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青山学院大学[文・私・東京]67 
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慶應義塾大学[薬・私・東京]67 

上智大学[総合人間科・私・東京]67 

東邦大学[医医・私・東京]67 

日本大学[医・私・東京]67 

早稲田大学[文化構想・私・東京]67 

早稲田大学[先進理工・私・東京]67 

早稲田大学[国際教養・私・東京]67 

青山学院大学[国際政経・私・東京]66 

国際基督教大学[教養・私・東京]66 

青山学院大学[社会情報・私・東京]60 
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北里大学[薬・私・東京]60 

慶應義塾大学[看護医・私・東京]60 

成蹊大学[経済・私・東京]60 

成蹊大学[法・私・東京]60 
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明治大学[農・私・東京]60 

京都女子大学[家政・私・京都]60 

立命館大学[理工・私・京都]60 

関西大学[法・私・大阪]60 

関西学院大学[経済・私・兵庫]60 

関西学院大学[商・私・兵庫]60 

文教大学[教育・私・埼玉]59 

法政大学[経済・私・東京]59 

法政大学[社会・私・東京]59 

星薬科大学[薬・私・東京]59 

立教大学[理・私・東京]59 

中京大学[心理・私・愛知]59 

南山大学[人文・私・愛知]59 

京都女子大学[文・私・京都]59 

同志社大学[文化情報・私・京都]59 

同志社大学[スポーツ・私・京都]59 

立命館大学[スポーツ・私・京都]59 

龍谷大学[文・私・京都]59 

関西大学[経済・私・大阪]59 

関西大学[商・私・大阪]59 

関西学院大学[社会・私・兵庫]59 

関西学院大学[人間福祉・私・兵庫]59 

関西学院大学[教育・私・兵庫]59 

西南学院大学[文・私・福岡]59 
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上智大学[経済・私・東京]66 

日本医科大学[医・私・東京]66 

同志社大学[心理・私・京都]66 

大阪医科大学[医・私・大阪]66 

青山学院大学[総合文政・私・東京]65 

北里大学[医・私・東京]65 

上智大学[文・私・東京]65 

東海大学[医・私・東京]65 

東京理科大学[薬・私・東京]65 

明治大学[文・私・東京]65 

早稲田大学[創造理工・私・東京]65 

早稲田大学[人間科・私・東京]65 

金沢医科大学[医・私・石川]65 

愛知医科大学[医・私・愛知]65 

藤田保健衛生大学[医・私・愛知]65 

関西医科大学[医・私・大阪]65 

同志社大学[文・私・京都]65 

同志社大学[法・私・京都]65 

久留米大学[医医・私・福岡]65 

産業医科大学[医・私・福岡]65 

福岡大学[医医・私・福岡]65 

岩手医科大学[医・私・岩手]64 

青山学院大学[教育人間・私・東京]64 

青山学院大学[経営・私・東京]64 

帝京大学[医・私・東京]64 

日本大学[生物資源科・私・東京]64 

法政大学[文・私・東京]64 

明治大学[法・私・東京]64 

立教大学[文・私・東京]64 

立教大学[法・私・東京]64 

早稲田大学[基幹理工・私・東京]64 

麻布大学[獣医・私・神奈川]64 

立命館大学[法・私・京都]64 

立命館大学[文・私・京都]64 

兵庫医科大学[医・私・兵庫]64 

青山学院大学[理工・私・東京]58 

北里大学[理・私・東京]58 

東京家政大学[家政・私・東京]58 

東京女子大学[現代教養・私・東京]58 

東京農業大学[応用生物・私・東京]58 

日本女子大学[文・私・東京]58 

法政大学[人間環境・私・東京]58 

法政大学[現代福祉・私・東京]58 

武蔵大学[社会・私・東京]58 

明治学院大学[心理・私・東京]58 

立教大学[コミュ福祉・私・東京]58 

中京大学[国際英語・私・愛知]58 

南山大学[法・私・愛知]58 

京都女子大学[発達教育・私・京都]58 

同志社女子大学[学芸・私・京都]58 

立命館大学[映像・私・京都]58 

関西大学[社会・私・大阪]58 

関西大学[政策創造・私・大阪]58 

関西大学[社会安全・私・大阪]58 

関西学院大学[理工・私・兵庫]58 

川崎医療福祉大学[医技・私・岡山]58 

北里大学[医療衛生・私・東京]57 

国学院大学[人間開発・私・東京]57 

成城大学[文芸・私・東京]57 

成城大学[社会・私・東京]57 

中央大学[理工・私・東京]57 

東京理科大学[基工・私・東京]57 

日本女子大学[人社・私・東京]57 

法政大学[キャリアデザ・私・東京]57 

法政大学[デザイン工・私・東京]57 

武蔵大学[経済・私・東京]57 

武蔵大学[人文・私・東京]57 

明治学院大学[文・私・東京]57 

明治学院大学[経済・私・東京]57 

明治学院大学[法・私・東京]57 
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獨協医科大学[医・私・栃木]63 

