
NO.⼤学名 ⽴ 学部 学科 コース・専攻 理数教職 理数⼊試 偏差値
1 お茶の⽔⼥⼦⼤学 国 ⽂教育 ⼈⽂科学 哲学・倫理学・美術史 共ﾃ･数 60

⽐較歴史学 共ﾃ･数 60
地理学 共ﾃ･数 60

⾔語⽂化 ⽇本語・⽇本⽂学 共ﾃ 62.5
中国語圏⾔語⽂化 共ﾃ 62.5
英語圏⾔語⽂化 共ﾃ 62.5
仏語圏⾔語⽂化 共ﾃ 62.5

⼈間社会 社会学 共ﾃ･数 62.5
教育科学 共ﾃ･数 62.5
⼦ども学 共ﾃ･数 62.5

表現⾏動 舞踏教育学 共ﾃ･数 57.5
⾳楽表現   共ﾃ･数 57.5

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ⽂化
理学部 数学 数学 数･物･化･⽣ 60

物理学 理科 数･物 57.5
化学 理科 数･物･化･⽣ 57.5
⽣物学 理科 数･物･化･⽣ 57.5
情報科学 数学 数学 数･物･化･⽣ 57.5

情報 情報 数･物･化･⽣ 57.5
⽣活科学部 ⾷物栄養学 数･理 62.5

⼈間・環境科学 数･理 60
⼈間⽣活 数 62.5
⼼理学科 数 62.5

2 奈良⼥⼦⼤学 国 ⽂学部 ⼈⽂社会 歴史／地理／社会 共ﾃ 57.5
⾔語⽂化 ⽇本ｱｼﾞｱ/欧⽶⾔語 共ﾃ 57.5
⼈間科学 教育・⼈間/⼼理 共ﾃ 57.5

理学部 数物科学 数学 数学 数･物･化･⽣ 47.5
物理学 理科 数･物･化･⽣ 47.5
数物連携 数･物･化･⽣ 47.5

  化学⽣物環境 化学 理科 数･物･化･⽣ 50
⽣物科学 理科 数･物･化･⽣ 50
環境科学 理科 数･物･化･⽣ 50

⽣活環境学部 ⾷物栄養学 数･物･化･⽣ 60
⼼⾝健康学 数･物･化･⽣ 57.5
住環境学 数･物･化･⽣ 57.5
⽂化情報学 ⽣活情報通信 情報 数･物･化･⽣ 55

⼯学部 ⼈間情報分野 数･物･化･⽣ 52.5
環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ分野 数･物･化･⽣ 52.5

NO.⼤学名 ⽴ 学部 学科 コース・専攻 理数教職 理数⼊試 偏差値



3 群⾺県⽴⼥⼦⼤学 公 ⽂学部 国⽂学 共ﾃ 52.5
英⽶⽂化 共ﾃ 47.5
美学美術史 共ﾃ
⽂化情報学 共ﾃ

国際 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 共ﾃ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ 共ﾃ

4 福岡⼥⼦⼤学 公 国際⽂理学部 国際教養 共ﾃ/数 55
環境科学 環境⾃然科学 理科 数/化/⽣ 45

環境マネジメント 理科 数/化/⽣ 45
⾷・健康学科 化/⽣ 50

5 郡⼭⼥⼦⼤学 私 家政学部 ⽣活科学 社会福祉 ⽣/化 BF
建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ ⾼1種(⼯業）⽣/化 35

⾷物栄養学 化基/⽣基 BF
6 ⼗⽂字学園⼥⼦⼤ 私 ⼈間⽣活学部 健康栄養学科 数/化/⽣ 37.5

⾷物栄養学科 数/化/⽣ 37.5
⾷品開発学科 数/化/⽣ BF
⼈間福祉学科 社会福祉・保育ｺｰｽ 数/化/⽣ BF

  社会福祉・介護福祉ｺｰｽ 数/化/⽣ 40
教育⼈⽂学部 幼児教育学科 BF

児童教育学科 BF
⼼理学科 数/化/⽣ 42.5
⽂芸⽂化学科 数/化/⽣ 37.5

社会情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ 社会情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ 数/化/⽣ BF
(⼗⽂字学園⼤学院 男⼥共学）
7 ⽩百合⼥⼦⼤学 私 ⽂学部 国語国⽂学科 40

英語英⽂学科 42.5
ﾌﾗﾝｽ語ﾌﾗﾝｽ⽂学 37.5

⼈間総合学部 児童⽂化学科 42.5
発達⼼理学科 42.5
初等教育学科 42.5

(⽩百合⼥⼦⼤学⼤学院 男⼥共学）
8 清泉⼥⼦⼤学 私 ⽂学部 ｽﾍﾟｲﾝ語ｽﾍﾟｲﾝ⽂学 42.5

英語英⽂学科 45
地球市⺠学科 42.5
⽂化史学科 45
⽇本語⽇本⽂学科 45

（清泉⼥⼦⼤学⼤学院 男⼥共学）

NO.⼤学名 ⽴ 学部 学科 コース・専攻 理数教職 理数⼊試 偏差値
9 津⽥塾⼤学 私 学芸学部 英語英⽂学科 数学 50



国際関係学科 数学 52.5
多⽂化・ 数学 50
国際協⼒学科

数学科 数学/情報 数学 47.5
情報科学科 数学/情報 数学 50

総合政策学部 総合政策学科 57.5
津⽥塾⼤学⼤学院 理学研究科 数学専攻 修⼠・博⼠後期課程

情報科学専攻 修⼠・博⼠後期課程
10 聖⼼⼥⼦⼤学 私 現代教養学部 英語⽂化 47.5

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 47.5
⽇本語⽇本⽂学 47.5
哲学科 47.5
史学科 47.5
⼈間関係学科 47.5
国際交流学科 47.5
⼼理学科 47.5
教育学科 教育学専攻 47.5

初等教育学専攻 47.5
11 梅花⼥⼦⼤学 私 ⽂化表現学部 情報ﾒﾃﾞｨｱ学科 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽ 数学･⽣物 42.5

ﾏｽｺﾐ･ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽｺｰｽ 数学･⽣物 42.5
ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰｽ 数学･⽣物 42.5
医療事務･図書館司書ｺｰｽ 数学･⽣物 42.5

