス 私短 宮城県
60690009 仙台青葉学院短　　観光ビジネス 私短 宮城県
60700003 東北生活文化短　　生活／子ども 私短 宮城県
60700003 東北生活文化短　　生活／子ども 私短 宮城県
60700003 東北生活文化短　　生活／子ども 私短 宮城県
60700003 東北生活文化短　　生活／子ども 私短 宮城県
60700003 東北生活文化短　　生活／子ども 私短 宮城県
60700004 東北生活文化短　　生活／食物栄 私短 宮城県
60700004 東北生活文化短　　生活／食物栄 私短 宮城県
60700004 東北生活文化短　　生活／食物栄 私短 宮城県
60700004 東北生活文化短　　生活／食物栄 私短 宮城県
60700004 東北生活文化短　　生活／食物栄 私短 宮城県
60720002 宮城誠真短　　保育 私短 宮城県
60720002 宮城誠真短　　保育 私短 宮城県
60810004 秋田栄養短　　栄養 私短 秋田県
60810004 秋田栄養短　　栄養 私短 秋田県
60810004 秋田栄養短　　栄養 私短 秋田県
60820004 聖霊女短　　生活／生活文 私短 秋田県
60820004 聖霊女短　　生活／生活文 私短 秋田県
60820006 聖霊女短　　生活／生活こ 私短 秋田県
60820006 聖霊女短　　生活／生活こ 私短 秋田県
60820009 聖霊女短　　生活／健康栄 私短 秋田県
60820009 聖霊女短　　生活／健康栄 私短 秋田県
60830001 聖園学園短　　保育 私短 秋田県
60830001 聖園学園短　　保育 私短 秋田県



60850002 日赤秋田短　　介護福祉 私短 秋田県
60850002 日赤秋田短　　介護福祉 私短 秋田県
60910001 羽陽学園短　　幼児教育 私短 山形県
60910001 羽陽学園短　　幼児教育 私短 山形県
60920003 東北文教大短大　　子ども 私短 山形県
60920003 東北文教大短大　　子ども 私短 山形県
60920003 東北文教大短大　　子ども 私短 山形県
60920003 東北文教大短大　　子ども 私短 山形県
60920004 東北文教大短大　　人間福祉 私短 山形県
60920004 東北文教大短大　　人間福祉 私短 山形県
60920004 東北文教大短大　　人間福祉 私短 山形県
60920004 東北文教大短大　　人間福祉 私短 山形県
60920005 東北文教大短大　　総合文化 私短 山形県
60920005 東北文教大短大　　総合文化 私短 山形県
60920005 東北文教大短大　　総合文化 私短 山形県
60920005 東北文教大短大　　総合文化 私短 山形県
60980002 いわき短　　幼児教育 私短 福島県
60980002 いわき短　　幼児教育 私短 福島県
60980002 いわき短　　幼児教育 私短 福島県
60980002 いわき短　　幼児教育 私短 福島県
60990001 郡山女大短大部　　音楽 私短 福島県
60990001 郡山女大短大部　　音楽 私短 福島県
60990002 郡山女大短大部　　家政／福祉情 私短 福島県
60990002 郡山女大短大部　　家政／福祉情 私短 福島県
60990003 郡山女大短大部　　家政／食物栄 私短 福島県
60990003 郡山女大短大部　　家政／食物栄 私短 福島県
60990004 郡山女大短大部　　生活芸術 私短 福島県
60990004 郡山女大短大部　　生活芸術 私短 福島県
60990005 郡山女大短大部　　文化 私短 福島県
60990005 郡山女大短大部　　文化 私短 福島県
60990006 郡山女大短大部　　幼児教育 私短 福島県
60990006 郡山女大短大部　　幼児教育 私短 福島県
61000003 桜の聖母短　　生活／食物栄 私短 福島県
61000003 桜の聖母短　　生活／食物栄 私短 福島県
61000004 桜の聖母短　　生活／福祉こ 私短 福島県
61000004 桜の聖母短　　生活／福祉こ 私短 福島県
61000007 桜の聖母短　　キャリア教養 私短 福島県
61000007 桜の聖母短　　キャリア教養 私短 福島県
61010001 福島学院大短大　　食物栄養 私短 福島県
61010003 福島学院大短大　　情報ビジネス 私短 福島県
61010004 福島学院大短大　　保育 私短 福島県
61060003 茨城女短　　保育 私短 茨城県
61060004 茨城女短　　表現文化 私短 茨城県
61090004 つくば国際短　　保育 私短 茨城県
61110005 常磐短　　幼児教育保育 私短 茨城県
61110006 常磐短　　キャリア教養 私短 茨城県
61190001 足利短　　こども 私短 栃木県
61190001 足利短　　こども 私短 栃木県
61190001 足利短　　こども 私短 栃木県
61200001 宇都宮短　　音楽 私短 栃木県
61200001 宇都宮短　　音楽 私短 栃木県
61200002 宇都宮短　　人間／社会福 私短 栃木県
61200002 宇都宮短　　人間／社会福 私短 栃木県
61200002 宇都宮短　　人間／社会福 私短 栃木県
61200002 宇都宮短　　人間／社会福 私短 栃木県
61200002 宇都宮短　　人間／社会福 私短 栃木県
61200002 宇都宮短　　人間／社会福 私短 栃木県
61200003 宇都宮短　　人間／介護福 私短 栃木県



61200003 宇都宮短　　人間／介護福 私短 栃木県
61200003 宇都宮短　　人間／介護福 私短 栃木県
61200003 宇都宮短　　人間／介護福 私短 栃木県
61200003 宇都宮短　　人間／介護福 私短 栃木県
61200003 宇都宮短　　人間／介護福 私短 栃木県
61210002 宇都宮文星短　　地域総合文化 私短 栃木県
61220014 国学院大栃木短　　日本文化 私短 栃木県
61220014 国学院大栃木短　　日本文化 私短 栃木県
61220014 国学院大栃木短　　日本文化 私短 栃木県
61220014 国学院大栃木短　　日本文化 私短 栃木県
61220014 国学院大栃木短　　日本文化 私短 栃木県
61220014 国学院大栃木短　　日本文化 私短 栃木県
61220015 国学院大栃木短　　人間教育 私短 栃木県
61220015 国学院大栃木短　　人間教育 私短 栃木県
61220015 国学院大栃木短　　人間教育 私短 栃木県
61220015 国学院大栃木短　　人間教育 私短 栃木県
61220015 国学院大栃木短　　人間教育 私短 栃木県
61220015 国学院大栃木短　　人間教育 私短 栃木県
61230003 作新学院大女短　　幼児教育 私短 栃木県
61240008 佐野短　　総合キャリア 私短 栃木県
61240008 佐野短　　総合キャリア 私短 栃木県
61240008 佐野短　　総合キャリア 私短 栃木県
61320002 育英短　　保育 私短 群馬県
61320002 育英短　　保育 私短 群馬県
61320002 育英短　　保育 私短 群馬県
61320002 育英短　　保育 私短 群馬県
61320002 育英短　　保育 私短 群馬県
61320005 育英短　　現代コミュニ 私短 群馬県
61320005 育英短　　現代コミュニ 私短 群馬県
61320005 育英短　　現代コミュニ 私短 群馬県
61320005 育英短　　現代コミュニ 私短 群馬県
61320005 育英短　　現代コミュニ 私短 群馬県
61330004 関東短　　こども 私短 群馬県
61330004 関東短　　こども 私短 群馬県
61330004 関東短　　こども 私短 群馬県
61330004 関東短　　こども 私短 群馬県
61330004 関東短　　こども 私短 群馬県
61340002 東京福祉大短大　　こど／保育幼 私短 群馬県
61340002 東京福祉大短大　　こど／保育幼 私短 群馬県
61340002 東京福祉大短大　　こど／保育幼 私短 群馬県
61340002 東京福祉大短大　　こど／保育幼 私短 群馬県
61340002 東京福祉大短大　　こど／保育幼 私短 群馬県
61340002 東京福祉大短大　　こど／保育幼 私短 群馬県
61340002 東京福祉大短大　　こど／保育幼 私短 群馬県
61340002 東京福祉大短大　　こど／保育幼 私短 群馬県
61340002 東京福祉大短大　　こど／保育幼 私短 群馬県
61340003 東京福祉大短大　　こど／こども 私短 群馬県
61340003 東京福祉大短大　　こど／こども 私短 群馬県
61340003 東京福祉大短大　　こど／こども 私短 群馬県
61340003 東京福祉大短大　　こど／こども 私短 群馬県
61340003 東京福祉大短大　　こど／こども 私短 群馬県
61340003 東京福祉大短大　　こど／こども 私短 群馬県
61340003 東京福祉大短大　　こど／こども 私短 群馬県
61340003 東京福祉大短大　　こど／こども 私短 群馬県
61340003 東京福祉大短大　　こど／こども 私短 群馬県
61350001 桐生大短大部　　生活科学 私短 群馬県
61350001 桐生大短大部　　生活科学 私短 群馬県
61350002 桐生大短大部　　アート・デザ 私短 群馬県



61350002 桐生大短大部　　アート・デザ 私短 群馬県
61350002 桐生大短大部　　アート・デザ 私短 群馬県
61350002 桐生大短大部　　アート・デザ 私短 群馬県
61380002 高崎商大短大部　　現代ビジネス 私短 群馬県
61380002 高崎商大短大部　　現代ビジネス 私短 群馬県
61380002 高崎商大短大部　　現代ビジネス 私短 群馬県
61380002 高崎商大短大部　　現代ビジネス 私短 群馬県
61380002 高崎商大短大部　　現代ビジネス 私短 群馬県
61380002 高崎商大短大部　　現代ビジネス 私短 群馬県
61390002 新島学園短　　コミュニティ 私短 群馬県
61390002 新島学園短　　コミュニティ 私短 群馬県
61390002 新島学園短　　コミュニティ 私短 群馬県
61390002 新島学園短　　コミュニティ 私短 群馬県
61390002 新島学園短　　コミュニティ 私短 群馬県
61390002 新島学園短　　コミュニティ 私短 群馬県
61390003 新島学園短　　キャリアデザ 私短 群馬県
61390003 新島学園短　　キャリアデザ 私短 群馬県
61390003 新島学園短　　キャリアデザ 私短 群馬県
61390003 新島学園短　　キャリアデザ 私短 群馬県
61390003 新島学園短　　キャリアデザ 私短 群馬県
61390003 新島学園短　　キャリアデザ 私短 群馬県
61400005 明和学園短　　生活／栄養 私短 群馬県
61400005 明和学園短　　生活／栄養 私短 群馬県
61400005 明和学園短　　生活／栄養 私短 群馬県
61400005 明和学園短　　生活／栄養 私短 群馬県
61400006 明和学園短　　生活／こども 私短 群馬県
61400006 明和学園短　　生活／こども 私短 群馬県
61400006 明和学園短　　生活／こども 私短 群馬県
61400006 明和学園短　　生活／こども 私短 群馬県
61410004 群馬医療福祉短　　医療福祉 私短 群馬県
61410004 群馬医療福祉短　　医療福祉 私短 群馬県
61410004 群馬医療福祉短　　医療福祉 私短 群馬県
61410004 群馬医療福祉短　　医療福祉 私短 群馬県
61410004 群馬医療福祉短　　医療福祉 私短 群馬県
61410004 群馬医療福祉短　　医療福祉 私短 群馬県
61410004 群馬医療福祉短　　医療福祉 私短 群馬県
61470003 秋草学園短　　幼児教育 私短 埼玉県
61470003 秋草学園短　　幼児教育 私短 埼玉県
61470003 秋草学園短　　幼児教育 私短 埼玉県
61470004 秋草学園短　　幼児教育二 私短 埼玉県
61470004 秋草学園短　　幼児教育二 私短 埼玉県
61470004 秋草学園短　　幼児教育二 私短 埼玉県
61470004 秋草学園短　　幼児教育二 私短 埼玉県
61470005 秋草学園短　　地域保育 私短 埼玉県
61470005 秋草学園短　　地域保育 私短 埼玉県
61470005 秋草学園短　　地域保育 私短 埼玉県
61470007 秋草学園短　　文化表現 私短 埼玉県
61470007 秋草学園短　　文化表現 私短 埼玉県
61470007 秋草学園短　　文化表現 私短 埼玉県
61470007 秋草学園短　　文化表現 私短 埼玉県
61490002 上野学園大短大　　音楽 私短 埼玉県
61490002 上野学園大短大　　音楽 私短 埼玉県
61500005 浦和大短大部　　介護福祉 私短 埼玉県
61500005 浦和大短大部　　介護福祉 私短 埼玉県
61500005 浦和大短大部　　介護福祉 私短 埼玉県
61510001 川口短　　ビジネス実務 私短 埼玉県
61510002 川口短　　こども 私短 埼玉県
61530002 国際学院埼玉短　　幼児保育 私短 埼玉県



61530002 国際学院埼玉短　　幼児保育 私短 埼玉県
61530002 国際学院埼玉短　　幼児保育 私短 埼玉県
61530003 国際学院埼玉短　　健康／食物栄 私短 埼玉県
61530003 国際学院埼玉短　　健康／食物栄 私短 埼玉県
61530003 国際学院埼玉短　　健康／食物栄 私短 埼玉県
61530004 国際学院埼玉短　　健康／調理製 私短 埼玉県
61530004 国際学院埼玉短　　健康／調理製 私短 埼玉県
61530004 国際学院埼玉短　　健康／調理製 私短 埼玉県
61550001 埼玉医大短　　看護 私短 埼玉県
61550001 埼玉医大短　　看護 私短 埼玉県
61560005 埼玉純真短　　こども 私短 埼玉県
61560005 埼玉純真短　　こども 私短 埼玉県
61570001 埼玉女短　　国際コミュニ 私短 埼玉県
61570001 埼玉女短　　国際コミュニ 私短 埼玉県
61570001 埼玉女短　　国際コミュニ 私短 埼玉県
61570001 埼玉女短　　国際コミュニ 私短 埼玉県
61570001 埼玉女短　　国際コミュニ 私短 埼玉県
61570001 埼玉女短　　国際コミュニ 私短 埼玉県
61570002 埼玉女短　　商 私短 埼玉県
61570002 埼玉女短　　商 私短 埼玉県
61570002 埼玉女短　　商 私短 埼玉県
61570002 埼玉女短　　商 私短 埼玉県
61570002 埼玉女短　　商 私短 埼玉県
61570002 埼玉女短　　商 私短 埼玉県
61590007 城西短　　ビジネス総合 私短 埼玉県
61590007 城西短　　ビジネス総合 私短 埼玉県
61590007 城西短　　ビジネス総合 私短 埼玉県
61590007 城西短　　ビジネス総合 私短 埼玉県
61590007 城西短　　ビジネス総合 私短 埼玉県
61600001 埼玉東萌短　　幼児保育 私短 埼玉県
61600001 埼玉東萌短　　幼児保育 私短 埼玉県
61630001 武蔵丘短　　健康／健康栄 私短 埼玉県
61630001 武蔵丘短　　健康／健康栄 私短 埼玉県
61630001 武蔵丘短　　健康／健康栄 私短 埼玉県
61630002 武蔵丘短　　健康／健康ス 私短 埼玉県
61630002 武蔵丘短　　健康／健康ス 私短 埼玉県
61630002 武蔵丘短　　健康／健康ス 私短 埼玉県
61630003 武蔵丘短　　健康／健康マ 私短 埼玉県
61630003 武蔵丘短　　健康／健康マ 私短 埼玉県
61630003 武蔵丘短　　健康／健康マ 私短 埼玉県
61640002 武蔵野短　　幼児教育 私短 埼玉県
61640002 武蔵野短　　幼児教育 私短 埼玉県
61650002 山村学園短　　保育 私短 埼玉県
61940003 昭和学院短　　ヘルスケア栄 私短 千葉県
61940003 昭和学院短　　ヘルスケア栄 私短 千葉県
61940004 昭和学院短　　人間／生活ク 私短 千葉県
61940004 昭和学院短　　人間／生活ク 私短 千葉県
61940005 昭和学院短　　人間／こども 私短 千葉県
61940005 昭和学院短　　人間／こども 私短 千葉県
61950011 聖徳大短大部　　保育 私短 千葉県
61950011 聖徳大短大部　　保育 私短 千葉県
61950011 聖徳大短大部　　保育 私短 千葉県
61950011 聖徳大短大部　　保育 私短 千葉県
61950011 聖徳大短大部　　保育 私短 千葉県
61950011 聖徳大短大部　　保育 私短 千葉県
61950011 聖徳大短大部　　保育 私短 千葉県
61950011 聖徳大短大部　　保育 私短 千葉県
61950011 聖徳大短大部　　保育 私短 千葉県



61950011 聖徳大短大部　　保育 私短 千葉県
61950011 聖徳大短大部　　保育 私短 千葉県
61950011 聖徳大短大部　　保育 私短 千葉県
61950011 聖徳大短大部　　保育 私短 千葉県
61950011 聖徳大短大部　　保育 私短 千葉県
61950011 聖徳大短大部　　保育 私短 千葉県
61950011 聖徳大短大部　　保育 私短 千葉県
61950011 聖徳大短大部　　保育 私短 千葉県
61950011 聖徳大短大部　　保育 私短 千葉県
61950012 聖徳大短大部　　保育二 私短 千葉県
61950012 聖徳大短大部　　保育二 私短 千葉県
61950012 聖徳大短大部　　保育二 私短 千葉県
61950012 聖徳大短大部　　保育二 私短 千葉県
61950012 聖徳大短大部　　保育二 私短 千葉県
61950012 聖徳大短大部　　保育二 私短 千葉県
61950012 聖徳大短大部　　保育二 私短 千葉県
61950012 聖徳大短大部　　保育二 私短 千葉県
61950012 聖徳大短大部　　保育二 私短 千葉県
61950012 聖徳大短大部　　保育二 私短 千葉県
61950012 聖徳大短大部　　保育二 私短 千葉県
61950012 聖徳大短大部　　保育二 私短 千葉県
61950012 聖徳大短大部　　保育二 私短 千葉県
61950012 聖徳大短大部　　保育二 私短 千葉県
61950012 聖徳大短大部　　保育二 私短 千葉県
61950012 聖徳大短大部　　保育二 私短 千葉県
61950012 聖徳大短大部　　保育二 私短 千葉県
61950012 聖徳大短大部　　保育二 私短 千葉県
61950017 聖徳大短大部　　総合文化 私短 千葉県
61950017 聖徳大短大部　　総合文化 私短 千葉県
61950017 聖徳大短大部　　総合文化 私短 千葉県
61950017 聖徳大短大部　　総合文化 私短 千葉県
61950017 聖徳大短大部　　総合文化 私短 千葉県
61950017 聖徳大短大部　　総合文化 私短 千葉県
61950017 聖徳大短大部　　総合文化 私短 千葉県
61950017 聖徳大短大部　　総合文化 私短 千葉県
61950017 聖徳大短大部　　総合文化 私短 千葉県
61950017 聖徳大短大部　　総合文化 私短 千葉県
61950017 聖徳大短大部　　総合文化 私短 千葉県
61950017 聖徳大短大部　　総合文化 私短 千葉県
61950017 聖徳大短大部　　総合文化 私短 千葉県
61950017 聖徳大短大部　　総合文化 私短 千葉県
61950017 聖徳大短大部　　総合文化 私短 千葉県
61950017 聖徳大短大部　　総合文化 私短 千葉県
61950017 聖徳大短大部　　総合文化 私短 千葉県
61950017 聖徳大短大部　　総合文化 私短 千葉県
61960001 清和大短大部　　児童／初等教 私短 千葉県
61960001 清和大短大部　　児童／初等教 私短 千葉県
61960002 清和大短大部　　児童／幼児教 私短 千葉県
61960002 清和大短大部　　児童／幼児教 私短 千葉県
61980002 千葉敬愛短　　現代子ども 私短 千葉県
61980002 千葉敬愛短　　現代子ども 私短 千葉県
61990005 千葉経済大短大　　ビジネスライ 私短 千葉県
61990005 千葉経済大短大　　ビジネスライ 私短 千葉県
61990005 千葉経済大短大　　ビジネスライ 私短 千葉県
61990007 千葉経済大短大　　こど／初等教 私短 千葉県
61990007 千葉経済大短大　　こど／初等教 私短 千葉県
61990007 千葉経済大短大　　こど／初等教 私短 千葉県
61990008 千葉経済大短大　　こど／保育 私短 千葉県