埼玉医科大学[医・私・埼玉]63 

中央大学[総合政策・私・東京]63 

明治大学[政治経済・私・東京]63 

立教大学[経済・私・東京]63 

立教大学[経営・私・東京]63 

聖マリアンナ医科大学[医・私・神奈]63 

南山大学[外国語・私・愛知]63 

同志社大学[社会・私・京都]63 

同志社大学[経済・私・京都]63 

同志社大学[商・私・京都]63 

同志社大学[政策・私・京都]63 

関西学院大学[文・私・兵庫]63 

酪農学園大学[獣医・私・北海道]62 

青山学院大学[経済・私・東京]62 

学習院大学[法・私・東京]62 

学習院大学[文・私・東京]62 

上智大学[理工・私・東京]62 

中央大学[文・私・東京]62 

東京慈恵会医科大学[医・私・東京]62 

東京女子医科大学[医・私・東京]62 

東京理科大学[工・私・東京]62 

日本女子大学[家政・私・東京]62 

法政大学[国際文化・私・東京]62 

法政大学[グローバル教養・私・東京]62 

法政大学[法・私・東京]62 

明治大学[商・私・東京]62 

明治大学[経営・私・東京]62 

明治大学[情報コミュニ・私・東京]62 

明治大学[国際日本・私・東京]62 

立教大学[現代心理・私・東京]62 

立教大学[異文化コミュ・私・東京]62 

同志社大学[生命医科・私・京都]62 

立命館大学[産業社会・私・京都]62 

関西大学[外国語・私・大阪]62 

明治薬科大学[薬・私・東京]57 

椙山女学園大学[生活科・私・愛知]57 

中京大学[国際教養・私・愛知]57 

南山大学[経済・私・愛知]57 

同志社大学[神・私・京都]57 

同志社女子大学[現代社・私・京都]57 

同志社女子大学[表象文・私・京都]57 

同志社女子大学[生活科・私・京都]57 

関西大学[環境都市・私・大阪]57 

近畿大学[薬・私・大阪]57 

関西学院大学[総合政策・私・兵庫]57 

武庫川女子大学[文・私・兵庫]57 

武庫川女子大学[生活環・私・兵庫]57 

西南学院大学[法・私・福岡]57 

福岡大学[薬・私・福岡]57 

北星学園大学[文・私・北海道]56 

獨協大学[国際教養・私・埼玉]56 

学習院女子大学[国際文・私・東京]56 

駒澤大学[文・私・東京]56 
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東京理科大学[経営・私・東京]56 

東邦大学[薬・私・東京]56 

日本大学[法・私・東京]56 

日本赤十字看護大学[看・私・東京]56 

法政大学[スポーツ健・私・東京]56 

明治学院大学[社会・私・東京]56 

東洋大学[文・私・東京]56 

愛知淑徳大学[文・私・愛知]56 

南山大学[経営・私・愛知]56 

京都薬科大学[薬・私・京都]56 

佛教大学[教育・私・京都]56 

立命館大学[情報理工・私・京都]56 
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獨協大学[外国語・私・埼玉]61 

