世界 規模の間違 い(http://st-nagaya.jp/) > 第一 部 > ７ 洗 脳教育と大 学の立場

７ 洗脳教育と大学の立場
大学へ問いかけ（2013年3月～）
人の立場には、天秤にかけたが如く、それ相当の使命や責任が伴う。この精神の
もと、当会の長屋修は新たな「速度比較の原理（宇宙の仕組み）」を子供達に教え
たのだが、不当な手段によって排除された。他方、東京大学は正攻法、つまり速度
比較の原理に対する反証を試みてきた。しかし、
【世界規模の間違い http://st-nagaya.jp/ (教育警察委員会…補足の２) 】の通り、討
議を途中で投げ出してしまったのである。
速度の比較ができなければ日常生活は成り立たない。地球上で導かれる各運動体
の速度は何時でも何処でもどの方向でも、また誰にでも比較ができる。この経験事
実は速度比較の原理の存在を意味する。ここで重要なのは、速度比較の原理は初等
教育の範疇の問題だが、大学関係者もこの原理に反する教育を受けてきた為、欠陥
教育（今や洗脳教育）の連鎖になっていることである。
洗脳教育の連鎖は大学関係者が「速度比較の原理を承認」と声をあげるだけで断
ち切れる。或いは「否定」すれば問題は片付くが、原理の反証を提示しなければな
らない。更に「黙殺（返答拒否も含む）」という手もなくはないが、この場合は悪
魔に魂を売った輩の行為となる。何故なら、大学関係者にとって速度比較の原理は
容易に理解できる事柄であるからである。すなわち、この黙殺は、十分に承知の上
となるべき、悲劇の子供達の見殺し（洗脳教育の続行）、学問の発展の妨害、宇宙
の仕組みに逆らう考え方の先達など重大悪辣な行為なのである。ちなみに、マスメ
ディア関係者の情報操作にしても、この黙殺と同様の結果をもたらす。彼らの能力
からすれば速度比較の原理（世界共通の常識）が分からぬ筈はないからである。
以上により、子供達への洗脳教育の事件を解決する為に速度比較の原理を承認す
るか、或いは反証するかを全ての大学関係者に問うことにする。大学の名誉と威信
にかけて自発的に回答されることを望むが、関係方面にメールで知らせるよう当方
も努力する。なお、問いかけ先は順次掲載し、回答期限はメール発送日から三ヶ月
以内としておく。それから、回答の場は逐一そして皆にも分かる様、Googleグルー
プのfj.sci.physics（件名：速度比較の原理）
https://groups.google.com/d/topic/fj.sci.physics/mYmDNtmmnYM/discussion
とすることにする。

大学という仮面（2013年6月～）
世界中の何も知らない子供達に対する洗脳教育。この由々しき事件は、新たな速
度比較の原理の正誤によってのみ解決する。ここで一見、この正誤の問題に大学が
答えなくても自由なように思えるが、そうではない。何故なら、かかる事態を大学
当局が握り潰していた場合、大学当局は学生達に「悪魔に魂を売った輩」という烙
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印を負わせることになるからである。すなわち、学生達は濡れ衣を着せられるので
ある。そこで、後々の為に、該当の大学へ下記の通知を行っておくことにする。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------件名:
大学生達への確認
差出人: 長屋修 < standard@st-nagaya.jp >
宛先:
○○○○○
送信日時: 2013年○月○日
>
○○○○大学は「洗脳教育と大学の立場（検索せよ）」の通り、名誉も威信も
> 捨ててしまった（2013年○月○日現在）。つまり、＊学問の発展の妨害と世界中
> の子供達への洗脳教育、を容認する【悪魔に魂を売った輩】である。その根拠を
> 下にあげておくことにする。
>
Ⅰ：速さ（速度）を比較する際、ゴールを一つに限定しなければならないのは
>
子供でも知っている経験事実であり、これを「速度比較の原理」と呼ぶこ
>
とにした。そして、＊本事件は速度比較の原理の「正誤」の問題に帰着す
>
る為、その検証は最重要課題である。先ず「誤」の証明だが、これは経験
>
事実に矛盾するから成立しない。従って「正」であり、「速度比較の原理
>
は人類の知的財産」である。
>
Ⅱ：次に、速度比較の原理の「黙殺」について論じておく。この場合、確かな
>
ことは黙殺の事実だけである。
>
Ⅲ：速度比較の原理は誰もが日常使っている経験事実である。そして、速度比
>
較の原理は＊本事件の要となっている。従って、速度比較の原理を黙殺し
>
た事実は、必然的に＊本事件を容認する行為となる。
> という事実関係が既に成り立ち、これが「悪魔に魂を売った輩」の証拠である。
>
【この通知は大学生達の真意の確認だから、大学当局は握り潰さぬこと】
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

追記
従来の教育が間違っていることを、日本語ウィキペディア百科事典（Wikimedia
Foundation）で確認できる。例えば、「教育」「物理学」「数学」などを調べてみ
ると、そこには太文字で、
【この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です】
という断り書きが張り付けられている（関係項目数十件あり）。
※ 本事件は学術論争の類いではない。子供達が十分に知っている日常生活の規範
に反する教育を、教育委員会の弾圧や法務省の不法な権力行使によって続行し
ている事件である（子供達を見殺しにするのは虐待行為と同様 2017年1月）。
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大学一覧（2013年3月～）
◇ ア
03月05日
03月06日
03月06日
03月11日
03月11日
03月12日
03月25日
03月27日
03月28日
03月29日
03月29日
03月29日
04月01日
04月01日
04月02日
04月02日
04月02日
04月02日
04月03日
04月03日
04月03日
04月04日
04月04日
04月04日
04月05日
04月05日
04月05日
04月05日
04月05日
04月08日
04月08日

愛国学園大学 http://www.aikoku-u.ac.jp/top/17-2/1702-2.html
愛知大学
nsomu@aichi-u.ac.jp
愛知医科大学 soumu@aichi-med-u.ac.jp
愛知学院大学 agukyomu@dpc.agu.ac.jp
愛知学泉大学 gakusen-info@gakusen.ac.jp
愛知教育大学 hisyokouhou@m.auecc.aichi-edu.ac.jp
愛知県立大学 jim@bur.aichi-pu.ac.jp
愛知県立芸術大学 https://www.aichi-fam-u.ac.jp/ja/contact.html
愛知工科大学 jim@aut.ac.jp
愛知工業大学 gakumu@aitech.ac.jp
愛知産業大学 info@asu.ac.jp
愛知淑徳大学 https://www.aasa.ac.jp/cgi-bin/guidance/webmaster.cgi
愛知東邦大学 https://www.aichi-toho.ac.jp/contact/
愛知文教大学（足立学園総合研究所） kikaku@abu.ac.jp
愛知みずほ大学 info@mizuho-c.ac.jp
会津大学
cl-innov@u-aizu.ac.jp
藍野大学
nyusi@kanri-u.aino.ac.jp
青森大学
jimukyoku@aomori-u.ac.jp
青森県立保健大学 webmaster@auhw.ac.jp
青森公立大学 wwwadmin@nebuta.ac.jp
青森中央学院大学
https://www.aomoricgu.ac.jp/admissions/request_aplication/inquiry_exam/
青山学院大学 lawschool@als.aoyama.ac.jp
秋田大学
somusomu@jimu.akita-u.ac.jp
http://www.akita-university-gaming-simulation.jp/idomlab/mailfrm.php
秋田看護福祉大学 wwwadm@well.ac.jp
秋田県立大学 koho_akita@akita-pu.ac.jp
秋田公立美術大学 ro-pleu@city.akita.akita.jp
7月18日追加 ro-mcmn@city.akita.akita.jp
朝日大学
http://www.asahi-u.ac.jp/m_contact.html
7月18日追加 w-admin@alice.asahi-u.ac.jp
旭川大学
https://www.asahikawa-u.ac.jp/contents/mail_contact.php
旭川医科大学 sho-kenkyu@jimu.asahikawa-med.ac.jp
麻布大学
research@azabu-u.ac.jp
亜細亜大学
hisho@asia-u.ac.jp
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04月08日
04月08日
04月08日
04月08日
04月09日
04月09日
04月10日
04月10日
04月11日
04月11日
04月11日
04月11日
04月11日
04月11日
04月12日
04月12日
04月12日
04月12日
04月12日
04月12日
04月15日
04月15日
04月16日
04月16日
04月16日
04月16日
04月16日
04月17日
04月17日
04月17日
04月18日
04月18日
04月18日
04月18日
04月18日
04月18日

足利工業大学 hucc@ashitech.ac.jp
芦屋大学
https://www.ashiya-e.jp/inquiry/index.php?ins=3
跡見学園女子大学 dweb@mmc.atomi.ac.jp
石川県立大学 jimu@ishikawa-pu.ac.jp
石川県立看護大学 sogocen@ishikawa-nu.ac.jp
石巻専修大学 isu-koho@isenshu-u.ac.jp
茨城キリスト教大学 https://securewww.icc.ac.jp/nyushi/faq_form.html
7月18日追加 nyushi@icc.ac.jp
茨城県立医療大学 webmaster@ipu.ac.jp
いわき明星大学 ishimaru@iwakimu.ac.jp
岩手大学
ssomu@iwate-u.ac.jp
岩手医科大学 kansa@j.iwate-med.ac.jp
岩手県立大学 management@ml.iwate-pu.ac.jp
植草学園大学 http://www.uekusa.ac.jp/inquiry
上野学園大学 info@uenogakuen.ac.jp
茨城大学
ishiih@mx.ibaraki.ac.jp
7月19日追加 http://www.ibaraki.ac.jp/generalinfo/inquiry/index.html
宇都宮大学
plan@miya.jm.utsunomiya-u.ac.jp
宇都宮共和大学（学校法人須賀学園） nyushi@kyowa-u.ac.jp
宇部フロンティア大学（学校法人香川学園） info@frontier-u.jp
浦和大学（学校法人九里学園） soumu@urawa.ac.jp
ＳＢＩ大学院大学 admin@sbi-u.ac.jp
江戸川大学
soumu@edogawa-u.ac.jp
愛媛大学
https://www.ehime-u.ac.jp/contact/form.html?sec=3
愛媛県立医療技術大学 koho@epu.ac.jp
エリザベト音楽大学 kikaku01@eum.ac.jp
奥羽大学（学校法人晴川学舎） info@ohu-u.ac.jp
桜花学園大学 koho@nagoyacollege.ac.jp
追手門学院大学 somu@office.otemon.ac.jp
桜美林大学
admssn@obirin.ac.jp
大分大学
koho@oita-u.ac.jp
大分県立看護科学大学 info@oita-nhs.ac.jp
大阪大学
ki-kousyagaku-kouhou@office.osaka-u.ac.jp
大阪青山大学 adm21@osaka-aoyama.ac.jp
大阪医科大学 http://www.osaka-med.ac.jp/others/inquiry/input.html
大阪大谷大学 soumu@osaka-ohtani.ac.jp
大阪音楽大学 info@daion.ac.jp
大阪学院大学 www-admin@ogu.ac.jp
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04月19日
04月19日
04月22日
04月22日
04月22日
04月22日
04月22日
04月23日
04月23日
04月23日
04月23日
04月23日
04月24日
04月24日
04月24日
04月24日
04月25日
04月25日
04月25日
04月25日
04月25日
05月08日
05月08日
05月08日
05月08日
05月08日
05月08日
05月08日
05月09日
05月09日
05月09日
05月09日