61990008 千葉経済大短大　　こど／保育 私短 千葉県
61990008 千葉経済大短大　　こど／保育 私短 千葉県
62000001 千葉明徳短　　保育創造 私短 千葉県
62000001 千葉明徳短　　保育創造 私短 千葉県
62000001 千葉明徳短　　保育創造 私短 千葉県
62020004 東京経営短　　経営総合 私短 千葉県
62020004 東京経営短　　経営総合 私短 千葉県
62020004 東京経営短　　経営総合 私短 千葉県
62020005 東京経営短　　こども教育 私短 千葉県
62020005 東京経営短　　こども教育 私短 千葉県
62020005 東京経営短　　こども教育 私短 千葉県
62060001 植草学園短　　福祉／地域介 私短 千葉県
62060001 植草学園短　　福祉／地域介 私短 千葉県
62060002 植草学園短　　福祉／児童障 私短 千葉県
62060002 植草学園短　　福祉／児童障 私短 千葉県
62310001 愛国学園短　　家政／家政 私短 東京都
62310001 愛国学園短　　家政／家政 私短 東京都
62310001 愛国学園短　　家政／家政 私短 東京都
62310002 愛国学園短　　家政／食物栄 私短 東京都
62310002 愛国学園短　　家政／食物栄 私短 東京都
62310002 愛国学園短　　家政／食物栄 私短 東京都
62330009 青山学院女短　　子ども 私短 東京都
62330009 青山学院女短　　子ども 私短 東京都
62330009 青山学院女短　　子ども 私短 東京都
62330009 青山学院女短　　子ども 私短 東京都
62330009 青山学院女短　　子ども 私短 東京都
62330009 青山学院女短　　子ども 私短 東京都
62330010 青山学院女短　　現代／日本 私短 東京都
62330010 青山学院女短　　現代／日本 私短 東京都
62330010 青山学院女短　　現代／日本 私短 東京都
62330010 青山学院女短　　現代／日本 私短 東京都
62330010 青山学院女短　　現代／日本 私短 東京都
62330010 青山学院女短　　現代／日本 私短 東京都
62330011 青山学院女短　　現代／国際 私短 東京都
62330011 青山学院女短　　現代／国際 私短 東京都
62330011 青山学院女短　　現代／国際 私短 東京都
62330011 青山学院女短　　現代／国際 私短 東京都
62330011 青山学院女短　　現代／国際 私短 東京都
62330011 青山学院女短　　現代／国際 私短 東京都
62330012 青山学院女短　　現代／人間社 私短 東京都
62330012 青山学院女短　　現代／人間社 私短 東京都
62330012 青山学院女短　　現代／人間社 私短 東京都
62330012 青山学院女短　　現代／人間社 私短 東京都
62330012 青山学院女短　　現代／人間社 私短 東京都
62330012 青山学院女短　　現代／人間社 私短 東京都
62370001 大妻女大短大部　　英文 私短 東京都
62370001 大妻女大短大部　　英文 私短 東京都
62370001 大妻女大短大部　　英文 私短 東京都
62370001 大妻女大短大部　　英文 私短 東京都
62370002 大妻女大短大部　　家政／家政 私短 東京都
62370002 大妻女大短大部　　家政／家政 私短 東京都
62370002 大妻女大短大部　　家政／家政 私短 東京都
62370002 大妻女大短大部　　家政／家政 私短 東京都
62370003 大妻女大短大部　　家政／食物栄 私短 東京都
62370003 大妻女大短大部　　家政／食物栄 私短 東京都
62370003 大妻女大短大部　　家政／食物栄 私短 東京都
62370004 大妻女大短大部　　国文 私短 東京都
62370004 大妻女大短大部　　国文 私短 東京都



62370004 大妻女大短大部　　国文 私短 東京都
62370004 大妻女大短大部　　国文 私短 東京都
62370009 大妻女大短大部　　家政／生活総 私短 東京都
62370009 大妻女大短大部　　家政／生活総 私短 東京都
62370009 大妻女大短大部　　家政／生活総 私短 東京都
62370009 大妻女大短大部　　家政／生活総 私短 東京都
62390001 有明教育芸術短　　子ども教育 私短 東京都
62390001 有明教育芸術短　　子ども教育 私短 東京都
62410001 共立女短　　生活科学 私短 東京都
62410001 共立女短　　生活科学 私短 東京都
62410001 共立女短　　生活科学 私短 東京都
62410001 共立女短　　生活科学 私短 東京都
62410001 共立女短　　生活科学 私短 東京都
62410006 共立女短　　文 私短 東京都
62410006 共立女短　　文 私短 東京都
62410006 共立女短　　文 私短 東京都
62410006 共立女短　　文 私短 東京都
62410006 共立女短　　文 私短 東京都
62450003 国際短　　国際コミュニ 私短 東京都
62450003 国際短　　国際コミュニ 私短 東京都
62480004 駒沢女短　　保育 私短 東京都
62480004 駒沢女短　　保育 私短 東京都
62480004 駒沢女短　　保育 私短 東京都
62480004 駒沢女短　　保育 私短 東京都
62500001 実践女大短大部　　英語コミュニ 私短 東京都
62500001 実践女大短大部　　英語コミュニ 私短 東京都
62500001 実践女大短大部　　英語コミュニ 私短 東京都
62500001 実践女大短大部　　英語コミュニ 私短 東京都
62500001 実践女大短大部　　英語コミュニ 私短 東京都
62500001 実践女大短大部　　英語コミュニ 私短 東京都
62500001 実践女大短大部　　英語コミュニ 私短 東京都
62500001 実践女大短大部　　英語コミュニ 私短 東京都
62500001 実践女大短大部　　英語コミュニ 私短 東京都
62500001 実践女大短大部　　英語コミュニ 私短 東京都
62500001 実践女大短大部　　英語コミュニ 私短 東京都
62500001 実践女大短大部　　英語コミュニ 私短 東京都
62500002 実践女大短大部　　日本語コミュ 私短 東京都
62500002 実践女大短大部　　日本語コミュ 私短 東京都
62500002 実践女大短大部　　日本語コミュ 私短 東京都
62500002 実践女大短大部　　日本語コミュ 私短 東京都
62500002 実践女大短大部　　日本語コミュ 私短 東京都
62500002 実践女大短大部　　日本語コミュ 私短 東京都
62500002 実践女大短大部　　日本語コミュ 私短 東京都
62500002 実践女大短大部　　日本語コミュ 私短 東京都
62500002 実践女大短大部　　日本語コミュ 私短 東京都
62500002 実践女大短大部　　日本語コミュ 私短 東京都
62500002 実践女大短大部　　日本語コミュ 私短 東京都
62500002 実践女大短大部　　日本語コミュ 私短 東京都
62510003 淑徳大短大部　　健康／介護福 私短 東京都
62510008 淑徳大短大部　　健康／社会福 私短 東京都
62510012 淑徳大短大部　　こども 私短 東京都
62530001 女子栄養大短大　　食物栄養 私短 東京都
62530001 女子栄養大短大　　食物栄養 私短 東京都
62530001 女子栄養大短大　　食物栄養 私短 東京都
62530001 女子栄養大短大　　食物栄養 私短 東京都
62530001 女子栄養大短大　　食物栄養 私短 東京都
62540010 女子美大短大部　　造形 私短 東京都
62540010 女子美大短大部　　造形 私短 東京都



62540010 女子美大短大部　　造形 私短 東京都
62540010 女子美大短大部　　造形 私短 東京都
62540010 女子美大短大部　　造形 私短 東京都
62540010 女子美大短大部　　造形 私短 東京都
62540010 女子美大短大部　　造形 私短 東京都
62550003 白梅学園短　　保育 私短 東京都
62550003 白梅学園短　　保育 私短 東京都
62550003 白梅学園短　　保育 私短 東京都
62560002 杉野服飾大短大　　服飾 私短 東京都
62560002 杉野服飾大短大　　服飾 私短 東京都
62590003 星美学園短　　幼児保育 私短 東京都
62590003 星美学園短　　幼児保育 私短 東京都
62610001 創価女短　　英語コミュニ 私短 東京都
62610002 創価女短　　現代ビジネス 私短 東京都
62650001 貞静学園短　　保育 私短 東京都
62650001 貞静学園短　　保育 私短 東京都
62660001 鶴川女短　　国際こども教 私短 東京都
62670002 帝京短　　生活／生活科 私短 東京都
62670002 帝京短　　生活／生活科 私短 東京都
62670002 帝京短　　生活／生活科 私短 東京都
62670002 帝京短　　生活／生活科 私短 東京都
62670002 帝京短　　生活／生活科 私短 東京都
62670002 帝京短　　生活／生活科 私短 東京都
62670003 帝京短　　生活／食物栄 私短 東京都
62670003 帝京短　　生活／食物栄 私短 東京都
62670003 帝京短　　生活／食物栄 私短 東京都
62670003 帝京短　　生活／食物栄 私短 東京都
62670003 帝京短　　生活／食物栄 私短 東京都
62670003 帝京短　　生活／食物栄 私短 東京都
62670005 帝京短　　こども教育 私短 東京都
62670005 帝京短　　こども教育 私短 東京都
62670005 帝京短　　こども教育 私短 東京都
62670005 帝京短　　こども教育 私短 東京都
62670005 帝京短　　こども教育 私短 東京都
62670005 帝京短　　こども教育 私短 東京都
62670008 帝京短　　ライ／臨床検 私短 東京都
62670008 帝京短　　ライ／臨床検 私短 東京都
62670008 帝京短　　ライ／臨床検 私短 東京都
62670008 帝京短　　ライ／臨床検 私短 東京都
62670008 帝京短　　ライ／臨床検 私短 東京都
62670008 帝京短　　ライ／臨床検 私短 東京都
62670009 帝京短　　ライ／柔道整 私短 東京都
62670009 帝京短　　ライ／柔道整 私短 東京都
62670009 帝京短　　ライ／柔道整 私短 東京都
62670009 帝京短　　ライ／柔道整 私短 東京都
62670009 帝京短　　ライ／柔道整 私短 東京都
62670009 帝京短　　ライ／柔道整 私短 東京都
62670010 帝京短　　ライ／柔道二 私短 東京都
62670010 帝京短　　ライ／柔道二 私短 東京都
62670010 帝京短　　ライ／柔道二 私短 東京都
62670010 帝京短　　ライ／柔道二 私短 東京都
62670010 帝京短　　ライ／柔道二 私短 東京都
62670010 帝京短　　ライ／柔道二 私短 東京都
62680001 帝京大短　　人間文化 私短 東京都
62680001 帝京大短　　人間文化 私短 東京都
62680001 帝京大短　　人間文化 私短 東京都
62680001 帝京大短　　人間文化 私短 東京都
62680002 帝京大短　　現代ビジネス 私短 東京都



62680002 帝京大短　　現代ビジネス 私短 東京都
62680002 帝京大短　　現代ビジネス 私短 東京都
62680002 帝京大短　　現代ビジネス 私短 東京都
62690001 戸板女短　　国際コミュニ 私短 東京都
62690001 戸板女短　　国際コミュニ 私短 東京都
62690002 戸板女短　　食物栄養 私短 東京都
62690002 戸板女短　　食物栄養 私短 東京都
62690003 戸板女短　　服飾芸術 私短 東京都
62690003 戸板女短　　服飾芸術 私短 東京都
62720001 東京家政大短大　　栄養 私短 東京都
62720001 東京家政大短大　　栄養 私短 東京都
62720001 東京家政大短大　　栄養 私短 東京都
62720001 東京家政大短大　　栄養 私短 東京都
62720001 東京家政大短大　　栄養 私短 東京都
62720001 東京家政大短大　　栄養 私短 東京都
62720007 東京家政大短大　　保育 私短 東京都
62720007 東京家政大短大　　保育 私短 東京都
62720007 東京家政大短大　　保育 私短 東京都
62720007 東京家政大短大　　保育 私短 東京都
62720007 東京家政大短大　　保育 私短 東京都
62720007 東京家政大短大　　保育 私短 東京都
62730001 東京歯大短　　歯科衛生 私短 東京都
62730001 東京歯大短　　歯科衛生 私短 東京都
62740001 東京交通短　　運輸 私短 東京都
62740001 東京交通短　　運輸 私短 東京都
62780001 東京女子体育短　　児童教育 私短 東京都
62780002 東京女子体育短　　保健体育 私短 東京都
62780002 東京女子体育短　　保健体育 私短 東京都
62790003 東京成徳短　　幼児教育 私短 東京都
62790003 東京成徳短　　幼児教育 私短 東京都
62790003 東京成徳短　　幼児教育 私短 東京都
62790003 東京成徳短　　幼児教育 私短 東京都
62820001 新渡戸文化短　　臨床検査 私短 東京都
62820001 新渡戸文化短　　臨床検査 私短 東京都
62820001 新渡戸文化短　　臨床検査 私短 東京都
62820003 新渡戸文化短　　生活／食物栄 私短 東京都
62820003 新渡戸文化短　　生活／食物栄 私短 東京都
62820008 新渡戸文化短　　生活／児童生 私短 東京都
62820008 新渡戸文化短　　生活／児童生 私短 東京都
62830003 東京立正短　　現代／現代コ 私短 東京都
62830003 東京立正短　　現代／現代コ 私短 東京都
62830003 東京立正短　　現代／現代コ 私短 東京都
62830003 東京立正短　　現代／現代コ 私短 東京都
62830003 東京立正短　　現代／現代コ 私短 東京都
62830003 東京立正短　　現代／現代コ 私短 東京都
62830003 東京立正短　　現代／現代コ 私短 東京都
62830003 東京立正短　　現代／現代コ 私短 東京都
62830004 東京立正短　　現代／幼児教 私短 東京都
62830004 東京立正短　　現代／幼児教 私短 東京都
62830004 東京立正短　　現代／幼児教 私短 東京都
62830004 東京立正短　　現代／幼児教 私短 東京都
62830004 東京立正短　　現代／幼児教 私短 東京都
62830004 東京立正短　　現代／幼児教 私短 東京都
62830004 東京立正短　　現代／幼児教 私短 東京都
62840001 東邦音楽短　　音楽 私短 東京都
62840001 東邦音楽短　　音楽 私短 東京都
62850001 桐朋学園芸術短　　芸術／演劇 私短 東京都
62850002 桐朋学園芸術短　　芸術／音楽 私短 東京都



62850002 桐朋学園芸術短　　芸術／音楽 私短 東京都
62920001 日本大短大部　　生命・物質化 私短 東京都
62920001 日本大短大部　　生命・物質化 私短 東京都
62920001 日本大短大部　　生命・物質化 私短 東京都
62920002 日本大短大部　　建築・生活デ 私短 東京都
62920002 日本大短大部　　建築・生活デ 私短 東京都
62920002 日本大短大部　　建築・生活デ 私短 東京都
62920003 日本大短大部　　ものづくりサ 私短 東京都
62920003 日本大短大部　　ものづくりサ 私短 東京都
62920003 日本大短大部　　ものづくりサ 私短 東京都
62920004 日本大短大部　　ビジネス教養 私短 東京都
62920004 日本大短大部　　ビジネス教養 私短 東京都
62920004 日本大短大部　　ビジネス教養 私短 東京都
62920004 日本大短大部　　ビジネス教養 私短 東京都
62920004 日本大短大部　　ビジネス教養 私短 東京都
62920004 日本大短大部　　ビジネス教養 私短 東京都
62920012 日本大短大部　　食物栄養 私短 東京都
62920012 日本大短大部　　食物栄養 私短 東京都
62920012 日本大短大部　　食物栄養 私短 東京都
62920012 日本大短大部　　食物栄養 私短 東京都
62920012 日本大短大部　　食物栄養 私短 東京都
62920012 日本大短大部　　食物栄養 私短 東京都
62950003 文化学園大短大　　ファッション 私短 東京都
62950003 文化学園大短大　　ファッション 私短 東京都
63010003 目白大短大部　　生活科学 私短 東京都
63010003 目白大短大部　　生活科学 私短 東京都
63010003 目白大短大部　　生活科学 私短 東京都
63010003 目白大短大部　　生活科学 私短 東京都
63010003 目白大短大部　　生活科学 私短 東京都
63010003 目白大短大部　　生活科学 私短 東京都
63010006 目白大短大部　　製菓 私短 東京都
63010006 目白大短大部　　製菓 私短 東京都
63010006 目白大短大部　　製菓 私短 東京都
63010006 目白大短大部　　製菓 私短 東京都
63010006 目白大短大部　　製菓 私短 東京都
63010006 目白大短大部　　製菓 私短 東京都
63010007 目白大短大部　　ビジネス社会 私短 東京都
63010007 目白大短大部　　ビジネス社会 私短 東京都
63010007 目白大短大部　　ビジネス社会 私短 東京都
63010007 目白大短大部　　ビジネス社会 私短 東京都
63010007 目白大短大部　　ビジネス社会 私短 東京都
63010007 目白大短大部　　ビジネス社会 私短 東京都
63020004 山野美容芸術短　　美容／美容デ 私短 東京都
63020004 山野美容芸術短　　美容／美容デ 私短 東京都
63020004 山野美容芸術短　　美容／美容デ 私短 東京都
63020005 山野美容芸術短　　美容／エステ 私短 東京都
63020005 山野美容芸術短　　美容／エステ 私短 東京都
63020005 山野美容芸術短　　美容／エステ 私短 東京都
63020006 山野美容芸術短　　美容／国際美 私短 東京都
63020006 山野美容芸術短　　美容／国際美 私短 東京都
63020006 山野美容芸術短　　美容／国際美 私短 東京都
63040002 立教女学院短　　幼児教育 私短 東京都
63040002 立教女学院短　　幼児教育 私短 東京都
63040002 立教女学院短　　幼児教育 私短 東京都
63040002 立教女学院短　　幼児教育 私短 東京都
63040003 立教女学院短　　現代コミュニ 私短 東京都
63040003 立教女学院短　　現代コミュニ 私短 東京都
63040003 立教女学院短　　現代コミュニ 私短 東京都