⽇本⽂化学科 歴史・観光学ｺｰｽ 数学･⽣物 42.5
⽂学・絵本ｺｰｽ 数学･⽣物 42.5
ﾄｯﾌﾟｾｸﾚﾀﾘｰｺｰｽ 数学･⽣物 42.5
国語･書道教員養成ｺｰｽ 数学･⽣物 42.5

国際英語学科 ﾈｲﾃｨﾌﾞｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｺｰｽ 数学･⽣物 40
観光英語ｺｰｽ 数学･⽣物 40
国際ﾋﾞｭｰﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄｺｰｽ 数学･⽣物 40

⼼理こども学部こども教育学科 保育⼠･幼稚園教諭ｺｰｽ 数学･⽣物 40
幼稚園･⼩学校教諭ｺｰｽ 数学･⽣物 40
こどもﾐｭｰｼﾞｯｸｾﾗﾋﾟｰｺｰｽ 数学･⽣物 40

⼼理学科 公認⼼理師ｺｰｽ 数学･⽣物 42.5
キャリア⼼理コース 数学･⽣物 42.5
特別⽀援学校教員養成ｺｰｽ 数学･⽣物 42.5
ｱﾆﾏﾙｾﾗﾋﾟｰｺｰｽ 数学･⽣物 42.5

NO.⼤学名 ⽴ 学部 学科 コース・専攻 理数教職 理数⼊試 偏差値
11 梅花⼥⼦⼤学 私 ⾷⽂化学部 ⾷⽂化学科 調理・製菓コース 数学･⽣物 40
(前ﾍﾟｰｼﾞ続き) ⾷ビジネスコース 数学･⽣物 40



⾷⽂化コース 数学･⽣物 40
管理栄養学科 管理栄養⼠専攻 数学･⽣物 37.5

看護保健学部 看護学科 看護師･保健師専攻 数学･⽣物 42.5
⼝腔保健学科 ⻭科衛⽣⼠専攻 数学･⽣物 42.5

12 千⾥⾦蘭⼤学 私 栄養学部 栄養学科 ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ養成ｺｰｽ 数･⽣･化 37.5
国際栄養コース 数･⽣･化 37.5

教育学部 教育学科 ⼩学校教育ｺｰｽ 数･⽣･化 35
保育･幼児教育ｺｰｽ 数･⽣･化 35

看護学部 看護学科 数･⽣･化 40-45
(千⾥⾦蘭⼤学院 看護学研究家 男⼥共学）

13 神⼾海星⼥⼦学院⼤私 現代⼈間学部 英語観光学科 35
⼼理こども学科 35

14 筑紫⼥学園⼤学 私 ⽂学部 ⽇本語･⽇本⽂学科 35
英語学科 BF
ｱｼﾞｱ⽂化学科 BF

⼈間科学部 ⼼理･社会福祉専攻発達臨床⼼理コース BF
社会福祉コース BF

初等教育･保育専攻初等教育コース BF
幼児保育コース BF

現代社会学部 現代社会学科 BF
(筑紫⼥学園⼤学院 男⼥共学）

15 ⻄南⼥学院⼤学 私 保健福祉学部 看護学科 ⽣･化 42.5
 福祉学科 福祉･養護教諭コース ⽣･化 BF

⼦ども家庭福祉コース ⽣･化 BF
栄養学科 ⽣･化 BF
助産別科(1年課程)

⼈⽂学部 英語学科 BF
観光⽂化学科 BF

16 藤⼥⼦⼤学 私 ⽂学部 英語⽂化学科 40
⽇本語･⽇本⽂学科 37.5
⽂化総合学科 37.5

⼈間⽣活学部 ⼈間⽣活学科 数･⽣ BF
⾷物栄養学科 数･化･⽣ 40
⼦ども教育学科 35
保育学科

（藤⼥⼦⼤学⼤学院 男⼥共学）
NO.⼤学名 ⽴ 学部 学科 コース・専攻 理数教職 理数⼊試 偏差値
17 仙台⽩百合⼥⼦⼤ 私 ⼈間学部 ⼈間発達学科 初等教育コース BF

(⼦ども発達専攻) 幼児教育コース BF
⼼理福祉学科 ⼼理コース 35



福祉コース 35
健康栄養学科 管理栄養専攻 ⽣・化 35
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞ ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞ･ｽﾀﾃﾞｨ BF

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ⽂化･ｽﾀﾃﾞｨ BF
共⽣社会･ｽﾀﾃﾞｨ BF

18 宮城学院⼥⼦⼤学 私 現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ学部現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ学科 数･化･⽣ 35
教育学部 教育学科 幼児教育専攻 数･化･⽣ 37.5

