
  

 

23 年管理栄養士国家試験結果 

管理栄養士国家試験の合格者は 

過去最多の 8,067 人、合格率 40.5％！
（前年比 8.3 ポイントアップ） 

 

旺文社 教育情報センター 平成 23 年 5 月 

 

 厚生労働省は先ごろ、第 25 回管理栄養士国家試験（平成 23 年 3 月実施）の受験、合格状況等

を発表した。第 20 回からの"新たな受験資格・試験科目"による 6回目の国家試験である。受験者

は 19,923 人、合格者は過去最多の 8,067 人となった。 

 
【実施状況】 

 23 年 3 月 20 日に全国８地区（北海道、宮城県[東京特設会場]、東京都、愛知県、大阪府、岡山県、

福岡県、沖縄県）で実施された。3月 11 日の東日本大震災の影響を受け、宮城県の 4大学(仙台白百合

女子大・宮城学院女子大・尚絅学院大・東北生活文化大)と福島県の郡山女子大は、多くが受験できな

かった模様。5大学合計(新卒)で、前年 24 回の受験者 357 人・合格者 223 人に対し、本年 25 回は受験

者 29 人・合格者 24 人という厳しい結果となった。なお、東日本大震災の発生に伴い受験できなかっ

た受験者には、7月 31 日追加試験が実施される。(追加試験に関する情報は下記ＨＰを参照) 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000019lvp.html 
 

◆受験者数・合格者数・合格率； 

受験者総数 19,923 人(22 年比 20.5％マイナス)、合格者総数 8,067 人(同 0.1％アップ)。合格率は

40.5％(同 8.3 ポイントアップ)と高い合格率となった。 

◆学校別合格状況； 

管理栄養士養成課程(新卒、既卒）、栄養士養成課程(既卒)の合格状況は表①のとおり。 

管理栄養士養成課程(新卒)の合格者数は 6,320 人と前年より 133 人(2.1％)増加、受験者数は 7,702

人で前年より 163 人(2.1％)減少した。合格率は前年(78.7％)より 3.4 ポイントアップの 82.1％。また､

管理栄養士養成課程(既卒)の合格率は前年と同じ 14.9％。栄養士養成課程(既卒)の合格率は前年

(10.2％)より 4.0 ポイントアップの 14.2％となった。 

■学校区分別合格状況 （表①）

学校区分 受験者数 合格者数 合格率
①管理栄養士養成課程（新卒） 7,702 6,320 82.1%
②管理栄養士養成課程（既卒） 2,145 320 14.9%
③栄養士養成課程（既卒） 10,076 1,427 14.2%
合計 19,923 8,067 40.5%  

＊３ページに「管理栄養士養成課程（新卒）」の大学別合格状況（表③）を掲載。 
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◆受験者数、合格者数等の推移状況； 

受験者総数は、新制度下での初年度である 18 年に大きく減少(対前年 9,905 人減少)したが、19 年か

らは 4年連続で増加、23 年は一転して 5,124 人の大幅減となった。合格者総数は例年 4,500 人～5,000

人で推移していたが、旧制度最後の 17 年に大きく増加、18 年は減少し、19 年は再び増加。20 年、21

年と減少したが 22 年、23 年は連続して過去最多となった(表②参照）。合格率は 16 年まで下降傾向で

あったが、17 年から上昇に転じた。20 年、21 年と 2 年連続してダウンしたが、22 年、23 年は連続し

てアップした。(図①参照） 

■年次別合格状況 （表②）
年次 受験者総数 合格者総数 合格率
平成18年（第20回） 20,570 5,504 26.8%
平成19年（第21回） 21,571 7,592 35.2%
平成20年（第22回） 22,073 6,968 31.6%
平成21年（第23回） 23,744 6,877 29.0%
平成22年（第24回） 25,047 8,058 32.2%
平成23年（第25回） 19,923 8,067 40.5%  

 

なお、新卒で合格者 100 人以上の大学は、女子栄養大(221 人、合格率 93.6％)、中村学園大(211 人、

同 92.1％）、武庫川女子大(197 人、同 93.4％）、名古屋学芸大(162 人、同 96.4％）、東京家政大(137

人、同 98.6％）、神戸女子大(136 人、同 87.2％）、九州栄養福祉大(109 人、同 98.2％）、京都女子大(108

人、同 94.7％）、椙山女学園大(104 人、同 84.6％）の 9大学となっている。 

また国立大の合格者は、徳島大 49 人(合格率 96.1%)、お茶の水女子大 35 人(同 89.7%）、奈良女子大

31 人(同 86.1%）となった。 

（図①） 

■受験者総数・合格者総数・合格率の推移
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                                                 受験者総数・合格者総数は、新卒、既卒の合計数 
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■管理栄養士国家試験の大学別状況＜管理栄養士課程（新卒）＞ （表③）