63040003 立教女学院短　　現代コミュニ 私短 東京都
63060001 日本歯大東京短　　歯科技工 私短 東京都
63060001 日本歯大東京短　　歯科技工 私短 東京都
63060001 日本歯大東京短　　歯科技工 私短 東京都
63060002 日本歯大東京短　　歯科衛生 私短 東京都
63060002 日本歯大東京短　　歯科衛生 私短 東京都
63610001 和泉短　　児童福祉 私短 神奈川県
63620001 小田原短　　食物栄養 私短 神奈川県
63620002 小田原短　　保育 私短 神奈川県
63640002 鎌倉女大短大部　　初等教育 私短 神奈川県
63640002 鎌倉女大短大部　　初等教育 私短 神奈川県
63640002 鎌倉女大短大部　　初等教育 私短 神奈川県
63640002 鎌倉女大短大部　　初等教育 私短 神奈川県
63640002 鎌倉女大短大部　　初等教育 私短 神奈川県
63670007 相模女大短大部　　食物栄養 私短 神奈川県
63670007 相模女大短大部　　食物栄養 私短 神奈川県
63670007 相模女大短大部　　食物栄養 私短 神奈川県
63670007 相模女大短大部　　食物栄養 私短 神奈川県
63670007 相模女大短大部　　食物栄養 私短 神奈川県
63670007 相模女大短大部　　食物栄養 私短 神奈川県
63690001 上智大短大部　　英語 私短 神奈川県
63690001 上智大短大部　　英語 私短 神奈川県
63690001 上智大短大部　　英語 私短 神奈川県
63690001 上智大短大部　　英語 私短 神奈川県
63690001 上智大短大部　　英語 私短 神奈川県
63690001 上智大短大部　　英語 私短 神奈川県
63690001 上智大短大部　　英語 私短 神奈川県
63690001 上智大短大部　　英語 私短 神奈川県
63700002 神奈川歯大短大　　歯科衛生 私短 神奈川県
63700002 神奈川歯大短大　　歯科衛生 私短 神奈川県
63700004 神奈川歯大短大　　看護 私短 神奈川県
63700004 神奈川歯大短大　　看護 私短 神奈川県
63720002 湘北短　　生活プロデュ 私短 神奈川県
63720002 湘北短　　生活プロデュ 私短 神奈川県
63720004 湘北短　　保育 私短 神奈川県
63720019 湘北短　　総合／ビジネ 私短 神奈川県
63720019 湘北短　　総合／ビジネ 私短 神奈川県
63720020 湘北短　　総合／経理金 私短 神奈川県
63720020 湘北短　　総合／経理金 私短 神奈川県
63720021 湘北短　　総合／ショッ 私短 神奈川県
63720021 湘北短　　総合／ショッ 私短 神奈川県
63720022 湘北短　　総合／オフィ 私短 神奈川県
63720022 湘北短　　総合／オフィ 私短 神奈川県
63720023 湘北短　　総合／観光 私短 神奈川県
63720023 湘北短　　総合／観光 私短 神奈川県
63720024 湘北短　　総合／留学 私短 神奈川県
63720024 湘北短　　総合／留学 私短 神奈川県
63720025 湘北短　　総合／ＩＴプ 私短 神奈川県
63720025 湘北短　　総合／ＩＴプ 私短 神奈川県
63720026 湘北短　　総合／ＩＴメ 私短 神奈川県
63720026 湘北短　　総合／ＩＴメ 私短 神奈川県
63730003 昭和音大短大部　　音楽 私短 神奈川県
63730003 昭和音大短大部　　音楽 私短 神奈川県
63730003 昭和音大短大部　　音楽 私短 神奈川県
63740001 聖セシリア女短　　幼児教育 私短 神奈川県
63750003 洗足こども短　　幼児教育保育 私短 神奈川県
63770002 鶴見大短大部　　歯科衛生 私短 神奈川県
63770003 鶴見大短大部　　保育 私短 神奈川県



63780001 東海大医技短　　看護 私短 神奈川県
63830001 横浜女短　　保育 私短 神奈川県
64020001 新潟工業短　　自動車工 私短 新潟県
64030002 新潟青陵大短大　　幼児教育 私短 新潟県
64030002 新潟青陵大短大　　幼児教育 私短 新潟県
64030003 新潟青陵大短大　　人間／人間総 私短 新潟県
64030003 新潟青陵大短大　　人間／人間総 私短 新潟県
64030006 新潟青陵大短大　　人間／介護福 私短 新潟県
64030006 新潟青陵大短大　　人間／介護福 私短 新潟県
64040001 新潟中央短　　幼児教育 私短 新潟県
64040001 新潟中央短　　幼児教育 私短 新潟県
64050001 日本歯大新潟短　　歯科衛生 私短 新潟県
64050001 日本歯大新潟短　　歯科衛生 私短 新潟県
64050001 日本歯大新潟短　　歯科衛生 私短 新潟県
64060001 明倫短　　歯科技工士 私短 新潟県
64060001 明倫短　　歯科技工士 私短 新潟県
64060001 明倫短　　歯科技工士 私短 新潟県
64060001 明倫短　　歯科技工士 私短 新潟県
64060002 明倫短　　歯科衛生士 私短 新潟県
64060002 明倫短　　歯科衛生士 私短 新潟県
64060002 明倫短　　歯科衛生士 私短 新潟県
64060002 明倫短　　歯科衛生士 私短 新潟県
64170001 富山短　　経営情報 私短 富山県
64170001 富山短　　経営情報 私短 富山県
64170001 富山短　　経営情報 私短 富山県
64170001 富山短　　経営情報 私短 富山県
64170001 富山短　　経営情報 私短 富山県
64170002 富山短　　食物栄養 私短 富山県
64170002 富山短　　食物栄養 私短 富山県
64170002 富山短　　食物栄養 私短 富山県
64170002 富山短　　食物栄養 私短 富山県
64170002 富山短　　食物栄養 私短 富山県
64170006 富山短　　幼児教育 私短 富山県
64170006 富山短　　幼児教育 私短 富山県
64170006 富山短　　幼児教育 私短 富山県
64170006 富山短　　幼児教育 私短 富山県
64170006 富山短　　幼児教育 私短 富山県
64170007 富山短　　福祉 私短 富山県
64170007 富山短　　福祉 私短 富山県
64170007 富山短　　福祉 私短 富山県
64170007 富山短　　福祉 私短 富山県
64170007 富山短　　福祉 私短 富山県
64180002 富山福祉短　　社会／社会福 私短 富山県
64180002 富山福祉短　　社会／社会福 私短 富山県
64180002 富山福祉短　　社会／社会福 私短 富山県
64180002 富山福祉短　　社会／社会福 私短 富山県
64180002 富山福祉短　　社会／社会福 私短 富山県
64180002 富山福祉短　　社会／社会福 私短 富山県
64180003 富山福祉短　　社会／介護福 私短 富山県
64180003 富山福祉短　　社会／介護福 私短 富山県
64180003 富山福祉短　　社会／介護福 私短 富山県
64180003 富山福祉短　　社会／介護福 私短 富山県
64180007 富山福祉短　　看護 私短 富山県
64180007 富山福祉短　　看護 私短 富山県
64180007 富山福祉短　　看護 私短 富山県
64180007 富山福祉短　　看護 私短 富山県
64180007 富山福祉短　　看護 私短 富山県
64180007 富山福祉短　　看護 私短 富山県



64180008 富山福祉短　　幼児教育 私短 富山県
64180008 富山福祉短　　幼児教育 私短 富山県
64180008 富山福祉短　　幼児教育 私短 富山県
64180008 富山福祉短　　幼児教育 私短 富山県
64260011 金沢学院短　　食物栄養 私短 石川県
64260011 金沢学院短　　食物栄養 私短 石川県
64260011 金沢学院短　　食物栄養 私短 石川県
64260011 金沢学院短　　食物栄養 私短 石川県
64260011 金沢学院短　　食物栄養 私短 石川県
64260011 金沢学院短　　食物栄養 私短 石川県
64260011 金沢学院短　　食物栄養 私短 石川県
64260011 金沢学院短　　食物栄養 私短 石川県
64260011 金沢学院短　　食物栄養 私短 石川県
64260013 金沢学院短　　現代教養 私短 石川県
64260013 金沢学院短　　現代教養 私短 石川県
64260013 金沢学院短　　現代教養 私短 石川県
64260013 金沢学院短　　現代教養 私短 石川県
64260013 金沢学院短　　現代教養 私短 石川県
64260013 金沢学院短　　現代教養 私短 石川県
64260013 金沢学院短　　現代教養 私短 石川県
64260013 金沢学院短　　現代教養 私短 石川県
64260013 金沢学院短　　現代教養 私短 石川県
64270001 金城大短大部　　ビジネス実務 私短 石川県
64270001 金城大短大部　　ビジネス実務 私短 石川県
64270001 金城大短大部　　ビジネス実務 私短 石川県
64270001 金城大短大部　　ビジネス実務 私短 石川県
64270001 金城大短大部　　ビジネス実務 私短 石川県
64270001 金城大短大部　　ビジネス実務 私短 石川県
64270002 金城大短大部　　美術 私短 石川県
64270002 金城大短大部　　美術 私短 石川県
64270002 金城大短大部　　美術 私短 石川県
64270002 金城大短大部　　美術 私短 石川県
64270002 金城大短大部　　美術 私短 石川県
64270002 金城大短大部　　美術 私短 石川県
64270003 金城大短大部　　幼児教育 私短 石川県
64270003 金城大短大部　　幼児教育 私短 石川県
64270003 金城大短大部　　幼児教育 私短 石川県
64270003 金城大短大部　　幼児教育 私短 石川県
64270003 金城大短大部　　幼児教育 私短 石川県
64270003 金城大短大部　　幼児教育 私短 石川県
64280001 小松短　　地域創造 私短 石川県
64280001 小松短　　地域創造 私短 石川県
64280001 小松短　　地域創造 私短 石川県
64280001 小松短　　地域創造 私短 石川県
64280001 小松短　　地域創造 私短 石川県
64280001 小松短　　地域創造 私短 石川県
64290001 金沢星稜大女短　　経営実務 私短 石川県
64290001 金沢星稜大女短　　経営実務 私短 石川県
64290001 金沢星稜大女短　　経営実務 私短 石川県
64290001 金沢星稜大女短　　経営実務 私短 石川県
64290001 金沢星稜大女短　　経営実務 私短 石川県
64290001 金沢星稜大女短　　経営実務 私短 石川県
64290001 金沢星稜大女短　　経営実務 私短 石川県
64290001 金沢星稜大女短　　経営実務 私短 石川県
64290001 金沢星稜大女短　　経営実務 私短 石川県
64310003 北陸学院大短大　　食物栄養 私短 石川県
64310003 北陸学院大短大　　食物栄養 私短 石川県
64310003 北陸学院大短大　　食物栄養 私短 石川県



64310003 北陸学院大短大　　食物栄養 私短 石川県
64310003 北陸学院大短大　　食物栄養 私短 石川県
64310003 北陸学院大短大　　食物栄養 私短 石川県
64310006 北陸学院大短大　　コミュニティ 私短 石川県
64310006 北陸学院大短大　　コミュニティ 私短 石川県
64310006 北陸学院大短大　　コミュニティ 私短 石川県
64310006 北陸学院大短大　　コミュニティ 私短 石川県
64310006 北陸学院大短大　　コミュニティ 私短 石川県
64310006 北陸学院大短大　　コミュニティ 私短 石川県
64410004 仁愛女短　　生活／食物栄 私短 福井県
64410004 仁愛女短　　生活／食物栄 私短 福井県
64410004 仁愛女短　　生活／食物栄 私短 福井県
64410004 仁愛女短　　生活／食物栄 私短 福井県
64410007 仁愛女短　　生活／生活デ 私短 福井県
64410007 仁愛女短　　生活／生活デ 私短 福井県
64410007 仁愛女短　　生活／生活デ 私短 福井県
64410007 仁愛女短　　生活／生活デ 私短 福井県
64410009 仁愛女短　　生活／生活情 私短 福井県
64410009 仁愛女短　　生活／生活情 私短 福井県
64410009 仁愛女短　　生活／生活情 私短 福井県
64410009 仁愛女短　　生活／生活情 私短 福井県
64410010 仁愛女短　　幼児教育 私短 福井県
64410010 仁愛女短　　幼児教育 私短 福井県
64410010 仁愛女短　　幼児教育 私短 福井県
64410010 仁愛女短　　幼児教育 私短 福井県
64510001 帝京学園短　　保育 私短 山梨県
64540003 山梨学院短　　保育 私短 山梨県
64540003 山梨学院短　　保育 私短 山梨県
64540003 山梨学院短　　保育 私短 山梨県
64540003 山梨学院短　　保育 私短 山梨県
64540004 山梨学院短　　食物／栄養士 私短 山梨県
64540004 山梨学院短　　食物／栄養士 私短 山梨県
64540004 山梨学院短　　食物／栄養士 私短 山梨県
64540004 山梨学院短　　食物／栄養士 私短 山梨県
64540005 山梨学院短　　食物／パティ 私短 山梨県
64540005 山梨学院短　　食物／パティ 私短 山梨県
64540005 山梨学院短　　食物／パティ 私短 山梨県
64540005 山梨学院短　　食物／パティ 私短 山梨県
64610001 飯田女短　　家政／家政 私短 長野県
64610001 飯田女短　　家政／家政 私短 長野県
64610001 飯田女短　　家政／家政 私短 長野県
64610002 飯田女短　　家政／食物栄 私短 長野県
64610002 飯田女短　　家政／食物栄 私短 長野県
64610002 飯田女短　　家政／食物栄 私短 長野県
64610005 飯田女短　　看護 私短 長野県
64610005 飯田女短　　看護 私短 長野県
64610005 飯田女短　　看護 私短 長野県
64610006 飯田女短　　幼児教育 私短 長野県
64610006 飯田女短　　幼児教育 私短 長野県
64610006 飯田女短　　幼児教育 私短 長野県
64610007 飯田女短　　家政／生活福 私短 長野県
64610007 飯田女短　　家政／生活福 私短 長野県
64610007 飯田女短　　家政／生活福 私短 長野県
64620001 上田女短　　総合文化 私短 長野県
64620001 上田女短　　総合文化 私短 長野県
64620001 上田女短　　総合文化 私短 長野県
64620002 上田女短　　幼児教育 私短 長野県
64620002 上田女短　　幼児教育 私短 長野県



64620002 上田女短　　幼児教育 私短 長野県
64630005 佐久大信州短大　　福祉 私短 長野県
64630005 佐久大信州短大　　福祉 私短 長野県
64630005 佐久大信州短大　　福祉 私短 長野県
64630005 佐久大信州短大　　福祉 私短 長野県
64630005 佐久大信州短大　　福祉 私短 長野県
64640003 信州豊南短　　言語コミュニ 私短 長野県
64640003 信州豊南短　　言語コミュニ 私短 長野県
64640003 信州豊南短　　言語コミュニ 私短 長野県
64640003 信州豊南短　　言語コミュニ 私短 長野県
64640003 信州豊南短　　言語コミュニ 私短 長野県
64640004 信州豊南短　　幼児教育 私短 長野県
64640004 信州豊南短　　幼児教育 私短 長野県
64640004 信州豊南短　　幼児教育 私短 長野県
64650003 清泉女学院短　　幼児教育 私短 長野県
64650004 清泉女学院短　　国際コミュニ 私短 長野県
64650004 清泉女学院短　　国際コミュニ 私短 長野県
64650004 清泉女学院短　　国際コミュニ 私短 長野県
64650004 清泉女学院短　　国際コミュニ 私短 長野県
64680003 長野女短　　生活／食物栄 私短 長野県
64680003 長野女短　　生活／食物栄 私短 長野県
64680004 長野女短　　生活／生活福 私短 長野県
64680004 長野女短　　生活／生活福 私短 長野県
64690001 松本大松商短大　　経営情報 私短 長野県
64690001 松本大松商短大　　経営情報 私短 長野県
64690001 松本大松商短大　　経営情報 私短 長野県
64690001 松本大松商短大　　経営情報 私短 長野県
64690001 松本大松商短大　　経営情報 私短 長野県
64690001 松本大松商短大　　経営情報 私短 長野県
64690002 松本大松商短大　　商 私短 長野県
64690002 松本大松商短大　　商 私短 長野県
64690002 松本大松商短大　　商 私短 長野県
64690002 松本大松商短大　　商 私短 長野県
64690002 松本大松商短大　　商 私短 長野県
64690002 松本大松商短大　　商 私短 長野県
64700001 松本短　　介護福祉 私短 長野県
64700001 松本短　　介護福祉 私短 長野県
64700002 松本短　　幼児保育 私短 長野県
64700002 松本短　　幼児保育 私短 長野県
64700003 松本短　　看護 私短 長野県
64700003 松本短　　看護 私短 長野県
64810001 大垣女短　　音楽総合 私短 岐阜県
64810001 大垣女短　　音楽総合 私短 岐阜県
64810001 大垣女短　　音楽総合 私短 岐阜県
64810003 大垣女短　　歯科衛生 私短 岐阜県
64810003 大垣女短　　歯科衛生 私短 岐阜県
64810003 大垣女短　　歯科衛生 私短 岐阜県
64810004 大垣女短　　デザイン美術 私短 岐阜県
64810004 大垣女短　　デザイン美術 私短 岐阜県
64810004 大垣女短　　デザイン美術 私短 岐阜県
64810005 大垣女短　　幼児教育 私短 岐阜県
64810005 大垣女短　　幼児教育 私短 岐阜県
64810005 大垣女短　　幼児教育 私短 岐阜県
64810006 大垣女短　　看護 私短 岐阜県
64810006 大垣女短　　看護 私短 岐阜県
64810006 大垣女短　　看護 私短 岐阜県
64830001 正眼短　　禅・人間 私短 岐阜県
64830001 正眼短　　禅・人間 私短 岐阜県