児童教育専攻 数･化･⽣ 37.5
健康教育専攻 数･化･⽣ 40

⽣活科学部 ⾷品栄養学科 化・⽣ 40
⽣活⽂化ﾃﾞｻﾞｲﾝ 数･化･⽣ BF

学芸学部 ⽇本⽂学科 数･化･⽣ 37.5
英⽂学科 数･化･⽣ BF
⼈間⽂化学科 数･化･⽣ BF
⼼理⾏動学科 数･化･⽣ 42.5
⾳楽科 BF

19 ⼥⼦栄養⼤学 私 栄養学部 実践栄養学科 数･化･⽣ 50
保健栄養学科 栄養科学専攻 数･化･⽣ 42.5

保健養護専攻 数･化･⽣ 50
⾷⽂化栄養学科 数･化･⽣ 35

20 愛国学園⼤学 私 ⼈間⽂化学部 ⼈間⽂化学科 ⽇本理解専攻 BF
⼼理･⽣活専攻 BF
地域共⽣専攻 BF
ビジネス専攻 BF

21 川村学園⼥⼦⼤学 私 ⽂学部 国際英語学科 40
 史学科 40

⼼理学科 40
⽇本⽂化学科 40

教育学部 幼児教育学科 37.5
児童教育学科 BF

⽣活創造学部 ⽣活⽂化学科 BF
観光⽂化学科 35

(川村学園⼥⼦⼤学院 男⼥共学）

NO.⼤学名 ⽴ 学部 学科 コース・専攻 理数教職 理数⼊試 偏差値
22 聖徳⼤学 私 教育学部 児童学科 幼稚園教員養成ｺｰｽ 数･化･⽣ 40

保育⼠養成コース 数･化･⽣ 35
児童⼼理コース 数･化･⽣ 37.5
児童⽂化コース 数･化･⽣ 35



教育学科 ⼩学校教員養成ｺｰｽ 数･化･⽣ 37.5
特別⽀援教育コース 数･化･⽣ 35
スポーツ教育コース 数･化･⽣ 35

⼼理･福祉学部 ⼼理学科 数･化･⽣ 37.5
社会福祉学科 社会福祉コース 数･化･⽣ 40

介護福祉コース 数･化･⽣ 40
養護教諭コース 数･化･⽣ 40

  ⽂学部 ⽂学科 教養デザインコース 数 35
英語･英⽂学コース 数 40
⽇本語･⽇本⽂学ｺｰｽ 数 42.5
書道⽂化コース 35
歴史⽂化コース 数 42.5
図書館情報コース 数 45

⼈間栄養学部 ⼈間栄養学科 数･化･⽣ 40
看護学部 看護学科 数･化･⽣ 37.5
⾳楽学部 ⾳楽学科 数･化･⽣ 35

(聖徳⼤学⼤学院 男⼥共学）
23 和洋⼥⼦⼤学 私 ⼈⽂学部 ⽇本⽂学⽂化学科 ⽇本⽂学専攻 42.5

書道専攻 42.5
⽂化芸術専攻 42.5

⼼理学科 45
こども発達学科 37.5

国際学部 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 37.5
国際学科 37.5

家政学部 服飾造形学科 35
健康栄養学科 化・⽣ 37.5
家政福祉学科 家政福祉コース 35

児童福祉コース 35
看護学部 看護学科 化・⽣ 37.5

(和洋⼥⼦⼤学⼤学院 男⼥共修）
24 跡⾒学園⼥⼦⼤学 私 ⽂学部 ⼈⽂学科 数 42.5

現代⽂化表現学科 数 45
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ⽂化 数 BF

NO.⼤学名 ⽴ 学部 学科 コース・専攻 理数教職 理数⼊試 偏差値
24 跡⾒学園⼥⼦⼤学 私 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学部 ﾏﾈｼﾞﾈﾝﾄ学科 数 37.5

（前ﾍﾟｰｼﾞ続き） ⽣活環境ﾏﾈｼﾞﾈﾝﾄ 数 42.5
観光ｺﾐｭﾆﾃｨ 観光ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 数 37.5

ｺﾐｭﾆﾃｨﾃﾞｻﾞｲﾝ 数 37.5
⼼理学部 臨床⼼理学科 数 45

25 ⼤妻⼥⼦⼤学 私 家政学部 被服学科 化・⽣ 47.5



⾷物学科 ⾷物学専攻 化・⽣ 47.5
管理栄養⼠専攻 化・⽣ 55

児童学科 児童学専攻 47.5
児童教育専攻 理(中学) 化・⽣ 45

ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ⽣ 42.5
⽂学部 ⽇本⽂学科 42.5

英語英⽂学科 42.5
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ⽂化 42.5

社会情報学部 社会情報学科 社会⽣活情報学専攻 情報 数 50
環境情報学専攻 理科 数･化･⽣ 47.5
情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻 情報 数･化･⽣ 47.5

⼈間関係学部 ⼈間関係学科 社会学専攻 47.5
社会･臨床⼼理学専攻 45

⼈間福祉学科 45
⽐較⽂化学部 ⽐較⽂化学科 アジア⽂化コース 47.5

アメリカ⽂化コース 47.5
ヨーロッパ⽂化コース 47.5

⼤妻⼥⼦⼤学⼤学院 現代社会研究専攻 情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専修 情報
26 学習院⼥⼦⼤学 私 国際⽂化交流 ⽇本⽂化学科 45

国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 45
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 45

27 共⽴⼥⼦⼤学 私 家政学部 被服学科 数･化･⽣ 45
⾷物栄養学科 ⾷物学専攻 数･化･⽣ 50

管理栄養⼠専攻 数･化･⽣ 47.5
建築･ﾃﾞｻﾞｲﾝ 建築･ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 建築コース 数･化･⽣ 50

デザインコース 数･化･⽣ 50
児童学科 数･化･⽣ 45

⽂芸学部 ⾔語･⽂学領域 ⽇本語･⽇本⽂学専修 数･化･⽣ 45
英語･英語圏⽂学専修 数･化･⽣ 45
ﾌﾗﾝｽ語･ﾌﾗﾝｽ⽂学専修 数･化･⽣ 45

芸術領域 劇芸術専修 数･化･⽣ 45
美術史専修 数･化･⽣ 45

⽂化領域 ⽂化専修 数･化･⽣ 45
NO.⼤学名 ⽴ 学部 学科 コース・専攻 理数教職 理数⼊試 偏差値
27 共⽴⼥⼦⼤学 私 ⽂芸学部 メディア領域 ⽂芸メディア専修 数･化･⽣ 45

（前ページ続き) 国際学部 数･(理） 47.5
看護学部 基礎看護学領域 数･化･⽣ 47.5

⺟性看護学領域 数･化･⽣ 47.5
⼩児看護学領域 数･化･⽣ 47.5
成⼈看護学領域 数･化･⽣ 47.5



⽼年看護学領域 数･化･⽣ 47.5
精神看護学領域 数･化･⽣ 47.5
地域在宅看護学 数･化･⽣ 47.5
保健師課程 数･化･⽣ 47.5

ビジネス学部 数･(理） 47.5
建築･ﾃﾞｻﾞｲﾝ 建築コース 数･化･⽣ 50

デザインコース 数･化･⽣ 50
(共⽴⼥⼦⼤学⼤学院 ：男⼥共学）

28 恵泉⼥学園⼤学 私 ⼈⽂学部 ⽇本語⽇本⽂化 37.5
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 37.5

⼈間社会学部 国際社会学科 40
社会園芸学科 35

29 駒沢⼥⼦⼤学 私 ⼈間⽂化学類 ⽇本⽂化専攻 37.5
(⼈間総合学群) ⼈間関係専攻 37.5

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 37.5
観光⽂化学類 37.5
⼼理学類 45
住空間ﾃﾞｻﾞｲﾝ ｲﾝﾃﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽ 47.5

