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北海道 私立大学 藤女子大学 【人間生活】人間生活
北海道 私立短期大学 帯広大谷短期大学 【生活科学】
北海道 私立短期大学 釧路短期大学 【生活科学】生活科学専攻
北海道 私立短期大学 札幌国際大学短期大学部 【総合生活キャリア】
北海道 私立短期大学 函館大谷短期大学 【コミュニティ総合】
北海道 私立短期大学 北星学園大学短期大学部 【生活創造】
岩手 公立短期大学 岩手県立大学盛岡短期大学部 【生活科学】生活デザイン専攻
宮城 私立大学 東北工業大学 【ライフデザイン】生活デザイン
宮城 私立大学 宮城学院女子大学 【生活科学】生活文化デザイン
宮城 私立短期大学 東北生活文化大学短期大学部 【生活文化】食物栄養学専攻
秋田 私立短期大学 聖霊女子短期大学 【生活文化】生活文化専攻
山形 私立大学 東北芸術工科大学 【デザイン工】プロダクトデザイン
福島 私立大学 郡山女子大学 【家政】生活科
茨城 私立大学 茨城キリスト教大学 【生活科学】食物健康科学
群馬 私立短期大学 桐生大学短期大学部 【生活科学】
群馬 私立短期大学 新島学園短期大学 【キャリアデザイン】
埼玉 私立大学 女子栄養大学 【栄養】食文化栄養
千葉 私立大学 和洋女子大学 【家政】家政福祉
千葉 私立短期大学 昭和学院短期大学 【人間生活】生活クリエイション専攻
東京 国立大学 お茶の水女子大学 【生活科学】人間・環境科学
東京 国立大学 お茶の水女子大学 【生活科学】人間生活
東京 私立大学 大妻女子大学 【家政】ライフデザイン
東京 私立大学 実践女子大学 【生活科学】現代生活
東京 私立大学 実践女子大学 【生活科学】食生活科学
東京 私立大学 実践女子大学 【生活科学】生活環境
東京 私立大学 実践女子大学 【生活科学】生活文化
東京 私立大学 昭和女子大学 【環境デザイン】環境デザイン
東京 私立大学 専修大学 【経済】生活環境経済
東京 私立大学 東海大学 【健康】健康マネジメント
東京 私立大学 東京家政学院大学 【現代生活】現代家政
東京 私立大学 東京家政学院大学 【現代生活】生活デザイン
東京 私立大学 東京都市大学 【都市生活】都市生活
東京 私立大学 日本女子大学 【家政】家政経済
東京 私立短期大学 愛国学園短期大学 【家政】生活デザイン専攻
東京 私立短期大学 大妻女子大学短期大学部 【家政】家政専攻
東京 私立短期大学 大妻女子大学短期大学部 【家政】生活総合ビジネス専攻
東京 私立短期大学 共立女子短期大学 【生活科学】メディア社会コース
東京 私立短期大学 共立女子短期大学 【生活科学】生活デザインコース
東京 私立短期大学 帝京短期大学 【生活科学】生活科学専攻
神奈川 私立大学 鎌倉女子大学 【家政】家政保健
神奈川 私立大学 関東学院大学 【人間共生】共生デザイン
神奈川 私立大学 湘南工科大学 【工】人間環境
新潟 私立短期大学 新潟青陵大学短期大学部 【人間総合】人間総合コース
長野 私立短期大学 飯田女子短期大学 【家政】家政専攻
福井 私立短期大学 仁愛女子短期大学 【生活科学】生活情報専攻
岐阜 私立大学 岐阜女子大学 【家政】生活科学（生活科学）
愛知 私立大学 愛知学泉大学 【家政】ライフスタイル
愛知 私立大学 金城学院大学 【生活環境】生活マネジメント
愛知 私立大学 椙山女学園大学 【生活科学】生活環境デザイン
愛知 私立大学 名古屋女子大学 【家政】生活環境
愛知 私立短期大学 修文大学短期大学部 【生活文化】生活・医療事務コース
愛知 私立短期大学 名古屋文化短期大学 【生活文化（第一部）】食生活専攻
愛知 私立短期大学 名古屋文化短期大学 【生活文化（第一部）】生活文化専攻