設置 大学 学部(学群) 学科(学類) 専攻（課程） 受験者 合格者 合格率（％）

お茶の水女子大 生活科学 食物栄養 食物栄養学講座 39 35 89.7%

奈良女子大 生活環境 食物栄養 36 31 86.1%

徳島大 医 栄養 51 49 96.1%

国立大合計 126 115 91.3%

名寄市立大 保健福祉 栄養 39 32 82.1%

神奈川県立保健福祉大 保健福祉 栄養 44 44 100.0%

静岡県立大 食品栄養科学 栄養生命科学 29 29 100.0%

滋賀県立大 人間文化 生活栄養 28 25 89.3%

京都府立大 生活環境 食保健 25 22 88.0%

大阪市立大 生活科学 食品栄養科学 37 33 89.2%

大阪府立大 総合リハビリテーション 栄養療法 31 29 93.5%

岡山県立大 保健福祉 栄養 46 44 95.7%

県立広島大 人間文化 健康科学 33 32 97.0%

山口県立大 看護栄養 栄養 46 41 89.1%

高知女子大 健康栄養 健康栄養 20 16 80.0%

福岡女子大 人間環境 栄養健康科学 31 23 74.2%

長崎県立大 看護栄養 栄養健康 39 35 89.7%

熊本県立大 環境共生 食健康科学 39 29 74.4%

公立大合計 487 434 89.1%

天使大 看護栄養 栄養 86 65 75.6%

藤女子大 人間生活 食物栄養 86 50 58.1%

北海道文教大 人間科学 健康栄養 128 88 68.8%

酪農学園大 酪農 食品科学 健康栄養学 43 42 97.7%

仙台白百合女子大 人間 健康栄養 管理栄養 1 1 100.0%

宮城学院女子大 学芸 食品栄養 2 2 100.0%

尚絅学院大 総合人間科学 健康栄養 1 1 100.0%

東北生活文化大 家政 家政 健康栄養学 10 9 90.0%

郡山女子大 家政 食物栄養 15 11 73.3%

茨城キリスト教大 生活科学 食物健康科学 79 48 60.8%

高崎健康福祉大 健康福祉 健康栄養 80 77 96.3%

十文字学園女子大 人間生活 食物栄養 100 71 71.0%

城西大 薬 医療栄養 98 88 89.8%

女子栄養大 栄養 実践栄養 236 221 93.6%

人間総合科学大 人間科学 健康栄養 68 52 76.5%

聖徳大 人間栄養 人間栄養 96 75 78.1%

和洋女子大 家政 健康栄養 健康栄養学専修 101 76 75.2%

大妻女子大 家政 食物 管理栄養士 52 47 90.4%

共立女子大 家政 食物栄養 管理栄養士 52 44 84.6%

実践女子大 生活科学 食生活科学 管理栄養士 82 60 73.2%

昭和女子大 生活科学 管理栄養 81 75 92.6%

帝京平成大 健康メディカル 健康栄養 57 34 59.6%

東京医療保健大 医療保健 医療栄養 99 87 87.9%

東京家政大 家政 栄養 管理栄養士 139 137 98.6%

東京家政学院大 現代生活 健康栄養 54 47 87.0%

東京聖栄大 健康栄養 管理栄養 79 65 82.3%

東京農業大 応用生物科学 栄養科学 管理栄養士 81 75 92.6%

日本女子大 家政 食物 管理栄養士 52 47 90.4%

鎌倉女子大 家政 管理栄養 112 93 83.0%

相模女子大 栄養科学 管理栄養士 110 93 84.5%

関東学院大 人間環境 健康栄養 101 81 80.2%

新潟医療福祉大 健康科学 健康栄養 48 41 85.4%

松本大 人間健康 健康栄養 68 44 64.7%

岐阜女子大 家政 健康栄養 120 89 74.2%

浜松大 プロデュース 健康栄養 70 34 48.6%

愛知学泉大 家政 家政 管理栄養士 75 75 100.0%

金城学院大 生活環境 食環境栄養 87 77 88.5%

椙山女学園大 生活科学 管理栄養 123 104 84.6%

至学館大 健康科学 栄養科学 51 32 62.7%

名古屋学芸大 管理栄養 管理栄養 168 162 96.4%

名古屋女子大 家政 食物栄養 87 83 95.4%

名古屋文理大 健康生活 健康栄養 52 39 75.0%

国
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設置 大学 学部(学群) 学科(学類) 専攻（課程） 受験者 合格者 合格率（％）

東海学園大 人間健康 管理栄養 75 72 96.0%

名古屋経済大 人間生活科学 管理栄養 70 41 58.6%

鈴鹿医療科学大 保健衛生 医療栄養 46 36 78.3%

京都女子大 家政 食物栄養 114 108 94.7%

京都光華女子大 健康科学 健康栄養 78 50 64.1%

同志社女子大 生活科学 食物栄養科学 管理栄養士 91 90 98.9%

大阪青山大 健康科学 健康栄養 40 18 45.0%

大阪樟蔭女子大 学芸 食物栄養 管理栄養士 67 63 94.0%

関西福祉科学大 健康福祉 福祉栄養 74 48 64.9%

近畿大 農 食品栄養 71 71 100.0%

羽衣国際大 人間生活 人間生活 食物栄養 42 28 66.7%

千里金蘭大 生活科学 食物栄養 67 34 50.7%

相愛大 人間発達 発達栄養 36 9 25.0%

帝塚山学院大 人間科学 食物栄養 68 57 83.8%

甲子園大 栄養 栄養 100 82 82.0%

神戸学院大 栄養 栄養 102 87 85.3%

神戸女子大 家政 管理栄養士養成 156 136 87.2%

神戸松蔭女子学院大 人間科学 生活 食物栄養 61 37 60.7%

園田学園女子大 人間健康 食物栄養 46 29 63.0%

兵庫大 健康科学 栄養マネジメント 22 22 100.0%

武庫川女子大 生活環境 食物栄養 211 197 93.4%

畿央大 健康科学 健康栄養 60 52 86.7%

帝塚山大 現代生活 食物栄養 96 82 85.4%

岡山学院大 人間生活 食物栄養 33 25 75.8%

川崎医療福祉大 医療技術 臨床栄養 51 39 76.5%

くらしき作陽大 食文化 栄養 88 79 89.8%

ノートルダム清心女子大 人間生活 食品栄養 75 70 93.3%

中国学園大 現代生活 人間栄養 41 32 78.0%

美作大 生活科学 食物 管理栄養士養成 86 69 80.2%

広島女学院大 生活科学 管理栄養 66 65 98.5%

広島文教女子大 人間科学 人間栄養 59 34 57.6%

安田女子大 家政 管理栄養 84 69 82.1%

東亜大 医療 医療栄養 9 6 66.7%

四国大 生活科学 管理栄養士養成 71 67 94.4%

徳島文理大 人間生活 食物栄養 64 55 85.9%

九州栄養福祉大 食物栄養 食物栄養 111 109 98.2%

九州女子大 家政 栄養 86 58 67.4%

西南女学院大 保健福祉 栄養 73 56 76.7%

中村学園大 栄養科学 栄養科学 229 211 92.1%

西九州大 健康福祉 健康栄養 116 64 55.2%

活水女子大 健康生活 食生活健康 54 50 92.6%

長崎国際大 健康管理 健康栄養 53 47 88.7%

尚絅大 生活科学 栄養科学 67 44 65.7%

別府大 食物栄養科学 食物栄養 50 36 72.0%

南九州大 健康栄養 管理栄養 41 39 95.1%

鹿児島純心女子大 看護栄養 健康栄養 59 34 57.6%

私立大合計 6,789 5,549 81.7%

大学合計 7,402 6,098 82.4%

その他（専門学校） 300 222 74.0%

総合計 7,702 6,320 82.1%

＊大学・学部学科（課程）は受験時点での名称。高知女子大は平成23年4月から高知県立大に校名変更。
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管理栄養士国家試験の合格者は

過去最多の8,067人、合格率40.5％！

（前年比8.3ポイントアップ）





　

旺文社 教育情報センター　平成23年5月

　厚生労働省は先ごろ、第25回管理栄養士国家試験（平成23年3月実施）の受験、合格状況等を発表した。第20回からの"新たな受験資格・試験科目"による6回目の国家試験である。受験者は19,923人、合格者は過去最多の8,067人となった。