64840004 岐阜聖徳学園短　　幼児教育 私短 岐阜県
64840004 岐阜聖徳学園短　　幼児教育 私短 岐阜県
64840004 岐阜聖徳学園短　　幼児教育 私短 岐阜県
64850002 高山自動車短　　自動車工 私短 岐阜県
64850002 高山自動車短　　自動車工 私短 岐阜県
64850002 高山自動車短　　自動車工 私短 岐阜県
64850002 高山自動車短　　自動車工 私短 岐阜県
64860003 中京学院中京短　　保育 私短 岐阜県
64860004 中京学院中京短　　健康栄養 私短 岐阜県
64870004 中部学院大短大　　社会福祉 私短 岐阜県
64870004 中部学院大短大　　社会福祉 私短 岐阜県
64870004 中部学院大短大　　社会福祉 私短 岐阜県
64870004 中部学院大短大　　社会福祉 私短 岐阜県
64870004 中部学院大短大　　社会福祉 私短 岐阜県
64870005 中部学院大短大　　幼児教育 私短 岐阜県
64870005 中部学院大短大　　幼児教育 私短 岐阜県
64870005 中部学院大短大　　幼児教育 私短 岐阜県
64870005 中部学院大短大　　幼児教育 私短 岐阜県
64870005 中部学院大短大　　幼児教育 私短 岐阜県
64880008 東海学院大短大　　幼児教育 私短 岐阜県
64880008 東海学院大短大　　幼児教育 私短 岐阜県
64880008 東海学院大短大　　幼児教育 私短 岐阜県
64880008 東海学院大短大　　幼児教育 私短 岐阜県
64880008 東海学院大短大　　幼児教育 私短 岐阜県
64880008 東海学院大短大　　幼児教育 私短 岐阜県
64890001 中日本自動車短　　自動車工 私短 岐阜県
64890001 中日本自動車短　　自動車工 私短 岐阜県
64890001 中日本自動車短　　自動車工 私短 岐阜県
64890001 中日本自動車短　　自動車工 私短 岐阜県
64890001 中日本自動車短　　自動車工 私短 岐阜県
64890002 中日本自動車短　　モータースポ 私短 岐阜県
64890002 中日本自動車短　　モータースポ 私短 岐阜県
64890002 中日本自動車短　　モータースポ 私短 岐阜県
64890002 中日本自動車短　　モータースポ 私短 岐阜県
64890002 中日本自動車短　　モータースポ 私短 岐阜県
64900001 岐阜保健短　　看護 私短 岐阜県
64900001 岐阜保健短　　看護 私短 岐阜県
64900001 岐阜保健短　　看護 私短 岐阜県
64900003 岐阜保健短　　リハ／理学療 私短 岐阜県
64900003 岐阜保健短　　リハ／理学療 私短 岐阜県
64900003 岐阜保健短　　リハ／理学療 私短 岐阜県
64900004 岐阜保健短　　リハ／作業療 私短 岐阜県
64900004 岐阜保健短　　リハ／作業療 私短 岐阜県
64900004 岐阜保健短　　リハ／作業療 私短 岐阜県
64910001 平成医療短　　看護 私短 岐阜県
64910001 平成医療短　　看護 私短 岐阜県
64910003 平成医療短　　リハ／理学療 私短 岐阜県
64910003 平成医療短　　リハ／理学療 私短 岐阜県
64910004 平成医療短　　リハ／作業療 私短 岐阜県
64910004 平成医療短　　リハ／作業療 私短 岐阜県
64910005 平成医療短　　リハ／視機能 私短 岐阜県
64910005 平成医療短　　リハ／視機能 私短 岐阜県
65010004 静岡英和大短大　　食物 私短 静岡県
65010004 静岡英和大短大　　食物 私短 静岡県
65010004 静岡英和大短大　　食物 私短 静岡県
65010004 静岡英和大短大　　食物 私短 静岡県
65010004 静岡英和大短大　　食物 私短 静岡県
65010004 静岡英和大短大　　食物 私短 静岡県



65010005 静岡英和大短大　　現代コミュニ 私短 静岡県
65010005 静岡英和大短大　　現代コミュニ 私短 静岡県
65010005 静岡英和大短大　　現代コミュニ 私短 静岡県
65010005 静岡英和大短大　　現代コミュニ 私短 静岡県
65010005 静岡英和大短大　　現代コミュニ 私短 静岡県
65010005 静岡英和大短大　　現代コミュニ 私短 静岡県
65050002 東海大短大部　　食物栄養 私短 静岡県
65050002 東海大短大部　　食物栄養 私短 静岡県
65050002 東海大短大部　　食物栄養 私短 静岡県
65050003 東海大短大部　　児童教育 私短 静岡県
65050003 東海大短大部　　児童教育 私短 静岡県
65050003 東海大短大部　　児童教育 私短 静岡県
65060001 常葉大短大部　　英語英文 私短 静岡県
65060001 常葉大短大部　　英語英文 私短 静岡県
65060001 常葉大短大部　　英語英文 私短 静岡県
65060001 常葉大短大部　　英語英文 私短 静岡県
65060001 常葉大短大部　　英語英文 私短 静岡県
65060002 常葉大短大部　　音楽 私短 静岡県
65060002 常葉大短大部　　音楽 私短 静岡県
65060002 常葉大短大部　　音楽 私短 静岡県
65060002 常葉大短大部　　音楽 私短 静岡県
65060002 常葉大短大部　　音楽 私短 静岡県
65060003 常葉大短大部　　日本語日本文 私短 静岡県
65060003 常葉大短大部　　日本語日本文 私短 静岡県
65060003 常葉大短大部　　日本語日本文 私短 静岡県
65060003 常葉大短大部　　日本語日本文 私短 静岡県
65060003 常葉大短大部　　日本語日本文 私短 静岡県
65060005 常葉大短大部　　保育 私短 静岡県
65060005 常葉大短大部　　保育 私短 静岡県
65060005 常葉大短大部　　保育 私短 静岡県
65080003 浜松学院大短大　　幼児教育 私短 静岡県
65080003 浜松学院大短大　　幼児教育 私短 静岡県
65080003 浜松学院大短大　　幼児教育 私短 静岡県
65210003 愛知学院大短大　　歯科衛生 私短 愛知県
65210003 愛知学院大短大　　歯科衛生 私短 愛知県
65210003 愛知学院大短大　　歯科衛生 私短 愛知県
65210003 愛知学院大短大　　歯科衛生 私短 愛知県
65220003 愛知学泉短　　食物栄養 私短 愛知県
65220003 愛知学泉短　　食物栄養 私短 愛知県
65220003 愛知学泉短　　食物栄養 私短 愛知県
65220005 愛知学泉短　　幼児教育 私短 愛知県
65220005 愛知学泉短　　幼児教育 私短 愛知県
65220005 愛知学泉短　　幼児教育 私短 愛知県
65220006 愛知学泉短　　生活デザイン 私短 愛知県
65220006 愛知学泉短　　生活デザイン 私短 愛知県
65220006 愛知学泉短　　生活デザイン 私短 愛知県
65230001 愛知自動車短　　自動車工 私短 愛知県
65230001 愛知自動車短　　自動車工 私短 愛知県
65230001 愛知自動車短　　自動車工 私短 愛知県
65230001 愛知自動車短　　自動車工 私短 愛知県
65230001 愛知自動車短　　自動車工 私短 愛知県
65240003 愛知医療学院短　　リハ／理学療 私短 愛知県
65240003 愛知医療学院短　　リハ／理学療 私短 愛知県
65240003 愛知医療学院短　　リハ／理学療 私短 愛知県
65240003 愛知医療学院短　　リハ／理学療 私短 愛知県
65240003 愛知医療学院短　　リハ／理学療 私短 愛知県
65240004 愛知医療学院短　　リハ／作業療 私短 愛知県
65240004 愛知医療学院短　　リハ／作業療 私短 愛知県



65240004 愛知医療学院短　　リハ／作業療 私短 愛知県
65240004 愛知医療学院短　　リハ／作業療 私短 愛知県
65240004 愛知医療学院短　　リハ／作業療 私短 愛知県
65260003 愛知大短大部　　ライフデザイ 私短 愛知県
65260003 愛知大短大部　　ライフデザイ 私短 愛知県
65260003 愛知大短大部　　ライフデザイ 私短 愛知県
65260003 愛知大短大部　　ライフデザイ 私短 愛知県
65260003 愛知大短大部　　ライフデザイ 私短 愛知県
65270001 愛知文教女短　　生活／食物栄 私短 愛知県
65270001 愛知文教女短　　生活／食物栄 私短 愛知県
65270002 愛知文教女短　　生活／生活文 私短 愛知県
65270002 愛知文教女短　　生活／生活文 私短 愛知県
65270004 愛知文教女短　　幼児教育 私短 愛知県
65270004 愛知文教女短　　幼児教育 私短 愛知県
65280001 愛知みずほ大短　　生活／食物栄 私短 愛知県
65280001 愛知みずほ大短　　生活／食物栄 私短 愛知県
65280001 愛知みずほ大短　　生活／食物栄 私短 愛知県
65280002 愛知みずほ大短　　生活／生活文 私短 愛知県
65280002 愛知みずほ大短　　生活／生活文 私短 愛知県
65280002 愛知みずほ大短　　生活／生活文 私短 愛知県
65280002 愛知みずほ大短　　生活／生活文 私短 愛知県
65280004 愛知みずほ大短　　生活／子ども 私短 愛知県
65280004 愛知みずほ大短　　生活／子ども 私短 愛知県
65280004 愛知みずほ大短　　生活／子ども 私短 愛知県
65290003 修文大短大部　　幼児教育 私短 愛知県
65290003 修文大短大部　　幼児教育 私短 愛知県
65290003 修文大短大部　　幼児教育 私短 愛知県
65290003 修文大短大部　　幼児教育 私短 愛知県
65290003 修文大短大部　　幼児教育 私短 愛知県
65290003 修文大短大部　　幼児教育 私短 愛知県
65290003 修文大短大部　　幼児教育 私短 愛知県
65290004 修文大短大部　　生活文化 私短 愛知県
65290004 修文大短大部　　生活文化 私短 愛知県
65290004 修文大短大部　　生活文化 私短 愛知県
65290004 修文大短大部　　生活文化 私短 愛知県
65290004 修文大短大部　　生活文化 私短 愛知県
65290004 修文大短大部　　生活文化 私短 愛知県
65290004 修文大短大部　　生活文化 私短 愛知県
65320001 岡崎女短　　現代ビジネス 私短 愛知県
65320001 岡崎女短　　現代ビジネス 私短 愛知県
65320001 岡崎女短　　現代ビジネス 私短 愛知県
65320003 岡崎女短　　幼児教育 私短 愛知県
65320003 岡崎女短　　幼児教育 私短 愛知県
65320003 岡崎女短　　幼児教育 私短 愛知県
65370002 至学館大短大部　　体育 私短 愛知県
65370002 至学館大短大部　　体育 私短 愛知県
65370002 至学館大短大部　　体育 私短 愛知県
65370002 至学館大短大部　　体育 私短 愛知県
65370002 至学館大短大部　　体育 私短 愛知県
65370002 至学館大短大部　　体育 私短 愛知県
65430003 豊橋創造大短大　　幼児教育・保 私短 愛知県
65430003 豊橋創造大短大　　幼児教育・保 私短 愛知県
65430003 豊橋創造大短大　　幼児教育・保 私短 愛知県
65430003 豊橋創造大短大　　幼児教育・保 私短 愛知県
65430004 豊橋創造大短大　　キャリアプラ 私短 愛知県
65430004 豊橋創造大短大　　キャリアプラ 私短 愛知県
65430004 豊橋創造大短大　　キャリアプラ 私短 愛知県
65430004 豊橋創造大短大　　キャリアプラ 私短 愛知県



65440001 名古屋短　　英語コミュニ 私短 愛知県
65440001 名古屋短　　英語コミュニ 私短 愛知県
65440001 名古屋短　　英語コミュニ 私短 愛知県
65440001 名古屋短　　英語コミュニ 私短 愛知県
65440001 名古屋短　　英語コミュニ 私短 愛知県
65440001 名古屋短　　英語コミュニ 私短 愛知県
65440002 名古屋短　　現代教養 私短 愛知県
65440002 名古屋短　　現代教養 私短 愛知県
65440002 名古屋短　　現代教養 私短 愛知県
65440002 名古屋短　　現代教養 私短 愛知県
65440002 名古屋短　　現代教養 私短 愛知県
65440002 名古屋短　　現代教養 私短 愛知県
65440003 名古屋短　　保育 私短 愛知県
65440003 名古屋短　　保育 私短 愛知県
65440003 名古屋短　　保育 私短 愛知県
65440003 名古屋短　　保育 私短 愛知県
65440003 名古屋短　　保育 私短 愛知県
65460006 名古屋経営短　　子ども 私短 愛知県
65460006 名古屋経営短　　子ども 私短 愛知県
65460006 名古屋経営短　　子ども 私短 愛知県
65460007 名古屋経営短　　健康福祉 私短 愛知県
65460007 名古屋経営短　　健康福祉 私短 愛知県
65460007 名古屋経営短　　健康福祉 私短 愛知県
65460008 名古屋経営短　　未来キャリア 私短 愛知県
65460008 名古屋経営短　　未来キャリア 私短 愛知県
65460008 名古屋経営短　　未来キャリア 私短 愛知県
65470009 名古屋女大短大　　保育 私短 愛知県
65470009 名古屋女大短大　　保育 私短 愛知県
65470009 名古屋女大短大　　保育 私短 愛知県
65470009 名古屋女大短大　　保育 私短 愛知県
65470009 名古屋女大短大　　保育 私短 愛知県
65470009 名古屋女大短大　　保育 私短 愛知県
65470009 名古屋女大短大　　保育 私短 愛知県
65470010 名古屋女大短大　　生活 私短 愛知県
65470010 名古屋女大短大　　生活 私短 愛知県
65470010 名古屋女大短大　　生活 私短 愛知県
65470010 名古屋女大短大　　生活 私短 愛知県
65470010 名古屋女大短大　　生活 私短 愛知県
65470010 名古屋女大短大　　生活 私短 愛知県
65470010 名古屋女大短大　　生活 私短 愛知県
65480005 名古屋文化短　　生活文化 私短 愛知県
65480005 名古屋文化短　　生活文化 私短 愛知県
65480005 名古屋文化短　　生活文化 私短 愛知県
65510007 名古屋文理大短　　食物／栄養士 私短 愛知県
65510007 名古屋文理大短　　食物／栄養士 私短 愛知県
65510007 名古屋文理大短　　食物／栄養士 私短 愛知県
65510007 名古屋文理大短　　食物／栄養士 私短 愛知県
65510007 名古屋文理大短　　食物／栄養士 私短 愛知県
65510008 名古屋文理大短　　食物／製菓 私短 愛知県
65510008 名古屋文理大短　　食物／製菓 私短 愛知県
65510008 名古屋文理大短　　食物／製菓 私短 愛知県
65510008 名古屋文理大短　　食物／製菓 私短 愛知県
65510008 名古屋文理大短　　食物／製菓 私短 愛知県
65580001 名古屋柳城短　　保育 私短 愛知県
65580001 名古屋柳城短　　保育 私短 愛知県
65580001 名古屋柳城短　　保育 私短 愛知県
65720001 鈴鹿大短大部　　生活／こども 私短 三重県
65720001 鈴鹿大短大部　　生活／こども 私短 三重県



65720001 鈴鹿大短大部　　生活／こども 私短 三重県
65720003 鈴鹿大短大部　　生活／食物栄 私短 三重県
65720003 鈴鹿大短大部　　生活／食物栄 私短 三重県
65720003 鈴鹿大短大部　　生活／食物栄 私短 三重県
65730002 高田短　　子ども 私短 三重県
65730002 高田短　　子ども 私短 三重県
65730002 高田短　　子ども 私短 三重県
65730005 高田短　　キャ／オフィ 私短 三重県
65730005 高田短　　キャ／オフィ 私短 三重県
65730005 高田短　　キャ／オフィ 私短 三重県
65730006 高田短　　キャ／介護福 私短 三重県
65730006 高田短　　キャ／介護福 私短 三重県
65730006 高田短　　キャ／介護福 私短 三重県
65750001 ユマニテク短　　幼児保育 私短 三重県
65750001 ユマニテク短　　幼児保育 私短 三重県
65810001 滋賀短　　生活 私短 滋賀県
65810001 滋賀短　　生活 私短 滋賀県
65810001 滋賀短　　生活 私短 滋賀県
65810001 滋賀短　　生活 私短 滋賀県
65810002 滋賀短　　ビジネスコミ 私短 滋賀県
65810002 滋賀短　　ビジネスコミ 私短 滋賀県
65810002 滋賀短　　ビジネスコミ 私短 滋賀県
65810002 滋賀短　　ビジネスコミ 私短 滋賀県
65810003 滋賀短　　幼児教育保育 私短 滋賀県
65810003 滋賀短　　幼児教育保育 私短 滋賀県
65810003 滋賀短　　幼児教育保育 私短 滋賀県
65810003 滋賀短　　幼児教育保育 私短 滋賀県
65820006 びわこ学院大短　　ライ／介護福 私短 滋賀県
65820006 びわこ学院大短　　ライ／介護福 私短 滋賀県
65820006 びわこ学院大短　　ライ／介護福 私短 滋賀県
65820006 びわこ学院大短　　ライ／介護福 私短 滋賀県
65820006 びわこ学院大短　　ライ／介護福 私短 滋賀県
65820006 びわこ学院大短　　ライ／介護福 私短 滋賀県
65820007 びわこ学院大短　　ライ／児童学 私短 滋賀県
65820007 びわこ学院大短　　ライ／児童学 私短 滋賀県
65820007 びわこ学院大短　　ライ／児童学 私短 滋賀県
65820007 びわこ学院大短　　ライ／児童学 私短 滋賀県
65820007 びわこ学院大短　　ライ／児童学 私短 滋賀県
65820007 びわこ学院大短　　ライ／児童学 私短 滋賀県
65820008 びわこ学院大短　　ライ／キャリ 私短 滋賀県
65820008 びわこ学院大短　　ライ／キャリ 私短 滋賀県
65820008 びわこ学院大短　　ライ／キャリ 私短 滋賀県
65820008 びわこ学院大短　　ライ／キャリ 私短 滋賀県
65820008 びわこ学院大短　　ライ／キャリ 私短 滋賀県
65820008 びわこ学院大短　　ライ／キャリ 私短 滋賀県
65830001 滋賀文教短　　国文 私短 滋賀県
65830001 滋賀文教短　　国文 私短 滋賀県
65830002 滋賀文教短　　子ども 私短 滋賀県
65830002 滋賀文教短　　子ども 私短 滋賀県
65910003 池坊短　　文化芸術 私短 京都府
65910003 池坊短　　文化芸術 私短 京都府
65910004 池坊短　　環境文化 私短 京都府
65910004 池坊短　　環境文化 私短 京都府
65910005 池坊短　　環境／製菓ク 私短 京都府
65910005 池坊短　　環境／製菓ク 私短 京都府
65910008 池坊短　　幼児保育 私短 京都府
65910008 池坊短　　幼児保育 私短 京都府
65920001 大谷大短大部　　仏教 私短 京都府