大阪河崎リハビリテーション大学（学校法人河崎学園）
https://www.kawasakigakuen.ac.jp/inquiry/
大阪観光大学（学校法人明浄学院） webmaster@tourism.ac.jp
大阪教育大学 kouhou@bur.osaka-kyoiku.ac.jp
大阪経済大学 kouhou@osaka-ue.ac.jp
大阪経済法科大学 syomu@keiho-u.ac.jp
大阪芸術大学（学校法人塚本学院） library@osaka-geidai.ac.jp
somu@tsukamoto-gakuin.ac.jp
大阪工業大学（学校法人常翔学園）
https://www.oit.ac.jp/japanese/otoiawase/index.php?id=kik
大阪国際大学 nyushi@oiu.ac.jp
大阪産業大学 jyoka@cnt.osaka-sandai.ac.jp
大阪歯科大学 https://www.osaka-dent.ac.jp/contact/index.php
大阪樟蔭女子大学（学校法人樟蔭学園）
https://www.osaka-shoin.ac.jp/request/inquiry.html
大阪商業大学（学校法人谷岡学園） nyugaku@oucow.daishodai.ac.jp
大阪女学院大学 admi@wilmina.ac.jp
大阪市立大学 https://www.osaka-cu.ac.jp/ja/contact/form/faculty_law
大阪成蹊大学（学校法人大阪成蹊学園） nyu@osaka-seikei.ac.jp
大阪総合保育大学（学校法人城南学園） sohodai@jonan.ac.jp
大阪体育大学（学校法人浪商学園） journal@ouhs.ac.jp
大阪電気通信大学 http://www.osakac.ac.jp/cgi-bin/form_index.cgi?id=013
大阪人間科学大学（学校法人薫英学園） shomu@kun.ohs.ac.jp
大阪府立大学 https://www.osakafu-u.ac.jp/information/mailform.html
大阪保健医療大学（学校法人福田学園） info@ohsu.ac.jp
大手前大学
koho@otemae.ac.jp
大宮法科大学院大学（学校法人佐藤栄学園）
http://www.omiyalaw.ac.jp/top/contact.html
大原大学院大学 grad@o-hara.ac.jp
岡崎女子大学（学校法人清光学園） soumu@okazaki-c.ac.jp
岡山大学
aax7007@adm.okayama-u.ac.jp
岡山学院大学（学校法人原田学園） owc@owc.ac.jp
岡山県立大学 https://www.oka-pu.ac.jp/?page_id=3509
岡山商科大学（学校法人吉備学園） info-j@po.osu.ac.jp
岡山理科大学（学校法人加計学園） kouhou@ous.ac.jp
沖縄大学（学校法人嘉数学園）
http://www.okinawa-u.ac.jp/allToiawaseForm.php
沖縄県立看護大学 jimukyoku@okinawa-nurs.ac.jp

- 5 -

世界 規模の間違 い(http://st-nagaya.jp/) > 第一 部 > ７ 洗 脳教育と大 学の立場

05月10日
05月10日
05月10日
05月10日
05月10日
05月10日
05月10日
05月10日
◇ カ
03月05日
03月06日

沖縄キリスト教学院大学 somu@ocjc.ac.jp
沖縄県立看護大学 jimukyoku@okinawa-nurs.ac.jp
沖縄県立芸術大学 general@okigei.ac.jp
沖縄国際大学 genchr@okiu.ac.jp
小樽商科大学 shomu@office.otaru-uc.ac.jp
お茶の水女子大学 hisyotan@cc.ocha.ac.jp
尾道市立大学 jimukyok@onomichi-u.ac.jp
帯広畜産大学 soumu@obihiro.ac.jp

カーネギーメロン大学日本校 info@cmuj.jp
海上保安大学校（海上保安庁）
https://www.jcga.ac.jp/cgi-bin/iken/contact2.cgi
03月06日 嘉悦大学
uao@kaetsu.ac.jp
03月11日 香川大学
http://www.kagawa-u.ac.jp/contact/mail_form/
03月11日 香川県立保健医療大学 satoh@chs.pref.kagawa.jp
03月11日 学習院大学
poligsps@gakushuin.ac.jp
03月25日 学習院女子大学 http://www.gwc.gakushuin.ac.jp/contact/
03月27日 鹿児島大学
soumhosa@kuas.kagoshima-u.ac.jp
03月28日 鹿児島国際大学 kouhou@ofc.iuk.ac.jp
03月29日 鹿児島純心女子大学 exa@jundai.k-junshin.ac.jp
03月29日 活水女子大学 wwwadmin@kwassui.ac.jp
03月29日 神奈川大学
admissioncenter@kanagawa-u.ac.jp
04月01日 神奈川県立保健福祉大学
https://cgi.pref.kanagawa.jp/ques/questionnaire.php?openid=2000000028&check
7月19日追加 http://www.kuhs.ac.jp/?page_id=757
04月01日 神奈川工科大学 https://www.kait.jp/inquiry/inquiry.php?q=5
04月02日 神奈川歯科大学 gakusei@kdcnet.ac.jp
04月02日 金沢大学
risomu@adm.kanazawa-u.ac.jp
04月02日 金沢医科大学 webmaster@kanazawa-med.ac.jp
04月02日 金沢学院大学 nyushi@kanazawa-gu.ac.jp
04月03日 金沢工業大学 www-admin@kanazawa-it.ac.jp
04月03日 金沢星稜大学 http://www.seiryo-u.ac.jp/form/i_toiawase.html
04月03日 金沢美術工芸大学
http://www.kanazawa-bidai.ac.jp/www/contents/inquiry/index.html
04月04日 鹿屋体育大学 soumu@nifs-k.ac.jp
04月04日 鎌倉女子大学 shu1181@kamakura-u.ac.jp
11月29日追加 toiawase@kamakura-u.ac.jp
04月04日 亀田医療大学 kamedadaigaku@kameda.ac.jp
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04月05日
04月05日
04月05日
04月05日
04月05日
04月08日
04月08日
04月08日
04月08日
04月08日
04月08日
04月09日
04月09日
04月10日
04月10日
04月10日
04月11日
04月11日
04月11日
04月11日
04月11日
04月11日
04月12日
04月12日
04月12日
04月12日
04月12日
04月15日
04月15日
04月16日
04月16日
04月16日
04月16日
04月16日
04月17日
04月17日

川崎医科大学 gakumu@med.kawasaki-m.ac.jp
川崎医療福祉大学
https://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/cont/toiawase.php?mail=1
川村学園女子大学 hanadokei@kgwu.ac.jp
関西大学
k-hobun@ml.kandai.jp
関西医科大学 kmuinfo@hirakata.kmu.ac.jp
関西医療大学 info@kansai.ac.jp
関西外国語大学 webmaster@kansaigaidai.ac.jp
関西看護医療大学 kouhou@kki.ac.jp
関西国際大学 pres-sec@kuins.ac.jp
関西福祉大学 soumu@kusw.ac.jp
関西福祉科学大学 eap-ins@forest.ocn.ne.jp
関西学院大学 kglawschool@kwansei.ac.jp
環太平洋大学 nk@ipu-japan.ac.jp
神田外語大学 prunit@kanda.kuis.ac.jp
関東学院大学 kouhou@kanto-gakuin.ac.jp
関東学園大学 kohouniv@kanto-gakuen.ac.jp
気象大学校（気象庁） mc_web@mc-jma.go.jp
畿央大学
soumu@kio.ac.jp
北九州市立大学 shomu@kitakyu-u.ac.jp
北里大学
honbu@kitasato-u.ac.jp
北見工業大学 soumu04@desk.kitami-it.ac.jp
吉備国際大学 koho@kiui.ac.jp
岐阜大学
soumubu@gifu-u.ac.jp
岐阜医療科学大学 gcmtj@u-gifu-ms.ac.jp
岐阜経済大学 https://www.gifu-keizai.ac.jp/form/inquiry/index.html
岐阜県立看護大学 soumu@gifu-cn.ac.jp
岐阜聖徳学園大学 fukuda@ha.shotoku.ac.jp
岐阜女子大学 info@gijodai.ac.jp
岐阜薬科大学 kyomu@gifu-pu.ac.jp
九州大学
syssomu1@jimu.kyushu-u.ac.jp
九州栄養福祉大学 nyushi@hcc.ac.jp
九州看護福祉大学 office@kyushu-ns.ac.jp
7月28日追加 library@kyushu-ns.ac.jp ; nyushi@kyushu-ns.ac.jp
九州共立大学（学校法人福原学園） funato@kyukyo-u.ac.jp
九州女子大学（学校法人福原学園） soumuka@kwuc.ac.jp
九州工業大学 sou-kouhou@jimu.kyutech.ac.jp
九州国際大学 http://www.kiu.ac.jp/offices/contact/
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04月17日
04月17日
04月18日
04月18日
04月18日
04月18日
04月18日
04月18日
04月18日
04月18日
04月19日
04月19日
04月22日
04月22日
04月22日
04月22日
04月22日
04月22日
04月22日
04月22日
04月22日
04月22日
04月23日
04月23日
04月23日
04月23日
04月23日
04月24日
04月24日
04月24日
04月24日
04月25日
04月25日
04月25日
04月25日
04月25日
05月08日

