
都道府県 学校名 コード 都道府県 学校名 コード 都道府県 学校名 コード 都道府県 学校名 コード

北海道 国）　北海道大学 100101 静岡 公）　静岡文化芸術大学 108322 滋賀 成安造形大学 200125 兵庫 芦屋大学 208128 学部名 コード 学部名 コード 学部名 コード

北海道 国）　北海道教育大学 100201 愛知 国）　名古屋大学 108423 滋賀 聖泉大学 200225 兵庫 大手前大学 208228 医学部 001 サービス産業学部 068 人間学部 124

北海道 国）　室蘭工業大学 100301 愛知 国）　愛知教育大学 108523 滋賀 長浜バイオ大学 200325 兵庫 関西看護医療大学 208328 医療学部 002 産業社会学部 069 人間科学部 125

北海道 国）　小樽商科大学 100401 愛知 国）　名古屋工業大学 108623 滋賀 びわこ学院大学 200425 兵庫 関西学院大学 208428 医療科学部 003 産業理工学部 070 人間環境学部 126

北海道 国）　帯広畜産大学 100501 愛知 国）　豊橋技術科学大学 108723 滋賀 びわこ成蹊スポーツ大学 200525 兵庫 関西国際大学 208528 医療福祉工学部 004 歯学部 071 人間看護学部 127

北海道 国）　旭川医科大学 100601 愛知 公）　愛知県立大学 108823 京都 大谷大学 200626 兵庫 関西福祉大学 208628 医療保健学部 005 システム工学部 072 人間教育学部 128

北海道 国）　北見工業大学 100701 愛知 公）　愛知県立芸術大学 108923 京都 京都医療科学大学 200726 兵庫 近大姫路大学 208728 英語キャリア学部 006 システム理工学部 073 人間健康学部 129

北海道 公）　釧路公立大学 100801 愛知 公）　名古屋市立大学 109023 京都 京都外国語大学 200826 兵庫 甲子園大学 208828 映像学部 007 児童学部 074 人間社会学部 130

北海道 公）　公立はこだて未来大学 100901 三重 国）　三重大学 109124 京都 京都学園大学 200926 兵庫 甲南大学 208928 栄養学部 008 児童保育学部 075 人間生活学部 131

北海道 公）　札幌医科大学 101001 三重 公）　三重県立看護大学 109224 京都 京都華頂大学 201026 兵庫 甲南女子大学 209028 音楽学部 009 社会学部 076 人間発達学部 132

北海道 公）　札幌市立大学 101101 滋賀 国）　滋賀大学 109325 京都 京都光華女子大学 201126 兵庫 神戸医療福祉大学 209128 社会安全学部 077 人間福祉学部 133

北海道 公）　名寄市立大学 101201 滋賀 国）　滋賀医科大学 109425 京都 京都嵯峨芸術大学 201226 兵庫 神戸海星女子学院大学 209228 社会福祉学部 078 人間文化学部 134

青森 国）　弘前大学 101302 滋賀 公）　滋賀県立大学 109525 京都 京都産業大学 201326 兵庫 神戸学院大学 209328 学部名 コード 生涯福祉学部 079 農学部 135

青森 公）　青森県立保健大学 101402 京都 国）　京都大学 109626 京都 京都女子大学 201426 兵庫 神戸芸術工科大学 209428 外国語学部 010 商学部 080

青森 公）　青森公立大学 101502 京都 国）　京都教育大学 109726 京都 京都精華大学 201526 兵庫 神戸国際大学 209528 外国語学部（第２部） 011 情報学部 081

岩手 国）　岩手大学 101603 京都 国）　京都工芸繊維大学 109826 京都 京都造形芸術大学 201626 兵庫 神戸夙川学院大学 209628 海事科学部 012 情報科学部 082 学部名 コード

岩手 公）　岩手県立大学 101703 京都 公）　京都市立芸術大学 109926 京都 京都橘大学 201726 兵庫 神戸松蔭女子学院大学 209728 化学生命工学部 013 情報社会学部 083 バイオ環境学部 136