建築ﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽ 数･化･⽣ 47.5
⼈間健康学部 健康栄養学科 数･化･⽣ 42.5
看護学部 看護学科 数･化･⽣ 45

30 昭和⼥⼦⼤学 私 国際学部 国際学科 数･化･⽣ 52.5
 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ ⾔語ｺｰｽ・⽂学ｺｰｽ 数･化･⽣ 52.5

⼈間⽂化学部 ⽇本語⽇本⽂学 数･化･⽣ 47.5
歴史⽂化学科 数･化･⽣ 52.5

⾷健康科学部 健康ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 数･化･⽣ 55
管理栄養学科 数･化･⽣ 52.5
⾷安全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 数･化･⽣ 52.5

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 数･化･⽣ 55
会計ﾌｧｲﾅﾝｽ学科 数･化･⽣ 55

NO.⼤学名 ⽴ 学部 学科 コース・専攻 理数教職 理数⼊試 偏差値
30 昭和⼥⼦⼤学 私 ⼈間社会学部 ⼼理学科 数･化･⽣ 55

（前ページ続き) 福祉社会学科 数･化･⽣ 50
現代教養学科 数･化･⽣ 55
初等教育学科 52.5

環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ学部環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 数･化･⽣ 52.5
(昭和⼥⼦⼤学⼤学院 ：男⼥共学）

31 実践⼥⼦⼤学 私 ⽣活科学部 ⾷⽣活科学科 管理栄養⼠専攻 数･化･⽣ 50



⾷物科学専攻 数･化･⽣ 47.5
健康栄養専攻 数･化･⽣ 47.5

⽣活環境学科 情報 数･化･⽣ 47.5
⽣活⽂化学科 ⽣活⼼理専攻 数･化･⽣ 50

幼児保育専攻 数･化･⽣ 50
現代⽣活学科 数･化･⽣ 35

⽂学部 国⽂学科 数･化･⽣ 50
英⽂学科 数 50
美学美術史学科 数 50

⼈間社会学部 現代社会学科 数･化･⽣ 52.5
⼈間社会学科 数･化･⽣ 52.5

32 東京家政学院⼤学 私 現代⽣活学部 現代家政学科 数･化･⽣ 35
⽣活ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 数･化･⽣ BF
⾷物学科 数･化･⽣ BF
児童学科 数･化･⽣ BF

⼈間栄養学部 ⼈間栄養学科 数･化･⽣ 42.5
(東京家政学院⼤学院 ：男⼥共学）

33 東京家政⼤学 私 家政学部 児童学科 児童学専攻 数･化･⽣ 45
育児⽀援専攻 数･化･⽣ 42.5

児童教育学科 数･化･⽣ 45
環境教育学科 理科 数･化･⽣ 42.5
服飾美術学科 数･化･⽣ 40
造形表現学科 数･化･⽣ 45

栄養学部 栄養学科 数･化･⽣ 55
管理栄養学科 理科 数･化･⽣ 57.5

⼈⽂学部 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 数･化･⽣ 45
⼼理ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ学科 数･化･⽣ 55
教育福祉学科 数･化･⽣ 47.5

健康科学部 看護学科 数･化･⽣ 50
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科 数･化･⽣ 47.5

NO.⼤学名 ⽴ 学部 学科 コース・専攻 理数教職 理数⼊試 偏差値
33 東京家政⼤学 私 ⼦ども学部 ⼦ども⽀援学科 数･化･⽣ 45

(前ﾍﾟｰｼﾞ続き）
(東京家政⼤学⼤学院 ：男⼥共学）

34 東京⼥⼦医科⼤学 私 医学部 数/化/⽣/物 62.5
看護学部 化･⽣ 42.5

35 東京⼥⼦体育⼤学 私 体育学部 体育学科 35
 

36 東京⼥⼦⼤学 私 現代教養学部 国際英語学科 国際英語専攻 数 50-52.5



⼈⽂学科 哲学専攻 数 52.5-55

⽇本⽂学専攻 数 52.5
歴史⽂化専攻 数 52.5-55

国際社会学科 国際関係専攻 数 52.5
経済学専攻 数 52.5
社会学専攻 数 55
ｺﾐｭﾆﾃｨ構想専攻 数 52.5-55

⼼理･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ ⼼理専攻 数 55-57.5

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻 数 52.5-55

数理科学科 数学専攻 数 45-47.5

情報理学専攻 数･物･化 47.5-50
東京⼥⼦⼤学⼤学院 理学研究科 博⼠前期後期 数学専攻

37 ⽇本⼥⼦体育⼤学 私 体育学部 スポーツ科学科 数 35
ダンス学科 数 42.5
健康ｽﾎﾟｰﾂ学科 数 35
⼦ども運動学科 数 35

38 ⽇本⼥⼦⼤学 私 国際⽂化学部 国際⽂化学科 57.5
(ﾄﾗﾝｽｼﾞｪﾝﾀﾞｰ⼥⼦ 家政学部 児童学科 数 50-52.5

OK) ⾷物学科 ⾷物学専攻 数･化･⽣ 57.5-60
管理栄養⼠専攻 数･化･⽣ 60-62.5

住居学科 居住環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻 数･物 52.5
建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻 数･物 57.5

被服学科 数･化･⽣･物 50
家政経済学科 数 52.5

⽂学部 ⽇本⽂学科 52.5
英⽂学科 50
史学科 50

NO.⼤学名 ⽴ 学部 学科 コース・専攻 理数教職 理数⼊試 偏差値
38 ⽇本⼥⼦⼤学 私 ⼈間社会学部 現代社会学科 数 57.5-60

(前ﾍﾟｰｼﾞ続き） 社会福祉学科 数 50-52.5

教育学科 数 52.5
⼼理学科 数 55-57.5

⽂化学科 数 記載無

理学部 数物情報科学科 情･数･理 数･化･物 45
化学⽣命科学科 理科 数･化･⽣ 45-47.5

建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ学部建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科
⽇本⼥⼦⼤学⼤学院 理学研究科 数理･物性構造科学