九州産業大学 gakugairenkei@ip.kyusan-u.ac.jp
九州歯科大学 kohno@kyu-dent.ac.jp
九州情報大学 sakamoto@kiis.ac.jp
九州保健福祉大学 kouhou@phoenix.ac.jp
九州ルーテル学院大学 http://www.klc.ac.jp/contact/index.html
共愛学園前橋国際大学 mkc@c.kyoai.ac.jp
共栄大学
library@kyoei.ac.jp
京都大学
020kyosou@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
京都医療科学大学（学校法人島津学園） touko@kyoto-msc.jp
京都外国語大学 somu@kufs.ac.jp
京都学園大学 soumuka@kyotogakuen.ac.jp
京都華頂大学 kikaku@kyotokacho-u.ac.jp
京都教育大学 somu@kyokyo-u.ac.jp
京都光華女子大学 br@mail.koka.ac.jp
京都工芸繊維大学 https://www.kit.ac.jp/12/toiawase.php
京都嵯峨芸術大学 soumu@kyoto-saga.ac.jp
京都産業大学 ichifuji@cc.kyoto-su.ac.jp
京都情報大学院大学 https://support.kcg.edu/support.cgi
京都女子大学 gakuji@kyoto-wu.ac.jp
京都市立芸術大学 tomonokai@kcua.ac.jp
京都精華大学 soumu@kyoto-seika.ac.jp
京都造形芸術大学 kouhou@office.kyoto-art.ac.jp
京都橘大学
gen@tachibana-u.ac.jp
7月31日追加 pub@tachibana-u.ac.jp
京都ノートルダム女子大学 general@notredame.ac.jp
京都美術工芸大学 nyugaku@kyobi.ac.jp
京都府立大学 https://www.kpu.ac.jp/feedback_info.php
京都府立医科大学 soumu@koto.kpu-m.ac.jp
京都文教大学 kyoumu2@po.kbu.ac.jp
京都薬科大学 kikaku@mb.kyoto-phu.ac.jp
共立女子大学 ka-info@kyoritsu-wu.ac.jp
杏林大学
koho@ks.kyorin-u.ac.jp
桐生大学（学校法人桐生学園） library@kiryu-u.ac.jp
近畿大学
koho@msa.kindai.ac.jp
金城大学
daigaku@kinjo.ac.jp
金城学院大学 kyomu@kinjo-u.ac.jp
近大姫路大学 soumu@kindaihimeji-u.ac.jp
釧路公立大学（釧路公立大学事務組合） info@kushiro-pu.ac.jp
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05月08日
05月08日
05月08日
05月08日
05月08日
05月08日
05月09日
05月09日
05月09日
05月09日
05月09日
05月10日
05月10日
05月10日
05月10日
05月10日
05月11日
05月13日
05月13日
05月13日
05月13日
05月13日
05月13日
05月13日
05月13日
05月13日
05月13日
05月13日
05月13日
05月13日
05月13日
05月13日
05月14日
05月14日
05月14日

国立音楽大学 gakuji@kunitachi.ac.jp
熊本大学
keiei@jimu.kumamoto-u.ac.jp
熊本学園大学 koho-kgu@kumagaku.ac.jp
熊本県立大学（公立大学法人熊本県立大学）kyoumu@pu-kumamoto.ac.jp
熊本保健科学大学（学校法人銀杏学園） nyushi@kumamoto-hsu.ac.jp
8月31日追加 hiiragi@kumamoto-hsu.ac.jp ; toshokan@kumamoto-hsu.ac.jp
倉敷芸術科学大学（学校法人加計学園） koho@kusa.ac.jp
くらしき作陽大学 rihe@ksu.ac.jp
久留米大学
kikakukouhou@kurume-u.ac.jp
久留米工業大学 shomu@cc.kurume-it.ac.jp
グロービス経営大学院大学 mba-tokyo@globis.ac.jp
群馬大学
web-edu@ml.gunma-u.ac.jp
群馬医療福祉大学（学校法人昌賢学園） nyushi@shoken-gakuen.ac.jp
群馬県立県民健康科学大学
http://www.gchs.ac.jp/about-univ/outline/contactu
群馬県立女子大学 web_general@gpwu.ac.jp
群馬パース大学 paz@paz.ac.jp
敬愛大学
kulir@u-keiai.ac.jp
慶應義塾大学 www@info.keio.ac.jp
警察大学校
PPRC@npa.go.jp
恵泉女学園大学 nyushi@keisen.ac.jp
敬和学園大学 somu@keiwa-c.ac.jp
健康科学大学（学校法人富士修紅学院） soumu@kenkoudai.ac.jp
県立広島大学 puhnyusi@pu-hiroshima.ac.jp
工学院大学
gakuen_koho@sc.kogakuin.ac.jp
皇學館大学
soumu@kogakkan-u.ac.jp
甲子園大学（学校法人甲子園学院） info@koshien.ac.jp
高知大学
ks04@kochi-u.ac.jp ; center@cc.kochi-u.ac.jp
高知県立大学 wwwadmin@cc.u-kochi.ac.jp
高知工科大学 general@ml.kochi-tech.ac.jp
甲南大学
hpmaster@konan-u.ac.jp
甲南女子大学 koho@konan-wu.ac.jp
神戸大学
law-soumu@office.kobe-u.ac.jp
神戸医療福祉大学（学校法人都築第一学園） osaka@sw.kinwu.ac.jp
神戸海星女子学院大学 kaiseiweb@kaisei.ac.jp ; nyuushi@kaisei.ac.jp
神戸学院大学 kgu@j.kobegakuin.ac.jp
神戸芸術工科大学（学校法人谷岡学園）
http://www.kobe-du.ac.jp/others/contact/
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05月14日
05月14日
05月14日
05月14日
05月14日
05月14日
05月14日
05月14日
05月14日
05月14日
05月14日
05月14日
05月14日
05月14日
05月14日
05月14日
05月14日
05月15日
05月15日
05月15日
05月15日
05月15日
05月15日
05月15日
05月15日
05月15日
05月15日
05月15日
◇ サ
03月05日
03月06日
03月06日
03月11日
03月11日
03月11日

神戸国際大学（学校法人八代学院） nyushi@kobe-kiu.ac.jp
神戸市外国語大学 info@office.kobe-cufs.ac.jp
神戸市看護大学 http://www.kobe-ccn.ac.jp/contact/
神戸夙川学院大学 post@kobeshukugawa.ac.jp
神戸松蔭女子学院大学 kikaku@shoin.ac.jp
神戸情報大学院大学（学校法人コンピュータ総合学園）info@kic.ac.jp
神戸女学院大学 koho@mail.kobe-c.ac.jp ; cac@mail.kobe-c.ac.jp
神戸女子大学（学校法人行吉学園） info@kobe-wu.ac.jp
神戸親和女子大学 shomu@kobe-shinwa.ac.jp
神戸常盤大学（学校法人玉田学園） nyushi@kobe-tokiwa.ac.jp
神戸薬科大学 https://www.kobepharma-u.ac.jp/bi_inquire.html
8月10日追加 soumu@kobepharma-u.ac.jp
神戸山手大学 sky@kobe-yamate.ac.jp
高野山大学（学校法人高野山学園） shomu@koyasan-u.ac.jp
公立はこだて未来大学 a-dm@fun.ac.jp
郡山女子大学（学校法人郡山開成学園）
https://www.koriyama-kgc.ac.jp/contact/reg.php
國學院大學
https://www7.kokugakuin.ac.jp/inquiry/
国際大学（大学院大学 IUJ） info@iuj.ac.jp
国際医療福祉大学 https://www.iuhw.ac.jp/inquiry/index.html
国際教養大学 info@aiu.ac.jp
国際基督教大学 pro@icu.ac.jp
国際仏教学大学院大学（ICABS） admin@icabs.ac.jp
国際武道大学 n-center@budo-u.ac.jp
国際連合大学 http://jp.unu.edu/about/contact-us#overview
国士舘大学
libadm@kokushikan.ac.jp
国立看護大学校（独立行政法人国立国際医療研究センター）
nyushi@ncn.ac.jp
こども教育宝仙大学（学校法人宝仙学園） pub@o-hosen.ac.jp
駒澤大学
koho@komazawa-u.ac.jp
駒沢女子大学 kouhou@komajo.ac.jp
埼玉大学
埼玉医科大学
埼玉学園大学
埼玉県立大学
埼玉工業大学
佐賀大学

koueki@gr.saitama-u.ac.jp
admin@saitama-med.ac.jp
daigakuin@saigaku.ac.jp
somu@spu.ac.jp
http://www.sit.ac.jp/contactus/index.html
sagakoho@mail.admin.saga-u.ac.jp
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03月25日
03月27日
03月28日
03月29日
03月29日
03月29日
04月01日
04月01日
04月02日
04月02日
04月02日
04月02日
04月03日
04月03日
04月03日
04月04日
04月04日
04月04日
04月05日
04月05日
04月05日
04月05日
04月05日
04月08日
04月08日
04月08日
04月08日
04月08日
04月08日
04月09日
04月09日
04月10日
04月10日
04月10日
04月11日

相模女子大学 sagami-info@mail2.sagami-wu.ac.jp
佐久大学
https://www.saku.ac.jp/contact/
作新学院大学 soum@sakushin-u.ac.jp
札幌大学
koho@ofc.sapporo-u.ac.jp
札幌医科大学 kouhou@sapmed.ac.jp
札幌大谷大学 http://www.sapporo-otani.ac.jp/contact/form.html
札幌学院大学 https://qaform.sgu.ac.jp/helpdesk/open-daigakuin.php
札幌国際大学 nkoho@ad.siu.ac.jp
札幌市立大学 https://www.scu.ac.jp/inquiry/
札幌保健医療大学 public@sapporo-hokeniryou-u.ac.jp
三育学院大学 info@saniku.jp
産業能率大学 MGT@hj.sanno.ac.jp
産業医科大学 chizai@mbox.pub.uoeh-u.ac.jp
産業技術大学院大学 https://aiit.ac.jp/form/inquiry/add
山陽学園大学 http://www.sguc.ac.jp/college/college07/contact_form07.html
滋賀大学
syomu@edu.shiga-u.ac.jp
滋賀医科大学 admin@belle.shiga-med.ac.jp
http://www.shiga-med.ac.jp/toiawase/thoka.html
志學館大学
life@shigakukan.ac.jp
至学館大学
m_syomu@sgk.ac.jp
滋賀県立大学 keiei_senryaku@office.usp.ac.jp
事業創造大学院大学（学校法人新潟総合学園） info@jigyo.ac.jp
事業構想大学院大学（学校法人東教育研究団）
http://www.mpd.ac.jp/inquiry/
滋慶医療科学大学院大学 info@ghsj.ac.jp
四国大学
soumu@shikoku-u.ac.jp
四国学院大学 info@sg-u.ac.jp
四條畷学園大学 nyushika@reha.shijonawate-gakuen.ac.jp
静岡大学
https://www.shizuoka.ac.jp/inquiry/voice/?referer=http://ww
w.shizuoka.ac.jp/inquiry/index.html
静岡英和学院大学 info@shizuoka-eiwa.ac.jp
静岡県立大学 inquiry@u-shizuoka-ken.ac.jp
静岡産業大学 k-soumu@ssu.ac.jp
静岡福祉大学（学校法人静岡精華学園） somu@suw.ac.jp
静岡文化芸術大学 soumu@suac.ac.jp
静岡理工科大学 soumu@ob.sist.ac.jp
自治医科大学 http://www.jichi.ac.jp/inquiry/index.html
四天王寺大学 info@shitennoji.ac.jp
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04月11日
04月11日
04月11日
04月11日
04月12日
04月12日
04月12日
04月12日
04月12日
04月12日

04月15日
04月15日
04月16日
04月16日
04月16日
04月16日
04月16日
04月17日
04月17日
04月17日
04月18日
04月18日
04月18日
04月18日
04月18日
04月18日
04月18日
04月18日
04月19日
04月19日
04月22日
04月22日

