
有名私大学部別キャンパス一覧 ＊2020年10月現在募集中の学部を掲載　  作成iDeal

大学名 学部名 キャンパス

政治経済学部 早稲田キャンパス
法学部 早稲田キャンパス
文化構想学部 戸山キャンパス
文学部 戸山キャンパス
教育学部 早稲田キャンパス
商学部 早稲田キャンパス
基幹理工学部 西早稲田キャンパス
創造理工学部 西早稲田キャンパス
先進理工学部 西早稲田キャンパス
社会科学部 早稲田キャンパス
人間科学部 所沢キャンパス
スポーツ科学部 所沢キャンパス
国際教養学部 早稲田キャンパス
文学部 日吉キャンパス・三田キャンパス
経済学部 日吉キャンパス・三田キャンパス
法学部 日吉キャンパス・三田キャンパス
商学部 日吉キャンパス・三田キャンパス
医学部 日吉キャンパス・信濃町キャンパス
理工学部 日吉キャンパス・矢上キャンパス
総合政策学部 湘南藤沢キャンパス
環境情報学部 湘南藤沢キャンパス
看護医療学部 湘南藤沢キャンパス・信濃町キャンパス
薬学部 日吉キャンパス・芝共立キャンパス
神学部 四谷キャンパス・石神井キャンパス(一部)
文学部 四谷キャンパス
総合人間科学部 四谷キャンパス・聖母目白キャンパス（看護学科）
法学部 四谷キャンパス
経済学部 四谷キャンパス
外国語学部 四谷キャンパス
総合グローバル学部 四谷キャンパス
国際教養学部 四谷キャンパス
理工学部 四谷キャンパス
法学部 和泉キャンパス・駿河台キャンパス
商学部 和泉キャンパス・駿河台キャンパス
政治経済学部 和泉キャンパス・駿河台キャンパス
文学部 和泉キャンパス・駿河台キャンパス
理工学部 生田キャンパス
農学部 生田キャンパス
経営学部 和泉キャンパス・駿河台キャンパス
情報コミュニケーション学部 和泉キャンパス・駿河台キャンパス
国際日本学部 中野キャンパス
総合数理学部 中野キャンパス
文学部 青山キャンパス
教育人間科学部 青山キャンパス
経済学部 青山キャンパス
法学部 青山キャンパス
経営学部 青山キャンパス
国際政治経済学部 青山キャンパス
総合文化政策学部 青山キャンパス
理工学部 相模原キャンパス
地域社会共生学部 相模原キャンパス
コミュニティ人間科学部 相模原キャンパス
社会情報学部 相模原キャンパス
文学部 池袋キャンパス
異文化コミュニケーション学部 池袋キャンパス
経済学部 池袋キャンパス
経営学部 池袋キャンパス
理学部 池袋キャンパス
社会学部 池袋キャンパス
法学部 池袋キャンパス
観光学部 新座キャンパス
コミュニティ福祉学部 新座キャンパス
現代心理学部 新座キャンパス
法学部 多摩キャンパス
経済学部 多摩キャンパス
商学部 多摩キャンパス
文学部 多摩キャンパス
理工学部 後楽園キャンパス
国際経営学部 多摩キャンパス
国際情報学部 市ヶ谷田町キャンパス
総合政策学部 多摩キャンパス

早稲田大学

慶應義塾大学

上智大学

明治大学

青山学院大学

立教大学

中央大学



法学部 市ヶ谷キャンパス
文学部 市ヶ谷キャンパス
経営学部 市ヶ谷キャンパス
国際文化学部 市ヶ谷キャンパス
人間環境学部 市ヶ谷キャンパス
キャリアデザイン学部 市ヶ谷キャンパス
デザイン工学部 市ヶ谷キャンパス
ＧＩＳ（グローバル教養学部） 市ヶ谷キャンパス
経済学部 多摩キャンパス
社会学部 多摩キャンパス
現代福祉学部 多摩キャンパス
スポーツ健康学部 多摩キャンパス
情報科学部 小金井キャンパス
理工学部 小金井キャンパス
生命科学部 小金井キャンパス
法学部 目白キャンパス
経済学部 目白キャンパス
文学部 目白キャンパス
理学部 目白キャンパス
国際社会学部 目白キャンパス
理学部第一部 葛飾キャンパス・神楽坂キャンパス
理学部第二部 神楽坂キャンパス
工学部 葛飾キャンパス・神楽坂キャンパス(工業化学科)
薬学部 野田キャンパス
理工学部（2023年度より創域理工学部） 野田キャンパス
基礎工学部（2021年度より先進工学部） 長万部キャンパス・葛飾キャンパス
経営学部 神楽坂キャンパス

