
大学等における修学の支援に関する法律（令和元年法律第８号）

による修学支援の対象機関となる大学等（確認大学等）について

令 和 元 年 ９ 月 ２ ０ 日

文 部 科 学 省

（国立大学）

確認大学等の名称 確認大学等の所在地 設置者の名称 設置者の主たる事務所の所在地 備考

北海道大学 北海道札幌市北区北8条西5丁目 国立大学法人北海道大学 北海道札幌市北区北8条西5丁目

北海道教育大学 北海道札幌市北区あいの里5条3丁目1番3号 国立大学法人北海道教育大学 北海道札幌市北区あいの里5条3丁目1番3号

室蘭工業大学 北海道室蘭市水元町27番1号 国立大学法人室蘭工業大学 北海道室蘭市水元町27番1号

小樽商科大学 北海道小樽市緑3-5-21 国立大学法人小樽商科大学 北海道小樽市緑3-5-21

帯広畜産大学 北海道帯広市稲田町西2線11番地 国立大学法人帯広畜産大学 北海道帯広市稲田町西2線11番地

旭川医科大学 北海道旭川市緑が丘東2条1丁目1番1号 国立大学法人旭川医科大学 北海道旭川市緑が丘東2条1丁目1番1号

北見工業大学 北海道北見市公園町165番地 国立大学法人北見工業大学 北海道北見市公園町165番地

弘前大学 青森県弘前市文京町1 国立大学法人弘前大学 青森県弘前市文京町1

岩手大学 岩手県盛岡市上田三丁目18番8号 国立大学法人岩手大学 岩手県盛岡市上田三丁目18番8号

東北大学 宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号 国立大学法人東北大学 宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号

宮城教育大学 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉149 国立大学法人宮城教育大学 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉149

秋田大学 秋田県秋田市手形学園町1番1号 国立大学法人秋田大学 秋田県秋田市手形学園町1番1号

山形大学 山形県山形市小白川町1丁目4-12 国立大学法人山形大学 山形県山形市小白川町1丁目4-12

福島大学 福島県福島市金谷川1番地 国立大学法人福島大学 福島県福島市金谷川1番地

茨城大学 茨城県水戸市文京2-1-1 国立大学法人茨城大学 茨城県水戸市文京2-1-1

筑波大学 茨城県つくば市天王台1-1-1 国立大学法人筑波大学 茨城県つくば市天王台1-1-1

筑波技術大学 茨城県つくば市天久保4-3-15 国立大学法人筑波技術大学 茨城県つくば市天久保4-3-15

宇都宮大学 栃木県宇都宮市峰町350 国立大学法人宇都宮大学 栃木県宇都宮市峰町350

群馬大学 群馬県前橋市荒牧町四丁目2番地 国立大学法人群馬大学 群馬県前橋市荒牧町四丁目2番地

埼玉大学 埼玉県さいたま市桜区下大久保255 国立大学法人埼玉大学 埼玉県さいたま市桜区下大久保255

千葉大学 千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33 国立大学法人千葉大学 千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33

東京大学 東京都文京区本郷7丁目3番1号 国立大学法人東京大学 東京都文京区本郷7丁目3番1号

東京医科歯科大学 東京都文京区湯島1-5-45
国立大学法人東京医科歯科大
学

東京都文京区湯島1-5-45

東京外国語大学 東京都府中市朝日町3-11-1 国立大学法人東京外国語大学 東京都府中市朝日町3-11-1

東京学芸大学 東京都小金井市貫井北町4-1-1 国立大学法人東京学芸大学 東京都小金井市貫井北町4-1-1

東京農工大学 東京都府中市晴見町三丁目8番1号 国立大学法人東京農工大学 東京都府中市晴見町三丁目8番1号

東京芸術大学 東京都台東区上野公園12-8 国立大学法人東京芸術大学 東京都台東区上野公園12-8

東京工業大学 東京都目黒区大岡山2-12-1 国立大学法人東京工業大学 東京都目黒区大岡山2-12-1

東京海洋大学 東京都港区港南4-5-7 国立大学法人東京海洋大学 東京都港区港南4-5-7

お茶の水女子大学 東京都文京区大塚2丁目1番1号
国立大学法人お茶の水女子大
学

東京都文京区大塚2丁目1番1号

電気通信大学 東京都調布市調布ヶ丘1-5-1 国立大学法人電気通信大学 東京都調布市調布ヶ丘1-5-1

一橋大学 東京都国立市中二丁目1番地 国立大学法人一橋大学 東京都国立市中二丁目1番地

横浜国立大学 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台79-1 国立大学法人横浜国立大学 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台79-1

新潟大学 新潟県新潟市西区五十嵐2の町8050番地 国立大学法人新潟大学 新潟県新潟市西区五十嵐2の町8050番地

長岡技術科学大学 新潟県長岡市上富岡町1603-1
国立大学法人長岡技術科学大
学

新潟県長岡市上富岡町1603-1

上越教育大学 新潟県上越市山屋敷町1番地 国立大学法人上越教育大学 新潟県上越市山屋敷町1番地

富山大学 富山県富山市五福3190 国立大学法人富山大学 富山県富山市五福3190

金沢大学 石川県金沢市角間町 国立大学法人金沢大学 石川県金沢市角間町

福井大学 福井県福井市文京3-9-1 国立大学法人福井大学 福井県福井市文京3-9-1

山梨大学 山梨県甲府市武田4-4-37 国立大学法人山梨大学 山梨県甲府市武田4-4-37

信州大学 長野県松本市旭3-1-1 国立大学法人信州大学 長野県松本市旭3-1-1

岐阜大学 岐阜県岐阜市柳戸1-1 国立大学法人岐阜大学 岐阜県岐阜市柳戸1-1

静岡大学 静岡県静岡市駿河区大谷836番地 国立大学法人静岡大学 静岡県静岡市駿河区大谷836番地

浜松医科大学 静岡県浜松市東区半田山一丁目20番1号 国立大学法人浜松医科大学 静岡県浜松市東区半田山一丁目20番1号

名古屋大学 愛知県名古屋市千種区不老町 国立大学法人名古屋大学 愛知県名古屋市千種区不老町
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愛知教育大学 愛知県刈谷市井ヶ谷町広沢1 国立大学法人愛知教育大学 愛知県刈谷市井ヶ谷町広沢1