65920001 大谷大短大部　　仏教 私短 京都府
65920001 大谷大短大部　　仏教 私短 京都府
65920001 大谷大短大部　　仏教 私短 京都府
65920001 大谷大短大部　　仏教 私短 京都府
65920001 大谷大短大部　　仏教 私短 京都府
65920003 大谷大短大部　　幼児教育保育 私短 京都府
65920003 大谷大短大部　　幼児教育保育 私短 京都府
65920003 大谷大短大部　　幼児教育保育 私短 京都府
65920003 大谷大短大部　　幼児教育保育 私短 京都府
65920003 大谷大短大部　　幼児教育保育 私短 京都府
65920003 大谷大短大部　　幼児教育保育 私短 京都府
65930007 華頂短　　幼児教育 私短 京都府
65930007 華頂短　　幼児教育 私短 京都府
65930007 華頂短　　幼児教育 私短 京都府
65930007 華頂短　　幼児教育 私短 京都府
65930007 華頂短　　幼児教育 私短 京都府
65930007 華頂短　　幼児教育 私短 京都府
65930012 華頂短　　歴史 私短 京都府
65930012 華頂短　　歴史 私短 京都府
65930012 華頂短　　歴史 私短 京都府
65930012 華頂短　　歴史 私短 京都府
65930012 華頂短　　歴史 私短 京都府
65930012 華頂短　　歴史 私短 京都府
65960002 京都外語短　　キャリア英夜 私短 京都府
65960002 京都外語短　　キャリア英夜 私短 京都府
65960002 京都外語短　　キャリア英夜 私短 京都府
65970001 京都経済短　　経営情報 私短 京都府
65970001 京都経済短　　経営情報 私短 京都府
65970001 京都経済短　　経営情報 私短 京都府
66010013 京都文教短　　幼児教育 私短 京都府
66010013 京都文教短　　幼児教育 私短 京都府
66010013 京都文教短　　幼児教育 私短 京都府
66010013 京都文教短　　幼児教育 私短 京都府
66010013 京都文教短　　幼児教育 私短 京都府
66010013 京都文教短　　幼児教育 私短 京都府
66010013 京都文教短　　幼児教育 私短 京都府
66010013 京都文教短　　幼児教育 私短 京都府
66010013 京都文教短　　幼児教育 私短 京都府
66010014 京都文教短　　食物栄養 私短 京都府
66010014 京都文教短　　食物栄養 私短 京都府
66010014 京都文教短　　食物栄養 私短 京都府
66010014 京都文教短　　食物栄養 私短 京都府
66010014 京都文教短　　食物栄養 私短 京都府
66010014 京都文教短　　食物栄養 私短 京都府
66010014 京都文教短　　食物栄養 私短 京都府
66010014 京都文教短　　食物栄養 私短 京都府
66010014 京都文教短　　食物栄養 私短 京都府
66010015 京都文教短　　ライフデザイ 私短 京都府
66010015 京都文教短　　ライフデザイ 私短 京都府
66010015 京都文教短　　ライフデザイ 私短 京都府
66010015 京都文教短　　ライフデザイ 私短 京都府
66010015 京都文教短　　ライフデザイ 私短 京都府
66010015 京都文教短　　ライフデザイ 私短 京都府
66010015 京都文教短　　ライフデザイ 私短 京都府
66010015 京都文教短　　ライフデザイ 私短 京都府
66010015 京都文教短　　ライフデザイ 私短 京都府
66020005 京都光華女大短　　ライフデザイ 私短 京都府
66020005 京都光華女大短　　ライフデザイ 私短 京都府



66020005 京都光華女大短　　ライフデザイ 私短 京都府
66020005 京都光華女大短　　ライフデザイ 私短 京都府
66020005 京都光華女大短　　ライフデザイ 私短 京都府
66020005 京都光華女大短　　ライフデザイ 私短 京都府
66020005 京都光華女大短　　ライフデザイ 私短 京都府
66030003 嵯峨美術短　　美術 私短 京都府
66030003 嵯峨美術短　　美術 私短 京都府
66030003 嵯峨美術短　　美術 私短 京都府
66030003 嵯峨美術短　　美術 私短 京都府
66030003 嵯峨美術短　　美術 私短 京都府
66030003 嵯峨美術短　　美術 私短 京都府
66050002 京都西山短　　仏教／仏教学 私短 京都府
66050003 京都西山短　　仏教／仏教保 私短 京都府
66080001 龍谷大短大部　　社会福祉 私短 京都府
66080001 龍谷大短大部　　社会福祉 私短 京都府
66080001 龍谷大短大部　　社会福祉 私短 京都府
66080001 龍谷大短大部　　社会福祉 私短 京都府
66080001 龍谷大短大部　　社会福祉 私短 京都府
66080001 龍谷大短大部　　社会福祉 私短 京都府
66080005 龍谷大短大部　　こども教育 私短 京都府
66250001 藍野大短大部　　第二看護 私短 大阪府
66250001 藍野大短大部　　第二看護 私短 大阪府
66250001 藍野大短大部　　第二看護 私短 大阪府
66270035 大阪青山大短大　　調理／調理 私短 大阪府
66270035 大阪青山大短大　　調理／調理 私短 大阪府
66270036 大阪青山大短大　　調理／製菓 私短 大阪府
66270036 大阪青山大短大　　調理／製菓 私短 大阪府
66280010 大阪音大短大部　　音楽／作曲 私短 大阪府
66280010 大阪音大短大部　　音楽／作曲 私短 大阪府
66280011 大阪音大短大部　　音楽／声楽 私短 大阪府
66280011 大阪音大短大部　　音楽／声楽 私短 大阪府
66280012 大阪音大短大部　　音楽／ピアノ 私短 大阪府
66280012 大阪音大短大部　　音楽／ピアノ 私短 大阪府
66280013 大阪音大短大部　　音楽／管楽器 私短 大阪府
66280013 大阪音大短大部　　音楽／管楽器 私短 大阪府
66280014 大阪音大短大部　　音楽／弦楽器 私短 大阪府
66280014 大阪音大短大部　　音楽／弦楽器 私短 大阪府
66280015 大阪音大短大部　　音楽／打楽器 私短 大阪府
66280015 大阪音大短大部　　音楽／打楽器 私短 大阪府
66280016 大阪音大短大部　　音楽／邦楽 私短 大阪府
66280016 大阪音大短大部　　音楽／邦楽 私短 大阪府
66280017 大阪音大短大部　　音楽／ジャズ 私短 大阪府
66280017 大阪音大短大部　　音楽／ジャズ 私短 大阪府
66280018 大阪音大短大部　　音楽／ポピュ 私短 大阪府
66280018 大阪音大短大部　　音楽／ポピュ 私短 大阪府
66280019 大阪音大短大部　　音楽／ミュー 私短 大阪府
66280019 大阪音大短大部　　音楽／ミュー 私短 大阪府
66280020 大阪音大短大部　　音楽／電子オ 私短 大阪府
66280020 大阪音大短大部　　音楽／電子オ 私短 大阪府
66280021 大阪音大短大部　　音楽／クラシ 私短 大阪府
66280021 大阪音大短大部　　音楽／クラシ 私短 大阪府
66280022 大阪音大短大部　　音楽／ダンス 私短 大阪府
66280022 大阪音大短大部　　音楽／ダンス 私短 大阪府
66290001 大阪学院大短大　　経営実務 私短 大阪府
66290001 大阪学院大短大　　経営実務 私短 大阪府
66290001 大阪学院大短大　　経営実務 私短 大阪府
66290001 大阪学院大短大　　経営実務 私短 大阪府
66290001 大阪学院大短大　　経営実務 私短 大阪府



66290001 大阪学院大短大　　経営実務 私短 大阪府
66300001 大阪キリスト短　　国際教養 私短 大阪府
66300001 大阪キリスト短　　国際教養 私短 大阪府
66300003 大阪キリスト短　　幼児教育 私短 大阪府
66300003 大阪キリスト短　　幼児教育 私短 大阪府
66330008 大阪国際大短大　　幼児保育 私短 大阪府
66330008 大阪国際大短大　　幼児保育 私短 大阪府
66330008 大阪国際大短大　　幼児保育 私短 大阪府
66330008 大阪国際大短大　　幼児保育 私短 大阪府
66330017 大阪国際大短大　　ライ／栄養士 私短 大阪府
66330017 大阪国際大短大　　ライ／栄養士 私短 大阪府
66330017 大阪国際大短大　　ライ／栄養士 私短 大阪府
66330017 大阪国際大短大　　ライ／栄養士 私短 大阪府
66330019 大阪国際大短大　　ライ／観光英 私短 大阪府
66330019 大阪国際大短大　　ライ／観光英 私短 大阪府
66330019 大阪国際大短大　　ライ／観光英 私短 大阪府
66330019 大阪国際大短大　　ライ／観光英 私短 大阪府
66330022 大阪国際大短大　　ライ／キャリ 私短 大阪府
66330022 大阪国際大短大　　ライ／キャリ 私短 大阪府
66330022 大阪国際大短大　　ライ／キャリ 私短 大阪府
66330022 大阪国際大短大　　ライ／キャリ 私短 大阪府
66350003 大阪城南女短　　総合保育 私短 大阪府
66350003 大阪城南女短　　総合保育 私短 大阪府
66350003 大阪城南女短　　総合保育 私短 大阪府
66350003 大阪城南女短　　総合保育 私短 大阪府
66350004 大阪城南女短　　人間福祉 私短 大阪府
66350004 大阪城南女短　　人間福祉 私短 大阪府
66350004 大阪城南女短　　人間福祉 私短 大阪府
66350004 大阪城南女短　　人間福祉 私短 大阪府
66350011 大阪城南女短　　現代／ライフ 私短 大阪府
66350011 大阪城南女短　　現代／ライフ 私短 大阪府
66350011 大阪城南女短　　現代／ライフ 私短 大阪府
66350011 大阪城南女短　　現代／ライフ 私短 大阪府
66350012 大阪城南女短　　現代／調理製 私短 大阪府
66350012 大阪城南女短　　現代／調理製 私短 大阪府
66350012 大阪城南女短　　現代／調理製 私短 大阪府
66350012 大阪城南女短　　現代／調理製 私短 大阪府
66360001 大阪女学院短　　英語 私短 大阪府
66360001 大阪女学院短　　英語 私短 大阪府
66360001 大阪女学院短　　英語 私短 大阪府
66360001 大阪女学院短　　英語 私短 大阪府
66360001 大阪女学院短　　英語 私短 大阪府
66360001 大阪女学院短　　英語 私短 大阪府
66360001 大阪女学院短　　英語 私短 大阪府
66360001 大阪女学院短　　英語 私短 大阪府
66360001 大阪女学院短　　英語 私短 大阪府
66380007 夕陽丘学園短　　食物栄養 私短 大阪府
66380007 夕陽丘学園短　　食物栄養 私短 大阪府
66380007 夕陽丘学園短　　食物栄養 私短 大阪府
66380008 夕陽丘学園短　　キャリア創造 私短 大阪府
66380008 夕陽丘学園短　　キャリア創造 私短 大阪府
66380008 夕陽丘学園短　　キャリア創造 私短 大阪府
66380009 夕陽丘学園短　　キャ／製菓ク 私短 大阪府
66380009 夕陽丘学園短　　キャ／製菓ク 私短 大阪府
66380009 夕陽丘学園短　　キャ／製菓ク 私短 大阪府
66390001 大阪信愛女学短　　子ども教育 私短 大阪府
66390001 大阪信愛女学短　　子ども教育 私短 大阪府
66390001 大阪信愛女学短　　子ども教育 私短 大阪府



66390001 大阪信愛女学短　　子ども教育 私短 大阪府
66390003 大阪信愛女学短　　看護 私短 大阪府
66390003 大阪信愛女学短　　看護 私短 大阪府
66390003 大阪信愛女学短　　看護 私短 大阪府
66400003 大阪成蹊短　　観光 私短 大阪府
66400003 大阪成蹊短　　観光 私短 大阪府
66400003 大阪成蹊短　　観光 私短 大阪府
66400003 大阪成蹊短　　観光 私短 大阪府
66400003 大阪成蹊短　　観光 私短 大阪府
66400003 大阪成蹊短　　観光 私短 大阪府
66400003 大阪成蹊短　　観光 私短 大阪府
66400003 大阪成蹊短　　観光 私短 大阪府
66400003 大阪成蹊短　　観光 私短 大阪府
66400003 大阪成蹊短　　観光 私短 大阪府
66400009 大阪成蹊短　　幼児教育 私短 大阪府
66400009 大阪成蹊短　　幼児教育 私短 大阪府
66400009 大阪成蹊短　　幼児教育 私短 大阪府
66400009 大阪成蹊短　　幼児教育 私短 大阪府
66400009 大阪成蹊短　　幼児教育 私短 大阪府
66400009 大阪成蹊短　　幼児教育 私短 大阪府
66400009 大阪成蹊短　　幼児教育 私短 大阪府
66400009 大阪成蹊短　　幼児教育 私短 大阪府
66400009 大阪成蹊短　　幼児教育 私短 大阪府
66400009 大阪成蹊短　　幼児教育 私短 大阪府
66400010 大阪成蹊短　　経営会計 私短 大阪府
66400010 大阪成蹊短　　経営会計 私短 大阪府
66400010 大阪成蹊短　　経営会計 私短 大阪府
66400010 大阪成蹊短　　経営会計 私短 大阪府
66400010 大阪成蹊短　　経営会計 私短 大阪府
66400010 大阪成蹊短　　経営会計 私短 大阪府
66400010 大阪成蹊短　　経営会計 私短 大阪府
66400010 大阪成蹊短　　経営会計 私短 大阪府
66400010 大阪成蹊短　　経営会計 私短 大阪府
66400010 大阪成蹊短　　経営会計 私短 大阪府
66400011 大阪成蹊短　　グローバルコ 私短 大阪府
66400011 大阪成蹊短　　グローバルコ 私短 大阪府
66400011 大阪成蹊短　　グローバルコ 私短 大阪府
66400011 大阪成蹊短　　グローバルコ 私短 大阪府
66400011 大阪成蹊短　　グローバルコ 私短 大阪府
66400011 大阪成蹊短　　グローバルコ 私短 大阪府
66400011 大阪成蹊短　　グローバルコ 私短 大阪府
66400011 大阪成蹊短　　グローバルコ 私短 大阪府
66400011 大阪成蹊短　　グローバルコ 私短 大阪府
66400011 大阪成蹊短　　グローバルコ 私短 大阪府
66400017 大阪成蹊短　　栄養 私短 大阪府
66400017 大阪成蹊短　　栄養 私短 大阪府
66400017 大阪成蹊短　　栄養 私短 大阪府
66400017 大阪成蹊短　　栄養 私短 大阪府
66400017 大阪成蹊短　　栄養 私短 大阪府
66400017 大阪成蹊短　　栄養 私短 大阪府
66400017 大阪成蹊短　　栄養 私短 大阪府
66400017 大阪成蹊短　　栄養 私短 大阪府
66400017 大阪成蹊短　　栄養 私短 大阪府
66400017 大阪成蹊短　　栄養 私短 大阪府
66400018 大阪成蹊短　　調理・製菓 私短 大阪府
66400018 大阪成蹊短　　調理・製菓 私短 大阪府
66400018 大阪成蹊短　　調理・製菓 私短 大阪府
66400018 大阪成蹊短　　調理・製菓 私短 大阪府



66400018 大阪成蹊短　　調理・製菓 私短 大阪府
66400018 大阪成蹊短　　調理・製菓 私短 大阪府
66400018 大阪成蹊短　　調理・製菓 私短 大阪府
66400018 大阪成蹊短　　調理・製菓 私短 大阪府
66400018 大阪成蹊短　　調理・製菓 私短 大阪府
66400018 大阪成蹊短　　調理・製菓 私短 大阪府
66400019 大阪成蹊短　　生活デザイン 私短 大阪府
66400019 大阪成蹊短　　生活デザイン 私短 大阪府
66400019 大阪成蹊短　　生活デザイン 私短 大阪府
66400019 大阪成蹊短　　生活デザイン 私短 大阪府
66400019 大阪成蹊短　　生活デザイン 私短 大阪府
66400019 大阪成蹊短　　生活デザイン 私短 大阪府
66400019 大阪成蹊短　　生活デザイン 私短 大阪府
66400019 大阪成蹊短　　生活デザイン 私短 大阪府
66400019 大阪成蹊短　　生活デザイン 私短 大阪府
66400019 大阪成蹊短　　生活デザイン 私短 大阪府
66410009 大阪千代田短　　幼児／幼児教 私短 大阪府
66410009 大阪千代田短　　幼児／幼児教 私短 大阪府
66410009 大阪千代田短　　幼児／幼児教 私短 大阪府
66410010 大阪千代田短　　幼児／保育福 私短 大阪府
66410010 大阪千代田短　　幼児／保育福 私短 大阪府
66410010 大阪千代田短　　幼児／保育福 私短 大阪府
66410011 大阪千代田短　　幼児／介護福 私短 大阪府
66410011 大阪千代田短　　幼児／介護福 私短 大阪府
66410011 大阪千代田短　　幼児／介護福 私短 大阪府
66460001 関西外大短大部　　英米語 私短 大阪府
66460001 関西外大短大部　　英米語 私短 大阪府
66460001 関西外大短大部　　英米語 私短 大阪府
66460001 関西外大短大部　　英米語 私短 大阪府
66470001 関西女短　　保育 私短 大阪府
66470001 関西女短　　保育 私短 大阪府
66470002 関西女短　　養護保健 私短 大阪府
66470002 関西女短　　養護保健 私短 大阪府
66470004 関西女短　　歯科衛生 私短 大阪府
66470004 関西女短　　歯科衛生 私短 大阪府
66470007 関西女短　　医療秘書 私短 大阪府
66470007 関西女短　　医療秘書 私短 大阪府
66500001 近畿大短大部　　商経二 私短 大阪府
66500001 近畿大短大部　　商経二 私短 大阪府
66500001 近畿大短大部　　商経二 私短 大阪府
66500001 近畿大短大部　　商経二 私短 大阪府
66500001 近畿大短大部　　商経二 私短 大阪府
66500001 近畿大短大部　　商経二 私短 大阪府
66520001 堺女短　　美容生活文化 私短 大阪府
66520001 堺女短　　美容生活文化 私短 大阪府
66530002 四條畷学園短　　保育 私短 大阪府
66530002 四條畷学園短　　保育 私短 大阪府
66530009 四條畷学園短　　ライフデザイ 私短 大阪府
66530009 四條畷学園短　　ライフデザイ 私短 大阪府
66540003 四天王寺大短大　　保育 私短 大阪府
66540003 四天王寺大短大　　保育 私短 大阪府
66540005 四天王寺大短大　　生活／デザイ 私短 大阪府
66540005 四天王寺大短大　　生活／デザイ 私短 大阪府
66540006 四天王寺大短大　　生活／ケア 私短 大阪府
66540006 四天王寺大短大　　生活／ケア 私短 大阪府
66590002 常磐会短　　幼児教育 私短 大阪府
66590002 常磐会短　　幼児教育 私短 大阪府
66600001 大阪芸術大短大　　英米文化 私短 大阪府



