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北海道 国立大学 北海道教育大学 【教育】国際地域
北海道 私立大学 札幌学院大学 【人文】人間科学
北海道 私立大学 北海学園大学 【工】生命工
北海道 私立大学 北海道科学大学 【未来デザイン】人間社会
北海道 私立短期大学 函館大谷短期大学 【こども】保育心理コース
青森 国立大学 弘前大学 【人文社会科】文化創生課程
岩手 国立大学 岩手大学 【人文社会科学】人間文化課程
宮城 私立大学 石巻専修大学 【人間】人間教育
宮城 私立大学 石巻専修大学 【人間】人間文化
宮城 私立大学 仙台白百合女子大学 【人間】人間発達
宮城 私立大学 東北学院大学 【教養】人間科学
宮城 私立大学 宮城学院女子大学 【学芸】人間文化
山形 国立大学 山形大学 【人文社会科学】人文社会科学
山形 私立大学 東北文教大学 【人間科学部】子ども教育
山形 私立大学 東北文教大学 【人間科学部】人間関係
福島 私立大学 福島学院大学 【福祉】こども
茨城 国立大学 茨城大学 【人文社会科学】人間文化
茨城 私立大学 常磐大学 【人間科学】コミュニケーション
埼玉 私立大学 文教大学 【人間科学】心理
埼玉 私立大学 文教大学 【人間科学】人間科学
千葉 私立大学 愛国学園大学 【人間文化】人間文化
千葉 私立大学 東京情報大学 【総合情報】総合情報
東京 国立大学 お茶の水女子大学 【文教育】人間社会科学
東京 公立大学 東京都立大学 【人文社会】人間社会
東京 私立大学 恵泉女学園大学 【人文】日本語日本文化
東京 私立大学 駒沢女子大学 【人間総合学群】人間文化学類
東京 私立大学 実践女子大学 【人間社会】人間社会
東京 私立大学 聖心女子大学 【現代教養】史
東京 私立大学 聖心女子大学 【現代教養】人間関係
東京 私立大学 創価大学 【文】人間
東京 私立大学 大正大学 【心理社会】人間科学
東京 私立大学 高千穂大学 【人間科学】人間科学
東京 私立大学 東海大学 【文理融合★】人間情報工
東京 私立大学 東京家政大学 【人文】教育福祉
東京 私立大学 東洋大学 【文】哲
東京 私立大学 東洋学園大学 【人間科学】人間科学
東京 私立大学 法政大学 【人間環境】人間環境
東京 私立大学 武蔵野大学 【人間科学】人間科学
東京 私立大学 明星大学 【人文】人間社会
東京 私立大学 和光大学 【現代人間】人間科学
東京 私立大学 早稲田大学 【人間科学】人間環境科学
東京 私立大学 早稲田大学 【人間科学】人間情報科学
東京 私立短期大学 帝京大学短期大学 【人間文化】
神奈川 私立大学 神奈川大学 【人間科学】人間科学
神奈川 私立大学 松蔭大学 【コミュニケーション文化】生活心理
神奈川 私立大学 東洋英和女学院大学 【人間科学】人間科学（教育・人間学）
新潟 私立大学 敬和学園大学 【人文】共生社会
山梨 公立大学 山梨県立大学 【人間福祉】人間形成
山梨 私立大学 山梨英和大学 【人間文化】人間文化
静岡 私立大学 静岡福祉大学 【社会福祉】福祉心理
静岡 私立大学 浜松学院大学 【現代コミュニケーション】地域共創
愛知 私立大学 愛知淑徳大学 【人間情報】人間情報
愛知 私立大学 愛知東邦大学 【人間健康】人間健康
愛知 私立大学 愛知みずほ大学 【人間科学】心身健康科学
愛知 私立大学 金城学院大学 【人間科学】現代子ども教育
愛知 私立大学 椙山女学園大学 【人間関係】人間関係
愛知 私立大学 東海学園大学 【人文】人文
愛知 私立大学 同朋大学 【文】人文
愛知 私立大学 名古屋学芸大学 【ヒューマンケア】子どもケア
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愛知 私立大学 南山大学 【人文】心理人間
愛知 私立大学 名城大学 【人間】人間
滋賀 公立大学 滋賀県立大学 【人間文化】人間関係
京都 国立大学 京都大学 【総合人間】総合人間
京都 私立大学 京都先端科学大学 【人文】心理
京都 私立大学 京都橘大学 【総合心理☆】総合心理
京都 私立大学 京都文教大学 【総合社会】総合社会
京都 私立大学 京都文教大学 【臨床心理】臨床心理
京都 私立大学 立命館大学 【文】人文
大阪 国立大学 大阪大学 【人間科学】人間科学
大阪 公立大学 大阪公立大学 【文】人間行動
大阪 私立大学 大阪大谷大学 【人間社会】人間社会
大阪 私立大学 大阪経済大学 【人間科学】人間科学
大阪 私立大学 大阪国際大学 【人間科学】心理コミュニケーション
大阪 私立大学 関西大学 【社会安全】安全マネジメント
大阪 私立大学 関西大学 【人間健康】人間健康
大阪 私立大学 太成学院大学 【人間】健康スポーツ
大阪 私立大学 太成学院大学 【人間】子ども発達
兵庫 私立大学 関西国際大学 【心理】心理
兵庫 私立大学 甲南大学 【文】人間科学
兵庫 私立大学 神戸学院大学 【心理】心理
兵庫 私立大学 神戸学院大学 【人文】人文
兵庫 私立大学 神戸女学院大学 【人間科学】心理・行動科学
兵庫 私立大学 武庫川女子大学 【心理・社会福祉☆】心理
兵庫 私立大学 流通科学大学 【人間社会】人間社会
兵庫 私立短期大学 武庫川女子大学短期大学部 【心理・人間関係】
奈良 国立大学 奈良女子大学 【文】人間科学
奈良 私立大学 天理大学 【人間】人間関係
島根 国立大学 島根大学 【人間科学】人間科学
広島 私立大学 福山大学 【人間文化】人間文化
広島 私立短期大学 山陽女子短期大学 【人間生活】人間心理コース
徳島 国立大学 徳島大学 【総合科学】社会総合科学
愛媛 私立大学 聖カタリナ大学 【人間健康福祉】人間社会
福岡 公立大学 北九州市立大学 【文】人間関係
福岡 公立大学 福岡県立大学 【人間社会】人間形成
福岡 私立大学 西南女学院大学 【保健福祉】福祉
福岡 私立大学 筑紫女学園大学 【人間科学】人間科学（心理・社会福祉）
佐賀 私立短期大学 九州龍谷短期大学 【人間コミュニティ】司書・情報コース
熊本 国立大学 熊本大学 【文】総合人間
大分 私立大学 別府大学 【文】人間関係
沖縄 国立大学 琉球大学 【人文社会】人間社会