芝浦工業大学 somu@ow.shibaura-it.ac.jp
島根大学
https://www.shimane-u.ac.jp/inquiry/1/
島根県立大学 kyoumu@admin.u-shimane.ac.jp
下関市立大学 syomu@shimonoseki-cu.ac.jp
実践女子大学（学校法人実践女子学園） ref@jissen.ac.jp
就実大学
soumu@shujitsu.ac.jp
修文大学（学校法人一宮女学園）
https://www.shubun.ac.jp/outline/inquiry/form/
秀明大学
compliance@adm.shumei-u.ac.jp
十文字学園女子大学 shomu@jumonji-u.ac.jp
淑徳大学（学校法人大乗淑徳学園）
https://www.shukutoku.ac.jp/university/inquiry/form_chiba.html
7月21日追加 http://www.shukutoku.ac.jp/university/inquiry/inquiry.html
種智院大学
http://www.shuchiin.jp/contact/
首都大学東京 info@jmj.tmu.ac.jp
純真学園大学 kyoumu@junshin-u.ac.jp
http://www.junshin-u.ac.jp/contact/
順天堂大学
bunsyo@juntendo.ac.jp
松蔭大学
webmaster@shoin-u.ac.jp
上越教育大学 http://www.juen.ac.jp/127opinion/form01.html
尚絅大学（学校法人尚絅学園） koho@shokei-gakuen.ac.jp
尚絅学院大学（学校法人尚絅学院） somuka@shokei.ac.jp
城西大学（学校法人城西大学） somuka09@stf.josai.ac.jp
7月21日追加 nyushika@stf.josai.ac.jp
城西国際大学（学校法人城西大学） webmaster@jiu.ac.jp
上智大学
sophiapr@cl.sophia.ac.jp
湘南工科大学 nyushika@center.shonan-it.ac.jp
尚美学園大学 info@s.shobi-u.ac.jp
上武大学（学校法人学文館） webmaster@jobu.ac.jp
情報科学芸術大学院大学 info@iamas.ac.jp
情報セキュリティ大学院大学（学校法人岩崎学園） iisec@iwasaki.ac.jp
昭和大学
soumu@ofc.showa-u.ac.jp
昭和音楽大学（学校法人東成学園） info@tosei-showa-music.ac.jp
昭和女子大学 soumu@swu.ac.jp
昭和薬科大学 soumu@ad.shoyaku.ac.jp
職業能力開発総合大学校（独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
構）
kanto-college02@jeed.or.jp
女子栄養大学（学校法人香川栄養学園） ksomu@eiyo.ac.jp
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04月22日
04月22日
04月22日
04月22日
04月22日
04月22日
04月22日
04月22日
04月22日

女子美術大学 i-sys@venus.joshibi.jp
白梅学園大学 koho2@shiraume.ac.jp
白百合女子大学 nyuko@shirayuri.ac.jp
仁愛大学
http://www.jindai.ac.jp/contact/
信州大学
shinhp@shinshu-u.ac.jp
水産大学校（独立行政法人水産大学校） zenpan@fish-u.ac.jp
杉野服飾大学 info@sugino.ac.jp
椙山女学園大学 kouhou@sugiyama-u.ac.jp
鈴鹿医療科学大学 homepage@suzuka-u.ac.jp

04月23日

鈴鹿国際大学（学校法人享栄学園）
https://www.sslline.net/ssl/www.kyoeigakuen.net/siu3/contact/
駿河台大学
http://www.surugadai.ac.jp/otoiawase/
諏訪東京理科大学（学校法人東京理科大学）koho-suwa@admin.tus.ac.jp
成安造形大学 soumu@seian.ac.jp
聖学院大学（学校法人聖学院） research@seigakuin-univ.ac.jp
聖カタリナ大学 kouhou@catherine.ac.jp
成蹊大学（学校法人成蹊学園、三菱金曜会） koho@jim.seikei.ac.jp
星槎大学（学校法人国際学園） info@seisa.ac.jp
政策研究大学院大学（GRIPS） soshiki-ml@grips.ac.jp
成城大学（学校法人成城学園） http://www.seijo.ac.jp/mailform9.html
星城大学（学校法人名古屋石田学園）
https://www.seijoh-u.ac.jp/contact/contact-general/
聖心女子大学 soumuka@u-sacred-heart.ac.jp
聖泉大学
nyuushi@seisen.ac.jp
清泉女学院大学 per.soumu@seisen-jc.ac.jp
清泉女子大学
https://www.seisen-u.ac.jp/inquiry/inquiry_webmaster.html
聖徳大学
kokusai@seitoku.ac.jp
西南学院大学 koho@seinan-gu.ac.jp
西南女学院大学（学校法人西南学院、日本バプテスト連盟）
nyusi@seinan-jo.ac.jp
成美大学
info@uv.seibi-gakuen.ac.jp
西武文理大学（学校法人文理佐藤学園） koho@bunri-c.ac.jp
聖マリア学院大学 nyushi@st-mary.ac.jp
聖マリアンナ医科大学 soumu@marianna-u.ac.jp
聖隷クリストファー大学 somu-office@admin.seirei.ac.jp
聖路加看護大学 https://www.slcn.ac.jp/inquiry/index.html
清和大学（学校法人君津学園） soumu@seiwa-univ.ac.jp

04月23日
04月23日
04月23日
04月23日
04月24日
04月24日
04月24日
04月24日
04月25日
04月25日
04月25日
04月25日
04月25日
05月08日
05月08日
05月08日
05月08日
05月08日
05月08日
05月08日
05月09日
05月09日
05月09日
05月09日
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05月09日
05月10日
05月10日
05月10日
05月10日
05月10日
05月13日
05月13日
05月13日

05月13日
05月13日
◇ タ
03月05日
03月06日
03月06日
03月11日
03月11日
03月11日
03月25日
03月28日
03月29日
03月29日
03月29日
04月01日
04月01日
04月02日
04月02日
04月02日
04月02日
04月03日
04月03日
04月03日

摂南大学（学校法人常翔学園） rikogaku@ofc.setsunan.ac.jp
専修大学
koho@acc.senshu-u.ac.jp
洗足学園音楽大学 entry@senzoku.ac.jp
仙台大学（学校法人朴沢学園） nyushi@sendaidaigaku.jp
仙台白百合女子大学（学校法人白百合学園、シャルトル聖パウロ修道女
会）
shomu@sendai-shirayuri.ac.jp
千里金蘭大学 admc@cs.kinran.ac.jp
相愛大学
webmas@soai.ac.jp
創価大学（学校法人創価大学、宗教法人創価学会） nyushi@soka.ac.jp
総合研究大学院大学（SOKENDAI）
https://www.soken.ac.jp/contact/contact.html
8月10日追加 somu2@ml.soken.ac.jp ; kyomu@ml.soken.ac.jp ;
hasegawamk@soken.ac.jp
崇城大学（学校法人君が淵学園） soumu@ofc.sojo-u.ac.jp
園田学園女子大学（学校法人園田学園） g-affairs_u@sonoda-u.ac.jp
第一工業大学（学校法人都築第一学園）
https://www.daiichi-koudai.ac.jp/opinion/index.html
大正大学
info@mail.tais.ac.jp
太成学院大学 syusyoku@tgu.ac.jp
大同大学
crc@daido-it.ac.jp
大東文化大学 http://www.daito.ac.jp/contact/input.html?id=1
高岡法科大学 koho@takaoka.ac.jp
高崎経済大学 jouhou-c@tcue.ac.jp
高崎健康福祉大学 info@takasaki-u.ac.jp
高崎商科大学 net-business@uv.tuc.ac.jp
高松大学
admin@takamatsu-u.ac.jp
宝塚大学
tokyo@takara-univ.ac.jp
宝塚医療大学 https://www.tumh.ac.jp/contact/input
拓殖大学
web_pub@ofc.takushoku-u.ac.jp
第一薬科大学（学校法人都築第一学園） nyushi@daiichi-cps.ac.jp
高千穂大学
soumu@gac.takachiho.ac.jp
多摩大学
office@NI.tama.ac.jp
玉川大学
t.instit@adm.tamagawa.ac.jp
多摩美術大学 zhjimu@tamabi.ac.jp
筑紫女学園大学 https://www.chikushi-u.ac.jp/contact/form.php
7月21日追加 shomu@chikushi-u.ac.jp
千歳科学技術大学 https://www.chitose.ac.jp/contact/
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04月04日
04月04日
04月04日
04月05日
04月05日
04月05日
04月05日
04月05日
04月08日
04月08日
04月08日
04月08日
04月08日
04月08日
04月09日
04月09日
04月10日
04月10日
04月10日
04月11日
04月11日
04月11日
04月11日
04月11日
04月11日
04月12日
04月12日
04月12日
04月12日
04月12日
04月15日
04月15日
04月16日
04月17日

千葉大学
hag2505@office.chiba-u.jp
千葉科学大学 koho@cis.ac.jp
千葉経済大学 https://www.cku.ac.jp/sys/contact.php
千葉県立保健医療大学 http://www.pref.chiba.lg.jp/hoidai/
千葉工業大学 http://www.it-chiba.ac.jp/inquiry/input.html
7月21日追加 cit@it-chiba.ac.jp
千葉商科大学 p-office@cuc.ac.jp
中央大学
https://www.chuo-u.ac.jp/chuo-u/contact/mail_j.html?refer=/c
huo-u/index_j.html
中央学院大学 https://www.cgu.ac.jp/inquiry/tabid/614/Default.aspx
中京大学（学校法人梅村学園） law@mng.chukyo-u.ac.jp
中京学院大学（学校法人安達学園） honbu@adachi-gakuen.ac.jp
中国学園大学（学校法人中国学園） t-bosyu@cjc.ac.jp
中部大学
cuweb@office.chubu.ac.jp
中部学院大学（学校法人岐阜済美学院） soumu@chubu-gu.ac.jp
筑波大学
so.somuka@un.tsukuba.ac.jp
筑波学院大学（学校法人東京家政学院）
https://www.tsukuba-g.ac.jp/site/inquiry/general/
筑波技術大学 shomu@ad.tsukuba-tech.ac.jp
つくば国際大学 info@tius.ac.jp
津田塾大学
kouhou@tsuda.ac.jp
都留文科大学 kouho@tsuru.ac.jp
鶴見大学
documentation@tsurumi-u.ac.jp
帝京大学
https://www.teikyo-u.ac.jp/contact/form.html
7月21日追加 so-shomu@main.teikyo-u.ac.jp
帝京科学大学 koho@ntu.ac.jp
帝京平成大学 soumu@thu.ac.jp
デジタルハリウッド大学 daigakuin-osaka@dhw.ac.jp
帝塚山大学
gaku@jimu.tezukayama-u.ac.jp
帝塚山学院大学 koho@tezuka-gu.ac.jp
田園調布学園大学 info@dcu.ac.jp
電気通信大学 soumusoumu-k@office.uec.ac.jp
天使大学
daigaku@tenshi.ac.jp
天津中医薬大学中薬学院日本校 http://www.t-chuyaku.com/request.html
テンプル大学ジャパン tujinfo@tuj.temple.edu
天理大学
somaji@sta.tenri-u.ac.jp
天理医療大学 info@tenriyorozu-u.ac.jp
桐蔭横浜大学 nkc@toin.ac.jp
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04月16日
04月17日
04月17日
04月18日