66600001 大阪芸術大短大　　英米文化 私短 大阪府
66600002 大阪芸術大短大　　メディア・芸 私短 大阪府
66600002 大阪芸術大短大　　メディア・芸 私短 大阪府
66600004 大阪芸術大短大　　デザイン美術 私短 大阪府
66600004 大阪芸術大短大　　デザイン美術 私短 大阪府
66600005 大阪芸術大短大　　保育 私短 大阪府
66600005 大阪芸術大短大　　保育 私短 大阪府
66640009 東大阪大短大部　　実践保育 私短 大阪府
66640009 東大阪大短大部　　実践保育 私短 大阪府
66640009 東大阪大短大部　　実践保育 私短 大阪府
66640012 東大阪大短大部　　実践食物 私短 大阪府
66640012 東大阪大短大部　　実践食物 私短 大阪府
66640012 東大阪大短大部　　実践食物 私短 大阪府
66650001 プール学院大短　　幼児教育保育 私短 大阪府
66650001 プール学院大短　　幼児教育保育 私短 大阪府
66650001 プール学院大短　　幼児教育保育 私短 大阪府
66650001 プール学院大短　　幼児教育保育 私短 大阪府
66650001 プール学院大短　　幼児教育保育 私短 大阪府
66650001 プール学院大短　　幼児教育保育 私短 大阪府
66650001 プール学院大短　　幼児教育保育 私短 大阪府
66650001 プール学院大短　　幼児教育保育 私短 大阪府
66650001 プール学院大短　　幼児教育保育 私短 大阪府
66650001 プール学院大短　　幼児教育保育 私短 大阪府
66650002 プール学院大短　　秘書 私短 大阪府
66650002 プール学院大短　　秘書 私短 大阪府
66650002 プール学院大短　　秘書 私短 大阪府
66650002 プール学院大短　　秘書 私短 大阪府
66650002 プール学院大短　　秘書 私短 大阪府
66650002 プール学院大短　　秘書 私短 大阪府
66650002 プール学院大短　　秘書 私短 大阪府
66650002 プール学院大短　　秘書 私短 大阪府
66650002 プール学院大短　　秘書 私短 大阪府
66650002 プール学院大短　　秘書 私短 大阪府
66660006 平安女学院大短　　保育 私短 大阪府
66660006 平安女学院大短　　保育 私短 大阪府
66660006 平安女学院大短　　保育 私短 大阪府
66660006 平安女学院大短　　保育 私短 大阪府
66660006 平安女学院大短　　保育 私短 大阪府
66660006 平安女学院大短　　保育 私短 大阪府
66660006 平安女学院大短　　保育 私短 大阪府
66660006 平安女学院大短　　保育 私短 大阪府
66680001 大阪健康福祉短　　介護福祉 私短 大阪府
66680001 大阪健康福祉短　　介護福祉 私短 大阪府
66680001 大阪健康福祉短　　介護福祉 私短 大阪府
66680001 大阪健康福祉短　　介護福祉 私短 大阪府
66680003 大阪健康福祉短　　子ども福祉 私短 大阪府
66680003 大阪健康福祉短　　子ども福祉 私短 大阪府
66680003 大阪健康福祉短　　子ども福祉 私短 大阪府
66680003 大阪健康福祉短　　子ども福祉 私短 大阪府
66910003 芦屋学園短　　幼児教育 私短 兵庫県
66910003 芦屋学園短　　幼児教育 私短 兵庫県
66930002 豊岡短　　こども 私短 兵庫県
66950001 甲子園短　　生活環境 私短 兵庫県
66950003 甲子園短　　幼児教育保育 私短 兵庫県
66990003 神戸女短　　幼児教育 私短 兵庫県
66990003 神戸女短　　幼児教育 私短 兵庫県
66990003 神戸女短　　幼児教育 私短 兵庫県
66990003 神戸女短　　幼児教育 私短 兵庫県



66990003 神戸女短　　幼児教育 私短 兵庫県
66990003 神戸女短　　幼児教育 私短 兵庫県
66990003 神戸女短　　幼児教育 私短 兵庫県
66990005 神戸女短　　総合生活 私短 兵庫県
66990005 神戸女短　　総合生活 私短 兵庫県
66990005 神戸女短　　総合生活 私短 兵庫県
66990005 神戸女短　　総合生活 私短 兵庫県
66990005 神戸女短　　総合生活 私短 兵庫県
66990005 神戸女短　　総合生活 私短 兵庫県
66990005 神戸女短　　総合生活 私短 兵庫県
66990006 神戸女短　　食物栄養 私短 兵庫県
66990006 神戸女短　　食物栄養 私短 兵庫県
66990006 神戸女短　　食物栄養 私短 兵庫県
66990006 神戸女短　　食物栄養 私短 兵庫県
66990006 神戸女短　　食物栄養 私短 兵庫県
66990006 神戸女短　　食物栄養 私短 兵庫県
66990006 神戸女短　　食物栄養 私短 兵庫県
67000005 神戸常盤大短大　　口腔保健 私短 兵庫県
67000005 神戸常盤大短大　　口腔保健 私短 兵庫県
67000005 神戸常盤大短大　　口腔保健 私短 兵庫県
67000005 神戸常盤大短大　　口腔保健 私短 兵庫県
67020009 神戸山手短　　現代生活 私短 兵庫県
67020009 神戸山手短　　現代生活 私短 兵庫県
67020009 神戸山手短　　現代生活 私短 兵庫県
67030001 産業技術短　　機械工 私短 兵庫県
67030001 産業技術短　　機械工 私短 兵庫県
67030001 産業技術短　　機械工 私短 兵庫県
67030001 産業技術短　　機械工 私短 兵庫県
67030001 産業技術短　　機械工 私短 兵庫県
67030001 産業技術短　　機械工 私短 兵庫県
67030001 産業技術短　　機械工 私短 兵庫県
67030001 産業技術短　　機械工 私短 兵庫県
67030001 産業技術短　　機械工 私短 兵庫県
67030001 産業技術短　　機械工 私短 兵庫県
67030004 産業技術短　　情報処理工 私短 兵庫県
67030004 産業技術短　　情報処理工 私短 兵庫県
67030004 産業技術短　　情報処理工 私短 兵庫県
67030004 産業技術短　　情報処理工 私短 兵庫県
67030004 産業技術短　　情報処理工 私短 兵庫県
67030004 産業技術短　　情報処理工 私短 兵庫県
67030004 産業技術短　　情報処理工 私短 兵庫県
67030004 産業技術短　　情報処理工 私短 兵庫県
67030004 産業技術短　　情報処理工 私短 兵庫県
67030004 産業技術短　　情報処理工 私短 兵庫県
67030005 産業技術短　　電気電子工 私短 兵庫県
67030005 産業技術短　　電気電子工 私短 兵庫県
67030005 産業技術短　　電気電子工 私短 兵庫県
67030005 産業技術短　　電気電子工 私短 兵庫県
67030005 産業技術短　　電気電子工 私短 兵庫県
67030005 産業技術短　　電気電子工 私短 兵庫県
67030005 産業技術短　　電気電子工 私短 兵庫県
67030005 産業技術短　　電気電子工 私短 兵庫県
67030005 産業技術短　　電気電子工 私短 兵庫県
67030005 産業技術短　　電気電子工 私短 兵庫県
67030006 産業技術短　　ものづくり創 私短 兵庫県
67030006 産業技術短　　ものづくり創 私短 兵庫県
67030006 産業技術短　　ものづくり創 私短 兵庫県
67030006 産業技術短　　ものづくり創 私短 兵庫県



67030006 産業技術短　　ものづくり創 私短 兵庫県
67030006 産業技術短　　ものづくり創 私短 兵庫県
67030006 産業技術短　　ものづくり創 私短 兵庫県
67030006 産業技術短　　ものづくり創 私短 兵庫県
67030006 産業技術短　　ものづくり創 私短 兵庫県
67030006 産業技術短　　ものづくり創 私短 兵庫県
67040005 夙川学院短　　児童教育 私短 兵庫県
67040005 夙川学院短　　児童教育 私短 兵庫県
67040005 夙川学院短　　児童教育 私短 兵庫県
67060001 頌栄短　　保育 私短 兵庫県
67060001 頌栄短　　保育 私短 兵庫県
67070002 聖和短　　保育 私短 兵庫県
67080006 園田学園女大短　　幼児教育 私短 兵庫県
67080006 園田学園女大短　　幼児教育 私短 兵庫県
67080006 園田学園女大短　　幼児教育 私短 兵庫県
67080006 園田学園女大短　　幼児教育 私短 兵庫県
67080006 園田学園女大短　　幼児教育 私短 兵庫県
67080007 園田学園女大短　　生活文化 私短 兵庫県
67080007 園田学園女大短　　生活文化 私短 兵庫県
67080007 園田学園女大短　　生活文化 私短 兵庫県
67080007 園田学園女大短　　生活文化 私短 兵庫県
67080007 園田学園女大短　　生活文化 私短 兵庫県
67090001 東洋食品工業短　　包装食品工 私短 兵庫県
67090001 東洋食品工業短　　包装食品工 私短 兵庫県
67090001 東洋食品工業短　　包装食品工 私短 兵庫県
67100003 姫路日ノ本短　　幼児／保育 私短 兵庫県
67100003 姫路日ノ本短　　幼児／保育 私短 兵庫県
67100003 姫路日ノ本短　　幼児／保育 私短 兵庫県
67100003 姫路日ノ本短　　幼児／保育 私短 兵庫県
67100005 姫路日ノ本短　　幼児／ライフ 私短 兵庫県
67100005 姫路日ノ本短　　幼児／ライフ 私短 兵庫県
67100005 姫路日ノ本短　　幼児／ライフ 私短 兵庫県
67120005 兵庫大短大部　　保育 私短 兵庫県
67120005 兵庫大短大部　　保育 私短 兵庫県
67120005 兵庫大短大部　　保育 私短 兵庫県
67130014 湊川短　　人間／生活福 私短 兵庫県
67130014 湊川短　　人間／生活福 私短 兵庫県
67130015 湊川短　　人間／人間健 私短 兵庫県
67130015 湊川短　　人間／人間健 私短 兵庫県
67130016 湊川短　　幼児教育保育 私短 兵庫県
67130016 湊川短　　幼児教育保育 私短 兵庫県
67140001 武庫川女大短大　　英語キャリア 私短 兵庫県
67140001 武庫川女大短大　　英語キャリア 私短 兵庫県
67140001 武庫川女大短大　　英語キャリア 私短 兵庫県
67140001 武庫川女大短大　　英語キャリア 私短 兵庫県
67140003 武庫川女大短大　　日本語文化 私短 兵庫県
67140003 武庫川女大短大　　日本語文化 私短 兵庫県
67140003 武庫川女大短大　　日本語文化 私短 兵庫県
67140003 武庫川女大短大　　日本語文化 私短 兵庫県
67140007 武庫川女大短大　　幼児教育 私短 兵庫県
67140007 武庫川女大短大　　幼児教育 私短 兵庫県
67140007 武庫川女大短大　　幼児教育 私短 兵庫県
67140007 武庫川女大短大　　幼児教育 私短 兵庫県
67140008 武庫川女大短大　　生活造形 私短 兵庫県
67140008 武庫川女大短大　　生活造形 私短 兵庫県
67140008 武庫川女大短大　　生活造形 私短 兵庫県
67140008 武庫川女大短大　　生活造形 私短 兵庫県
67140011 武庫川女大短大　　心理・人間関 私短 兵庫県



67140011 武庫川女大短大　　心理・人間関 私短 兵庫県
67140011 武庫川女大短大　　心理・人間関 私短 兵庫県
67140011 武庫川女大短大　　心理・人間関 私短 兵庫県
67140012 武庫川女大短大　　食生活 私短 兵庫県
67140012 武庫川女大短大　　食生活 私短 兵庫県
67140012 武庫川女大短大　　食生活 私短 兵庫県
67140012 武庫川女大短大　　食生活 私短 兵庫県
67140013 武庫川女大短大　　健康・スポー 私短 兵庫県
67140013 武庫川女大短大　　健康・スポー 私短 兵庫県
67140013 武庫川女大短大　　健康・スポー 私短 兵庫県
67140013 武庫川女大短大　　健康・スポー 私短 兵庫県
67150003 大手前短　　ライフデザイ 私短 兵庫県
67150003 大手前短　　ライフデザイ 私短 兵庫県
67150003 大手前短　　ライフデザイ 私短 兵庫県
67150003 大手前短　　ライフデザイ 私短 兵庫県
67340009 奈良芸術短　　美術 私短 奈良県
67350001 奈良佐保短　　地域こども 私短 奈良県
67350001 奈良佐保短　　地域こども 私短 奈良県
67350004 奈良佐保短　　生活未来 私短 奈良県
67350004 奈良佐保短　　生活未来 私短 奈良県
67360008 奈良文化女短大　　幼児教育 私短 奈良県
67360008 奈良文化女短大　　幼児教育 私短 奈良県
67370004 白鳳短　　総合／こども 私短 奈良県
67370004 白鳳短　　総合／こども 私短 奈良県
67370004 白鳳短　　総合／こども 私短 奈良県
67370009 白鳳短　　総合／看護学 私短 奈良県
67370009 白鳳短　　総合／看護学 私短 奈良県
67370009 白鳳短　　総合／看護学 私短 奈良県
67370011 白鳳短　　総合／理学療 私短 奈良県
67370011 白鳳短　　総合／理学療 私短 奈良県
67370011 白鳳短　　総合／理学療 私短 奈良県
67370012 白鳳短　　総合／作業療 私短 奈良県
67370012 白鳳短　　総合／作業療 私短 奈良県
67370012 白鳳短　　総合／作業療 私短 奈良県
67470002 和歌山信愛女短　　生活／食物栄 私短 和歌山県
67470002 和歌山信愛女短　　生活／食物栄 私短 和歌山県
67470002 和歌山信愛女短　　生活／食物栄 私短 和歌山県
67470002 和歌山信愛女短　　生活／食物栄 私短 和歌山県
67470002 和歌山信愛女短　　生活／食物栄 私短 和歌山県
67470002 和歌山信愛女短　　生活／食物栄 私短 和歌山県
67470003 和歌山信愛女短　　生活／生活文 私短 和歌山県
67470003 和歌山信愛女短　　生活／生活文 私短 和歌山県
67470003 和歌山信愛女短　　生活／生活文 私短 和歌山県
67470003 和歌山信愛女短　　生活／生活文 私短 和歌山県
67470003 和歌山信愛女短　　生活／生活文 私短 和歌山県
67470003 和歌山信愛女短　　生活／生活文 私短 和歌山県
67470004 和歌山信愛女短　　保育 私短 和歌山県
67470004 和歌山信愛女短　　保育 私短 和歌山県
67470004 和歌山信愛女短　　保育 私短 和歌山県
67470004 和歌山信愛女短　　保育 私短 和歌山県
67470004 和歌山信愛女短　　保育 私短 和歌山県
67470004 和歌山信愛女短　　保育 私短 和歌山県
67560002 鳥取短　　生活／食物栄 私短 鳥取県
67560002 鳥取短　　生活／食物栄 私短 鳥取県
67560002 鳥取短　　生活／食物栄 私短 鳥取県
67560002 鳥取短　　生活／食物栄 私短 鳥取県
67560002 鳥取短　　生活／食物栄 私短 鳥取県
67560005 鳥取短　　幼児教育保育 私短 鳥取県



67560005 鳥取短　　幼児教育保育 私短 鳥取県
67560005 鳥取短　　幼児教育保育 私短 鳥取県
67560005 鳥取短　　幼児教育保育 私短 鳥取県
67560005 鳥取短　　幼児教育保育 私短 鳥取県
67560006 鳥取短　　国際文化交流 私短 鳥取県
67560006 鳥取短　　国際文化交流 私短 鳥取県
67560006 鳥取短　　国際文化交流 私短 鳥取県
67560006 鳥取短　　国際文化交流 私短 鳥取県
67560006 鳥取短　　国際文化交流 私短 鳥取県
67560007 鳥取短　　生活／情報経 私短 鳥取県
67560007 鳥取短　　生活／情報経 私短 鳥取県
67560007 鳥取短　　生活／情報経 私短 鳥取県
67560007 鳥取短　　生活／情報経 私短 鳥取県
67560007 鳥取短　　生活／情報経 私短 鳥取県
67560008 鳥取短　　生活／住居デ 私短 鳥取県
67560008 鳥取短　　生活／住居デ 私短 鳥取県
67560008 鳥取短　　生活／住居デ 私短 鳥取県
67560008 鳥取短　　生活／住居デ 私短 鳥取県
67560008 鳥取短　　生活／住居デ 私短 鳥取県
67760005 岡山短　　幼児教育 私短 岡山県
67760005 岡山短　　幼児教育 私短 岡山県
67760005 岡山短　　幼児教育 私短 岡山県
67770004 川崎医療短　　看護 私短 岡山県
67770004 川崎医療短　　看護 私短 岡山県
67770004 川崎医療短　　看護 私短 岡山県
67770008 川崎医療短　　医療介護福祉 私短 岡山県
67770008 川崎医療短　　医療介護福祉 私短 岡山県
67770008 川崎医療短　　医療介護福祉 私短 岡山県
67790005 作陽音楽短　　音楽／音楽 私短 岡山県
67790005 作陽音楽短　　音楽／音楽 私短 岡山県
67790006 作陽音楽短　　音楽／幼児教 私短 岡山県
67790006 作陽音楽短　　音楽／幼児教 私短 岡山県
67800001 山陽学園短　　食物栄養 私短 岡山県
67800001 山陽学園短　　食物栄養 私短 岡山県
67800001 山陽学園短　　食物栄養 私短 岡山県
67800001 山陽学園短　　食物栄養 私短 岡山県
67800001 山陽学園短　　食物栄養 私短 岡山県
67800004 山陽学園短　　幼児教育 私短 岡山県
67800004 山陽学園短　　幼児教育 私短 岡山県
67800004 山陽学園短　　幼児教育 私短 岡山県
67800004 山陽学園短　　幼児教育 私短 岡山県
67800004 山陽学園短　　幼児教育 私短 岡山県
67810001 就実短　　生活実践科学 私短 岡山県
67810001 就実短　　生活実践科学 私短 岡山県
67810001 就実短　　生活実践科学 私短 岡山県
67810001 就実短　　生活実践科学 私短 岡山県
67810003 就実短　　幼児教育 私短 岡山県
67810003 就実短　　幼児教育 私短 岡山県
67810003 就実短　　幼児教育 私短 岡山県
67810003 就実短　　幼児教育 私短 岡山県
67830004 中国短　　情報ビジネス 私短 岡山県
67830004 中国短　　情報ビジネス 私短 岡山県
67830004 中国短　　情報ビジネス 私短 岡山県
67830004 中国短　　情報ビジネス 私短 岡山県
67830004 中国短　　情報ビジネス 私短 岡山県
67830007 中国短　　保育 私短 岡山県
67830007 中国短　　保育 私短 岡山県
67830007 中国短　　保育 私短 岡山県