宮城 国）　東北大学 101804 京都 公）　京都府立大学 110026 京都 京都ノートルダム女子大学 201826 兵庫 神戸女学院大学 209828 学芸学部 014 情報通信工学部 084 バイオサイエンス学部 137

宮城 国）　宮城教育大学 101904 京都 公）　京都府立医科大学 110126 京都 京都美術工芸大学 201926 兵庫 神戸女子大学 209928 家政学部 015 情報理工学部 085 発達科学部 138

宮城 公）　宮城大学 102004 大阪 国）　大阪大学 110227 京都 京都文教大学 202026 兵庫 神戸親和女子大学 210028 学校教育学部 016 食文化学部 086 発達教育学部 139

秋田 国）　秋田大学 102105 大阪 国）　大阪教育大学 110327 京都 京都薬科大学 202126 兵庫 神戸常盤大学 210128 環境科学部 017 神学部 087 ビジネス学部 140

秋田 公）　秋田県立大学 102205 大阪 公）　大阪市立大学 110427 京都 種智院大学 202226 兵庫 神戸薬科大学 210228 環境都市工学部 018 鍼灸学部 088 美術学部 141

秋田 公）　秋田公立美術大学 102305 大阪 公）　大阪府立大学 110527 京都 成美大学 202326 兵庫 神戸山手大学 210328 環境人間学部 019 人文学部 089 表象文化学部 142

秋田 公）　国際教養大学 102405 兵庫 国）　兵庫教育大学 110628 京都 同志社大学 202426 兵庫 園田学園女子大学 210428 観光学部 020 人文社会学部 090 仏教学部 143

山形 国）　山形大学 102506 兵庫 国）　神戸大学 110728 京都 同志社女子大学 202526 兵庫 宝塚大学 210528 観光文化学部 021 心理学部 091 フロンティアサイエンス学部 144

山形 公）　山形県立保健医療大学 102606 兵庫 公）　神戸市外国語大学 110828 京都 花園大学 202626 兵庫 宝塚医療大学 210628 看護学部 022 心理こども学部 092 文学部 145

福島 国）　福島大学 102707 兵庫 公）　神戸市看護大学 110928 京都 佛教大学 202726 兵庫 姫路獨協大学 210728 看護リハビリテーション学部 023 スポーツ学部 093 文化学部 146

福島 公）　会津大学 102807 兵庫 公）　兵庫県立大学 111028 京都 平安女学院大学 202826 兵庫 兵庫大学 210828 企業情報学部 024 スポーツ健康科学部 094 文化情報学部 147

福島 公）　福島県立医科大学 102907 奈良 国）　奈良教育大学 111129 京都 明治国際医療大学 202926 兵庫 兵庫医科大学 210928 基礎工学部 025 生活科学部 095 文化表現学部 148

茨城 国）　茨城大学 103008 奈良 国）　奈良女子大学 111229 京都 立命館大学 203026 兵庫 兵庫医療大学 211028 キャリア形成学部 026 生活環境学部 096 文芸学部 149

茨城 国）　筑波大学 103108 奈良 公）　奈良県立大学 111329 京都 龍谷大学 203126 兵庫 武庫川女子大学 211128 教育学部 027 生活福祉文化学部 097 法学部 150

茨城 国）　筑波技術大学 103208 奈良 公）　奈良県立医科大学 111429 大阪 藍野大学 203227 兵庫 流通科学大学 211228 教育学部（第二部） 028 政策学部 098 保健医療学部 151

茨城 公）　茨城県立医療大学 103308 和歌山 国）　和歌山大学 111530 大阪 追手門学院大学 203327 奈良 畿央大学 211329 教育福祉学部 029 政策科学部 099 保健医療技術学部 152

栃木 国）　宇都宮大学 103409 和歌山 公）　和歌山県立医科大学 111630 大阪 大阪青山大学 203427 奈良 帝塚山大学 211429 金融経済学部 030 政策創造学部 100 保健科学部 153

群馬 国）　群馬大学 103510 鳥取 国）　鳥取大学 111731 大阪 大阪医科大学 203527 奈良 天理大学 211529 グローバル・コミュニケーション学部 031 生物理工学部 101 保健看護学部 154