04月18日
04月18日
04月18日
04月18日
04月18日
04月19日
04月19日
04月22日
04月22日
04月22日
04月22日
04月22日
04月22日
04月22日
04月22日
04月22日
04月22日
04月23日
04月23日
04月23日
04月23日
04月23日
04月24日
04月24日
04月24日
04月24日
04月25日
04月25日
04月25日
04月25日
04月25日

東亜大学
https://secure.toua-u.ac.jp/mail/mail.asp
7月21日追加 nyushi@toua-u.ac.jp
東海大学
info@tsc.u-tokai.ac.jp
東海学園大学 https://www.tokaigakuen-u.ac.jp/contact/index.php
東海学院大学（学校法人神谷学園）
http://www.tokaigakuin-u.ac.jp/mail/index.html
7月21日追加 koho@tokaigakuen-u.ac.jp
東京大学
webmanager@j.u-tokyo.ac.jp ; office@cie.u-tokyo.ac.jp
東京医科大学 d-somu@tokyo-med.ac.jp
東京医科歯科大学 kouhou.adm@tmd.ac.jp
東京医療学院大学（学校法人常陽学園） https://www.u-ths.ac.jp/contact/
東京医療保健大学 info@thcu.ac.jp
東京音楽大学 kikaku_kouhou@tokyo-ondai.ac.jp
東京外国語大学 soumukikaku-kacho@tufs.ac.jp
東京海洋大学 so-koho@o.kaiyodai.ac.jp
東京学芸大学 kouhouty@u-gakugei.ac.jp
東京家政大学（学校法人渡辺学園） nyushi@tokyo-kasei.ac.jp
東京家政学院大学https://chicappa-tokyo-kasei.ssl-lolipop.jp/form/index.html
東京基督教大学 soumu@tci.ac.jp
東京経済大学 hisyoka@s.tku.ac.jp
東京芸術大学 toiawase@ml.geidai.ac.jp
東京工科大学（学校法人片柳学園） pr@so.teu.ac.jp
東京工業大学 nyushi.gakubu@jim.titech.ac.jp
東京工芸大学 https://www.t-kougei.ac.jp/contact.php?id=6
東京国際大学 syomu@tiu.ac.jp
東京歯科大学 dshomu@tdc.ac.jp
東京慈恵会医科大学 general-med@jikei.ac.jp
東京純心女子大学 kikaku@t-junshin.ac.jp
東京聖栄大学 nyushi@tsc-05.ac.jp
東京情報大学（学校法人東京農業大学） syomuka@affrs.tuis.ac.jp
東京女子大学 general-affairs@office.twcu.ac.jp
東京女子医科大学 nrc-somu.bk@twmu.ac.jp
東京女子体育大学（学校法人藤村学園） twcpe-1@twcpe.ac.jp
東京神学大学 kyoumuka@tuts.ac.jp
東京成徳大学 somu@tsu.ac.jp
東京造形大学 somu@kuwasawa.ac.jp
東京電機大学 gs_center1@jim.dendai.ac.jp
東京都市大学 https://www.tcu.ac.jp/contact/mail/scsoumu.html
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05月08日
05月08日
05月08日
05月08日
05月08日
05月08日
05月08日
05月09日
05月09日
05月09日
05月09日
05月10日
05月10日
05月10日
05月10日
05月10日
05月13日
05月13日
05月13日
05月13日
05月13日
05月13日
05月13日
05月13日
05月13日
05月13日
05月13日
05月13日
05月13日
05月13日
05月13日
05月14日

東京農業大学 nyushi@nodai.ac.jp
東京農工大学 genaf@cc.tuat.ac.jp
東京福祉大学（学校法人茶屋四郎次郎記念学園）
nyugaku-nago@ad.tokyo-fukushi.ac.jp
東京富士大学 soumu@fuji.ac.jp
東京未来大学（学校法人三幸学園） info@tokyomirai.ac.jp
東京薬科大学 http://www.toyaku.ac.jp/inquiry/form_j/
東京理科大学（学校法人東京理科大学） koho@admin.tus.ac.jp
同志社大学（学校法人同志社） ji-kyomu@mail.doshisha.ac.jp
同志社女子大学（学校法人同志社） somu-t@dwc.doshisha.ac.jp
道都大学（学校法人北海道櫻井産業学園） nyushi@dohto.ac.jp
東都医療大学（学校法人青淵学園） http://ws.formzu.net/fgen/S4874666/
東邦大学
nyushi@toho-u.ac.jp
同朋大学（学校法人同朋学園） nyushi@doho.ac.jp
東邦音楽大学（学校法人三室戸学園）
https://www.toho-music.ac.jp/application/inquiry_app/
桐朋学園大学（学校法人桐朋学園）
https://www.tohomusic.ac.jp/form/contact.html
桐朋学園大学院大学（学校法人桐朋学園）
toyama-campus@tohomusic.ac.jp
東北大学
koho-hp@bureau.tohoku.ac.jp
東北学院大学 suehisa@tscc.tohoku-gakuin.ac.jp
東北芸術工科大学 https://www.tuad.ac.jp/mailbox/m_soumu.html
8月10日追加 https://www.tuad.ac.jp/declaration/contact/
東北公益文科大学 iaks@koeki-u.ac.jp ; ao@koeki-u.ac.jp
東北工業大学 soumuka@tohtech.ac.jp
東北女子大学（学校法人柴田学園） zimu@tojo.ac.jp
東北生活文化大学（学校法人三島学園） hojin@mishima.ac.jp
東北福祉大学（学校法人栴檀学園） bussen@tfu-mail.tfu.ac.jp
kyomu@tfu-mail.tfu.ac.jp
東北文化学園大学 nyugaku@office.tbgu.ac.jp
東北文教大学（学校法人富澤学園） http://www.t-bunkyo.jp/contact.html
東北薬科大学 webmaster@tohoku-pharm.ac.jp
東洋大学
mlkoho@toyo.jp
東洋英和女学院大学 webmaster@toyoeiwa.ac.jp
東洋学園大学 nyushi@of.tyg.jp
常磐大学
jinken@tokiwa.ac.jp
常磐会学園大学 http://www.sftokiwakai.ac.jp/guide/inquiry.php
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05月14日
05月14日
05月14日
05月14日
05月14日
05月14日
05月14日
05月14日
05月14日
05月15日
05月15日
05月15日
05月15日
05月15日
05月15日
◇ ナ
03月05日
03月06日
03月06日
03月11日
03月11日
03月11日
03月25日
03月28日
03月29日
03月29日
03月29日
04月01日
04月01日
04月02日
04月02日
04月02日
04月02日
04月03日
04月03日

徳島大学
jinjihosa@tokushima-u.ac.jp
徳島文理大学（学校法人村崎学園）
https://www.bunri-u.ac.jp/contact/index.php
徳山大学
soumu@tokuyama-u.ac.jp
常葉学園大学 soumu@tokoha-u.ac.jp
獨協大学
https://www.dokkyo.ac.jp/askme/dir/state/create/org/kyo_sys/
獨協医科大学 soumu@dokkyomed.ac.jp
鳥取大学
ken-somu@adm.tottori-u.ac.jp
鳥取環境大学 https://www.kankyo-u.ac.jp/cgi-bin/system/enquete/enquete.c
gi?u=form&panel=form&no=0001
苫小牧駒澤大学 komamail@e.t-komazawa.ac.jp
富山大学
kouhou@u-toyama.ac.jp ; info@u-toyama.ac.jp
富山県立大学 https://www.pu-toyama.ac.jp/sonota/2013/03/20/1521/
富山国際大学 nyushi@tuins.ac.jp
豊田工業大学（学校法人トヨタ学園） nyushi@toyota-ti.ac.jp
豊橋技術科学大学 somsom@office.tut.ac.jp
豊橋創造大学（学校法人藤ノ花学園） kyoumu@sozo.ac.jp
長岡大学
info@nagaokauniv.ac.jp
長岡技術科学大学
https://www2.nagaokaut.ac.jp/cgi/fm/fmail.cgi?bname=somu-sonota
長岡造形大学 nyushi@nagaoka-id.ac.jp
長崎ウエスレヤン大学 https://www.wesleyan.ac.jp/contact/
長崎外国語大学 soumu@tc.nagasaki-gaigo.ac.jp
長崎県立大学 https://ssl.sun.ac.jp/contact/
長崎国際大学 kshien@niu.ac.jp
長崎純心大学 nyushikoho@n-junshin.ac.jp
長崎総合科学大学 pr@NiAS.ac.jp
長野大学
webmaster@nagano.ac.jp
長野県看護大学 webmaster@nagano-nurs.ac.jp
長浜バイオ大学 https://www3.nagahama-i-bio.ac.jp/contact.html
中村学園大学 soumuka@nakamura-u.ac.jp
長崎大学
kouhou@ml.nagasaki-u.ac.jp
名古屋大学
nuinfo@post.jimu.nagoya-u.ac.jp
名古屋音楽大学（学校法人同朋学園） shomu_on@meion.ac.jp
名古屋外国語大学 kuriy@nufs.ac.jp
名古屋学院大学 soumuka@ngu.ac.jp
名古屋学芸大学 ga-nuas-ml@ml.nuas.ac.jp
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04月03日
04月04日
04月04日
04月04日
04月05日
04月05日
04月05日
04月05日
04月05日
04月08日
04月08日
04月08日
04月08日
04月08日
04月09日
04月09日
04月09日
04月10日
04月10日
04月10日
04月11日
04月11日
04月11日
04月11日
04月11日
04月11日
04月12日
04月12日
04月12日
04月12日
04月12日
04月15日
04月15日