物質･⽣物機能科学
39 鎌倉⼥⼦⼤学 私 家政学部 家政保健学科 47.5

管理栄養学科 ⽣･化 45
児童学部 児童学科 40

⼦ども⼼理学科 45
教育学部 教育学科 45

40 相模⼥⼦⼤学 私 学芸学部 ⽇本語⽇本⽂学科 数 35
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 数 37.5
⼦ども教育学科 数 35
ﾒﾃﾞｨｱ情報学科 情報 数 35
⽣活ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 数 35

⼈間社会学部 社会ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科 数 35
⼈間⼼理学科 数 40

栄養科学部 健康栄養学科 ⽣･化 40
管理栄養学科 ⽣･化 37.5

(相模⼥⼦⼤学⼤学院 ：男⼥共学）
41 ⼥⼦美術⼤学 私 芸術学部 美術学科 洋画専攻 37.5

 ⽇本画専攻 40
⽴体アート専攻 40
美術教育専攻 40
芸術⽂化専攻 40

ﾃﾞｻﾞｲﾝ･⼯芸学科 ｳﾞｨｼﾞｭｱﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻 37.5
ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻 40
環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻 37.5
⼯芸専攻 37.5

ｱｰﾄ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ表現 ﾒﾃﾞｨｱ表現領域 45
ﾋｰﾘﾝｸﾞ表現領域 42.5
ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｷｽﾀｲﾙ表現領域 45
ｱｰﾄﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ表現領域 42.5

NO.⼤学名 ⽴ 学部 学科 コース・専攻 理数教職 理数⼊試 偏差値
41 ⼥⼦美術⼤学 私
(⼥⼦美術⼤学⼤学院 ：男⼥共学）

42 東洋英和⼥学院⼤ 私 ⼈間科学部 ⼈間科学科 ⼼理科学専攻 37.5
教育･⼈間学専攻 37.5

保育⼦ども学科 35
国際社会学部 国際社会学科 国際政治ｺｰｽ 37.5

国際協⼒ｺｰｽ 37.5
国際経済･ﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰｽ 37.5
ﾒﾃﾞｨｱ社会ｺｰｽ 37.5

国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 37.5



(東洋英和⼥学院⼤学⼤学院：男⼥共学）
43 ﾌｪﾘｽ⼥学院⼤学 私 ⽂学部 英語英⽶⽂学科 37.5

⽇本語⽇本⽂学科 42.5
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 42.5

国際交流学部 国際交流学科 37.5
⾳楽学部 ⾳楽芸術学科 35

(ﾌｪﾘｽ⼥学院⼤学⼤学院・国際交流研究科のみ：男⼥共学）
44 清泉⼥学院⼤学 私 ⼈間学部 ⼼理ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ ⼼理ｺｰｽ 40

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｺｰｽ 40
⽂化学科 BF

看護学部 看護学科 数･⽣･化 37.5
(清泉⼥学院⼤学⼤学院：男⼥共学）

45 岐⾩⼥⼦⼤学 私 家政学部 健康栄養学科 数･⽣･化 35
⽣活科学学科 ⽣活科学専攻 数･⽣･化 BF

住居学専攻 数･⽣･化 BF
⽂化創造学部 初等教育学専攻 ⼦ども発達専修 情報 数･⽣･化 BF
(⽂化創造学科） 学校教育専修 情報 数･⽣･化 BF

⽂化創造学専攻 書道専修 数･⽣･化 35
ｱｰｶｲﾌﾞ専修 数･⽣･化 35

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｰｶｲﾌﾞ専攻 数･⽣･化 BF
(岐⾩⼥⼦⼤学⼤学院：男⼥共学）

46 岡崎⼥⼦⼤学 私 ⼦ども教育学部⼦ども教育学科 学校教育ｺｰｽ BF
   幼児教育･保育ｺｰｽ BF

47 ⾦城学院⼤学 私 ⽂学部 ⽇本語⽇本⽂学科 40
英語英⽶⽂化学科 数･⽣･化 42.5
外国語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 数･⽣･化 42.5
⾳楽芸術学科 35

NO.⼤学名 ⽴ 学部 学科 コース・専攻 理数教職 理数⼊試 偏差値
47 ⾦城学院⼤学 私 ⽣活環境学部 ⽣活ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科 情報 数･⽣･化 35-42.5

(前ﾍﾟｰｼﾞ続き） 環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 数･⽣･化 35-45
⾷環境栄養学科 数･⽣･化 35-50

国際情報学部 国際情報学科 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞ 数･⽣･化 42.5
ﾒﾃﾞｨｱｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞ 情報 数･⽣･化 37.5-45

⼈間科学部 現代⼦ども教育 数･⽣･化 35-40
現代⼦ども学科 数･⽣･化 35-40
多元⼼理学科 数･⽣･化 35-40
ｺﾐｭﾆﾃｨ福祉学科 数･⽣･化 35-37.5

薬学部 薬学科 理科 数･⽣･化 40-42.5
看護学部 看護学科 数･⽣･化 47.5-50



48 椙⼭⼥学園⼤学 私 ⽣活科学部 管理栄養学科 数･⽣･化 45-55
⽣活環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ 数･⽣･化 40-42.5

国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 国際⾔語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 数･⽣･化 40
表現⽂化学科 数･⽣･化 37.5-40

⼈間関係学部 ⼈間関係学科 数･⽣･化 42.5
⼼理学科 数･⽣･化 37.5-42.5

⽂化情報学部 ⽂化情報学科 情報 数･⽣･化 40
ﾒﾃﾞｨｱ情報学科 情報 数･⽣･化 37.5-40

現在ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 現代ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科   数･⽣･化 40
教育学部 ⼦ども発達学科 数学 数･⽣･化 40-47.5
看護学部 看護学科 数･⽣･化 42.5