【実施状況】

　23年3月20日に全国８地区（北海道、宮城県[東京特設会場]、東京都、愛知県、大阪府、岡山県、福岡県、沖縄県）で実施された。3月11日の東日本大震災の影響を受け、宮城県の4大学(仙台白百合女子大・宮城学院女子大・尚絅学院大・東北生活文化大)と福島県の郡山女子大は、多くが受験できなかった模様。5大学合計(新卒)で、前年24回の受験者357人・合格者223人に対し、本年25回は受験者29人・合格者24人という厳しい結果となった。なお、東日本大震災の発生に伴い受験できなかった受験者には、7月31日追加試験が実施される。(追加試験に関する情報は下記ＨＰを参照)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000019lvp.html

◆受験者数・合格者数・合格率；

受験者総数19,923人(22年比20.5％マイナス)、合格者総数8,067人(同0.1％アップ)。合格率は40.5％(同8.3ポイントアップ)と高い合格率となった。


◆学校別合格状況；

管理栄養士養成課程(新卒、既卒）、栄養士養成課程(既卒)の合格状況は表①のとおり。

管理栄養士養成課程(新卒)の合格者数は6,320人と前年より133人(2.1％)増加、受験者数は7,702人で前年より163人(2.1％)減少した。合格率は前年(78.7％)より3.4ポイントアップの82.1％。また､管理栄養士養成課程(既卒)の合格率は前年と同じ14.9％。栄養士養成課程(既卒)の合格率は前年(10.2％)より4.0ポイントアップの14.2％となった。



■学校区分別合格状況（表①）


学校区分受験者数合格者数合格率


①管理栄養士養成課程（新卒）7,7026,32082.1%


②管理栄養士養成課程（既卒）2,14532014.9%


③栄養士養成課程（既卒）10,0761,42714.2%


合計19,9238,06740.5%




＊３ページに「管理栄養士養成課程（新卒）」の大学別合格状況（表③）を掲載。

◆受験者数、合格者数等の推移状況；

受験者総数は、新制度下での初年度である18年に大きく減少(対前年9,905人減少)したが、19年からは4年連続で増加、23年は一転して5,124人の大幅減となった。合格者総数は例年4,500人～5,000人で推移していたが、旧制度最後の17年に大きく増加、18年は減少し、19年は再び増加。20年、21年と減少したが22年、23年は連続して過去最多となった(表②参照）。合格率は16年まで下降傾向であったが、17年から上昇に転じた。20年、21年と2年連続してダウンしたが、22年、23年は連続してアップした。(図①参照）




■年次別合格状況（表②）


年次受験者総数合格者総数合格率


平成18年（第20回）20,5705,50426.8%


平成19年（第21回）21,5717,59235.2%


平成20年（第22回）22,0736,96831.6%


平成21年（第23回）23,7446,87729.0%


平成22年（第24回）25,0478,05832.2%


平成23年（第25回）19,9238,06740.5%




なお、新卒で合格者100人以上の大学は、女子栄養大(221人、合格率93.6％)、中村学園大(211人、同92.1％）、武庫川女子大(197人、同93.4％）、名古屋学芸大(162人、同96.4％）、東京家政大(137人、同98.6％）、神戸女子大(136人、同87.2％）、九州栄養福祉大(109人、同98.2％）、京都女子大(108人、同94.7％）、椙山女学園大(104人、同84.6％）の9大学となっている。

また国立大の合格者は、徳島大49人(合格率96.1%)、お茶の水女子大35人(同89.7%）、奈良女子大31人(同86.1%）となった。

（図①）

■受験者総数・合格者総数・合格率の推移
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                                           　　　　　 受験者総数・合格者総数は、新卒、既卒の合計数



■管理栄養士国家試験の大学別状況＜管理栄養士課程（新卒）＞


（表③）


設置大学学部(学群)学科(学類)専攻（課程）受験者合格者合格率（％）


お茶の水女子大生活科学食物栄養食物栄養学講座393589.7%


奈良女子大生活環境食物栄養363186.1%


徳島大医栄養514996.1%


国立大合計12611591.3%


名寄市立大保健福祉栄養393282.1%


神奈川県立保健福祉大保健福祉栄養4444100.0%


静岡県立大食品栄養科学栄養生命科学2929100.0%


滋賀県立大人間文化生活栄養282589.3%


京都府立大生活環境食保健252288.0%


大阪市立大生活科学食品栄養科学373389.2%


大阪府立大総合リハビリテーション栄養療法312993.5%


岡山県立大保健福祉栄養464495.7%


県立広島大人間文化健康科学333297.0%


山口県立大看護栄養栄養464189.1%


高知女子大健康栄養健康栄養201680.0%


福岡女子大人間環境栄養健康科学312374.2%


長崎県立大看護栄養栄養健康393589.7%


熊本県立大環境共生食健康科学392974.4%


公立大合計48743489.1%


天使大看護栄養栄養866575.6%


藤女子大人間生活食物栄養865058.1%


北海道文教大人間科学健康栄養1288868.8%


酪農学園大酪農食品科学健康栄養学434297.7%


仙台白百合女子大人間健康栄養管理栄養11100.0%


宮城学院女子大学芸食品栄養22100.0%


尚絅学院大総合人間科学健康栄養11100.0%


東北生活文化大家政家政健康栄養学10990.0%


郡山女子大家政食物栄養151173.3%


茨城キリスト教大生活科学食物健康科学794860.8%


高崎健康福祉大健康福祉健康栄養807796.3%


十文字学園女子大人間生活食物栄養1007171.0%


城西大薬医療栄養988889.8%


女子栄養大栄養実践栄養23622193.6%


人間総合科学大人間科学健康栄養685276.5%


聖徳大人間栄養人間栄養967578.1%


和洋女子大家政健康栄養健康栄養学専修1017675.2%


大妻女子大家政食物管理栄養士524790.4%


共立女子大家政食物栄養管理栄養士524484.6%


実践女子大生活科学食生活科学管理栄養士826073.2%


昭和女子大生活科学管理栄養817592.6%


帝京平成大健康メディカル健康栄養573459.6%


東京医療保健大医療保健医療栄養998787.9%


東京家政大家政栄養管理栄養士13913798.6%


東京家政学院大現代生活健康栄養544787.0%


東京聖栄大健康栄養管理栄養796582.3%


東京農業大応用生物科学栄養科学管理栄養士817592.6%


日本女子大家政食物管理栄養士524790.4%


鎌倉女子大家政管理栄養1129383.0%


相模女子大栄養科学管理栄養士1109384.5%


関東学院大人間環境健康栄養1018180.2%


新潟医療福祉大健康科学健康栄養484185.4%


松本大人間健康健康栄養684464.7%


岐阜女子大家政健康栄養1208974.2%


浜松大プロデュース健康栄養703448.6%


愛知学泉大家政家政管理栄養士7575100.0%


金城学院大生活環境食環境栄養877788.5%


椙山女学園大生活科学管理栄養12310484.6%


至学館大健康科学栄養科学513262.7%


名古屋学芸大管理栄養管理栄養16816296.4%


名古屋女子大家政食物栄養878395.4%


名古屋文理大健康生活健康栄養523975.0%
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設置大学学部(学群)学科(学類)専攻（課程）受験者合格者合格率（％）