北里大学[獣医・私・東京]61 

杏林大学[医・私・東京]61 

国学院大学[文・私・東京]61 

中央大学[経済・私・東京]61 

中央大学[商・私・東京]61 

津田塾大学[学芸・私・東京]61 

東京理科大学[理・私・東京]61 

東京理科大学[理工・私・東京]61 

立教大学[観光・私・東京]61 

早稲田大学[スポーツ・私・東京]61 

同志社大学[理工・私・京都]61 

立命館大学[政策科・私・京都]61 

立命館大学[経済・私・京都]61 

立命館大学[経営・私・京都]61 

立命館大学[生命科・私・京都]61 

立命館大学[薬・私・京都]61 

関西大学[文・私・大阪]61 

関西学院大学[法・私・兵庫]61 

関西学院大学[国際・私・兵庫]61 

川崎医科大学[医・私・岡山]61 

龍谷大学[法・私・京都]56 

大阪薬科大学[薬・私・大阪]56 

関西大学[総合情報・私・大阪]56 

関西大学[システム理工・私・大阪]56 

関西大学[化学生命工・私・大阪]56 

関西大学[人間健康・私・大阪]56 

近畿大学[経済・私・大阪]56 

広島国際大学[保健医療・私・広島]56 

神田外語大学[外国語・私・千葉]55 

学習院大学[理・私・東京]55 

国学院大学[経済・私・東京]55 

芝浦工業大学[工・私・東京]55 

芝浦工業大学[デザイン・私・東京]55 

昭和女子大学[生活科・私・東京]55 

専修大学[経済・私・東京]55 

専修大学[法・私・東京]55 

東京薬科大学[薬・私・東京]55 

東洋大学[経済・私・東京]55 

二松学舎大学[文・私・東京]55 

日本大学[文理・私・東京]55 

 

日本大学[芸術・私・東京]55 

日本女子大学[理・私・東京]55 

日本獣医生命科学大[獣・私・東京]55 

武蔵野大学[人間関係・私・東京]55 

明治学院大学[国際・私・東京]55 

愛知学院大学[歯・私・愛知]55 

愛知淑徳大学[心理・私・愛知]55 

中京大学[文・私・愛知]55 

中京大学[法・私・愛知]55 

名古屋女子大学[家政・私・愛知]55 

南山大学[総合政策・私・愛知]55 

名城大学[薬・私・愛知]55 

愛知大学[国際コミュ・私・愛知]52 

金城学院大学[生活環境・私・愛知]52 

中京大学[体育・私・愛知]52 

名古屋女子大学[文・私・愛知]52 

日本福祉大学[健康科学・私・愛知]52 

京都産業大学[経済・私・京都]52 

京都産業大学[経営・私・京都]52 

京都産業大学[法・私・京都]52 

京都産業大学[文化・私・京都]52 

京都産業大学[総合生命・私・京都]52 

京都橘大学[看護・私・京都]52 

龍谷大学[国際文化・私・京都]52 
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京都外国語大学[外国語・私・京都]55 