49 名古屋⼥⼦⼤学 私 健康科学部 健康栄養学科 数･⽣･化 37.5
看護学科 数･⽣･化 45-50

医療科学部 理学療法学科 数･⽣･化 35
作業療法学科 数･⽣･化 35

家政学部 ⽣活環境学科 数･⽣･化 37.5
⽂学部 児童教育学科 児童教育学専攻 数･⽣･化 35-37.5

幼児保育学専攻 数･⽣･化 35-37.5
50 名古屋柳城⼥⼦⼤ 私 こども学部 BF
51 京都華頂⼤学 私 現代家政学部 現代家政学科 ⽣活学専攻 BF

児童学専攻 BF
⾷物栄養学科 管理栄養⼠養成課程 ⽣･化 35

52 京都⼥⼦⼤学 私 ⽂学部 国⽂学科 数･⽣･化 47.5-52.5

英⽂学科 数･⽣･化 47.5-52.5

史学科 数･⽣･化 47.5-50

NO.⼤学名 ⽴ 学部 学科 コース・専攻 理数教職 理数⼊試 偏差値
52 京都⼥⼦⼤学 私 発達教育学部 教育学科 教育学専攻 数･⽣･化 47.5-50

（前ﾍﾟｰｼﾞ続き） 養護･福祉教育学専攻 数･⽣･化 47.5-52.5

⾳楽教育学専攻 数･⽣･化 45-47.5
児童学科 数･⽣･化 42.5-45
⼼理学科 数･⽣･化 50-52.5

家政学部 ⾷物栄養学科 数･⽣･化 50-52.5

⽣活造形学科 数･⽣･化 50-52.5

現代社会学部 現代社会学科 数･⽣･化 45-47.5
法学部 法学科 数･⽣･化 47.5-50
ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ学部 ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ学科 数･情 数 50

53 京都ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ⼥⼦⼤ 私 国際⾔語⽂化 英語英⽂学科 35
国際⽇本⽂化学科 BF



現代⼈間学部 ⽣活環境学科 BF
⼼理学科 BF
こども教育学科 BF

社会情報課程 ：定員20名 2023年〜 
(京都ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ⼥⼦⼤学⼤学院：男⼥共学）

54 京都光華⼥⼦⼤学 私 健康科学部 健康栄養学科 管理栄養⼠専攻 ⽣･化 35
健康ｽﾎﾟｰﾂ栄養専攻 ⽣･化 35

医療福祉学科 社会福祉専攻 35
⾔語聴覚専攻 35

⼼理学科 35
看護学科 数･⽣･化 35

ｷｬﾘｱ形成学部 ｷｬﾘｱ形成学科 数 35
こども教育学部こども教育学科 学校教育ｺｰｽ 数 35

幼児教育ｺｰｽ 数 35
⼈間健康学群 35

55 同志社⼥⼦⼤学 私 学芸学部 ⾳楽学科 数 42.5
ﾒﾃﾞｨｱ創造学科 情報 数 47.5-52.5

国際教養学科 数 42.5
現代社会学部 社会ｼｽﾃﾑ学科 数 45-47.5

現代こども学科 数 45-47.5

薬学部(6年制 医療薬学科 数･⽣･化 45
看護学部 看護学科 数･⽣･化 52.5-55
表象⽂化学部 英語英⽂学科 数 42.5

⽇本語⽇本⽂学科 45

NO.⼤学名 ⽴ 学部 学科 コース・専攻 理数教職 理数⼊試 偏差値
55 同志社⼥⼦⼤学 私 ⽣活科学部 ⼈間⽣活学科 数 50-52.5

(前ﾍﾟｰｼﾞ続き） ⾷物栄養学科 ⾷物科学専攻 数･⽣･化 45-47.5
管理栄養⼠専攻 数･⽣･化 50

同志社⼥⼦⼤学⼤学院 情報⽂化専攻 情報
56 平安⼥学院⼤学 私 国際観光学部 観光･京都学ｺｰｽ 35

ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ･ﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰｽ 35
外国語特修コース 35

⼦ども教育学部 ⼦ども保育コース 35
⼦ども教育コース 35
⼦ども⼼理コース 35

57 ⼤阪樟蔭⼥⼦⼤学 私 学芸学部 国⽂学科 国語･国⽂学コース 数･⽣･化 35-37.5
書道コース 数･⽣･化 35-37.5
創作表現コース 数･⽣･化 35-37.5



国際英語学科 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｺｰｽ 数･⽣･化 35
⾔語教育実践コース 数･⽣･化 35

⼼理学科 総合⼼理コース 数･⽣･化 35-37.5
臨床⼼理コース 数･⽣･化 35-37.5

ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾆﾝｸﾞ学科 ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝコース 数･⽣･化 35
フードデザインコース 数･⽣･化 35

化粧ﾌｧｯｼｮﾝ学科 ﾌｧｯｼｮﾝ学コース 数･⽣･化 35-37.5
化粧学コース 数･⽣･化 35-37.5
美容コース 数･⽣･化 35-37.5

健康栄養学部 健康栄養学科 管理栄養⼠専攻 数･⽣･化 37.5-42.5

⾷物栄養専攻 数･⽣･化 37.5
児童教育学部 児童教育学科 幼児保育コース 数･⽣･化 35-37.5

児童教育コース 数･⽣･化 35-37.5
教科教育コース 数･⽣･化 35-37.5

58 ⼤阪⼥学院⼤学 私 国際･英語学部 国際･英語学科 35
59 甲南⼥⼦⼤学 私 国際学部 国際英語学科 数･⽣･化 42.5

多⽂化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 数･⽣･化 42.5
⽂学部 ⽇本語⽇本⽂化学科 数･⽣･化 42.5

ﾒﾃﾞｨｱ表現学科 数･⽣･化 40-45
⼈間科学部 ⼼理学科 数･⽣･化 42.5-45

総合⼦ども学科 数･⽣･化 40
⽂化社会学科 数･⽣･化 40-42.5
⽣活環境学科 数･⽣･化 40-42.5

看護ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ看護学科 数･⽣･化 45-47.5
（次ﾍﾟｰｼﾞに続く） 理学療法学科 数･⽣･化 40-42.5

NO.⼤学名 ⽴ 学部 学科 コース・専攻 理数教職 理数⼊試 偏差値
59 甲南⼥⼦⼤学 私 医療栄養学部 医療栄養学科 数･⽣･化 40-42.5

(前ﾍﾟｰｼﾞ続き）
60 神⼾松蔭⼥⼦学院⼤私 教育学部 教育学科 数･⽣･化 35-40

⽂学部 英語学科 数･⽣･化 40
⽇本語⽇本⽂学科 数･⽣･化 40

⼈間科学部 ⼼理学科 数･⽣･化 37.5-40
都市⽣活学科 数･⽣･化 37.5
⾷物栄養学科 数･⽣･化 40-42.5
ﾌｧｯｼｮﾝ･ 数･⽣･化 37.5-40
ﾊｳｼﾞﾝｸﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ 数･⽣･化