東海学園大人間健康管理栄養757296.0%


名古屋経済大人間生活科学管理栄養704158.6%


鈴鹿医療科学大保健衛生医療栄養463678.3%


京都女子大家政食物栄養11410894.7%


京都光華女子大健康科学健康栄養785064.1%


同志社女子大生活科学食物栄養科学管理栄養士919098.9%


大阪青山大健康科学健康栄養401845.0%


大阪樟蔭女子大学芸食物栄養管理栄養士676394.0%


関西福祉科学大健康福祉福祉栄養744864.9%


近畿大農食品栄養7171100.0%


羽衣国際大人間生活人間生活食物栄養422866.7%


千里金蘭大生活科学食物栄養673450.7%


相愛大人間発達発達栄養36925.0%


帝塚山学院大人間科学食物栄養685783.8%


甲子園大栄養栄養1008282.0%


神戸学院大栄養栄養1028785.3%


神戸女子大家政管理栄養士養成15613687.2%


神戸松蔭女子学院大人間科学生活食物栄養613760.7%


園田学園女子大人間健康食物栄養462963.0%


兵庫大健康科学栄養マネジメント2222100.0%


武庫川女子大生活環境食物栄養21119793.4%


畿央大健康科学健康栄養605286.7%


帝塚山大現代生活食物栄養968285.4%


岡山学院大人間生活食物栄養332575.8%


川崎医療福祉大医療技術臨床栄養513976.5%


くらしき作陽大食文化栄養887989.8%


ノートルダム清心女子大人間生活食品栄養757093.3%


中国学園大現代生活人間栄養413278.0%


美作大生活科学食物管理栄養士養成866980.2%


広島女学院大生活科学管理栄養666598.5%


広島文教女子大人間科学人間栄養593457.6%


安田女子大家政管理栄養846982.1%


東亜大医療医療栄養9666.7%


四国大生活科学管理栄養士養成716794.4%


徳島文理大人間生活食物栄養645585.9%


九州栄養福祉大食物栄養食物栄養11110998.2%


九州女子大家政栄養865867.4%


西南女学院大保健福祉栄養735676.7%


中村学園大栄養科学栄養科学22921192.1%


西九州大健康福祉健康栄養1166455.2%


活水女子大健康生活食生活健康545092.6%


長崎国際大健康管理健康栄養534788.7%


尚絅大生活科学栄養科学674465.7%


別府大食物栄養科学食物栄養503672.0%


南九州大健康栄養管理栄養413995.1%


鹿児島純心女子大看護栄養健康栄養593457.6%


私立大合計6,7895,54981.7%


大学合計7,4026,09882.4%


その他（専門学校）30022274.0%


総合計7,7026,32082.1%


＊大学・学部学科（課程）は受験時点での名称。高知女子大は平成23年4月から高知県立大に校名変更。


私


　


　


　


　


　


　


　


　


　


立







� HYPERLINK "http://passnavi.evidus.com/ct.html?ad=eic&page=pdf&number=1&uri=http://eic.obunsha.co.jp/" ��©2011 旺文社 教育情報センター�





� HYPERLINK "http://passnavi.evidus.com/ct.html?ad=eic&page=pdf&number=1&uri=http://eic.obunsha.co.jp/" ��©2011 旺文社 教育情報センター�





� HYPERLINK "http://passnavi.evidus.com/ct.html?ad=eic&page=pdf&number=1&uri=http://eic.obunsha.co.jp/" ��©2011 旺文社 教育情報センター�





� HYPERLINK "http://passnavi.evidus.com/ct.html?ad=eic&page=pdf&number=1&uri=http://eic.obunsha.co.jp/" ��©2011 旺文社 教育情報センター�





























PAGE  

- 1 -



_1366630205.xls

（表①）区分別合格状況2011年


						23年


						■学校区分別合格状況												（表①）


						学校区分						受験者数			合格者数			合格率


						①管理栄養士養成課程（新卒）						7,702			6,320			82.1%


						②管理栄養士養成課程（既卒）						2,145			320			14.9%


						③栄養士養成課程（既卒）						10,076			1,427			14.2%


						合計						19,923			8,067			40.5%


									■年次別合格状況									（表②）


									年次			受験者総数			合格者総数			合格率


												20,570			5,504			26.8%


												21,571			7,592			35.2%


												22,073			6,968			31.6%


												23,744			6,877			29.0%


												25,047			8,058			32.2%


												19,923			8,067			40.5%


									■新卒で合格者１００人以上の大学


									女子栄養大（221人、合格率93.6％）


									中村学園大（211人、合格率92.1％）


									武庫川女子大（197人、合格率93.4％）


									名古屋学芸大（162人、合格率96.4％）


									東京家政大（137人、合格率98.6％）


									神戸女子大（136人、合格率87.2％）


									九州栄養福祉大（109人、合格率98.2％）


									京都女子大（108人、合格率94.7％）


									椙山女学園大（104人、合格率84.6％）








（表③）2011年 (新卒) 


