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北海道 国立大学 北海道大学 【水産】資源機能化
北海道 国立大学 北海道大学 【水産】増殖生命科学
北海道 国立大学 北海道大学 【農】生物環境工
北海道 国立大学 北海道大学 【農】生物機能化
北海道 国立大学 北海道大学 【農】生物資源科学
北海道 私立大学 東京農業大学　北海道オホーツクキャンパス 【生物産業】食香粧化
北海道 私立大学 東京農業大学　北海道オホーツクキャンパス 【生物産業】北方圏農
北海道 私立大学 酪農学園大学 【農食環境学群】環境共生学類
北海道 私立大学 酪農学園大学 【農食環境学群】循環農学類
北海道 私立大学 酪農学園大学 【農食環境学群】食と健康学類
岩手 国立大学 岩手大学 【農】森林科学
宮城 国立大学 東北大学 【農】生物生産科学
秋田 公立大学 秋田県立大学 【生物資源科学】生物環境科学
秋田 公立大学 秋田県立大学 【生物資源科学】生物生産科学
茨城 国立大学 茨城大学 【農】食生命科学
茨城 国立大学 筑波大学 【生命環境】生物資源学類
栃木 国立大学 宇都宮大学 【農】応用生命化
栃木 国立大学 宇都宮大学 【農】生物資源科学
群馬 私立大学 高崎健康福祉大学 【農】生物生産
東京 国立大学 東京大学 【農】環境資源科学課程
東京 国立大学 東京農工大学 【農】環境資源科学
東京 国立大学 東京農工大学 【農】生物生産
東京 私立大学 東海大学 【農】食生命科学★
東京 私立大学 東京農業大学 【応用生物科学】農芸化
東京 私立大学 東京農業大学 【国際食料情報】国際バイオビジネス
東京 私立大学 東京農業大学 【農】生物資源開発
東京 私立大学 東洋大学 【食環境科学】食環境科学
東京 私立大学 東洋大学 【生命科学】応用生物科学
東京 私立大学 法政大学 【生命科学】生命機能
新潟 私立大学 新潟食料農業大学 【食料産業】食料産業
静岡 公立短期大学 静岡県立農林環境専門職大学短期大学部 【生産科学】
石川 公立大学 石川県立大学 【生物資源環境】生産科学
福井 公立大学 福井県立大学 【生物資源】生物資源
岐阜 国立大学 岐阜大学 【応用生物科学】応用生命科学課程
愛知 国立大学 名古屋大学 【農】資源生物科学
愛知 国立大学 名古屋大学 【農】生物環境科学
愛知 私立大学 中部大学 【応用生物】環境生物科学
愛知 私立大学 名城大学 【農】生物環境科
愛知 私立大学 名城大学 【農】生物資源
三重 国立大学 三重大学 【生物資源】共生環境
三重 国立大学 三重大学 【生物資源】資源循環
三重 国立大学 三重大学 【生物資源】生物圏生命化
滋賀 公立大学 滋賀県立大学 【環境科学】生物資源管理
京都 国立大学 京都大学 【農】応用生命科学
京都 国立大学 京都大学 【農】資源生物科学
京都 国立大学 京都大学 【農】食品生物科学
京都 公立大学 京都府立大学 【生命環境】生命分子化
京都 私立大学 京都産業大学 【生命科学】産業生命科学
京都 私立大学 京都先端科学大学 【バイオ環境】食農
京都 私立大学 龍谷大学 【農】資源生物科学
大阪 公立大学 大阪公立大学 【農】生命機能化
大阪 私立大学 近畿大学 【農】環境管理
大阪 私立大学 摂南大学 【農】農業生産
兵庫 国立大学 神戸大学 【農】資源生命科学
鳥取 国立大学 鳥取大学 【農】生命環境農
広島 国立大学 広島大学 【生物生産】生物生産
広島 私立大学 広島工業大学 【生命】食品生命科学
山口 国立大学 山口大学 【農】生物機能科学
山口 国立大学 山口大学 【農】生物資源環境科学
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愛媛 国立大学 愛媛大学 【農】食料生産
愛媛 国立大学 愛媛大学 【農】生命機能
福岡 国立大学 九州大学 【農】生物資源環境
佐賀 国立大学 佐賀大学 【農】生物資源科学
熊本 公立大学 熊本県立大学 【環境共生】環境共生
宮崎 国立大学 宮崎大学 【農】植物生産環境科学
鹿児島 国立大学 鹿児島大学 【農】食料生命科学
鹿児島 国立大学 鹿児島大学 【農】農業生産科学
鹿児島 国立大学 鹿児島大学 【農】農林環境科学
沖縄 国立大学 琉球大学 【農】亜熱帯生物資源科学
沖縄 国立大学 琉球大学 【農】亜熱帯地域農
沖縄 国立大学 琉球大学 【農】亜熱帯農林環境科学