三重 公立短期大学 三重短期大学 【生活科学】生活科学専攻（居住環境）
三重 公立短期大学 三重短期大学 【生活科学】生活科学専攻（生活福祉・心理）
滋賀 公立大学 滋賀県立大学 【人間文化】生活デザイン
滋賀 私立短期大学 滋賀短期大学 【生活】ライフデザインコース
滋賀 私立短期大学 びわこ学院大学短期大学部 【ライフデザイン】児童学コース
京都 私立大学 京都華頂大学 【現代家政】現代家政
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京都 私立大学 京都女子大学 【家政】生活造形
京都 私立大学 京都ノートルダム女子大学 【現代人間】生活環境
京都 私立大学 同志社女子大学 【生活科学】人間生活
京都 私立短期大学 京都光華女子大学短期大学部 【人間健康学群】ライフデザイン
京都 私立短期大学 京都西山短期大学 【仏教】仏教学専攻（みらい創造）
京都 私立短期大学 京都文教短期大学 【ライフデザイン総合☆】
大阪 私立大学 大阪樟蔭女子大学 【学芸】ライフプランニング
大阪 私立大学 羽衣国際大学 【人間生活】人間生活
大阪 私立短期大学 堺女子短期大学 【美容生活文化】教養コース
大阪 私立短期大学 四條畷学園短期大学 【ライフデザイン総合】
大阪 私立短期大学 四天王寺大学短期大学部 【ライフデザイン】
兵庫 私立大学 甲南女子大学 【人間科学】生活環境
兵庫 私立大学 甲南女子大学 【人間科学】文化社会
兵庫 私立大学 神戸松蔭女子学院大学 【人間科学】ファッション・ハウジングデザイン
兵庫 私立大学 神戸松蔭女子学院大学 【人間科学】都市生活
兵庫 私立大学 神戸女子大学 【家政】家政
兵庫 私立大学 武庫川女子大学 【生活環境】生活環境
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 甲子園短期大学 【生活環境】ライフキャリアフィールド
兵庫 私立短期大学 神戸女子短期大学 【総合生活】
兵庫 私立短期大学 園田学園女子大学短期大学部 【生活文化】生活キャリアコース
兵庫 私立短期大学 園田学園女子大学短期大学部 【生活文化】製菓クリエイトコース
兵庫 私立短期大学 姫路日ノ本短期大学 【幼児教育】ライフデザインコース
奈良 国立大学 奈良女子大学 【生活環境】心身健康
奈良 国立大学 奈良女子大学 【生活環境】生活文化
和歌山 私立短期大学 和歌山信愛女子短期大学 【生活文化】生活文化専攻
岡山 私立大学 ノートルダム清心女子大学 【人間生活】人間生活
岡山 私立短期大学 就実短期大学 【生活実践科学】
岡山 私立短期大学 中国短期大学 【総合生活】
広島 私立大学 広島女学院大学 【人間生活】生活デザイン
広島 私立大学 安田女子大学 【家政】生活デザイン
広島 私立短期大学 比治山大学短期大学部 【総合生活デザイン】
広島 私立短期大学 広島文化学園短期大学 【コミュニティ生活】
徳島 私立大学 四国大学 【生活科学】人間生活科学
徳島 私立大学 徳島文理大学 【人間生活】人間生活
福岡 私立大学 九州女子大学 【家政】人間生活
福岡 私立短期大学 近畿大学九州短期大学 【生活福祉情報】
福岡 私立短期大学 香蘭女子短期大学 【ライフプランニング総合】
福岡 私立短期大学 精華女子短期大学 【生活科学】生活総合ビジネス専攻
佐賀 私立短期大学 西九州大学短期大学部 【地域生活支援】多文化生活支援コース
長崎 私立大学 活水女子大学 【健康生活】生活デザイン
熊本 私立短期大学 尚絅大学短期大学部 【総合生活】
大分 私立短期大学 別府溝部学園短期大学 【ライフデザイン総合】ファッションブライダルコース
鹿児島 公立短期大学 鹿児島県立短期大学 【生活科学】生活科学専攻
鹿児島 私立短期大学 鹿児島純心女子短期大学 【生活】生活学専攻（現代ビジネス）