(神⼾松蔭⼥⼦学院⼤学院：男⼥共学）
61 神⼾親和⼥⼦⼤学 私 ⽂学部 国際⽂化学科 ⽇本語･⽇本⽂化ｺｰｽ 数 35-37.5

→神⼾親和⼤学に 国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｺｰｽ 数 35-37.5

改名2023〜共学化 情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｺｰｽ 数 35-37.5



⼼理学科 ﾋﾞｼﾞﾈｽ･社会⼼理ｺｰｽ 数 35
公認⼼理師･臨床⼼理ｺｰｽ 数 35

教育学部 児童教育学科 ⼩学校･中学校教育ｺｰｽ 数 35-37.5

⼩学校教育ﾌﾟﾗｽｺｰｽ 数 35-37.5

幼児教育･保育ｺｰｽ 数 35-37.5

ｽﾎﾟｰﾂ教育学科 学校体育･ｽﾎﾟｰﾂ教育ｺｰｽ 数 37.5
ｽﾎﾟｰﾂ⼼理･健康福祉ｺｰｽ 数 37.5
⽣涯ｽﾎﾟｰﾂ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺｰｽ 数 37.5

62 神⼾⼥学院⼤学 私 ⽂学部 英⽂学科 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞｺｰｽ 数 40-42.5

⾔語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｺｰｽ 数 40-42.5

英⽶⽂学⽂化コース 数 40-42.5

総合⽂化学科 数 40-42.5

⾳楽部 ⾳楽学科 器楽専攻 BF
声楽専攻 BF
ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ｸﾘｴｲｼｮﾝ専攻 BF
舞踊専攻 BF

⼈間科学部 ⼼理･⾏動科学科 数･⽣ 42.5-45

環境･ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ 理科 数･化･⽣ 40
63 神⼾⼥⼦⼤学 私 ⽂学部 ⽇本語⽇本⽂学科 ⽇本⽂学コース 数･化･⽣42.5-45

古典芸能コース 数･化･⽣42.5-45
⽇本語コース 数･化･⽣42.5-45

英語英⽶⽂学科 数･化･⽣ 45
国際教養学科 数･化･⽣ 45

（次ﾍﾟｰｼﾞに続く) 史学科   数･化･⽣42.5-45
NO.⼤学名 ⽴ 学部 学科 コース・専攻 理数教職 理数⼊試 偏差値
63 神⼾⼥⼦⼤学 私 ⽂学部 教育学科 幼児教育コース 数･化･⽣ 40-45

(前ﾍﾟｰｼﾞ続き） 初等教育コース 数･化･⽣ 40-45
義務教育コース 数･化･⽣ 40-45

家政学部 家政学科 被服デザインコース 数･化･⽣40-47.5
住空間コース 数･化･⽣40-47.5
⽣活マネジメントｺｰｽ 数･化･⽣40-47.5

管理栄養⼠養成課程 数･化･⽣ 42.5-47.5

健康福祉学部 社会福祉学科 数･化･⽣42.5-45
健康ｽﾎﾟｰﾂ栄養 数･化･⽣42.5-45

看護学部 看護学科 数･化･⽣ 50-52.5
⼼理学部 ⼼理学科 数･化･⽣ 45-47.5

64 園⽥学園⼥⼦⼤学 私 ⼈間健康学部 総合健康学科 養護コース 数･化･⽣ 37.5
健康スポーツコース 数 35

⼈間看護学科 数･化･⽣ 45
⾷物栄養学科 数･化･⽣ 35



⼈間教育学部 児童教育学科 数 35
経営学部 ビジネス学科 数 37.5

65 武庫川⼥⼦⼤学 私 ⽂学部 ⽇本語⽇本⽂学科 数･化･⽣ 45-47.5
英語ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ学科 数･化･⽣ 42.5-47.5

教育学部 教育学科 幼児教育･保育コース 数･化･⽣ 47.5-50
⼩学校教員コース 数･化･⽣ 47.5-50
⼩学校･中学校教育ｺｰｽ 数･化･⽣ 47.5-50
国際教育コース 数･化･⽣ 47.5-50

⼼理･社会福祉 ⼼理学科 数･化･⽣ 50-52.5
社会福祉学科 数･化･⽣ 50-52.5

健康･ｽﾎﾟｰﾂ科 健康･ｽﾎﾟｰﾂ学科 数/化/⽣/物 42.5-47.5

ｽﾎﾟｰﾂﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科 数/化/⽣/物 45-47.5

⽣活環境学部 ⽣活環境学科 被服学コース 数･化･⽣ 45-47.5
アパレルコース 数･化･⽣ 45-47.5
⽣活デザインコース 数･化･⽣ 45-47.5
環境デザインコース 数･化･⽣ 45-47.5
建築デザインコース 数･化･⽣ 45-47.5
まちづくりコース 数･化･⽣ 45-47.5

社会情報学部 社会情報学科 情報メディア専攻 情報 数･化･⽣ 45-47.5
情報サイエンス専攻 情報 数･化･⽣ 47.5

⾷物栄養科学部⾷物栄養学科 数･化･⽣ 47.5
⾷創造科学科 ﾌｰﾄﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞ 数･化･⽣ 42.5-45

（次ﾍﾟｰｼﾞに続く) ﾌｰﾄﾞｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞ 数･化･⽣ 42.5-45
NO.⼤学名 ⽴ 学部 学科 コース・専攻 理数教職 理数⼊試 偏差値
65 武庫川⼥⼦⼤学 私 建築学部 建築学科 数･物･化 42.5-50

(前ﾍﾟｰｼﾞ続き） 景観建築学科 数/化/⽣/物 45
⾳楽学部 演奏学科 数 BF

応⽤⾳楽学科 数 35
薬学部 薬学科 数･化･⽣ 42.5-45

健康⽣命薬科学科 新薬臨床試験探求ｺｰｽ 理科 数･化･⽣ 42.5-45
健康化粧品探求コース 理科 数･化･⽣ 42.5-45
健康⾷品開発探求ｺｰｽ 理科 数･化･⽣ 42.5-45