名古屋経済大学
https://www.nagoya-ku.ac.jp/cgi-bin/webform/inquiry/entry.cgi?sid=13
名古屋芸術大学 info-j@nua.ac.jp
名古屋工業大学 soumuka.kakari@adm.nitech.ac.jp
名古屋産業大学 soumu@nagoya-su.ac.jp
名古屋商科大学 https://www.nucba.ac.jp/form/inquiry.html
名古屋女子大学（学校法人越原学園） houjin@nagoya-wu.ac.jp
名古屋市立大学（公立大学法人名古屋市立大学事務局学術課）
ncu_website@sec.nagoya-cu.ac.jp
名古屋造形大学（学校法人同朋学園） koho@nzu.ac.jp
名古屋文理大学 webmstr@nagoya-bunri.ac.jp
名寄市立大学 kazter@nayoro.ac.jp
奈良大学
webmaster@aogaki.nara-u.ac.jp
奈良教育大学 kikaku-kouhou@nara-edu.ac.jp
奈良県立大学 h-student@narapu.ac.jp
奈良産業大学 jimu@nara-su.ac.jp
奈良県立医科大学 yakai@naramed-u.ac.jp
奈良女子大学 somu02@jimu.nara-wu.ac.jp
奈良先端科学技術大学院大学 ave-contact@is.naist.jp
鳴門教育大学 gakubu@naruto-u.ac.jp
南山大学
n-somu@nanzan-u.ac.jp
新潟大学
info-nu@adm.niigata-u.ac.jp
新潟医療福祉大学（学校法人新潟総合学園） info@nuhw.ac.jp
新潟経営大学（学校法人加茂暁星学園）shushoku@duck.niigataum.ac.jp
新潟県立大学 unp@unii.ac.jp
新潟県立看護大学 soumu@niigata-cn.ac.jp
新潟工科大学 soumu@adm.niit.ac.jp
新潟国際情報大学（学校法人新潟平成学院） nuisweb@nuis.ac.jp
新潟産業大学（学校法人柏専学院） soumu@ada.nsu.ac.jp
新潟青陵大学 soumu@n-seiryo.ac.jp
新潟薬科大学（学校法人新潟科学技術学園）
https://secure01.red.shared-server.net/www.nupals.ac.jp/contact/form.html
新潟リハビリテーション大学（学校法人北都健勝学園）
http://nur.ac.jp/inquiry/index.html
新見公立大学 http://www.niimi-c.ac.jp/contact/opinion.html
西九州大学（学校法人永原学園） nyusi@nisikyu-u.ac.jp
西日本工業大学 nyusi@nishitech.ac.jp
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04月17日
04月17日
04月17日
04月18日
04月18日
04月18日
04月18日
04月18日
04月18日
04月18日
04月19日
04月19日
04月22日
04月22日
04月22日
04月22日
04月22日
04月22日
04月22日
04月22日
04月22日
04月22日
04月23日
04月23日
04月23日
04月23日
04月23日
04月24日
04月24日
04月24日
04月24日
◇ ハ
03月05日
03月06日

二松學舍大学 soumu@nishogakusha-u.ac.jp
日本大学
https://www.nihon-u.ac.jp/contact/
日本医科大学 hp-kouhouka@nms.ac.jp
日本医療科学大学 nyushi@nims.ac.jp
日本ウェルネススポーツ大学（学校法人タイケン学園）
http://www.nihonwellness.jp/about/contact.html
日本映画大学（学校法人神奈川映像学園）http://www.eiga.ac.jp/contact/
日本教育大学院大学（株式会社栄光） kyoumu@kyoiku-u.jp
日本経済大学（学校法人都築第一学園） juepost@tk.jue.ac.jp
日本工業大学 kouhou@nit.ac.jp
日本社会事業大学 Lib@jcsw.ac.jp
日本歯科大学 library@tky.ndu.ac.jp
日本女子大学 kyoshoku@fc.jwu.ac.jp
日本女子体育大学 koho@jwcpe.ac.jp
日本赤十字看護大学（学校法人日本赤十字学園）soumu@redcross.ac.jp
〃
秋田看護大学（
〃
）info@rcakita.ac.jp
〃
九州国際看護大学（
〃
）k-igarashi@jrckicn.ac.jp
〃
豊田看護大学（
〃
）kikaku-ka@rctoyota.ac.jp
〃
広島看護大学（
〃
）sohmu@jrchcn.ac.jp
〃
北海道看護大学（
〃
）
http://ns2.rchokkaido-cn.ac.jp/contact/index.php
日本体育大学 ooi@nittai.ac.jp ; soumu_08@yahoo.co.jp
日本橋学館大学（学校法人日本橋女学館） soumu@nihonbashi.ac.jp
日本福祉大学 https://www2.n-fukushi.ac.jp/top_menu/toiawase.htm
日本文化大学 soumu@nihonbunka-u.ac.jp
日本文理大学 soumu@nbu.ac.jp
日本保健医療大学（学校法人共済学園） info@jhsu.ac.jp
日本薬科大学（学校法人都築第一学園）
https://www.nihonyakka.jp/form1/index.html
人間環境大学（学校法人岡崎学園） kyoumuka@uhe.ac.jp
日本獣医生命科学大学 kouhou@nvlu.ac.jp
人間総合科学大学（学校法人早稲田医療学園） admin@human.ac.jp
ノースアジア大学 https://www.nau.ac.jp/contact/index.html
8月21日追加 kyomu@nau.ac.jp
ノートルダム清心女子大学 https://www.ndsu.ac.jp/contact/
梅花女子大学
梅光学院大学

soumu-toi@baika.ac.jp
soumuka@baiko.ac.jp
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03月06日
03月11日
03月11日
03月11日
03月25日
03月28日
03月29日
03月29日
03月29日
04月01日
04月01日
04月02日
04月02日
04月02日
04月02日
04月03日
04月03日
04月03日
04月04日
04月04日
04月04日
04月05日
04月05日
04月05日
04月05日
04月05日
04月08日
04月08日
04月08日
04月08日
04月08日
04月08日
04月09日
04月09日

白鴎大学
housei@ad.hakuoh.ac.jp
羽衣国際大学 kyoumu@hagoromo.ac.jp
八戸工業大学 kyoumu@hi-tech.ac.jp
花園大学
soumu@hanazono.ac.jp
浜松大学（常葉大学） souken@hamamatsu-u.ac.jp
浜松医科大学 https://www.hama-med.ac.jp/docs/contact/form.html
浜松学院大学 https://www.hgu.ac.jp/univ_hp/iquiry/
ハリウッド大学院大学
http://www.hollywood.ac.jp/mba/contact/form/index.html
阪南大学
https://www.mocom.jp/m1v2/simpledbform/questionpc/;jsess
ionid=5FDD3BA3A9FC405EBA738E7A160FF51A
東大阪大学
ics@higashiosaka.ac.jp
東日本国際大学 nus@tonichi-kokusai-u.ac.jp
函館大学
soumu@hakodate-u.ac.jp
八戸大学（学校法人光星学院） research@hachinohe-u.ac.jp
光産業創成大学院大学 https://www.gpi.ac.jp/form/index.html
比治山大学
https://www.hijiyama-u.ac.jp/cgi-bin/contact_form/q/otoiawase.cgi
ビジネス・ブレークスルー（ＢＢＴ）大学 abs@bbt757.com
一橋大学
wwwadm@dm.hit-u.ac.jp
姫路獨協大学（学校法人獨協学園） soumu@himeji-du.ac.jp
兵庫大学（学校法人睦学園） isc@ml.hyogo-dai.ac.jp
兵庫医科大学 shomu@hyo-med.ac.jp
兵庫医療大学 kouhou@huhs.ac.jp
兵庫教育大学 office-hisyo-r@hyogo-u.ac.jp
兵庫県立大学 u-hyogo@ofc.u-hyogo.ac.jp
弘前大学
jm3009@cc.hirosaki-u.ac.jp
弘前医療福祉大学(学校法人弘前城東学園)
http://www.hirosakiuhw.jp/?list_id=28&pan_id=10
弘前学院大学 nyushi@hirogaku-u.ac.jp
広島大学
https://www.hiroshima-u.ac.jp/inquiry/input/lang/ja/dir_id/0
広島経済大学 ent-sc@hue.ac.jp
広島工業大学（学校法人鶴学園） soumu@it-hiroshima.ac.jp
広島国際大学 shomu@ofc.hirokoku-u.ac.jp
広島国際学院大学 https://www.hkg.ac.jp/html/contact/index.php
広島修道大学（学校法人修道学園） houjin@js.shudo-u.ac.jp
広島女学院大学 http://www.hju.ac.jp/contact/inquiry.html
広島市立大学 shomu@office.hiroshima-cu.ac.jp
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04月10日
04月10日
04月11日
04月11日
04月11日
04月11日
04月11日
04月11日
04月11日
04月12日
04月12日
04月12日
04月12日
04月12日
04月15日
04月15日
04月17日
04月17日
04月17日
04月18日
04月18日
04月18日
04月18日
04月18日
04月18日
04月19日
04月19日
04月19日
04月19日
04月22日
04月22日
04月22日
04月22日
04月22日
04月22日
04月23日

広島都市学園大学（学校法人古沢学園） jimu@hcu.ac.jp
広島文教女子大学（学校法人武田学園） koho@h-bunkyo.ac.jp
広島文化学園大学 nyushi@hbg.ac.jp
びわこ学院大学（学校法人滋賀学園） cl-admin@newton.ac.jp
びわこ成蹊スポーツ大学（学校法人大阪成蹊学園） nyu@bss.ac.jp
プール学院大学 poole@poole.ac.jp
フェリス女学院大学 univ-nys@ferris.ac.jp
福井大学
office@ad.u-fukui.ac.jp
福井県立大学 kenkyu@fpu.ac.jp
福井工業大学 kouhou@fukui-ut.ac.jp
福岡大学
fupr@adm.fukuoka-u.ac.jp
福岡教育大学 nyushi@fukuoka-edu.ac.jp
福岡県立大学 kyomu@fukuoka-pu.ac.jp
福岡工業大学 https://www.fit.ac.jp/contact_kouhou/index
福岡国際大学（学校法人九州学園）
http://www.fukuoka-int-u.ac.jp/contact/index.html
福岡歯科大学 kikaku@college.fdcnet.ac.jp
福岡女学院大学 d_somu@fukujo.ac.jp
福岡女学院看護大学 kangodai@fukujo.ac.jp
福岡女子大学 http://www.fwu.ac.jp/contact.php
福島大学
s-soumu@adb.fukushima-u.ac.jp
福島学院大学 a-o@fukushima-college.ac.jp
福山大学
soumu@fucc.fukuyama-u.ac.jp
福山市立大学 info@fcu.ac.jp
福山平成大学 shomu@heisei-u.ac.jp
藤女子大学（学校法人藤学園） http://www.fujijoshi.ac.jp/contact/
福島県立医科大学 somu@fmu.ac.jp
富士大学
syomu@fuji-u.ac.jp
藤田保健衛生大学 www@fujita-hu.ac.jp
富士常葉大学 http://www.fuji-tokoha-u.ac.jp/contact/
佛教大学（学校法人佛教教育学園） somu@bukkyo-u.ac.jp
文化学園大学 nyushi@bunka.ac.jp
文化ファッション大学院大学（学校法人文化学園）
otoiawase@bfgu-bunka.ac.jp
文教大学
wadmin@www.bunkyo.ac.jp
文京学院大学 info@fs.u-bunkyo.ac.jp
文星芸術大学（学校法人宇都宮学園） kouhou@art.bunsei.ac.jp
平安女学院大学 https://ssl.gdd.jp/view/22258/?guid=on&ssl_site=544&ssl_
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04月23日
04月23日
04月23日
04月23日
04月24日
04月24日
04月24日
04月24日
04月25日
04月25日
04月25日
04月25日
04月25日
05月08日
05月08日
05月08日
05月08日
05月08日
05月08日
05月08日
05月13日
05月13日
05月13日
◇ マ
03月05日
03月06日
03月06日
03月12日
03月12日
03月12日
03月25日
03月28日
03月29日
03月29日