京都産業大学[外国語・私・京都]55 

龍谷大学[社会・私・京都]55 

近畿大学[農・私・大阪]55 

甲南大学[文・私・兵庫]55 

神戸女子大学[家政・私・兵庫]55 

神戸学院大学[総合リハ・私・兵庫]55 

畿央大学[健康科・私・奈良]55 

西南学院大学[経済・私・福岡]55 

西南学院大学[人間科・私・福岡]55 

西南学院大学[国際文化・私・福岡]55 

福岡大学[人文・私・福岡]55 

立命館アジア太平洋大[国経・大分]55 

東北福祉大学[健康科・私・宮城]54 

国際医療福祉大学[保医・私・栃木]54 

女子栄養大学[栄養・私・埼玉]54 

文教大学[文・私・埼玉]54 

東京歯科大学[歯・私・千葉]54 

大妻女子大学[家政・私・東京]54 

北里大学[看護・私・東京]54 

国学院大学[法・私・東京]54 

順天堂大学[スポーツ健康・私・東京]54 

昭和大学[保健医療・私・東京]54 

昭和薬科大学[薬・私・東京]54 

聖心女子大学[文・私・東京]54 

東海大学[文・私・東京]54 

東邦大学[理・私・東京]54 

東洋大学[経営・私・東京]54 

東洋大学[社会・私・東京]54 

日本大学[経済・私・東京]54 

法政大学[理工・私・東京]54 

法政大学[生命科・私・東京]54 

武蔵野大学[薬・私・東京]54 

武蔵野大学[看護・私・東京]54 

武蔵野美術大学[造形・私・東京]54 

大阪経済大学[経済・私・大阪]52 

大阪経済大学[経営・私・大阪]52 

近畿大学[理工・私・大阪]52 

近畿大学[総合社会・私・大阪]52 

甲南大学[経営・私・兵庫]52 

甲南大学[マネジメント・私・兵庫]52 

甲南大学[フロンティア・私・兵庫]52 

神戸学院大学[薬・私・兵庫]52 

広島修道大学[人文・私・広島]52 

安田女子大学[文・私・広島]52 

中村学園大学[栄養科・私・福岡]52 

北海道医療大学[看護福・北海道]51 

東北福祉大学[総合福祉・私・宮城]51 

獨協大学[経済・私・埼玉]51 

麗澤大学[外国語・私・千葉]51 

駒澤大学[経営・私・東京]51 

創価大学[法・私・東京]51 

創価大学[教育・私・東京]51 

大正大学[人間・私・東京]51 

拓殖大学[外国語・私・東京]51 

玉川大学[文・私・東京]51 

玉川大学[リベラルアーツ・私・東京]51 

多摩美術大学[美術・私・東京]51 

東海大学[健康科・私・東京]51 

東京医療保健大学[医保・私・東京]51 

東洋大学[ライフデザイン・私・東京]51 

日本歯科大学[生命歯・私・東京]51 

日本獣医生命科学大学[応生・東京]51 

武蔵野大学[環境・私・東京]51 

麻布大学[生命環境科・私・神奈川]51 

神奈川大学[人間科学・私・神奈川]51 

フェリス女学院大学[文・私・神奈川]51 

フェリス女学院大学[国交・神奈川]51 

愛知大学[経営・私・愛知]51 

愛知大学[経済・私・愛知]51 
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神奈川大学[外国語・私・神奈川]54 