			■管理栄養士国家試験の大学別状況＜管理栄養士課程（新卒）＞																					（表③）


			設置			大学			学部(学群)			学科(学類)			専攻（課程）			受験者			合格者			合格率（％）


			国 立			お茶の水女子大			生活科学			食物栄養			食物栄養学講座			39			35			89.7%


						奈良女子大			生活環境			食物栄養						36			31			86.1%


						徳島大			医			栄養						51			49			96.1%


						国立大合計												126			115			91.3%


			公    立			名寄市立大			保健福祉			栄養						39			32			82.1%


						神奈川県立保健福祉大			保健福祉			栄養						44			44			100.0%


						静岡県立大			食品栄養科学			栄養生命科学						29			29			100.0%


						滋賀県立大			人間文化			生活栄養						28			25			89.3%


						京都府立大			生活環境			食保健						25			22			88.0%


						大阪市立大			生活科学			食品栄養科学						37			33			89.2%


						大阪府立大			総合リハビリテーション			栄養療法						31			29			93.5%


						岡山県立大			保健福祉			栄養						46			44			95.7%


						県立広島大			人間文化			健康科学						33			32			97.0%


						山口県立大			看護栄養			栄養						46			41			89.1%


						高知女子大			健康栄養			健康栄養						20			16			80.0%


						福岡女子大			人間環境			栄養健康科学						31			23			74.2%


						長崎県立大			看護栄養			栄養健康						39			35			89.7%


						熊本県立大			環境共生			食健康科学						39			29			74.4%


						公立大合計												487			434			89.1%


			私         立			天使大			看護栄養			栄養						86			65			75.6%


						藤女子大			人間生活			食物栄養						86			50			58.1%


						北海道文教大			人間科学			健康栄養						128			88			68.8%


						酪農学園大			酪農			食品科学			健康栄養学			43			42			97.7%


						仙台白百合女子大			人間			健康栄養			管理栄養			1			1			100.0%


						宮城学院女子大			学芸			食品栄養						2			2			100.0%


						尚絅学院大			総合人間科学			健康栄養						1			1			100.0%


						東北生活文化大			家政			家政			健康栄養学			10			9			90.0%


						郡山女子大			家政			食物栄養						15			11			73.3%


						茨城キリスト教大			生活科学			食物健康科学						79			48			60.8%


						高崎健康福祉大			健康福祉			健康栄養						80			77			96.3%


						十文字学園女子大			人間生活			食物栄養						100			71			71.0%


						城西大			薬			医療栄養						98			88			89.8%


						女子栄養大			栄養			実践栄養						236			221			93.6%


						人間総合科学大			人間科学			健康栄養						68			52			76.5%


						聖徳大			人間栄養			人間栄養						96			75			78.1%


						和洋女子大			家政			健康栄養			健康栄養学専修			101			76			75.2%


						大妻女子大			家政			食物			管理栄養士			52			47			90.4%


						共立女子大			家政			食物栄養			管理栄養士			52			44			84.6%


						実践女子大			生活科学			食生活科学			管理栄養士			82			60			73.2%


						昭和女子大			生活科学			管理栄養						81			75			92.6%


						帝京平成大			健康メディカル			健康栄養						57			34			59.6%


						東京医療保健大			医療保健			医療栄養						99			87			87.9%


						東京家政大			家政			栄養			管理栄養士			139			137			98.6%


						東京家政学院大			現代生活			健康栄養						54			47			87.0%


						東京聖栄大			健康栄養			管理栄養						79			65			82.3%


						東京農業大			応用生物科学			栄養科学			管理栄養士			81			75			92.6%


						日本女子大			家政			食物			管理栄養士			52			47			90.4%


						鎌倉女子大			家政			管理栄養						112			93			83.0%


						相模女子大			栄養科学			管理栄養士						110			93			84.5%


						関東学院大			人間環境			健康栄養						101			81			80.2%


						新潟医療福祉大			健康科学			健康栄養						48			41			85.4%


						松本大			人間健康			健康栄養						68			44			64.7%


						岐阜女子大			家政			健康栄養						120			89			74.2%


						浜松大			プロデュース			健康栄養						70			34			48.6%


						愛知学泉大			家政			家政			管理栄養士			75			75			100.0%


						金城学院大			生活環境			食環境栄養						87			77			88.5%


						椙山女学園大			生活科学			管理栄養						123			104			84.6%


						至学館大			健康科学			栄養科学						51			32			62.7%


						名古屋学芸大			管理栄養			管理栄養						168			162			96.4%


						名古屋女子大			家政			食物栄養						87			83			95.4%


						名古屋文理大			健康生活			健康栄養						52			39			75.0%


						東海学園大			人間健康			管理栄養						75			72			96.0%


						名古屋経済大			人間生活科学			管理栄養						70			41			58.6%


						鈴鹿医療科学大			保健衛生			医療栄養						46			36			78.3%


						京都女子大			家政			食物栄養						114			108			94.7%


						京都光華女子大			健康科学			健康栄養						78			50			64.1%


						同志社女子大			生活科学			食物栄養科学			管理栄養士			91			90			98.9%


						大阪青山大			健康科学			健康栄養						40			18			45.0%


						大阪樟蔭女子大			学芸			食物栄養			管理栄養士			67			63			94.0%


						関西福祉科学大			健康福祉			福祉栄養						74			48			64.9%


						近畿大			農			食品栄養						71			71			100.0%


						羽衣国際大			人間生活			人間生活			食物栄養			42			28			66.7%


						千里金蘭大			生活科学			食物栄養						67			34			50.7%


						相愛大			人間発達			発達栄養						36			9			25.0%


						帝塚山学院大			人間科学			食物栄養						68			57			83.8%


						甲子園大			栄養			栄養						100			82			82.0%


						神戸学院大			栄養			栄養						102			87			85.3%


						神戸女子大			家政						管理栄養士養成			156			136			87.2%


						神戸松蔭女子学院大			人間科学			生活			食物栄養			61			37			60.7%


						園田学園女子大			人間健康			食物栄養						46			29			63.0%


						兵庫大			健康科学			栄養マネジメント						22			22			100.0%


						武庫川女子大			生活環境			食物栄養						211			197			93.4%


						畿央大			健康科学			健康栄養						60			52			86.7%


						帝塚山大			現代生活			食物栄養						96			82			85.4%


						岡山学院大			人間生活			食物栄養						33			25			75.8%


						川崎医療福祉大			医療技術			臨床栄養						51			39			76.5%


						くらしき作陽大			食文化			栄養						88			79			89.8%


						ノートルダム清心女子大			人間生活			食品栄養						75			70			93.3%


						中国学園大			現代生活			人間栄養						41			32			78.0%


						美作大			生活科学			食物			管理栄養士養成			86			69			80.2%


						広島女学院大			生活科学			管理栄養						66			65			98.5%


						広島文教女子大			人間科学			人間栄養						59			34			57.6%


						安田女子大			家政			管理栄養						84			69			82.1%


						東亜大			医療			医療栄養						9			6			66.7%


						四国大			生活科学						管理栄養士養成			71			67			94.4%


						徳島文理大			人間生活			食物栄養						64			55			85.9%


						九州栄養福祉大			食物栄養			食物栄養						111			109			98.2%


						九州女子大			家政			栄養						86			58			67.4%


						西南女学院大			保健福祉			栄養						73			56			76.7%


						中村学園大			栄養科学			栄養科学						229			211			92.1%


						西九州大			健康福祉			健康栄養						116			64			55.2%


						活水女子大			健康生活			食生活健康						54			50			92.6%


						長崎国際大			健康管理			健康栄養						53			47			88.7%


						尚絅大			生活科学			栄養科学						67			44			65.7%


						別府大			食物栄養科学			食物栄養						50			36			72.0%


						南九州大			健康栄養			管理栄養						41			39			95.1%


						鹿児島純心女子大			看護栄養			健康栄養						59			34			57.6%


						私立大合計												6,789			5,549			81.7%


			大学合計															7,402			6,098			82.4%


						その他（専門学校）												300			222			74.0%


			総合計															7,702			6,320			82.1%


			＊大学・学部学科（課程）は受験時点での名称。高知女子大は平成23年4月から高知県立大に校名変更。








（表③）2011年 (新卒) 掲載用


			■管理栄養士国家試験の大学別状況＜管理栄養士課程（新卒）＞																					（表③）


