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北海道 国立大学 室蘭工業大学 【理工】システム理化
北海道 私立大学 北海学園大学 【工】生命工
青森 国立大学 弘前大学 【理工】物質創成化
山形 国立大学 山形大学 【工】化学・バイオ工学
栃木 国立大学 宇都宮大学 【工】基盤工
群馬 国立大学 群馬大学 【理工】化学・生物化
埼玉 国立大学 埼玉大学 【工】応用化
埼玉 私立大学 日本工業大学 【基幹工】応用化学
千葉 私立大学 千葉工業大学 【工】応用化学
東京 国立大学 東京大学 【工】応用化
東京 国立大学 東京大学 【工】化学システム工
東京 国立大学 東京大学 【工】化学生命工
東京 国立大学 東京農工大学 【工】応用化
東京 国立大学 東京農工大学 【工】生体医用システム工
東京 国立大学 東京農工大学 【工】生命工
東京 私立大学 慶應義塾大学 【理工】応用化
東京 私立大学 工学院大学 【先進工】応用化
東京 私立大学 工学院大学 【先進工】環境化
東京 私立大学 芝浦工業大学 【工】応用化
東京 私立大学 中央大学 【理工】応用化
東京 私立大学 東海大学 【工】応用化
東京 私立大学 東京工科大学（工学部） 【工】応用化
東京 私立大学 東京理科大学 【工】工業化
東京 私立大学 東京理科大学 【理】応用化
東京 私立大学 東京理科大学 【理工】先端化
東京 私立大学 東洋大学 【理工】応用化
東京 私立大学 日本大学 【工】生命応用化
東京 私立大学 日本大学 【生産工】応用分子化
東京 私立大学 日本大学 【理工】物質応用化
東京 私立大学 明治大学 【理工】応用化
東京 私立大学 早稲田大学 【先進理工】応用化
東京 私立大学 早稲田大学 【先進理工】化学・生命化
神奈川 国立大学 横浜国立大学 【理工】機械・材料・海洋系
神奈川 私立大学 神奈川大学 【化学生命☆】応用化学
神奈川 私立大学 神奈川工科大学 【工】応用化
山梨 国立大学 山梨大学 【工】応用化
長野 国立大学 信州大学 【工】物質化
静岡 国立大学 静岡大学 【工】化学バイオ工
静岡 国立大学 静岡大学 【工】電子物質科
富山 国立大学 富山大学 【工】工
富山 公立大学 富山県立大学 【工】医薬品工
石川 国立大学 金沢大学 【理工】フロンティア工学類
石川 私立大学 金沢工業大学 【バイオ・化】応用化
岐阜 国立大学 岐阜大学 【工】化学・生命工
愛知 国立大学 名古屋工業大学 【工（二部）】物質工
愛知 私立大学 愛知工業大学 【工】応用化
愛知 私立大学 中部大学 【工】応用化
愛知 私立大学 名城大学 【理工】応用化
京都 国立大学 京都大学 【工】工業化
京都 国立大学 京都工芸繊維大学 【工芸科学】物質・材料科学域応用化学課程
京都 私立大学 同志社大学 【理工】機能分子・生命化
京都 私立大学 立命館大学 【生命科学】応用化
京都 私立大学 龍谷大学 【先端理工】応用化学課程
大阪 国立大学 大阪大学 【基礎工】化学応用科学
大阪 国立大学 大阪大学 【工】応用自然科学
大阪 公立大学 大阪公立大学 【工】応用化
大阪 公立大学 大阪公立大学 【工】化学工
大阪 私立大学 大阪工業大学 【工】応用化
大阪 私立大学 関西大学 【化学生命工】化学・物質工
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大阪 私立大学 近畿大学 【理工】応用化
兵庫 国立大学 神戸大学 【工】応用化
兵庫 私立大学 関西学院大学 【工】物質工学
兵庫 私立大学 甲南大学 【理工】機能分子化
島根 国立大学 島根大学 【総合理工】物質化学
岡山 国立大学 岡山大学 【環境理工】環境物質工
岡山 国立大学 岡山大学 【工】化学生命系
岡山 私立大学 岡山理科大学 【工】応用化
岡山 私立大学 岡山理科大学 【理】化
広島 国立大学 広島大学 【工】第三類（応用化学・生物工学・化学工学系）
山口 国立大学 山口大学 【工】応用化
山口 公立大学 山陽小野田市立山口東京理科大学 【工】応用化
高知 国立大学 高知大学 【理工】情報科学
福岡 国立大学 九州工業大学 【工】応用化
福岡 私立大学 福岡大学 【工】化学システム工
長崎 国立大学 長崎大学 【工】工
熊本 私立大学 崇城大学 【工】ナノサイエンス
宮崎 国立大学 宮崎大学 【工】環境応用化