id=dc550c92c820ddd4e3c76390a0ba5edb
平成音楽大学（学校法人御船学園） info@heisei-music.ac.jp
平成国際大学（学校法人佐藤栄学園） nyushi@hiu.ac.jp
別府大学
webmaster@nm.beppu-u.ac.jp
防衛大学校（防衛省） koueki@nda.mod.go.jp
防衛医科大学校（防衛省） koueki@ndmc.ac.jp
法政大学
suisin@adm.hosei.ac.jp
放送大学（放送大学学園） koho_ka@ouj.ac.jp
北翔大学（学校法人北海道浅井学園） info@hokusho-u.ac.jp
北星学園大学
https://www.hokusei.ac.jp/tagblocks_form/input.php?form_no=0000000003
北陸大学
hu-web@hokuriku-u.ac.jp
北陸学院大学 nyushi@hokurikugakuin.ac.jp
北陸先端科学技術大学院大学（JAIST） daihyo@jaist.ac.jp
保健医療経営大学（学校法人ありあけ国際学園）
gakumu@healthcare-m.ac.jp
星薬科大学
madoguchi@hoshi.ac.jp
北海学園大学 kihan@hgu.jp
北海商科大学（学校法人北海学園） yanagawa@hokkai.ac.jp
北海道大学
s-soumu@general.hokudai.ac.jp
北海道医療大学（学校法人東日本学園） soumu@hoku-iryo-u.ac.jp
北海道教育大学 s-somu@j.hokkyodai.ac.jp
北海道工業大学（学校法人北海道尚志学園） kenkyu@hit.ac.jp
北海道情報大学（学校法人電子開発学園） soumu@do-johodai.ac.jp
北海道文教大学（学校法人鶴岡学園）
https://www.do-bunkyodai.ac.jp/inquiry/index.php
北海道薬科大学（学校法人北海道尚志学園） info@hokuyakudai.ac.jp
前橋工科大学 jimu@maebashi-it.ac.jp
松本大学
https://www.matsumoto-u.jp/contact/all/
松山大学
mu-keiki@matsuyama-u.jp
松山東雲女子大学 https://www.shinonome.ac.jp/shinonome/inquiry.php
三重大学
http://www.mie-u.ac.jp/contact/index.html
三重県立看護大学 daihyo@mcn.ac.jp
南九州大学
https://www.nankyudai.ac.jp/inquiry/otoiawase/
美作大学
soumu@mimasaka.ac.jp
宮城大学
soumu@myu.ac.jp
宮城学院女子大学 kiriken@mgu.ac.jp
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03月29日
04月01日
04月01日
04月02日
04月02日
04月02日
04月03日
04月03日
04月03日
04月04日
04月04日
04月04日
04月04日
04月05日
04月05日
04月05日
04月05日
04月05日
04月08日
04月08日
04月08日
04月08日
04月08日
04月08日
04月09日
04月09日
04月10日
04月10日
◇ ヤ
03月05日
03月06日
03月06日
03月12日
03月12日
03月12日
03月25日
03月28日
03月29日

宮城教育大学 w3-admin2011@miyakyo-u.ac.jp
宮崎大学
http://www.miyazaki-u.ac.jp/contact/form/
宮崎県立看護大学 info@mpu.ac.jp
身延山大学
info@min.ac.jp
宮崎公立大学 soumuka@miyazaki-mu.ac.jp
宮崎国際大学 https://g108.secure.ne.jp/~g108087/20_contacts/index.html
宮崎産業経営大学 http://www.miyasankei-u.ac.jp/contact/contact_soumu/
武庫川女子大学 kohos@mukogawa-u.ac.jp
武蔵大学（学校法人根津育英会） webmaster@musashi.ac.jp
松本歯科大学 info_soumu@po.mdu.ac.jp
武蔵野大学
nyushi@musashino-u.ac.jp
武蔵野音楽大学 koho@musashino-music.ac.jp
武蔵野学院大学 musashino@musa.ac.jp
武蔵野美術大学 soumu@musabi.ac.jp
室蘭工業大学 http://www.muroran-it.ac.jp/contact.html
名桜大学
info@mga.meio-u.ac.jp
明海大学
mu-info@meikai.ac.jp
明治大学
planning@mics.meiji.ac.jp
明治学院大学 http://www.meijigakuin.ac.jp/faq/showContactForm.do
明治国際医療大学 sec_pers@meiji-u.ac.jp
明治薬科大学 koho@my-pharm.ac.jp
名城大学
https://www.meijo-u.ac.jp/contact/index.html
明星大学
daigakuin@gad.meisei-u.ac.jp
目白大学
colkoho@mejiro.ac.jp
ものつくり大学 https://www.iot.ac.jp/contact/form.shtml
桃山学院大学 webmaster@andrew.ac.jp
盛岡大学
soumu@morioka-u.ac.jp
森ノ宮医療大学 univ@morinomiya-u.ac.jp
八洲学園大学 https://ss.study.jp/CustomizeModule/ysuniv/question/form.asp
安田女子大学 gakuchositu@yasuda-u.ac.jp
山形大学
somsomu@jm.kj.yamagata-u.ac.jp
山形県立保健医療大学 soumu@yachts.ac.jp
山口大学
sh013@yamaguchi-u.ac.jp
山口学芸大学 http://www.y-gakugei.ac.jp/form/toiawase.html
山口県立大学 http://www.yamaguchi-pu.ac.jp/mail/
山口東京理科大学（学校法人東京理科大学） yshomu@admin.tus.ac.jp
山口福祉文化大学 info@hagi.ac.jp
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03月29日 ヤマザキ学園大学 https://univ.yamazaki.ac.jp/contact/contact.php
03月29日 山梨大学
edu-admin@yamanashi.ac.jp
04月01日 山梨英和大学 admission-office@yamanashi-eiwa.ac.jp
04月01日 山梨学院大学 https://www.ygu.ac.jp/common/ygu_inquire.html
04月02日 山梨県立大学 ucre-accept@yamanashi-ken.ac.jp
04月02日 横浜国立大学 edu.gakumu1@ynu.ac.jp
04月02日 横浜商科大学 https://www.shodai.ac.jp/inquiry/start/
04月03日 横浜市立大学 https://ycuentry.yokohama-cu.ac.jp/inquiry/form.php
04月03日 横浜創英大学 nyushi@soei.ac.jp
04月03日 横浜美術大学（学校法人トキワ松学園） hamabi@yokohama-art.ac.jp
04月04日 横浜薬科大学 https://www.hamayaku.jp/bosyu/form_tokubetunyushi.html
04月04日 四日市大学（学校法人暁学園） syomu@yokkaichi-u.ac.jp
04月04日 四日市看護医療大学（学校法人暁学園） nyushi@y-nm.ac.jp
◇ ラ
03月05日 酪農学園大学 rg-gakum@rakuno.ac.jp
03月06日 立教大学
koho@rikkyo.ac.jp
03月06日 立命館大学
law@st.ritsumei.ac.jp
03月12日 立命館アジア太平洋大学 https://www.apu.ac.jp/home/contact/?form_id=3
03月12日 琉球大学
sosoumu@to.jim.u-ryukyu.ac.jp
03月12日 龍谷大学
webmaster@ad.ryukoku.ac.jp
03月25日 流通科学大学 Ryuka_Koho-1@red.umds.ac.jp
03月28日 流通経済大学 soumu@rku.ac.jp
03月29日 了徳寺大学
info@ryotokuji-u.ac.jp
03月29日 ルーテル学院大学 koho@luther.ac.jp
03月29日 レイクランド大学ジャパン・キャンパス asklcj@japan.lakeland.edu
04月01日 麗澤大学
koho@reitaku-u.ac.jp
04月01日 立正大学
yamanishi@ris.ac.jp
◇ ワ
03月05日 和歌山大学
koho@center.wakayama-u.ac.jp
03月06日 和歌山県立医科大学 waidai@wakayama-med.ac.jp
03月06日 和光大学
https://www.wako.ac.jp/infomation/kikaku01_mailform.html
03月12日 早稲田大学
kyomubu@list.waseda.jp
03月12日 稚内北星学園大学 info@wakhok.ac.jp
03月12日 和洋女子大学 https://www.wayo.ac.jp/inquiry/form/index.html
◇ 関連機構
04月25日 大学共同利用機関法人人間文化研究機構
https://www.nihu.jp/contact/index.html
04月25日
〃 〃 自然科学研究機構 https://www.nins.jp/mailform.php
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04月25日
04月25日
05月13日
05月13日
05月13日
05月13日
05月14日
05月14日
05月14日
05月14日
05月15日
05月15日
05月15日
05月15日
05月16日
05月16日
05月16日
05月16日
05月16日
05月16日
05月16日
05月16日
05月16日
05月16日
05月16日
05月16日
05月16日
05月16日
05月16日
05月16日
05月16日
05月17日
05月17日

〃 〃 高エネルギー加速器研究機構 proffice@kek.jp
〃 〃 情報・システム研究機構 webmaster@rois.ac.jp
一般社団法人国立大学協会 info@janu.jp
一般社団法人公立大学協会 jimu@kodaikyo.jp
一般財団法人短期大学基準協会 http://www.jaca.or.jp/cgi-bin/contact/
一般財団法人教員養成評価機構 hyokajimu@iete.jp
公益財団法人大学基準協会 https://www.juaa.or.jp/contact/index.php
公益財団法人日本高等教育評価機構 soumu@jihee.or.jp
全国公立短期大学協会 kotan819@cd.wakwak.com
日本私立大学協会 info@shidaikyo.or.jp
独立行政法人大学評価・学位授与機構 http://www.niad.ac.jp/goiken2.html
独立行政法人科学技術振興機構 www-admin@tokyo.jst.go.jp
独立行政法人日本学術振興会 overseas-o@jsps.go.jp
gjinzai-jsps@jsps.go.jp ; tenkai-jsps@jsps.go.jp
独立行政法人教員研修センター soumu@nctd.go.jp
静岡県公立大学法人評価委員会 daigaku@pref.shizuoka.lg.jp
一般社団法人日本私立大学連盟 https://www.shidairen.or.jp/contact
日本私立大学団体連合会 ic-director@adst.keio.ac.jp
cip@mics.meiji.ac.jp ; info@shidai-rengoukai.jp
日本私立短期大学協会 hp@tandai.or.jp
ＩＤＥ大学協会 idehonbu@ide-web.net
日本教育大学協会（JAUE） jaue@u-gakugei.ac.jp
公益財団法人私立大学通信教育協会 tgoto@uce.or.jp
公益社団法人私立大学情報教育協会（JUCE） info@juce.jp
国立教育政策研究所 info@nier.go.jp
国立情報学研究所（大学共同利用機関法人情報・システム研究機構）
soumu@nii.ac.jp
独立行政法人国立科学博物館 junko@kahaku.go.jp
独立行政法人日本芸術文化振興会 somu-nt@ntj.jac.go.jp
学術・文化・産業ネットワーク多摩 info@youchien-kikou.com
大学評価情報ポータル https://portal.niad.ac.jp/portal/contact/index2.aspx
公益財団法人日本高等教育評価機構（JIHEE）
pabu-kome@jihee.or.jp ; hyoukakikou@jihee.or.jp
日本学士院
http://www.japan-acad.go.jp/japanese/inquiry/
日本カトリック大学連盟 jacu@catholic-u.jp
特殊法人日本私立学校振興・共済事業団 soumu@shigaku.go.jp
日本科学教育学会
http://www.jsse.jp/jsse/modules/formmail/index.php?id_form=4
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05月17日
05月17日
05月17日
05月21日
05月21日
05月21日
05月21日
05月21日
05月21日
05月21日
05月21日
05月21日
05月21日
05月21日
05月21日
05月21日
05月21日
05月21日
05月21日
05月21日
05月21日
05月21日
05月22日
05月22日
05月22日
05月22日
05月22日
05月22日
05月22日
05月22日
05月22日
05月22日
05月22日
05月22日
05月22日
05月22日