			設置			大学			学部(学群)			学科(学類)			専攻（課程）			受験者			合格者			合格率（％）


			国 立			お茶の水女子大			生活科学			食物栄養			食物栄養学講座			39			35			89.7%


						奈良女子大			生活環境			食物栄養						36			31			86.1%


						徳島大			医			栄養						51			49			96.1%


						国立大合計												126			115			91.3%


			公    立			名寄市立大			保健福祉			栄養						39			32			82.1%


						神奈川県立保健福祉大			保健福祉			栄養						44			44			100.0%


						静岡県立大			食品栄養科学			栄養生命科学						29			29			100.0%


						滋賀県立大			人間文化			生活栄養						28			25			89.3%


						京都府立大			生活環境			食保健						25			22			88.0%


						大阪市立大			生活科学			食品栄養科学						37			33			89.2%


						大阪府立大			総合リハビリテーション			栄養療法						31			29			93.5%


						岡山県立大			保健福祉			栄養						46			44			95.7%


						県立広島大			人間文化			健康科学						33			32			97.0%


						山口県立大			看護栄養			栄養						46			41			89.1%


						高知女子大			健康栄養			健康栄養						20			16			80.0%


						福岡女子大			人間環境			栄養健康科学						31			23			74.2%


						長崎県立大			看護栄養			栄養健康						39			35			89.7%


						熊本県立大			環境共生			食健康科学						39			29			74.4%


						公立大合計												487			434			89.1%


			私         立			天使大			看護栄養			栄養						86			65			75.6%


						藤女子大			人間生活			食物栄養						86			50			58.1%


						北海道文教大			人間科学			健康栄養						128			88			68.8%


						酪農学園大			酪農			食品科学			健康栄養学			43			42			97.7%


						仙台白百合女子大			人間			健康栄養			管理栄養			1			1			100.0%


						宮城学院女子大			学芸			食品栄養						2			2			100.0%


						尚絅学院大			総合人間科学			健康栄養						1			1			100.0%


						東北生活文化大			家政			家政			健康栄養学			10			9			90.0%


						郡山女子大			家政			食物栄養						15			11			73.3%


						茨城キリスト教大			生活科学			食物健康科学						79			48			60.8%


						高崎健康福祉大			健康福祉			健康栄養						80			77			96.3%


						十文字学園女子大			人間生活			食物栄養						100			71			71.0%


						城西大			薬			医療栄養						98			88			89.8%


						女子栄養大			栄養			実践栄養						236			221			93.6%


						人間総合科学大			人間科学			健康栄養						68			52			76.5%


						聖徳大			人間栄養			人間栄養						96			75			78.1%


						和洋女子大			家政			健康栄養			健康栄養学専修			101			76			75.2%


						大妻女子大			家政			食物			管理栄養士			52			47			90.4%


						共立女子大			家政			食物栄養			管理栄養士			52			44			84.6%


						実践女子大			生活科学			食生活科学			管理栄養士			82			60			73.2%


						昭和女子大			生活科学			管理栄養						81			75			92.6%


						帝京平成大			健康メディカル			健康栄養						57			34			59.6%


						東京医療保健大			医療保健			医療栄養						99			87			87.9%


						東京家政大			家政			栄養			管理栄養士			139			137			98.6%


						東京家政学院大			現代生活			健康栄養						54			47			87.0%


						東京聖栄大			健康栄養			管理栄養						79			65			82.3%


						東京農業大			応用生物科学			栄養科学			管理栄養士			81			75			92.6%


						日本女子大			家政			食物			管理栄養士			52			47			90.4%


						鎌倉女子大			家政			管理栄養						112			93			83.0%


						相模女子大			栄養科学			管理栄養士						110			93			84.5%


						関東学院大			人間環境			健康栄養						101			81			80.2%


						新潟医療福祉大			健康科学			健康栄養						48			41			85.4%


						松本大			人間健康			健康栄養						68			44			64.7%


						岐阜女子大			家政			健康栄養						120			89			74.2%


						浜松大			プロデュース			健康栄養						70			34			48.6%


						愛知学泉大			家政			家政			管理栄養士			75			75			100.0%


						金城学院大			生活環境			食環境栄養						87			77			88.5%


						椙山女学園大			生活科学			管理栄養						123			104			84.6%


						至学館大			健康科学			栄養科学						51			32			62.7%


						名古屋学芸大			管理栄養			管理栄養						168			162			96.4%


						名古屋女子大			家政			食物栄養						87			83			95.4%


						名古屋文理大			健康生活			健康栄養						52			39			75.0%


			設置			大学			学部(学群)			学科(学類)			専攻（課程）			受験者			合格者			合格率（％）


			私　　　　　　　　　立			東海学園大			人間健康			管理栄養						75			72			96.0%


						名古屋経済大			人間生活科学			管理栄養						70			41			58.6%


						鈴鹿医療科学大			保健衛生			医療栄養						46			36			78.3%


						京都女子大			家政			食物栄養						114			108			94.7%


						京都光華女子大			健康科学			健康栄養						78			50			64.1%


						同志社女子大			生活科学			食物栄養科学			管理栄養士			91			90			98.9%


						大阪青山大			健康科学			健康栄養						40			18			45.0%


						大阪樟蔭女子大			学芸			食物栄養			管理栄養士			67			63			94.0%


						関西福祉科学大			健康福祉			福祉栄養						74			48			64.9%


						近畿大			農			食品栄養						71			71			100.0%


						羽衣国際大			人間生活			人間生活			食物栄養			42			28			66.7%


						千里金蘭大			生活科学			食物栄養						67			34			50.7%


						相愛大			人間発達			発達栄養						36			9			25.0%


						帝塚山学院大			人間科学			食物栄養						68			57			83.8%


						甲子園大			栄養			栄養						100			82			82.0%


						神戸学院大			栄養			栄養						102			87			85.3%


						神戸女子大			家政						管理栄養士養成			156			136			87.2%


						神戸松蔭女子学院大			人間科学			生活			食物栄養			61			37			60.7%


						園田学園女子大			人間健康			食物栄養						46			29			63.0%


						兵庫大			健康科学			栄養マネジメント						22			22			100.0%


						武庫川女子大			生活環境			食物栄養						211			197			93.4%


						畿央大			健康科学			健康栄養						60			52			86.7%


						帝塚山大			現代生活			食物栄養						96			82			85.4%


						岡山学院大			人間生活			食物栄養						33			25			75.8%


						川崎医療福祉大			医療技術			臨床栄養						51			39			76.5%


						くらしき作陽大			食文化			栄養						88			79			89.8%


						ノートルダム清心女子大			人間生活			食品栄養						75			70			93.3%


						中国学園大			現代生活			人間栄養						41			32			78.0%


						美作大			生活科学			食物			管理栄養士養成			86			69			80.2%


						広島女学院大			生活科学			管理栄養						66			65			98.5%


						広島文教女子大			人間科学			人間栄養						59			34			57.6%


						安田女子大			家政			管理栄養						84			69			82.1%


						東亜大			医療			医療栄養						9			6			66.7%


						四国大			生活科学						管理栄養士養成			71			67			94.4%


						徳島文理大			人間生活			食物栄養						64			55			85.9%


						九州栄養福祉大			食物栄養			食物栄養						111			109			98.2%


						九州女子大			家政			栄養						86			58			67.4%


						西南女学院大			保健福祉			栄養						73			56			76.7%


						中村学園大			栄養科学			栄養科学						229			211			92.1%


						西九州大			健康福祉			健康栄養						116			64			55.2%


						活水女子大			健康生活			食生活健康						54			50			92.6%


						長崎国際大			健康管理			健康栄養						53			47			88.7%


						尚絅大			生活科学			栄養科学						67			44			65.7%


						別府大			食物栄養科学			食物栄養						50			36			72.0%


						南九州大			健康栄養			管理栄養						41			39			95.1%


						鹿児島純心女子大			看護栄養			健康栄養						59			34			57.6%


						私立大合計												6,789			5,549			81.7%


			大学合計															7,402			6,098			82.4%


						その他（専門学校）												300			222			74.0%


			総合計															7,702			6,320			82.1%


			＊大学・学部学科（課程）は受験時点での名称。高知女子大は平成23年4月から高知県立大に校名変更。








2011年 (既卒) 