群馬 公）　群馬県立県民健康科学大学 103610 鳥取 公）　鳥取環境大学 111831 大阪 大阪大谷大学 203627 奈良 天理医療大学 211629 グローバル地域文化学部 032 生命医科学部 102 ポピュラーカルチャー学部 155

群馬 公）　群馬県立女子大学 103710 島根 国）　島根大学 111932 大阪 大阪音楽大学 203727 奈良 奈良学園大学 211729 経営学部 033 生命科学部 103

群馬 公）　高崎経済大学 103810 島根 公）　島根県立大学 112032 大阪 大阪学院大学 203827 奈良 奈良大学 211829 経営学部（第２部） 034 生命環境学部 104

群馬 公）　前橋工科大学 103910 岡山 国）　岡山大学 112133 大阪 大阪河崎リハビリテーション大学 203927 和歌山 高野山大学 211930 経営教育学部 035 生命環境科学域 105 学部名 コード

埼玉 国）　埼玉大学 104011 岡山 公）　岡山県立大学 112233 大阪 大阪観光大学 204027 大阪 大和大学 212027 経営情報学部 036 先端芸術学部 106 マネジメント学部 156

埼玉 公）　埼玉県立大学 104111 岡山 公）　新見公立大学 112333 大阪 大阪経済大学 204127 経済学部 037 造形芸術学部 107 マネジメント創造学部 157

千葉 国）　千葉大学 104212 広島 国）　広島大学 112434 大阪 大阪経済法科大学 204227 経済情報学部 038 総合経営学部 108 マンガ学部 158

千葉 公）　千葉県立保健医療大学 104312 広島 公）　尾道市立大学 112534 大阪 大阪芸術大学 204327 芸術学部 039 総合社会学部 109 メディア・芸術学部 159

東京 国）　東京大学 104413 広島 公）　県立広島大学 112634 大阪 大阪工業大学 204427 健康・スポーツ科学部 040 総合情報学部 110

東京 国）　東京医科歯科大学 104513 広島 公）　広島市立大学 112734 大阪 大阪国際大学 204527 健康科学部 041 総合政策学部 111

東京 国）　東京外国語大学 104613 広島 公）　福山市立大学 112834 大阪 大阪産業大学 204627 健康福祉学部 042 総合生命科学部 112 学部名 学部コード

東京 国）　東京学芸大学 104713 山口 国）　山口大学 112935 大阪 大阪歯科大学 204727 現代家政学部 043 総合人間学部 113 薬学部 160

東京 国）　東京農工大学 104813 山口 公）　下関市立大学 113035 大阪 大阪樟蔭女子大学 204827 現代システム科学域 044 総合文化学部 114

東京 国）　東京芸術大学 104913 山口 公）　山口県立大学 113135 大阪 大阪商業大学 204927 現代社会学部 045 総合リハビリテーション学部 115

東京 国）　東京工業大学 105013 徳島 国）　徳島大学 113236 大阪 大阪女学院大学 205027 現代生活学部 046 学部名 コード

東京 国）　東京海洋大学 105113 徳島 国）　鳴門教育大学 113336 大阪 大阪成蹊大学 205127 現代人間学部 047 理学部 161

東京 国）　お茶の水女子大学 105213 香川 国）　香川大学 113437 大阪 大阪総合保育大学 205227 現代ビジネス学部 048 学部名 コード 理工学部 162

東京 国）　電気通信大学 105313 香川 公）　香川県立保健医療大学 113537 大阪 大阪体育大学 205327 建築学部 049 体育学部 116 リハビリテーション学部 163

東京 国）　一橋大学 105413 愛媛 国）　愛媛大学 113638 大阪 大阪電気通信大学 205427 工学域 050 地域創造学部 117 リベラルアーツ学部 164

東京 公）　首都大学東京 105513 愛媛 公）　愛媛県立医療技術大学 113738 大阪 大阪人間科学大学 205527 工学部 051 地域保健学域 118 流通科学部 165

神奈川 国）　横浜国立大学 105614 高知 国）　高知大学 113839 大阪 大阪物療大学 205627 公共政策学部 052 知的財産学部 119 流通学部 166