67830007 中国短　　保育 私短 岡山県
67830007 中国短　　保育 私短 岡山県
67830011 中国短　　総合生活 私短 岡山県
67830011 中国短　　総合生活 私短 岡山県
67830011 中国短　　総合生活 私短 岡山県
67830011 中国短　　総合生活 私短 岡山県
67830011 中国短　　総合生活 私短 岡山県
67840003 美作大短大部　　幼児教育 私短 岡山県
67840003 美作大短大部　　幼児教育 私短 岡山県
67840003 美作大短大部　　幼児教育 私短 岡山県
67840003 美作大短大部　　幼児教育 私短 岡山県
67840003 美作大短大部　　幼児教育 私短 岡山県
67840004 美作大短大部　　栄養 私短 岡山県
67840004 美作大短大部　　栄養 私短 岡山県
67840004 美作大短大部　　栄養 私短 岡山県
67840004 美作大短大部　　栄養 私短 岡山県
67840004 美作大短大部　　栄養 私短 岡山県
67970009 山陽女短　　食物栄養 私短 岡山県
67970009 山陽女短　　食物栄養 私短 岡山県
67970009 山陽女短　　食物栄養 私短 岡山県
67970010 山陽女短　　人間生活 私短 岡山県
67970010 山陽女短　　人間生活 私短 岡山県
67970010 山陽女短　　人間生活 私短 岡山県
67970011 山陽女短　　臨床検査 私短 岡山県
67970011 山陽女短　　臨床検査 私短 岡山県
67970011 山陽女短　　臨床検査 私短 岡山県
68000003 比治山大短大部　　美術 私短 岡山県
68000003 比治山大短大部　　美術 私短 岡山県
68000003 比治山大短大部　　美術 私短 岡山県
68000003 比治山大短大部　　美術 私短 岡山県
68000003 比治山大短大部　　美術 私短 岡山県
68000003 比治山大短大部　　美術 私短 岡山県
68000004 比治山大短大部　　幼児教育 私短 岡山県
68000004 比治山大短大部　　幼児教育 私短 岡山県
68000004 比治山大短大部　　幼児教育 私短 岡山県
68000004 比治山大短大部　　幼児教育 私短 岡山県
68000004 比治山大短大部　　幼児教育 私短 岡山県
68000004 比治山大短大部　　幼児教育 私短 岡山県
68000004 比治山大短大部　　幼児教育 私短 岡山県
68000005 比治山大短大部　　総合生活デザ 私短 岡山県
68000005 比治山大短大部　　総合生活デザ 私短 岡山県
68000005 比治山大短大部　　総合生活デザ 私短 岡山県
68000005 比治山大短大部　　総合生活デザ 私短 岡山県
68000005 比治山大短大部　　総合生活デザ 私短 岡山県
68000005 比治山大短大部　　総合生活デザ 私短 岡山県
68000005 比治山大短大部　　総合生活デザ 私短 岡山県
68010001 広島自動車短大　　自動車工 私短 広島県
68010001 広島自動車短大　　自動車工 私短 広島県
68010001 広島自動車短大　　自動車工 私短 広島県
68010001 広島自動車短大　　自動車工 私短 広島県
68010001 広島自動車短大　　自動車工 私短 広島県
68050006 広島文化学園短　　保育 私短 広島県
68050006 広島文化学園短　　保育 私短 広島県
68050006 広島文化学園短　　保育 私短 広島県
68050006 広島文化学園短　　保育 私短 広島県
68050006 広島文化学園短　　保育 私短 広島県
68050006 広島文化学園短　　保育 私短 広島県
68050007 広島文化学園短　　食物栄養 私短 広島県



68050007 広島文化学園短　　食物栄養 私短 広島県
68050007 広島文化学園短　　食物栄養 私短 広島県
68050007 広島文化学園短　　食物栄養 私短 広島県
68050007 広島文化学園短　　食物栄養 私短 広島県
68050007 広島文化学園短　　食物栄養 私短 広島県
68050010 広島文化学園短　　コミュニティ 私短 広島県
68050010 広島文化学園短　　コミュニティ 私短 広島県
68050010 広島文化学園短　　コミュニティ 私短 広島県
68050010 広島文化学園短　　コミュニティ 私短 広島県
68050010 広島文化学園短　　コミュニティ 私短 広島県
68050010 広島文化学園短　　コミュニティ 私短 広島県
68070003 安田女短　　保育 私短 広島県
68070003 安田女短　　保育 私短 広島県
68070003 安田女短　　保育 私短 広島県
68070003 安田女短　　保育 私短 広島県
68070003 安田女短　　保育 私短 広島県
68070003 安田女短　　保育 私短 広島県
68160002 岩国短　　幼児教育 私短 山口県
68160002 岩国短　　幼児教育 私短 山口県
68160002 岩国短　　幼児教育 私短 山口県
68170008 フロンティア短　　保育 私短 山口県
68170008 フロンティア短　　保育 私短 山口県
68170008 フロンティア短　　保育 私短 山口県
68170012 フロンティア短　　食物栄養 私短 山口県
68170012 フロンティア短　　食物栄養 私短 山口県
68170012 フロンティア短　　食物栄養 私短 山口県
68180004 下関短　　保育 私短 山口県
68180004 下関短　　保育 私短 山口県
68180005 下関短　　栄養健康 私短 山口県
68180005 下関短　　栄養健康 私短 山口県
68230001 山口短　　児童／初等教 私短 山口県
68230001 山口短　　児童／初等教 私短 山口県
68230001 山口短　　児童／初等教 私短 山口県
68230002 山口短　　児童／幼児教 私短 山口県
68230002 山口短　　児童／幼児教 私短 山口県
68230002 山口短　　児童／幼児教 私短 山口県
68230003 山口短　　情報メディア 私短 山口県
68230003 山口短　　情報メディア 私短 山口県
68230003 山口短　　情報メディア 私短 山口県
68240006 山口芸術短　　保育／幼児教 私短 山口県
68240006 山口芸術短　　保育／幼児教 私短 山口県
68240006 山口芸術短　　保育／幼児教 私短 山口県
68240006 山口芸術短　　保育／幼児教 私短 山口県
68240006 山口芸術短　　保育／幼児教 私短 山口県
68240007 山口芸術短　　保育／介護福 私短 山口県
68240007 山口芸術短　　保育／介護福 私短 山口県
68240007 山口芸術短　　保育／介護福 私短 山口県
68240007 山口芸術短　　保育／介護福 私短 山口県
68240007 山口芸術短　　保育／介護福 私短 山口県
68240008 山口芸術短　　芸術表現 私短 山口県
68240008 山口芸術短　　芸術表現 私短 山口県
68240008 山口芸術短　　芸術表現 私短 山口県
68240008 山口芸術短　　芸術表現 私短 山口県
68240008 山口芸術短　　芸術表現 私短 山口県
68310001 四国大短大部　　音楽 私短 徳島県
68310001 四国大短大部　　音楽 私短 徳島県
68310001 四国大短大部　　音楽 私短 徳島県
68310001 四国大短大部　　音楽 私短 徳島県



68310001 四国大短大部　　音楽 私短 徳島県
68310001 四国大短大部　　音楽 私短 徳島県
68310004 四国大短大部　　人間／食物栄 私短 徳島県
68310004 四国大短大部　　人間／食物栄 私短 徳島県
68310004 四国大短大部　　人間／食物栄 私短 徳島県
68310004 四国大短大部　　人間／食物栄 私短 徳島県
68310004 四国大短大部　　人間／食物栄 私短 徳島県
68310004 四国大短大部　　人間／食物栄 私短 徳島県
68310008 四国大短大部　　人間／介護福 私短 徳島県
68310008 四国大短大部　　人間／介護福 私短 徳島県
68310008 四国大短大部　　人間／介護福 私短 徳島県
68310008 四国大短大部　　人間／介護福 私短 徳島県
68310008 四国大短大部　　人間／介護福 私短 徳島県
68310008 四国大短大部　　人間／介護福 私短 徳島県
68310011 四国大短大部　　幼児教育保育 私短 徳島県
68310011 四国大短大部　　幼児教育保育 私短 徳島県
68310011 四国大短大部　　幼児教育保育 私短 徳島県
68310011 四国大短大部　　幼児教育保育 私短 徳島県
68310011 四国大短大部　　幼児教育保育 私短 徳島県
68310011 四国大短大部　　幼児教育保育 私短 徳島県
68310012 四国大短大部　　ビジネス・コ 私短 徳島県
68310012 四国大短大部　　ビジネス・コ 私短 徳島県
68310012 四国大短大部　　ビジネス・コ 私短 徳島県
68310012 四国大短大部　　ビジネス・コ 私短 徳島県
68310012 四国大短大部　　ビジネス・コ 私短 徳島県
68310012 四国大短大部　　ビジネス・コ 私短 徳島県
68320001 徳島工業短　　自動車工 私短 徳島県
68320001 徳島工業短　　自動車工 私短 徳島県
68320001 徳島工業短　　自動車工 私短 徳島県
68330001 徳島文理大短大　　音楽 私短 徳島県
68330001 徳島文理大短大　　音楽 私短 徳島県
68330001 徳島文理大短大　　音楽 私短 徳島県
68330001 徳島文理大短大　　音楽 私短 徳島県
68330001 徳島文理大短大　　音楽 私短 徳島県
68330001 徳島文理大短大　　音楽 私短 徳島県
68330001 徳島文理大短大　　音楽 私短 徳島県
68330001 徳島文理大短大　　音楽 私短 徳島県
68330003 徳島文理大短大　　商 私短 徳島県
68330003 徳島文理大短大　　商 私短 徳島県
68330003 徳島文理大短大　　商 私短 徳島県
68330003 徳島文理大短大　　商 私短 徳島県
68330003 徳島文理大短大　　商 私短 徳島県
68330003 徳島文理大短大　　商 私短 徳島県
68330003 徳島文理大短大　　商 私短 徳島県
68330003 徳島文理大短大　　商 私短 徳島県
68330003 徳島文理大短大　　商 私短 徳島県
68330004 徳島文理大短大　　生活／食物 私短 徳島県
68330004 徳島文理大短大　　生活／食物 私短 徳島県
68330004 徳島文理大短大　　生活／食物 私短 徳島県
68330004 徳島文理大短大　　生活／食物 私短 徳島県
68330004 徳島文理大短大　　生活／食物 私短 徳島県
68330004 徳島文理大短大　　生活／食物 私短 徳島県
68330004 徳島文理大短大　　生活／食物 私短 徳島県
68330004 徳島文理大短大　　生活／食物 私短 徳島県
68330004 徳島文理大短大　　生活／食物 私短 徳島県
68330005 徳島文理大短大　　生活／生活科 私短 徳島県
68330005 徳島文理大短大　　生活／生活科 私短 徳島県
68330005 徳島文理大短大　　生活／生活科 私短 徳島県



68330005 徳島文理大短大　　生活／生活科 私短 徳島県
68330005 徳島文理大短大　　生活／生活科 私短 徳島県
68330005 徳島文理大短大　　生活／生活科 私短 徳島県
68330005 徳島文理大短大　　生活／生活科 私短 徳島県
68330005 徳島文理大短大　　生活／生活科 私短 徳島県
68330005 徳島文理大短大　　生活／生活科 私短 徳島県
68330008 徳島文理大短大　　保育 私短 徳島県
68330008 徳島文理大短大　　保育 私短 徳島県
68330008 徳島文理大短大　　保育 私短 徳島県
68330008 徳島文理大短大　　保育 私短 徳島県
68330008 徳島文理大短大　　保育 私短 徳島県
68330008 徳島文理大短大　　保育 私短 徳島県
68330008 徳島文理大短大　　保育 私短 徳島県
68330008 徳島文理大短大　　保育 私短 徳島県
68330008 徳島文理大短大　　保育 私短 徳島県
68330011 徳島文理大短大　　言語コミュニ 私短 徳島県
68330011 徳島文理大短大　　言語コミュニ 私短 徳島県
68330011 徳島文理大短大　　言語コミュニ 私短 徳島県
68330011 徳島文理大短大　　言語コミュニ 私短 徳島県
68330011 徳島文理大短大　　言語コミュニ 私短 徳島県
68330011 徳島文理大短大　　言語コミュニ 私短 徳島県
68330011 徳島文理大短大　　言語コミュニ 私短 徳島県
68330011 徳島文理大短大　　言語コミュニ 私短 徳島県
68330011 徳島文理大短大　　言語コミュニ 私短 徳島県
68410001 香川短　　経営情報 私短 香川県
68410001 香川短　　経営情報 私短 香川県
68410002 香川短　　生活／食物栄 私短 香川県
68410002 香川短　　生活／食物栄 私短 香川県
68410006 香川短　　子ども 私短 香川県
68410006 香川短　　子ども 私短 香川県
68410007 香川短　　生活／生活介 私短 香川県
68410007 香川短　　生活／生活介 私短 香川県
68410010 香川短　　生活／生活文 私短 香川県
68410010 香川短　　生活／生活文 私短 香川県
68450004 高松短　　秘書 私短 香川県
68450004 高松短　　秘書 私短 香川県
68450004 高松短　　秘書 私短 香川県
68450004 高松短　　秘書 私短 香川県
68450004 高松短　　秘書 私短 香川県
68450004 高松短　　秘書 私短 香川県
68450006 高松短　　保育 私短 香川県
68450006 高松短　　保育 私短 香川県
68450006 高松短　　保育 私短 香川県
68450006 高松短　　保育 私短 香川県
68450006 高松短　　保育 私短 香川県
68450006 高松短　　保育 私短 香川県
68510001 今治明徳短　　ライフデザイ 私短 愛媛県
68510001 今治明徳短　　ライフデザイ 私短 愛媛県
68510001 今治明徳短　　ライフデザイ 私短 愛媛県
68510001 今治明徳短　　ライフデザイ 私短 愛媛県
68510001 今治明徳短　　ライフデザイ 私短 愛媛県
68510002 今治明徳短　　幼児教育 私短 愛媛県
68510002 今治明徳短　　幼児教育 私短 愛媛県
68510002 今治明徳短　　幼児教育 私短 愛媛県
68510002 今治明徳短　　幼児教育 私短 愛媛県
68510002 今治明徳短　　幼児教育 私短 愛媛県
68520008 環太平洋大短大　　人間発達 私短 愛媛県
68520008 環太平洋大短大　　人間発達 私短 愛媛県



68530008 聖カタリナ大短　　保育 私短 愛媛県
68530008 聖カタリナ大短　　保育 私短 愛媛県
68530008 聖カタリナ大短　　保育 私短 愛媛県
68530008 聖カタリナ大短　　保育 私短 愛媛県
68540001 松山短　　商２ 私短 愛媛県
68550005 松山東雲短　　現代ビジネス 私短 愛媛県
68550005 松山東雲短　　現代ビジネス 私短 愛媛県
68550005 松山東雲短　　現代ビジネス 私短 愛媛県
68550005 松山東雲短　　現代ビジネス 私短 愛媛県
68550005 松山東雲短　　現代ビジネス 私短 愛媛県
68550006 松山東雲短　　保育 私短 愛媛県
68550006 松山東雲短　　保育 私短 愛媛県
68550006 松山東雲短　　保育 私短 愛媛県
68550006 松山東雲短　　保育 私短 愛媛県
68550006 松山東雲短　　保育 私短 愛媛県
68550011 松山東雲短　　食物栄養 私短 愛媛県
68550011 松山東雲短　　食物栄養 私短 愛媛県
68550011 松山東雲短　　食物栄養 私短 愛媛県
68550011 松山東雲短　　食物栄養 私短 愛媛県
68550011 松山東雲短　　食物栄養 私短 愛媛県
68610002 高知学園短　　生活科学 私短 高知県
68610002 高知学園短　　生活科学 私短 高知県
68610005 高知学園短　　医療／医療検 私短 高知県
68610005 高知学園短　　医療／医療検 私短 高知県
68610006 高知学園短　　医療／歯科衛 私短 高知県
68610006 高知学園短　　医療／歯科衛 私短 高知県
68610008 高知学園短　　幼児保育 私短 高知県
68610008 高知学園短　　幼児保育 私短 高知県
68610009 高知学園短　　看護 私短 高知県
68610009 高知学園短　　看護 私短 高知県
68720001 折尾愛真短　　経済 私短 福岡県
68720001 折尾愛真短　　経済 私短 福岡県
68730001 九州大谷短　　表現 私短 福岡県
68730001 九州大谷短　　表現 私短 福岡県
68730002 九州大谷短　　仏教 私短 福岡県
68730002 九州大谷短　　仏教 私短 福岡県
68730003 九州大谷短　　幼児教育 私短 福岡県
68730003 九州大谷短　　幼児教育 私短 福岡県
68730004 九州大谷短　　福祉 私短 福岡県
68730004 九州大谷短　　福祉 私短 福岡県
68740008 九州女短　　子ども健康 私短 福岡県
68740008 九州女短　　子ども健康 私短 福岡県
68740008 九州女短　　子ども健康 私短 福岡県
68740008 九州女短　　子ども健康 私短 福岡県
68740008 九州女短　　子ども健康 私短 福岡県
68740008 九州女短　　子ども健康 私短 福岡県
68740008 九州女短　　子ども健康 私短 福岡県
68740008 九州女短　　子ども健康 私短 福岡県
68740008 九州女短　　子ども健康 私短 福岡県
68740008 九州女短　　子ども健康 私短 福岡県
68750004 九州産大造形短　　造形芸術 私短 福岡県
68750004 九州産大造形短　　造形芸術 私短 福岡県
68750004 九州産大造形短　　造形芸術 私短 福岡県
68750004 九州産大造形短　　造形芸術 私短 福岡県
68780001 近畿大九州短　　生活福祉情報 私短 福岡県
68780001 近畿大九州短　　生活福祉情報 私短 福岡県
68780002 近畿大九州短　　保育 私短 福岡県
68780002 近畿大九州短　　保育 私短 福岡県



68790001 久留米信愛女短　　フードデザイ 私短 福岡県
68790001 久留米信愛女短　　フードデザイ 私短 福岡県
68790001 久留米信愛女短　　フードデザイ 私短 福岡県
68790001 久留米信愛女短　　フードデザイ 私短 福岡県
68790003 久留米信愛女短　　幼児教育 私短 福岡県
68790003 久留米信愛女短　　幼児教育 私短 福岡県
68790003 久留米信愛女短　　幼児教育 私短 福岡県
68790003 久留米信愛女短　　幼児教育 私短 福岡県
68800009 香蘭女短　　保育 私短 福岡県
68800009 香蘭女短　　保育 私短 福岡県
68800011 香蘭女短　　ファッション 私短 福岡県
68800011 香蘭女短　　ファッション 私短 福岡県
68800014 香蘭女短　　ライフプラン 私短 福岡県
68800014 香蘭女短　　ライフプラン 私短 福岡県
68800015 香蘭女短　　食物栄養 私短 福岡県
68800015 香蘭女短　　食物栄養 私短 福岡県
68820005 純真短　　食物栄養 私短 福岡県
68820005 純真短　　食物栄養 私短 福岡県
68820007 純真短　　こども 私短 福岡県
68820007 純真短　　こども 私短 福岡県
68830001 精華女短　　生活／食物栄 私短 福岡県
68830001 精華女短　　生活／食物栄 私短 福岡県
68830002 精華女短　　生活／生活総 私短 福岡県
68830002 精華女短　　生活／生活総 私短 福岡県
68830003 精華女短　　幼児保育 私短 福岡県
68830003 精華女短　　幼児保育 私短 福岡県
68840005 西南女大短大部　　保育 私短 福岡県
68840005 西南女大短大部　　保育 私短 福岡県
68840005 西南女大短大部　　保育 私短 福岡県
68840005 西南女大短大部　　保育 私短 福岡県
68840005 西南女大短大部　　保育 私短 福岡県
68840005 西南女大短大部　　保育 私短 福岡県
68840005 西南女大短大部　　保育 私短 福岡県
68860001 福岡こども短　　こども教育 私短 福岡県
68860001 福岡こども短　　こども教育 私短 福岡県
68890002 中村学園大短大　　食物栄養 私短 福岡県
68890003 中村学園大短大　　幼児保育 私短 福岡県
68890004 中村学園大短大　　キャリア開発 私短 福岡県
68900001 西日本短　　緑地環境 私短 福岡県
68900001 西日本短　　緑地環境 私短 福岡県
68900002 西日本短　　法 私短 福岡県
68900002 西日本短　　法 私短 福岡県
68900004 西日本短　　社会福祉 私短 福岡県
68900004 西日本短　　社会福祉 私短 福岡県
68900005 西日本短　　保育 私短 福岡県
68900005 西日本短　　保育 私短 福岡県
68900006 西日本短　　健康スポーツ 私短 福岡県
68900006 西日本短　　健康スポーツ 私短 福岡県
68900007 西日本短　　メディア・プ 私短 福岡県
68900007 西日本短　　メディア・プ 私短 福岡県
68910001 東筑紫短　　食物栄養 私短 福岡県
68910001 東筑紫短　　食物栄養 私短 福岡県
68910001 東筑紫短　　食物栄養 私短 福岡県
68910001 東筑紫短　　食物栄養 私短 福岡県
68910001 東筑紫短　　食物栄養 私短 福岡県
68910004 東筑紫短　　保育 私短 福岡県
68910004 東筑紫短　　保育 私短 福岡県
68910004 東筑紫短　　保育 私短 福岡県



