
1 北九州市立大学 地域創生学群

2 上智大学 文学部国文学科

3 恵泉女子大学 人間社会学部国際社会学科

4 日本大学 生産工学部機械工学科

5 日本大学 理工学部海洋建築学科
6 帝京平成大学 健康医療スポーツ学部救急救命士コース
7 沖縄国際大学 法学部地域行政学科
8 沖縄国際大学 総合文化学部英米文化学科
9 沖縄大学 人文学部社会福祉学科

10 沖縄キリスト教学院大学 人文学部英語コミュニケーション学科

11 大阪大谷大学 薬学部薬学科

12 大阪大谷大学 薬学部薬学科

13 武蔵野美術大学 造形構想学部映像学科

14 大和大学 情報学部情報学科

15 大和大学 情報学部情報学科

16 札幌学院大学 経済経営学部経営学科

17 日本福祉大学　 社会福祉学部社会福祉学科

18 横浜国立大学 都市科学部建築学科

19 広島国際大学 看護学部看護学科

20 大阪国際大学 経営経済学部経営学科

21 神奈川大学 経営学部国際経営学科

22 中央大学 経済学部経済学科

23 沖縄キリスト教学院大学 人文学部英語コミュニケーション学科

24 沖縄キリスト教学院大学 人文学部英語コミュニケーション学科

25 同志社大学 経済学部経済学科

26 千葉科学大学 危機管理学部航空技術危機管理学科パイロットコース

27 国際医療福祉大学 小田原保健医療学部看護学科

28 国際医療福祉大学 成田看護学部看護学科

29 国際医療福祉大学 福岡保健医療学部看護学科

30 国際医療福祉大学 保健医療学部看護学科

31 第一工科大学 航空工学科 航空操縦学専攻

32 神奈川大学 理学部理学科生物コース

33 桜美林大学 航空・マネジメント学群

34 福岡歯科大学 口腔歯学部口腔歯学科

35 鶴見歯科大学 歯学部歯学科

36 摂南大学 国際学部国際学科

37 摂南大学 国際学部国際学科

38 摂南大学 国際学部国際学科

39 摂南大学 国際学部国際学科

40 摂南大学 現代社会学部現代社会学科

41 摂南大学 現代社会学部現代社会学科

42 摂南大学 現代社会学部現代社会学科

43 摂南大学 現代社会学部現代社会学科

44 四天王寺大学 人文社会学部社会学科
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45 桜美林大学 航空・マネジメント学群

46 桜美林大学 航空・マネジメント学群

47 京都産業大学 外国語学部 英語学科

48 京都産業大学 外国語学部 ヨーロッパ語学学科 メディアコミュ二ケーション専攻

49 金沢工業大学 工学部 航空システム工学科

50 東京理科大学 創域理工学部電気電子情報工学科

51 明治大学 理工学部電気電子生命学科電気電子工学専攻

52 佛教大学 社会学部現代社会学科

53 沖縄国際大学 総合文化学部日本文化学科

54 沖縄大学 経法商学部経法商学科

55 日本赤十字北海道看護大学 看護学部看護学科

56 中央大学 商学部会計学科フレックスコース

57 大阪学院大学 国際学部国際学科

58 立教大学 経済学部会計ファイナンス学科

59 立教大学 経営学部経営学科

60 立教大学 経営学部国際経営学科

61 立教大学 現代心理学部心理学科

62 中央大学 国際経営学部国際経営学科

63 中央大学 総合政策学部政策科学科

64 成城大学 経済学部経済学科

65 成城大学 経済学部経済学科

66 立教大学 文学部英米文学科

67 立教大学 文学部ドイツ文学科

68 上智大学 外国語学部フランス語学科

69 立教大学 文学部フランス文学専修

70 東京造形大学 造形学部デザイン学科グラフィックデザイン専攻

71 大谷大学 国際学部国際文化学科

72 津田塾大学 学芸学部国際関係学科

73 津田塾大学 学芸学部国際関係学科

74 広島修道大学 人間環境学部人間環境学科

75 広島修道大学 人間環境学部人間環境学科

76 上智大学 経済学部経営学科

77 追手門大学 社会学部社会学科スポーツ文化学専攻

78 追手門大学 国際学部国際学科国際文化専攻

79 東洋大学 理工学部機械工学科

80 東洋大学 経営学部経営学科

81 東京工科大学 医療保健学部臨床工学科

82 第一薬科大学 薬学部薬学科

83 神奈川大学 理工学部理学科化学コース

84 青山学院大学 理工学部電気電子工学科

85 阪南大学 流通学部流通学科

86 阪南大学 経済学部経済学科

87 阪南大学 経営情報学部経営情報学科

88 阪南大学 国際コミュニケーション学部国際コミュニケーション学科

89 阪南大学 国際観光学部国際観光学科

90 武蔵野美術大学 造形学部視覚伝達



91 武蔵野美術大学 造形構想学部映像学科

92 多摩美術大学 美術学部グラフィックデザイン学科

93 駒澤大学 文学部英米文学科

94 駒澤大学 経済学部商学科

95 明治学院大学 経済学部経営学科

96 明治大学 商学部商学科

97 東洋大学 文学部英米文学科

98 神奈川歯科大学 歯学部

99 帝京科学大学 生命環境学部自然環境学科

100 近畿大学 薬学部医療薬学科

101 近畿大学 薬学部医療薬学科

102 専修大学 文学部英語英米文学科

103 静岡産業大学 スポーツ科学部スポーツ科学科

104 朝日大学 法学部法学科

105 東京医科歯科大学 歯学部口腔保健学科口腔保健工学専攻

106 山口大学 工学部化学科

107 東京海洋大学 海洋工学部海洋電子機械工学科

108 東洋大学 理工学部機械工学科

109 横浜国立大学 経営学部経営学科

1 ラフ＆ピース専門学校 クリエイティブ学科企画演出シナリオコース

2 琉球調理師専門学校　 調理専門士科

3 琉球リハビリテーション専門学校

4 沖縄中央学園 メンタルオフィスビジネス科

5 沖縄こども専門学校 こども総合学科

6 ITカレッジ沖縄 サイバーセキュリティ科

1 株式会社　あんしん

専門学校
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