アメリカ・カナダ大学連合日本研究センター iuc@iucjapan.org
特定非営利活動法人日本国際教育大学連合（JUCTe） hp@jucte.org
仏教系大学会議 kikakuka@sec.otani.ac.jp
日本高等教育学会 g005jaher-mng@ml.gakkai.ne.jp
大学教育学会 ungakkai@gmail.com
大学評価学会 hosokawa@biz.ryukoku.ac.jp ; hayashi@biz.ryukoku.ac.jp
全国国公私立大学の事件情報 university@an.main.jp
株式会社高等教育総合研究所 info@kosoken.jp
一般社団法人高等教育国際基準協会 info@intercriteria.org
日本初等理科教育研究会 info@nisshori.main.jp
日本理科教育学会 sjst@ml.ynu.ac.jp
公益社団法人日本理科教育振興協会
https://www.japse.or.jp/form/inquiry.html
公益財団法人科学教育研究会 vys04613@nifty.com
日本理化学協会 nirika@mint.ocn.ne.jp
一般財団法人理数教育研究所 info@rimse.or.jp
大学情報サミット http://isummit.jp/inquiry
大学人サミット http://www.daigakujin2012.org/%E3%81%8A%E5%95%8
F%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B/
四大学連合
edu-dm@dm.hit-u.ac.jp
奈良県大学連合 soumuka@nara-edu.ac.jp
国際原子力人材育成大学連合ネット g-dojo@nr.titech.ac.jp
東京工業大学四大学連合・複合領域コース kyo.gak@jim.titech.ac.jp
多摩地域大学理事長・学長会議 office@nw-tama.jp
一般社団法人国際数理協会 pbls5@jams.jp
一般社団法人日本物理学会 jps-office@jps.or.jp
科学基礎論学会 kisoron@sasappa.co.jp
教育哲学会
phil.ed.soc.jp@gmail.com
国際ジャーナリスト連盟（IFJ) ifj-tokyo@triton.ocn.ne.jp
組織学会
soshiki@rio.odn.ne.jp
特定非営利活動法人日本評価学会 jes.info@evaluationjp.org
日本科学者会議 mail@jsa.gr.jp
日本科学哲学会 philsci@chs.nihon-u.ac.jp
日本学習社会学会 slearningsociety@gmail.com
日本学校教育相談学会 http://www.jascg.org/wp/?p=2761
日本学校心理学会 office@schoolpsychology.jp
日本学校メンタルヘルス学会 info@schoolmental.com
一般社団法人日本教育心理学会 http://www.edupsych.jp/contact/
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05月22日
05月22日
05月22日
05月22日
05月22日
05月22日
05月23日
05月23日
05月23日
05月23日
05月23日
05月23日
05月23日
05月23日
05月23日
05月23日
05月23日
05月23日
05月23日
05月23日
05月23日
05月23日
05月23日
05月23日
05月24日
05月24日
05月24日
05月24日
05月24日
05月24日
05月24日
05月24日

日本コミュニケーション学会 caj@asas.or.jp
日本総合学術学会 khukami@hiroshima-u.ac.jp
日本デューイ学会 deweysociety@hotmail.com
日本モンテッソーリ協会 http://www.montessori-jp.org/inquiry.html
日本学校教育学会 jase@juen.ac.jp
日本教育社会学会 g003jses-mng@ml.galileo.co.jp
e-Knowledgeコンソーシアム四国 ek4-sec@cc.kagawa-u.ac.jp
アカデミア・コンソーシアムふくしま acf@as1.adb.fukushima-u.ac.jp
いわて高等教育コンソーシアム ihatov5@iwate-u.ac.jp
全国大学コンソーシアム協議会 koho@consortium.or.jp
キャンパス・コンソーシアム函館
http://www.cc-hakodate.jp/mail_form.html
ネットワーク大学コンソーシアム岐阜 info@gifu-uc.jp
愛知学長懇話会 gakuchou@post.jimu.nagoya-u.ac.jp
一般社団法人旭川ウェルビーイング・コンソーシアム（AWBC）
awbchiroba@gmail.com
一般社団法人環びわ湖大学・地域コンソーシアム info@kanbiwa.jp
一般社団法人教育ネットワーク中国 office@enica.jp
一般社団法人大学コンソーシアム石川
http://www.ucon-i.jp/newsite/contact/index.html
横浜市内大学間学術・教育交流協議会 bun-kyomu@tsurumi-u.ac.jp
学園都市ひろさき高等教育機関コンソーシアム
http://www.consortium-hirosaki.jp/07inquiry.html
学都仙台コンソーシアム info@gakuto-sendai.jp
公益社団法人学術・文化・産業ネットワーク多摩 office@nw-tama.jp
公益社団法人相模原・町田大学地域コンソーシアム info@sagamachi.jp
高等教育コンソーシアムにいがた consortium@adm.niigata-u.ac.jp
高等教育コンソーシアム久留米 info@consortium-kurume.jp
高等教育コンソーシアム宮崎
http://www.consortium-miyazaki.jp/07_contact/index.html
一般社団法人高等教育コンソーシアム熊本
http://consortium-kumamoto.jp/?page_id=164
高等教育コンソーシアム信州 office@c-snet.jp
高等教育機関コンソーシアム和歌山 lifelong@center.wakayama-u.ac.jp
国公私立大コンソーシアム・福岡 conso@fit.ac.jp
彩の国大学コンソーシアム http://www.saicon.jp/inquiry.html
在宅医療・福祉コンソーシアム長崎 info@hhc-nagasaki.jp
首都圏西部大学単位互換協定会 kyoumu@kait.jp
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05月24日
05月24日
05月24日
05月24日
05月24日
05月24日
05月24日
05月24日
05月24日
05月24日
05月24日
05月24日
05月24日
05月24日
05月24日
05月24日
05月24日
05月27日
05月27日
05月27日
05月27日
05月27日
05月27日
05月27日
05月27日
05月27日
05月28日
05月28日
05月28日
05月31日
05月31日

西宮市大学交流協議会 nia@nishi.or.jp
大学コンソーシアムあきた http://www.consortium-akita.jp/contact/
〃
とちぎhttp://www.consortium-tochigi.jp/otoiawase.html
〃
ひょうご神戸 info@consortium-hyogo.jp
〃
やまがた unicon@jm.kj.yamagata-u.ac.jp
大学コンソーシアムやまぐち office@conso-yamaguchi.net
〃
岡山 office@consortium-okayama.jp
〃
関門 info@consortium-kanmon.jp
〃
佐賀 consojim@mail.admin.saga-u.ac.jp
大学ネットワーク静岡 dns@daigakunet-shizuoka.jp
大学地域コンソーシアム鹿児島 ksomu@kuas.kagoshima-u.ac.jp
特定非営利活動法人大学コンソーシアムおおいた info@ucon-oita.jp
特定非営利活動法人大学コンソーシアムやまなし
info@ucon-yamanashi.jp
特定非営利活動法人大学コンソーシアム大阪
http://www.consortium-osaka.gr.jp/about/contact.php
特定非営利活動法人南大阪地域大学コンソーシアム
office@osaka-unicon.org
奈良県大学連合 soumuka@nara-edu.ac.jp
福井県学習コミュニティ推進協議会（Ｆレックス）
http://f-leccs.jp/index.php?action=pages_view_main&page_id=40
一般財団法人青少年問題研究会 shomu-kaikei@seishonen.net
公益財団法人あしたの日本を創る協会 ashita@ashita.or.jp
公益財団法人世界平和研究所 jun@iips.org ; kawahara@iips.org
公益財団法人日本学術協力財団 jssf@m4.dion.ne.jp
財団法人大阪市教育振興公社 kodomo-kirakira@kyoiku-shinko.jp
独立行政法人宇宙航空研究開発機構
https://ssl.tksc.jaxa.jp/space/inquiries/index_j.html
独立行政法人理化学研究所 https://krs.bz/riken/m/contact
独立行政法人国立女性教育会館 admindiv@nwec.jp
一般財団法人日本教育再生機構 office@kyoiku-saisei.jp
教育再生実行会議（首相官邸）
https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html
UNISC一般社団法人日本学生会議所 contact@unisc.or.jp
NPO法人ROJE日本教育再興連盟 http://kyouikusaikou.jp/contact/
衆議院文部科学委員会 info@hiro-matsuno.net
参議院文教科学委員会 http://www.93co.jp/site/?page_id=44
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各大学および関連機構への再通知（2016年3月～）
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------件名:
使命・責任・人道
差出人: 長屋修 < standard@st-nagaya.jp >
宛先:
○○○
> 件名： 使命・責任・人道
> 関係各位
> 「速さを比較するには運動の指標（ゴールもしくはスタート地点等）を一つに限
> 定しておかなければならない」および「光をジグザグに折り曲げるには鏡など反
> 射物が必要」という経験事実や認識はガリレイの相対性原理やアインシュタイン
> の相対論を完全に破壊するものです。ところが、日本の法務省は教育の場からこ
> れら事実を抹殺したのです。この事実は「世界中の子供達に対する日本国の人権
> 侵害」に他なりません。詳細につきましては、
> http://st-nagaya.jp/
> の特に項８～項９を御覧ください。なお、大学当局は「知る権利（学生にとって
> 最重要事項）」を尊重し、このメールを学生達へ十分に開示して下さい。宜しく
> 御願い致します。
> 貴方方は、かかる日本国の蛮行を容認しますか…。現状は科学文明の破壊どころ
> か、「考え方と言動」という意味において、人類は宇宙の許されざる存在となっ
> ているのです。
>
> ※【数の原理的本質および０の正体】を項10の末尾に追記しました。この追記は
> 世界共通の概念・認識に関する重要事項ですから是非、御覧ください。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

目次へ戻る

８ 悪の枢軸 日本の法務省へ
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