68910004 東筑紫短　　保育 私短 福岡県
68910004 東筑紫短　　保育 私短 福岡県
68910008 東筑紫短　　美容／美容師 私短 福岡県
68910008 東筑紫短　　美容／美容師 私短 福岡県
68910008 東筑紫短　　美容／美容師 私短 福岡県
68910011 東筑紫短　　美容／ファッ 私短 福岡県
68910011 東筑紫短　　美容／ファッ 私短 福岡県
68910011 東筑紫短　　美容／ファッ 私短 福岡県
68920002 福岡工大短大部　　情報メディア 私短 福岡県
68920002 福岡工大短大部　　情報メディア 私短 福岡県
68920002 福岡工大短大部　　情報メディア 私短 福岡県
68920002 福岡工大短大部　　情報メディア 私短 福岡県
68920002 福岡工大短大部　　情報メディア 私短 福岡県
68920004 福岡工大短大部　　ビジネス情報 私短 福岡県
68920004 福岡工大短大部　　ビジネス情報 私短 福岡県
68920004 福岡工大短大部　　ビジネス情報 私短 福岡県
68920004 福岡工大短大部　　ビジネス情報 私短 福岡県
68920004 福岡工大短大部　　ビジネス情報 私短 福岡県
68930001 福岡女学院大短　　英語 私短 福岡県
68930001 福岡女学院大短　　英語 私短 福岡県
68930001 福岡女学院大短　　英語 私短 福岡県
68930001 福岡女学院大短　　英語 私短 福岡県
68930001 福岡女学院大短　　英語 私短 福岡県
68940001 福岡女短　　音楽 私短 福岡県
68940001 福岡女短　　音楽 私短 福岡県
68940001 福岡女短　　音楽 私短 福岡県
68940001 福岡女短　　音楽 私短 福岡県
68940001 福岡女短　　音楽 私短 福岡県
68940004 福岡女短　　食物栄養 私短 福岡県
68940004 福岡女短　　食物栄養 私短 福岡県
68940004 福岡女短　　食物栄養 私短 福岡県
68940004 福岡女短　　食物栄養 私短 福岡県
68940004 福岡女短　　食物栄養 私短 福岡県
68940012 福岡女短　　保育 私短 福岡県
68940012 福岡女短　　保育 私短 福岡県
68940012 福岡女短　　保育 私短 福岡県
68940012 福岡女短　　保育 私短 福岡県
68940012 福岡女短　　保育 私短 福岡県
68940013 福岡女短　　文化コミュニ 私短 福岡県
68940013 福岡女短　　文化コミュニ 私短 福岡県
68940013 福岡女短　　文化コミュニ 私短 福岡県
68940013 福岡女短　　文化コミュニ 私短 福岡県
68940013 福岡女短　　文化コミュニ 私短 福岡県
68950001 福岡医療短　　歯科衛生 私短 福岡県
68950001 福岡医療短　　歯科衛生 私短 福岡県
68950001 福岡医療短　　歯科衛生 私短 福岡県
68950001 福岡医療短　　歯科衛生 私短 福岡県
68950002 福岡医療短　　保健福祉 私短 福岡県
68950002 福岡医療短　　保健福祉 私短 福岡県
68950002 福岡医療短　　保健福祉 私短 福岡県
68950002 福岡医療短　　保健福祉 私短 福岡県
69060003 九州龍谷短　　保育 私短 福岡県
69060003 九州龍谷短　　保育 私短 福岡県
69060004 九州龍谷短　　人間コミュニ 私短 福岡県
69060004 九州龍谷短　　人間コミュニ 私短 福岡県
69070003 西九州大短大部　　幼児保育 私短 佐賀県
69070003 西九州大短大部　　幼児保育 私短 佐賀県
69070003 西九州大短大部　　幼児保育 私短 佐賀県



69070003 西九州大短大部　　幼児保育 私短 佐賀県
69070003 西九州大短大部　　幼児保育 私短 佐賀県
69070003 西九州大短大部　　幼児保育 私短 佐賀県
69070003 西九州大短大部　　幼児保育 私短 佐賀県
69070005 西九州大短大部　　地域生活支援 私短 佐賀県
69070005 西九州大短大部　　地域生活支援 私短 佐賀県
69070005 西九州大短大部　　地域生活支援 私短 佐賀県
69070005 西九州大短大部　　地域生活支援 私短 佐賀県
69070005 西九州大短大部　　地域生活支援 私短 佐賀県
69070005 西九州大短大部　　地域生活支援 私短 佐賀県
69070005 西九州大短大部　　地域生活支援 私短 佐賀県
69080011 佐賀女短　　こども未来 私短 佐賀県
69080011 佐賀女短　　こども未来 私短 佐賀県
69080011 佐賀女短　　こども未来 私短 佐賀県
69080011 佐賀女短　　こども未来 私短 佐賀県
69080011 佐賀女短　　こども未来 私短 佐賀県
69080013 佐賀女短　　地域／食とヘ 私短 佐賀県
69080013 佐賀女短　　地域／食とヘ 私短 佐賀県
69080013 佐賀女短　　地域／食とヘ 私短 佐賀県
69080013 佐賀女短　　地域／食とヘ 私短 佐賀県
69080013 佐賀女短　　地域／食とヘ 私短 佐賀県
69080014 佐賀女短　　地域／福祉と 私短 佐賀県
69080014 佐賀女短　　地域／福祉と 私短 佐賀県
69080014 佐賀女短　　地域／福祉と 私短 佐賀県
69080014 佐賀女短　　地域／福祉と 私短 佐賀県
69080014 佐賀女短　　地域／福祉と 私短 佐賀県
69080015 佐賀女短　　地域／健康と 私短 佐賀県
69080015 佐賀女短　　地域／健康と 私短 佐賀県
69080015 佐賀女短　　地域／健康と 私短 佐賀県
69080015 佐賀女短　　地域／健康と 私短 佐賀県
69080015 佐賀女短　　地域／健康と 私短 佐賀県
69080016 佐賀女短　　地域／グロー 私短 佐賀県
69080016 佐賀女短　　地域／グロー 私短 佐賀県
69080016 佐賀女短　　地域／グロー 私短 佐賀県
69080016 佐賀女短　　地域／グロー 私短 佐賀県
69080016 佐賀女短　　地域／グロー 私短 佐賀県
69190001 長崎短　　国際コミュニ 私短 長崎県
69190001 長崎短　　国際コミュニ 私短 長崎県
69190001 長崎短　　国際コミュニ 私短 長崎県
69190001 長崎短　　国際コミュニ 私短 長崎県
69190001 長崎短　　国際コミュニ 私短 長崎県
69190001 長崎短　　国際コミュニ 私短 長崎県
69190001 長崎短　　国際コミュニ 私短 長崎県
69190001 長崎短　　国際コミュニ 私短 長崎県
69190001 長崎短　　国際コミュニ 私短 長崎県
69190001 長崎短　　国際コミュニ 私短 長崎県
69190004 長崎短　　食物／栄養士 私短 長崎県
69190004 長崎短　　食物／栄養士 私短 長崎県
69190004 長崎短　　食物／栄養士 私短 長崎県
69190004 長崎短　　食物／栄養士 私短 長崎県
69190004 長崎短　　食物／栄養士 私短 長崎県
69190004 長崎短　　食物／栄養士 私短 長崎県
69190004 長崎短　　食物／栄養士 私短 長崎県
69190004 長崎短　　食物／栄養士 私短 長崎県
69190004 長崎短　　食物／栄養士 私短 長崎県
69190004 長崎短　　食物／栄養士 私短 長崎県
69190005 長崎短　　食物／製菓 私短 長崎県
69190005 長崎短　　食物／製菓 私短 長崎県



69190005 長崎短　　食物／製菓 私短 長崎県
69190005 長崎短　　食物／製菓 私短 長崎県
69190005 長崎短　　食物／製菓 私短 長崎県
69190005 長崎短　　食物／製菓 私短 長崎県
69190005 長崎短　　食物／製菓 私短 長崎県
69190005 長崎短　　食物／製菓 私短 長崎県
69190005 長崎短　　食物／製菓 私短 長崎県
69190005 長崎短　　食物／製菓 私短 長崎県
69190008 長崎短　　保育／保育 私短 長崎県
69190008 長崎短　　保育／保育 私短 長崎県
69190008 長崎短　　保育／保育 私短 長崎県
69190008 長崎短　　保育／保育 私短 長崎県
69190008 長崎短　　保育／保育 私短 長崎県
69190008 長崎短　　保育／保育 私短 長崎県
69190008 長崎短　　保育／保育 私短 長崎県
69190008 長崎短　　保育／保育 私短 長崎県
69190008 長崎短　　保育／保育 私短 長崎県
69190008 長崎短　　保育／保育 私短 長崎県
69190009 長崎短　　保育／介護福 私短 長崎県
69190009 長崎短　　保育／介護福 私短 長崎県
69190009 長崎短　　保育／介護福 私短 長崎県
69190009 長崎短　　保育／介護福 私短 長崎県
69190009 長崎短　　保育／介護福 私短 長崎県
69190009 長崎短　　保育／介護福 私短 長崎県
69190009 長崎短　　保育／介護福 私短 長崎県
69190009 長崎短　　保育／介護福 私短 長崎県
69190009 長崎短　　保育／介護福 私短 長崎県
69190009 長崎短　　保育／介護福 私短 長崎県
69220001 長崎女短　　生活／栄養士 私短 長崎県
69220001 長崎女短　　生活／栄養士 私短 長崎県
69220004 長崎女短　　幼児教育 私短 長崎県
69220004 長崎女短　　幼児教育 私短 長崎県
69220005 長崎女短　　生活／ビジネ 私短 長崎県
69220005 長崎女短　　生活／ビジネ 私短 長崎県
69220006 長崎女短　　生活／介護福 私短 長崎県
69220006 長崎女短　　生活／介護福 私短 長崎県
69350003 尚絅大短大部　　幼児教育 私短 熊本県
69350003 尚絅大短大部　　幼児教育 私短 熊本県
69350003 尚絅大短大部　　幼児教育 私短 熊本県
69350003 尚絅大短大部　　幼児教育 私短 熊本県
69350004 尚絅大短大部　　総合生活 私短 熊本県
69350004 尚絅大短大部　　総合生活 私短 熊本県
69350004 尚絅大短大部　　総合生活 私短 熊本県
69350004 尚絅大短大部　　総合生活 私短 熊本県
69350005 尚絅大短大部　　食物栄養 私短 熊本県
69350005 尚絅大短大部　　食物栄養 私短 熊本県
69350005 尚絅大短大部　　食物栄養 私短 熊本県
69350005 尚絅大短大部　　食物栄養 私短 熊本県
69360002 中九州短　　幼児保育 私短 熊本県
69360002 中九州短　　幼児保育 私短 熊本県
69360003 中九州短　　経営／情報ビ 私短 熊本県
69360003 中九州短　　経営／情報ビ 私短 熊本県
69360004 中九州短　　経営／介護福 私短 熊本県
69360004 中九州短　　経営／介護福 私短 熊本県
69460001 大分短　　園芸 私短 大分県
69460001 大分短　　園芸 私短 大分県
69460001 大分短　　園芸 私短 大分県
69460001 大分短　　園芸 私短 大分県



69460001 大分短　　園芸 私短 大分県
69460001 大分短　　園芸 私短 大分県
69460001 大分短　　園芸 私短 大分県
69470003 東九州短　　幼児教育 私短 大分県
69470003 東九州短　　幼児教育 私短 大分県
69470004 東九州短　　食物栄養 私短 大分県
69470004 東九州短　　食物栄養 私短 大分県
69480003 別府溝部学園短　　幼児教育 私短 大分県
69480003 別府溝部学園短　　幼児教育 私短 大分県
69480003 別府溝部学園短　　幼児教育 私短 大分県
69480003 別府溝部学園短　　幼児教育 私短 大分県
69480003 別府溝部学園短　　幼児教育 私短 大分県
69480003 別府溝部学園短　　幼児教育 私短 大分県
69480004 別府溝部学園短　　介護福祉 私短 大分県
69480004 別府溝部学園短　　介護福祉 私短 大分県
69480004 別府溝部学園短　　介護福祉 私短 大分県
69480004 別府溝部学園短　　介護福祉 私短 大分県
69480004 別府溝部学園短　　介護福祉 私短 大分県
69480004 別府溝部学園短　　介護福祉 私短 大分県
69480005 別府溝部学園短　　ライフデザイ 私短 大分県
69480005 別府溝部学園短　　ライフデザイ 私短 大分県
69480005 別府溝部学園短　　ライフデザイ 私短 大分県
69480005 別府溝部学園短　　ライフデザイ 私短 大分県
69480005 別府溝部学園短　　ライフデザイ 私短 大分県
69480005 別府溝部学園短　　ライフデザイ 私短 大分県
69480006 別府溝部学園短　　食物栄養 私短 大分県
69480006 別府溝部学園短　　食物栄養 私短 大分県
69480006 別府溝部学園短　　食物栄養 私短 大分県
69480006 別府溝部学園短　　食物栄養 私短 大分県
69480006 別府溝部学園短　　食物栄養 私短 大分県
69480006 別府溝部学園短　　食物栄養 私短 大分県
69490003 別府大短大部　　初等教育 私短 大分県
69490003 別府大短大部　　初等教育 私短 大分県
69490003 別府大短大部　　初等教育 私短 大分県
69490003 別府大短大部　　初等教育 私短 大分県
69490003 別府大短大部　　初等教育 私短 大分県
69490003 別府大短大部　　初等教育 私短 大分県
69490006 別府大短大部　　食物栄養 私短 大分県
69490006 別府大短大部　　食物栄養 私短 大分県
69490006 別府大短大部　　食物栄養 私短 大分県
69490006 別府大短大部　　食物栄養 私短 大分県
69490006 別府大短大部　　食物栄養 私短 大分県
69490006 別府大短大部　　食物栄養 私短 大分県
69570003 南九州短　　国際教養 私短 宮崎県
69570003 南九州短　　国際教養 私短 宮崎県
69570003 南九州短　　国際教養 私短 宮崎県
69570003 南九州短　　国際教養 私短 宮崎県
69570003 南九州短　　国際教養 私短 宮崎県
69570003 南九州短　　国際教養 私短 宮崎県
69570003 南九州短　　国際教養 私短 宮崎県
69580005 宮崎学園短　　保育 私短 宮崎県
69580005 宮崎学園短　　保育 私短 宮崎県
69580005 宮崎学園短　　保育 私短 宮崎県
69580005 宮崎学園短　　保育 私短 宮崎県
69580007 宮崎学園短　　現代ビジネス 私短 宮崎県
69580007 宮崎学園短　　現代ビジネス 私短 宮崎県
69580007 宮崎学園短　　現代ビジネス 私短 宮崎県
69580007 宮崎学園短　　現代ビジネス 私短 宮崎県



69670001 鹿児島純心女短　　英語 私短 鹿児島県
69670001 鹿児島純心女短　　英語 私短 鹿児島県
69670001 鹿児島純心女短　　英語 私短 鹿児島県
69670001 鹿児島純心女短　　英語 私短 鹿児島県
69670001 鹿児島純心女短　　英語 私短 鹿児島県
69670001 鹿児島純心女短　　英語 私短 鹿児島県
69670001 鹿児島純心女短　　英語 私短 鹿児島県
69670002 鹿児島純心女短　　生活／食物栄 私短 鹿児島県
69670002 鹿児島純心女短　　生活／食物栄 私短 鹿児島県
69670002 鹿児島純心女短　　生活／食物栄 私短 鹿児島県
69670002 鹿児島純心女短　　生活／食物栄 私短 鹿児島県
69670002 鹿児島純心女短　　生活／食物栄 私短 鹿児島県
69670002 鹿児島純心女短　　生活／食物栄 私短 鹿児島県
69670003 鹿児島純心女短　　生活／生活学 私短 鹿児島県
69670003 鹿児島純心女短　　生活／生活学 私短 鹿児島県
69670003 鹿児島純心女短　　生活／生活学 私短 鹿児島県
69670003 鹿児島純心女短　　生活／生活学 私短 鹿児島県
69670003 鹿児島純心女短　　生活／生活学 私短 鹿児島県
69670003 鹿児島純心女短　　生活／生活学 私短 鹿児島県
69670004 鹿児島純心女短　　生活／こども 私短 鹿児島県
69670004 鹿児島純心女短　　生活／こども 私短 鹿児島県
69670004 鹿児島純心女短　　生活／こども 私短 鹿児島県
69670004 鹿児島純心女短　　生活／こども 私短 鹿児島県
69670004 鹿児島純心女短　　生活／こども 私短 鹿児島県
69670004 鹿児島純心女短　　生活／こども 私短 鹿児島県
69680001 鹿児島女短　　教養 私短 鹿児島県
69680001 鹿児島女短　　教養 私短 鹿児島県
69680001 鹿児島女短　　教養 私短 鹿児島県
69680001 鹿児島女短　　教養 私短 鹿児島県
69680004 鹿児島女短　　生活／食物栄 私短 鹿児島県
69680004 鹿児島女短　　生活／食物栄 私短 鹿児島県
69680004 鹿児島女短　　生活／食物栄 私短 鹿児島県
69680004 鹿児島女短　　生活／食物栄 私短 鹿児島県
69680008 鹿児島女短　　生活／生活福 私短 鹿児島県
69680008 鹿児島女短　　生活／生活福 私短 鹿児島県
69680008 鹿児島女短　　生活／生活福 私短 鹿児島県
69680008 鹿児島女短　　生活／生活福 私短 鹿児島県
69680009 鹿児島女短　　児童教育 私短 鹿児島県
69680009 鹿児島女短　　児童教育 私短 鹿児島県
69680009 鹿児島女短　　児童教育 私短 鹿児島県
69680009 鹿児島女短　　児童教育 私短 鹿児島県
69680010 鹿児島女短　　生活／生活科 私短 鹿児島県
69680010 鹿児島女短　　生活／生活科 私短 鹿児島県
69680010 鹿児島女短　　生活／生活科 私短 鹿児島県
69680010 鹿児島女短　　生活／生活科 私短 鹿児島県
69690001 第一幼児教育短　　幼児教育 私短 鹿児島県
69690001 第一幼児教育短　　幼児教育 私短 鹿児島県
69760001 沖縄キリスト短　　英語 私短 沖縄県
69760001 沖縄キリスト短　　英語 私短 沖縄県
69760002 沖縄キリスト短　　保育 私短 沖縄県
69760002 沖縄キリスト短　　保育 私短 沖縄県
69780006 沖縄女短　　総合ビジネス 私短 沖縄県
69780006 沖縄女短　　総合ビジネス 私短 沖縄県
69780007 沖縄女短　　児童教育 私短 沖縄県
69780007 沖縄女短　　児童教育 私短 沖縄県