			■管理栄養士国家試験の大学別状況＜管理栄養士課程（既卒）＞


			設置			大学			学部			学科			専攻（課程）			受験者			合格者			合格率（％）


			国 立			お茶の水女子大			生活科学			食物栄養			食物栄養学講座			4			1			25.0%


						奈良女子大			生活環境			食物栄養						1			0			0.0%


						徳島大			医			栄養						7			5			71.4%


						国立大合計												12			6			50.0%


			公　　立			名寄市立大			保健福祉			栄養						9			2			22.2%


						神奈川県立保健福祉大			保健福祉			栄養						6			1			16.7%


						静岡県立大			食品栄養科学			栄養生命科学						5			4			80.0%


						滋賀県立大			人間文化			生活栄養						10			4			40.0%


						京都府立大			生活環境			食保健						6			3			50.0%


						大阪市立大			生活科学			食品栄養科学						5			1			20.0%


						大阪府立大			総合リハビリテーション			栄養療法						5			0			0.0%


						岡山県立大			保健福祉			栄養						7			4			57.1%


						県立広島大			人間文化			健康科学						3			1			33.3%


						山口県立大			看護栄養			栄養						7			2			28.6%


						高知女子大			健康栄養			健康栄養						7			4			57.1%


						福岡女子大			人間環境			栄養健康科学						6			4			66.7%


						長崎県立大			看護栄養			栄養健康						6			1			16.7%


						熊本県立大			環境共生			食健康科学						11			4			36.4%


						公立大合計												93			35			37.6%


			私         立			天使大			看護栄養			栄養						29			7			24.1%


						藤女子大			人間生活			食物栄養						32			9			28.1%


						北海道文教大			人間科学			健康栄養						63			5			7.9%


						酪農学園大			酪農			食品科学			健康栄養学			12			1			8.3%


						仙台白百合女子大			人間			健康栄養			管理栄養			40			7			17.5%


						宮城学院女子大			学芸			食品栄養						29			3			10.3%


						尚絅学院大			総合人間科学			健康栄養						37			6			16.2%


						東北生活文化大			家政			家政			健康栄養学			34			4			11.8%


						郡山女子大			家政			食物栄養						75			8			10.7%


						茨城キリスト教大			生活科学			食物健康科学						56			5			8.9%


						高崎健康福祉大			健康福祉			健康栄養						11			1			9.1%


						十文字学園女子大			人間生活			食物栄養						11			2			18.2%


						城西大			薬			医療栄養						12			0			0.0%


						女子栄養大			栄養			実践栄養						39			8			20.5%


						人間総合科学大			人間科学			健康栄養						19			4			21.1%


						聖徳大			人文			人間栄養						59			10			16.9%


						和洋女子大			家政			健康栄養			健康栄養学専修			20			0			0.0%


						大妻女子大			家政			食物			管理栄養士			12			4			33.3%


						共立女子大			家政			食物栄養			管理栄養士			12			2			16.7%


						実践女子大			生活科学			食生活科学			管理栄養士			25			4			16.0%


						昭和女子大			生活科学			管理栄養						20			2			10.0%


						東京医療保健大			医療保健			医療栄養						12			2			16.7%


						東京家政大			家政			栄養			管理栄養士			25			0			0.0%


						東京家政学院大			家政			健康栄養						11			4			36.4%


						東京聖栄大			健康栄養			管理栄養						15			3			20.0%


						東京農業大			応用生物科学			栄養科学			管理栄養士			19			5			26.3%


						日本女子大			家政			食物			管理栄養士			5			2			40.0%


						鎌倉女子大			家政			管理栄養						25			7			28.0%


						相模女子大			栄養科学			管理栄養士						36			4			11.1%


						関東学院大			人間環境			健康栄養						21			2			9.5%


						新潟医療福祉大			健康科学			健康栄養						10			1			10.0%


						岐阜女子大			家政			健康栄養						74			11			14.9%


						浜松大			プロデュース			健康栄養						31			4			12.9%


						愛知学泉大			家政			家政			管理栄養士			24			5			20.8%


						金城学院大			生活環境			食環境栄養						13			4			30.8%


						椙山女学園大			生活科学			管理栄養						5			0			0.0%


						椙山女学園大			家政			食物			管理栄養士			3			0			0.0%


						中京女子大			健康科学			栄養科学						45			7			15.6%


						名古屋学芸大			管理栄養			管理栄養						25			4			16.0%


						名古屋女子大			家政			食物栄養						11			6			54.5%


						名古屋文理大			健康生活			健康栄養						34			5			14.7%


						東海学園大			人間健康			管理栄養						25			4			16.0%


						名古屋経済大			人間生活科学			管理栄養						20			2			10.0%


						鈴鹿医療科学大			保健衛生			医療栄養						10			0			0.0%


						京都女子大			家政			食物栄養						19			3			15.8%


						京都光華女子大			人間科学			健康栄養						21			2			9.5%


						同志社女子大			生活科学			食物栄養科学			管理栄養士			9			2			22.2%


						大阪青山大			健康科学			健康栄養						13			2			15.4%


						大阪樟蔭女子大			学芸			食物栄養			管理栄養士			13			1			7.7%


						関西福祉科学大			健康福祉			福祉栄養						24			4			16.7%


						近畿大			農			食品栄養						6			2			33.3%


						羽衣国際大			人間生活			人間生活			食物栄養			10			0			0.0%


						千里金蘭大			生活科学			食物栄養						25			3			12.0%


						甲子園大			栄養			栄養						45			2			4.4%


						神戸学院大			栄養			栄養						20			6			30.0%


						神戸女子大			家政						管理栄養士養成課程			38			4			10.5%


						神戸松蔭女子学院大			人間科学			生活			食物栄養			11			4			36.4%


						園田学園女子大			人間健康			食物栄養						38			5			13.2%


						兵庫大			健康科学			栄養マネジメント						49			7			14.3%


						武庫川女子大			生活環境			食物栄養						28			8			28.6%