神奈川 公）　神奈川県立保健福祉大学 105714 高知 公）　高知工科大学 113939 大阪 大阪保健医療大学 205727 工芸学部 053 知能情報学部 120 臨床教育学部 167

神奈川 公）　横浜市立大学 105814 高知 公）　高知県立大学 114039 大阪 大阪薬科大学 205827 工芸科学部 054 デザイン学部 121 臨床心理学部 168

新潟 国）　新潟大学 105915 福岡 国）　福岡教育大学 114140 大阪 大阪行岡医療大学 205927 国際・英語学部 055 デザイン工学部 122 歴史学部 169

新潟 国）　長岡技術科学大学 106015 福岡 国）　九州大学 114240 大阪 関西大学 206027 国際学部 056 東京メディア・コンテンツ学部 123

新潟 国）　上越教育大学 106115 福岡 国）　九州工業大学 114340 大阪 関西医科大学 206127 国際関係学部 057

新潟 公）　新潟県立大学 106215 福岡 公）　北九州市立大学 114440 大阪 関西医療大学 206227 国際観光学部 058

新潟 公）　新潟県立看護大学 106315 福岡 公）　九州歯科大学 114540 大阪 関西外国語大学 206327 国際教養学部 059

山梨 国）　山梨大学 106416 福岡 公）　福岡県立大学 114640 大阪 関西福祉科学大学 206427 国際言語学部 060

山梨 公）　都留文科大学 106516 福岡 公）　福岡女子大学 114740 大阪 近畿大学 206527 国際交流学部 061

山梨 公）　山梨県立大学 106616 佐賀 国）　佐賀大学 114841 大阪 四条畷学園大学 206627 国際こども教育学部 062

長野 国）　信州大学 106717 長崎 国）　長崎大学 114942 大阪 四天王寺大学 206727 国際コミュニケーション学部 063

長野 公）　長野県看護大学 106817 長崎 公）　長崎県立大学 115042 大阪 摂南大学 206827 国際文化学部 064

富山 国）　富山大学 106918 熊本 国）　熊本大学 115143 大阪 千里金蘭大学 206927 こども学部 065

富山 公）　富山県立大学 107018 熊本 公）　熊本県立大学 115243 大阪 相愛大学 207027 子ども学部 066

石川 国）　金沢大学 107119 大分 国）　大分大学 115344 大阪 太成学院大学 207127 コンピュータ理工学部 067

石川 公）　石川県立大学 107219 大分 公）　大分県立看護科学大学 115444 大阪 帝塚山学院大学 207227

石川 公）　石川県立看護大学 107319 宮崎 国）　宮崎大学 115545 大阪 常盤会学園大学 207327

石川 公）　金沢美術工芸大学 107419 宮崎 公）　宮崎県立看護大学 115645 大阪 梅花女子大学 207427

福井 国）　福井大学 107520 宮崎 公）　宮崎公立大学 115745 大阪 羽衣国際大学 207527

福井 公）　福井県立大学 107620 鹿児島 国）　鹿児島大学 115846 大阪 阪南大学 207627

岐阜 国）　岐阜大学 107721 鹿児島 国）　鹿屋体育大学 115946 大阪 東大阪大学 207727

岐阜 公）　岐阜県立看護大学 107821 沖縄 国）　琉球大学 116047 大阪 プール学院大学 207827

岐阜 公）　岐阜薬科大学 107921 沖縄 公）　沖縄県立看護大学 116147 大阪 桃山学院大学 207927

静岡 国）　静岡大学 108022 沖縄 公）　沖縄県立芸術大学 116247 大阪 森ノ宮医療大学 208027

静岡 国）　浜松医科大学 108122 沖縄 公）　名桜大学 116347

静岡 公）　静岡県立大学 108222

カ行

▼ 国公立大学（全国）

ハ行

▼ 私立大学（近畿圏）

Ⅱ．学部コード表

ア行 サ行 ナ行

Ⅰ．大学コード表

ラ行

タ行

マ行

ヤ行

※学部と学科はコード番号が違います。

裏面の学科コードを確認すること！