名古屋工業大学 愛知県名古屋市昭和区御器所町 国立大学法人名古屋工業大学 愛知県名古屋市昭和区御器所町

豊橋技術科学大学 愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘1-1
国立大学法人豊橋技術科学大
学

愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘1-1

三重大学 三重県津市栗真町屋町1577 国立大学法人三重大学 三重県津市栗真町屋町1577

滋賀大学 滋賀県彦根市馬場1丁目1番1号 国立大学法人滋賀大学 滋賀県彦根市馬場1丁目1番1号

滋賀医科大学 滋賀県大津市瀬田月輪町 国立大学法人滋賀医科大学 滋賀県大津市瀬田月輪町

京都大学 京都府京都市左京区吉田本町 国立大学法人京都大学 京都府京都市左京区吉田本町

京都教育大学 京都府京都市伏見区深草藤森町1番地 国立大学法人京都教育大学 京都府京都市伏見区深草藤森町1番地

京都工芸繊維大学 京都府京都市左京区松ヶ崎橋上町1番地
国立大学法人京都工芸繊維大
学

京都府京都市左京区松ヶ崎橋上町1番地

大阪大学 大阪府吹田市山田丘1-1 国立大学法人大阪大学 大阪府吹田市山田丘1-1

大阪教育大学 大阪府柏原市旭ヶ丘 4-698-1 国立大学法人大阪教育大学 大阪府柏原市旭ヶ丘 4-698-1

兵庫教育大学 兵庫県加東市下久米942-1 国立大学法人兵庫教育大学 兵庫県加東市下久米942-1

神戸大学 兵庫県神戸市灘区六甲台町1-1 国立大学法人神戸大学 兵庫県神戸市灘区六甲台町1-1

奈良教育大学 奈良県奈良市高畑町 国立大学法人奈良教育大学 奈良県奈良市高畑町

奈良女子大学 奈良県奈良市北魚屋東町 国立大学法人奈良女子大学 奈良県奈良市北魚屋東町

和歌山大学 和歌山県和歌山市栄谷930 国立大学法人和歌山大学 和歌山県和歌山市栄谷930

鳥取大学 鳥取県鳥取市湖山町南四丁目101 国立大学法人鳥取大学 鳥取県鳥取市湖山町南四丁目101

島根大学 島根県松江市西川津町1060 国立大学法人島根大学 島根県松江市西川津町1060

岡山大学 岡山県岡山市北区津島中一丁目1-1 国立大学法人岡山大学 岡山県岡山市北区津島中一丁目1-1

広島大学 広島県東広島市鏡山一丁目3番2号 国立大学法人広島大学 広島県東広島市鏡山一丁目3番2号

山口大学 山口県山口市吉田1677-1 国立大学法人山口大学 山口県山口市吉田1677-1

徳島大学 徳島県徳島市新蔵町2丁目24番地 国立大学法人徳島大学 徳島県徳島市新蔵町2丁目24番地

鳴門教育大学 徳島県鳴門市鳴門町高島字中島748 国立大学法人鳴門教育大学 徳島県鳴門市鳴門町高島字中島748

香川大学 香川県高松市幸町1番1号 国立大学法人香川大学 香川県高松市幸町1番1号

愛媛大学 愛媛県松山市文京町3番 国立大学法人愛媛大学 愛媛県松山市道後樋又10番13号

高知大学 高知県高知市曙町二丁目5番1号 国立大学法人高知大学 高知県高知市曙町二丁目5番1号

福岡教育大学 福岡県宗像市赤間文教町1番1号 国立大学法人福岡教育大学 福岡県宗像市赤間文教町1番1号

九州大学 福岡県福岡市西区元岡744 国立大学法人九州大学 福岡県福岡市西区元岡744

九州工業大学 福岡県北九州市戸畑区仙水町1-1 国立大学法人九州工業大学 福岡県北九州市戸畑区仙水町1-1

佐賀大学 佐賀県佐賀市本庄町1 国立大学法人佐賀大学 佐賀県佐賀市本庄町1

長崎大学 長崎県長崎市文教町1番14号 国立大学法人長崎大学 長崎県長崎市文教町1番14号

熊本大学 熊本県熊本市中央区黒髪2丁目39番1号 国立大学法人熊本大学 熊本県熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

大分大学 大分県大分市大字旦野原700番地 国立大学法人大分大学 大分県大分市大字旦野原700番地

宮崎大学 宮崎県宮崎市学園木花台西1-1 国立大学法人宮崎大学 宮崎県宮崎市学園木花台西1-1

鹿児島大学 鹿児島県鹿児島市郡元1丁目21番24号 国立大学法人鹿児島大学 鹿児島県鹿児島市郡元1丁目21番24号

鹿屋体育大学 鹿児島県鹿屋市白水町1番地 国立大学法人鹿屋体育大学 鹿児島県鹿屋市白水町1番地

琉球大学 沖縄県中頭郡西原町字千原1番地 国立大学法人琉球大学 沖縄県中頭郡西原町字千原1番地

（注）確認大学等の所在地は、当該大学等の主たるキャンパスの所在地を記載しています。

　　主たるキャンパス以外の所在地については、当該大学等による公表情報をご参照願います。
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