国際基督教大学（ＩＣＵ） 教養学部 三鷹キャンパス
経済学部 成蹊学園キャンパス（吉祥寺）
経営学部 成蹊学園キャンパス（吉祥寺）
法学部 成蹊学園キャンパス（吉祥寺）
文学部 成蹊学園キャンパス（吉祥寺）
理工学部 成蹊学園キャンパス（吉祥寺）
経済学部 成城キャンパス
文芸学部 成城キャンパス
法学部 成城キャンパス
社会イノベーション学部 成城キャンパス
文学部 横浜キャンパス・白金キャンパス
経済学部 横浜キャンパス・白金キャンパス
社会学部 横浜キャンパス・白金キャンパス
法学部 横浜キャンパス・白金キャンパス
心理学部 横浜キャンパス・白金キャンパス
国際学部 横浜キャンパス
文学部 渋谷キャンパス
神道文化学部 渋谷キャンパス
法学部 渋谷キャンパス
経済学部 渋谷キャンパス
人間開発学部 たまプラーザキャンパス
経済学部 江古田キャンパス
人文学部 江古田キャンパス
社会学部 江古田キャンパス
法学部 三崎町キャンパス
文理学部 世田谷キャンパス（桜上水）
経済学部 三崎町キャンパス
商学部 世田谷キャンパス（砧）
芸術学部 江古田キャンパス・所沢キャンパス
国際関係学部 三島キャンパス（静岡県）
理工学部 駿河台キャンパス・船橋キャンパス
生産工学部 津田沼キャンパス・実籾キャンパス
工学部 郡山キャンパス（福島県）
医学部 板橋キャンパス
歯学部 駿河台キャンパス
松戸歯学部 松戸キャンパス
生物資源科学部 藤沢キャンパス
薬学部 船橋キャンパス
危機管理学部 三軒茶屋キャンパス
スポーツ科学部 三軒茶屋キャンパス
通信教育学部 九段（日本大学会館・本部）
短期大学部 三島キャンパス・船橋キャンパス・藤沢キャンパス

明治学院大学

成城大学

成蹊大学

法政大学

学習院大学

東京理科大学

國學院大學

日本大学

武蔵大学



文学部 白山キャンパス
経済学部 白山キャンパス
経営学部 白山キャンパス
法学部 白山キャンパス
社会学部 白山キャンパス
国際学部 白山キャンパス
国際観光学部 白山キャンパス
情報連携学部 赤羽台キャンパス
ライフデザイン学部 朝霞キャンパス（2021年4月より赤羽台キャンパス）
理工学部 川越キャンパス
総合情報学部 川越キャンパス
生命科学部 板倉キャンパス
食環境科学部 板倉キャンパス
仏教学部 駒沢キャンパス
文学部 駒沢キャンパス
法学部 駒沢キャンパス
経済学部 駒沢キャンパス
経営学部 駒沢キャンパス
グローバル・メディア・スタディーズ学部 駒沢キャンパス
医療健康科学部 駒沢キャンパス
法学部 神田キャンパス
商学部 神田キャンパス
国際コミュニケーション学部 神田キャンパス
経済学部 生田キャンパス
経営学部 生田キャンパス
文学部 生田キャンパス
人間科学部 生田キャンパス
ネットワーク情報学部 生田キャンパス
工学部 大宮キャンパス・豊洲キャンパス
建築学部 豊洲キャンパス
システム理工学部 大宮キャンパス
デザイン工学部 大宮キャンパス・芝浦キャンパス
システムデザイン工学部 東京千住キャンパス
未来科学部 東京千住キャンパス
工学部 東京千住キャンパス
情報環境学部 東京千住キャンパス
理工学部 埼玉鳩山キャンパス
薬学部 白金キャンパス
医学部 相模原キャンパス
海洋生命科学部 相模原キャンパス
看護学部 相模原キャンパス
理学部 相模原キャンパス
医療衛生学部 相模原キャンパス
獣医学部 十和田キャンパス
一般教育部 相模原キャンパス
医学部 大森キャンパス
看護学部 大森キャンパス
薬学部 習志野キャンパス
理学部 習志野キャンパス
健康科学部 習志野キャンパス
理工学部 世田谷キャンパス
情報工学部 世田谷キャンパス
環境学部 横浜キャンパス
メディア情報学部 横浜キャンパス
都市生活学部 等々力キャンパス
人間科学部 等々力キャンパス
建築都市デザイン学部 世田谷キャンパス
法学部 横浜キャンパス
経済学部 横浜キャンパス
経営学部 湘南ひらつかキャンパス（2021年度よりみなとみらいキャンパス）

外国語学部 横浜キャンパス（2021年度よりみなとみらいキャンパス）
人間科学部 横浜キャンパス
国際日本学部 横浜キャンパス（2021年度よりみなとみらいキャンパス）
理学部 湘南ひらつかキャンパス
工学部 横浜キャンパス

東京都市大学

駒澤大学

東洋大学

専修大学

神奈川大学

東京電機大学

芝浦工業大学

北里大学

東邦大学