  看護学部 看護学科 数･化･⽣ 47.5
経営学部 経営学科 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞ 数･化･⽣ 47.5-50

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞ 数･化･⽣ 47.5-50
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞ 数･化･⽣ 47.5-50

(武庫川⼥⼦⼤学⼤学院：男⼥共学）
67 ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ清⼼⼥⼦⼤ 私 ⽂学部 英語英⽂学科 数･化･⽣ 45-47.5

⽇本語⽇本⽂学科 数･化･⽣ 47.5
現代社会学科 数･化･⽣ 47.5



⼈間⽣活学部 ⼈間⽣活学科 ⼈間福祉学コース 数･化･⽣ 45
経営経済学コース 数･化･⽣ 45
⽣活環境学コース 数･化･⽣ 45

児童学科 数･化･⽣ 45
⾷品栄養学科 数･化･⽣ 45

68 広島⼥学院⼤学 私 ⼈⽂学部 国際英語学科 GSEコース   35
英語⽂化コース 数 35

⽇本⽂化学科 数 35
⼈間⽣活学部 ⽣活ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 数･化･⽣ 37.5

管理栄養学科 数･化･⽣ BF
児童教育学科 数･化･⽣ BF

(広島⼥学院⼤学⼤学院：男⼥共学）
69 安⽥⼥⼦⼤学 私 ⽂学部 ⽇本⽂学科 数 42.5

書道学科 数 40
英語英⽶⽂学科 数 42.5

教育学部 児童教育学科 初等教育コース 数･化･⽣ 42.5
幼児教育コース 数･化･⽣ 42.5
学部･⼤学院5年⼀貫ｺｰｽ 数･化･⽣ 42.5

(次ﾍﾟｰｼﾞに続く） ⼼理学部 現代⼼理学科 数 47.5
ﾋﾞｼﾞﾈｽ⼼理学科 数 42.5

薬学部 薬学科 数･化 50
看護学部 看護学科 数･化･⽣ 45

NO.⼤学名 ⽴ 学部 学科 コース・専攻 理数教職 理数⼊試 偏差値
69 安⽥⼥⼦⼤学 私 現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ学部現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ学科 数 40
(前ﾍﾟｰｼﾞ続き) 国際観光ﾋﾞｼﾞﾈｽ 数 40

公共経営学科 数 40
家政学部 ⽣活ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 数･化･⽣ 40

管理栄養学科 数･化･⽣ 42.5
造形ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 数･化･⽣ 40

(安⽥⼥⼦⼤学⼤学院：男⼥共学）
70 松⼭東雲⼥⼦⼤学 私 ⼈⽂科学部 ⼼理⼦ども学科 ⼦ども専攻 BF

⼼理福祉専攻 BF
71 九州⼥⼦⼤学 私 家政学部 ⽣活ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 家庭科教育コース 数･⽣ BF

ｲﾝﾃﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽ 数･⽣ BF
ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝコース 数･⽣ BF

栄養学科 数･⽣ BF
⼈間科学部 児童･幼児教育学科児童教育コース 数･⽣ BF

幼児教育･保育ｺｰｽ 数･⽣ BF
⼼理･⽂化学科 ⼼理学コース 数･⽣ BF

国語･書道教育コース 数･⽣ BF



⽂化⽂芸コース 数･⽣ BF
72 福岡⼥学院看護⼤ 私 看護学部   数･化･⽣ 40

(⼤学院 看護学研究科 看護学専攻 R5〜）
73 福岡⼥学院⼤学 私 ⼈⽂学部 現代⽂化学科 BF

⾔語芸術学科 BF
ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 35

⼈間関係学部 ⼼理学科 37.5
⼦ども発達学科 BF

国際ｷｬﾘｱ学部 国際英語学科 BF
国際ｷｬﾘｱ学科 35-37.5

74 活⽔⼥⼦⼤学 私 国際⽂化学部 英語学科 数 BF
⽇本⽂化学科 ⽇本語⽇本⽂学コース 数 BF

地域ビジネスコース 数 BF
⾳楽学部 ⾳楽学科 BF
健康⽣活学部 ⾷⽣活健康学科 数･化･⽣ BF

⽣活ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 数･化･⽣ BF
⼦ども学科 数･化･⽣ 35

   看護学部 看護学科 数･化･⽣ 37.5

NO.⼤学名 ⽴ 学部 学科 コース・専攻 理数教職 理数⼊試 偏差値
75 尚絅⼤学 私 現代⽂化学部 ⽂化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ BF

⽣活科学部 栄養科学科 ⽣･化 BF
76 ⿅児島純⼼⼥⼦⼤ 私 ⼈間教育学部 教育･⼼理学科 BF
(2023.4⽉〜共学） 看護栄養学部 看護学科 37.5
⿅児島純⼼⼤学に 健康栄養学科 BF

（⼤学院 ： 男⼥共学）
77 桜学園⼤学 私 保育学部 保育学科 35

国際教養こども学科 35
学芸学部 英語学科 35

  国際学部 国際学科 （2024年4⽉~）
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47.5-50

45-47.5
42.5-45

45-47.5
47.5-50



45-47.5
45-47.5

52.5-55

50-52.5
45-47.5

35-37.5
35-37.5
35-37.5



35-37.5
35-37.5

35-37.5
35-37.5
35-37.5

35-37.5
35-37.5
35-37.5

42.5-45

40-42.5
40-42.5
45-47.5
40-42.5

40-42.5

37.5-40

40-42.5
37.5-40

35-37.5
35-37.5
35-37.5



35-37.5
35-37.5
35-37.5

40-42.5
40-42.5
40-42.5
40-42.5

42.5-45

42.5-45
42.5-45
42.5-45

42.5-45

40-47.5
40-47.5
40-47.5

42.5-45
42.5-45
50-52.5
45-47.5



45-47.5

47.5-50
47.5-50
47.5-50
47.5-50
50-52.5
50-52.5

45-47.5
45-47.5
45-47.5
45-47.5
45-47.5
45-47.5
45-47.5
45-47.5

42.5-45
42.5-45

42.5-50

42.5-45
42.5-45
42.5-45
42.5-45

47.5-50
47.5-50
47.5-50

45-47.5