岐阜聖徳学園大学[教育・私・岐阜]54 

聖隷クリストファー大学[リハ・静岡]54 

愛知大学[法・私・愛知]54 

愛知淑徳大学[人間情報・私・愛知]54 

中京大学[経済・私・愛知]54 

名古屋外国語大学[現国・私・愛知]54 

名古屋学芸大学[管理栄・私・愛知]54 

藤田保健衛生大学[医療・私・愛知]54 

京都女子大学[現代社会・私・京都]54 

佛教大学[保健医療技術・私・京都]54 

近畿大学[法・私・大阪]54 

近畿大学[経営・私・大阪]54 

近畿大学[文芸・私・大阪]54 

甲南大学[法・私・兵庫]54 

神戸女学院大学[文・私・兵庫]54 

神戸女学院大学[人間科・私・兵庫]54 

神戸薬科大学[薬・私・兵庫]54 

川崎医療福祉大学[医福・私・岡山]54 

西南学院大学[商・私・福岡]54 

立命館アジア太平洋大[アジ・大分]54 

自治医科大学[看護・私・栃木]53 

獨協大学[法・私・埼玉]53 

共立女子大学[家政・私・東京]53 

駒澤大学[経済・私・東京]53 

芝浦工業大学[シス理工・私・東京]53 

順天堂大学[医療看護・私・東京]53 

昭和大学[薬・私・東京]53 

白百合女子大学[文・私・東京]53 

成蹊大学[理工・私・東京]53 

専修大学[経営・私・東京]53 

専修大学[商・私・東京]53 

専修大学[ネットワーク・私・東京]53 

東洋大学[国際地域・私・東京]53 

日本大学[商・私・東京]53 

愛知大学[文・私・愛知]51 

愛知医科大学[看護・私・愛知]51 

愛知学院大学[文・私・愛知]51 

愛知学院大学[心身科・私・愛知]51 

愛知淑徳大学[メディア・私・愛知]51 

愛知淑徳大学[交流文化・私・愛知]51 

金城学院大学[人間科・私・愛知]51 

中京大学[現代社会・私・愛知]51 

東海学園大学[人間健康・私・愛知]51 

豊田工業大学[工・私・愛知]51 

名城大学[経済・私・愛知]51 

名城大学[理工・私・愛知]51 

鈴鹿医療科学大学[保健衛・三重]51 

京都産業大学[理・私・京都]51 

京都文教大学[臨床心理・私・京都]51 

大阪歯科大学[歯・私・大阪]51 

四天王寺大学[教育・私・大阪]51 

関西学院大学[神・私・兵庫]51 

甲南女子大学[看護リハビ・私・兵庫]51 

皇學館大学[教育・私・三重]51 

中村学園大学[人間発達・私・福岡]51 

福岡大学[法・私・福岡]51 

福岡大学[経済・私・福岡]51 

福岡大学[医看護・私・福岡]51 

福岡歯科大学[歯・私・福岡]51 

北星学園大学[社会福祉・北海道]50 

北海学園大学[経済・私・北海道]50 

北海学園大学[人文・私・北海道]50 

東北学院大学[法・私・宮城]50 

埼玉医科大学[保健医療・私・埼玉]50 

城西大学[薬・私・埼玉]50 

文教大学[健康栄養・私・埼玉]50 

帝京平成大学[薬・私・千葉]50 

大妻女子大学[文・私・東京]50 

桜美林大学[総合文化・私・東京]50 

さくらの個別指導 （さくら教育研究所）



日本大学[理工・私・東京]53 

帝京平成大学[健康メデ・私・東京]53 

中京大学[経営・私・愛知]53 

中京大学[総合政策・私・愛知]53 

名古屋学芸大学[ヒュー・私・愛知]53 

名城大学[農・私・愛知]53 

名古屋外国語大学[外国・私・愛知]53 

同志社女子大学[薬・私・京都]53 

龍谷大学[経済・私・京都]53 

龍谷大学[経営・私・京都]53 

関西外国語大学[外国語・私・大阪]53 

摂南大学[薬・私・大阪]53 

甲南大学[経済・私・兵庫]53 

吉備国際大学[保健科・私・岡山]53 

広島国際大学[看護・私・広島]53 

東北学院大学[文・私・宮城]52 

東北学院大学[教養・私・宮城]52 

東北福祉大学[子ども科・私・宮城]52 

文教大学[人間科・私・埼玉]52 

国士舘大学[政経・私・東京]52 

国士舘大学[文・私・東京]52 

駒澤大学[法・私・東京]52 

駒澤大学[グローバル・私・東京]52 

順天堂大学[保健看護・私・東京]52 

上智大学[神・私・東京]52 

昭和大学[歯・私・東京]52 

昭和女子大学[人間社会・私・東京]52 

清泉女子大学[文・私・東京]52 

聖路加看護大学[看護・私・東京]52 

帝京大学[文・私・東京]52 

帝京大学[医療技術・私・東京]52 

東海大学[体育・私・東京]52 

東京都市大学[工・私・東京]52 

東京農業大学[農・私・東京]52 

東京薬科大学[生命科学・私・東京]52 

杏林大学[保健・私・東京]50 

駒澤大学[医療健康科・私・東京]50 

昭和女子大学[人間文化・私・東京]50 

創価大学[経営・私・東京]50 

創価大学[文・私・東京]50 

創価大学[工・私・東京]50 

玉川大学[芸術・私・東京]50 

玉川大学[農・私・東京]50 

東京家政大学[人文・私・東京]50 

東京女子医科大学[看護・私・東京]50 

日本大学[歯・私・東京]50 

日本社会事業大学[社会福祉・東京]50 

目白大学[保健医療・私・東京]50 

相模女子大学[栄養科・私・神奈川]50 

横浜薬科大学[薬・私・神奈川]50 

愛知学院大学[薬・私・愛知]50 

愛知淑徳大学[健康医療・私・愛知]50 

愛知淑徳大学[福祉貢献・私・愛知]50 

愛知淑徳大学[ビジネス・私・愛知]50 

金城学院大学[文・私・愛知]50 

椙山女学園大学[人間関・私・愛知]50 

椙山女学園大学[教育・私・愛知]50 

南山大学[情報理工・私・愛知]50 

日本福祉大学[子ども発達・私・愛知]50 

名城大学[法・私・愛知]50 

名城大学[経営・私・愛知]50 

京都橘大学[文・私・京都]50 

京都橘大学[人間発達・私・京都]50 

佛教大学[社会・私・京都]50 

大阪経済大学[経営情報・私・大阪]50 

大阪工業大学[工・私・大阪]50 

近畿大学[生物理工・私・大阪]50 

摂南大学[法・私・大阪]50 

甲南大学[理工・私・兵庫]50 

神戸学院大学[人文・私・兵庫]50 
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東邦大学[医看・私・東京]52 

東洋大学[法・私・東京]52 

日本大学[薬・私・東京]52 

武蔵野大学[文・私・東京]52 

武蔵野大学[政治経済・私・東京]52 

立正大学[心理・私・東京]52 

立正大学[文・私・東京]52 

神戸学院大学[栄養・私・兵庫]50 

神戸女子大学[文・私・兵庫]50 

武庫川女子大学[薬・私・兵庫]50 

奈良大学[文・私・奈良]50 

松山大学[人文・私・愛媛]50 

松山大学[法・私・愛媛]50 

福岡大学[商・私・福岡]50 
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