						畿央大			健康科学			健康栄養						12			2			16.7%


						岡山学院大			人間生活			食物栄養						27			4			14.8%


						川崎医療福祉大			医療技術			臨床栄養						41			5			12.2%


						くらしき作陽大			食文化			栄養						39			4			10.3%


						ノートルダム清心女子大			人間生活			食品栄養						21			4			19.0%


						中国学園大			現代生活			人間栄養						34			2			5.9%


						美作女子大			家政			家政			管理栄養士			1			0			0.0%


						美作大			生活科学			食物			管理栄養士養成課程			41			3			7.3%


						広島女学院大			生活科学			管理栄養						16			1			6.3%


						広島文教女子大			人間科学			人間栄養						37			1			2.7%


						安田女子大			家政			管理栄養						16			3			18.8%


						四国大			生活科学						管理栄養士養成課程			17			2			11.8%


						徳島文理大			人間生活			食物栄養						51			14			27.5%


						九州栄養福祉大			食物栄養			食物栄養						14			0			0.0%


						九州女子大			家政			栄養						33			5			15.2%


						西南女学院大			保健福祉			栄養						42			4			9.5%


						中村学園大			栄養科学			栄養科学						54			11			20.4%


						西九州大			健康福祉			健康栄養						81			7			8.6%


						西九州大			家政			食物栄養			食物栄養学			2			0			0.0%


						活水女子大			健康生活			食生活健康						50			10			20.0%


						長崎国際大			健康管理			健康栄養						26			3			11.5%


						別府大			食物栄養科学			食物栄養						47			5			10.6%


						南九州大			健康栄養			管理栄養						16			5			31.3%


						鹿児島純心女子大			看護栄養			健康栄養						32			4			12.5%


						私立大合計												2,265			328			14.5%


			大学合計															2,370			369			15.6%


						その他（専門学校）												69			4			5.8%


			総合計															2,439			373			15.3%


			＊大学・学部学科（課程）は受験者の卒業時の名称。










_1366630853.xls

（表①）区分別合格状況2011年


						23年


						■学校区分別合格状況												（表①）


						学校区分						受験者数			合格者数			合格率


						①管理栄養士養成課程（新卒）						7,702			6,320			82.1%


						②管理栄養士養成課程（既卒）						2,145			320			14.9%


						③栄養士養成課程（既卒）						10,076			1,427			14.2%


						合計						19,923			8,067			40.5%


									■年次別合格状況									（表②）


									年次			受験者総数			合格者総数			合格率


												20,570			5,504			26.8%


												21,571			7,592			35.2%


												22,073			6,968			31.6%


												23,744			6,877			29.0%


												25,047			8,058			32.2%


												19,923			8,067			40.5%


									■新卒で合格者１００人以上の大学


									女子栄養大（221人、合格率93.6％）


									中村学園大（211人、合格率92.1％）


									武庫川女子大（197人、合格率93.4％）


									名古屋学芸大（162人、合格率96.4％）


									東京家政大（137人、合格率98.6％）


									神戸女子大（136人、合格率87.2％）


									九州栄養福祉大（109人、合格率98.2％）


									京都女子大（108人、合格率94.7％）


									椙山女学園大（104人、合格率84.6％）








（表③）2011年 (新卒) 


			■管理栄養士国家試験の大学別状況＜管理栄養士課程（新卒）＞																					（表③）


			設置			大学			学部(学群)			学科(学類)			専攻（課程）			受験者			合格者			合格率（％）


			国 立			お茶の水女子大			生活科学			食物栄養			食物栄養学講座			39			35			89.7%


						奈良女子大			生活環境			食物栄養						36			31			86.1%


						徳島大			医			栄養						51			49			96.1%


						国立大合計												126			115			91.3%


			公    立			名寄市立大			保健福祉			栄養						39			32			82.1%


						神奈川県立保健福祉大			保健福祉			栄養						44			44			100.0%


						静岡県立大			食品栄養科学			栄養生命科学						29			29			100.0%


						滋賀県立大			人間文化			生活栄養						28			25			89.3%


						京都府立大			生活環境			食保健						25			22			88.0%


						大阪市立大			生活科学			食品栄養科学						37			33			89.2%


						大阪府立大			総合リハビリテーション			栄養療法						31			29			93.5%


						岡山県立大			保健福祉			栄養						46			44			95.7%


						県立広島大			人間文化			健康科学						33			32			97.0%


						山口県立大			看護栄養			栄養						46			41			89.1%


						高知女子大			健康栄養			健康栄養						20			16			80.0%


						福岡女子大			人間環境			栄養健康科学						31			23			74.2%


						長崎県立大			看護栄養			栄養健康						39			35			89.7%


						熊本県立大			環境共生			食健康科学						39			29			74.4%


						公立大合計												487			434			89.1%


			私         立			天使大			看護栄養			栄養						86			65			75.6%


						藤女子大			人間生活			食物栄養						86			50			58.1%


						北海道文教大			人間科学			健康栄養						128			88			68.8%


						酪農学園大			酪農			食品科学			健康栄養学			43			42			97.7%


						仙台白百合女子大			人間			健康栄養			管理栄養			1			1			100.0%


						宮城学院女子大			学芸			食品栄養						2			2			100.0%


						尚絅学院大			総合人間科学			健康栄養						1			1			100.0%


						東北生活文化大			家政			家政			健康栄養学			10			9			90.0%


						郡山女子大			家政			食物栄養						15			11			73.3%


						茨城キリスト教大			生活科学			食物健康科学						79			48			60.8%


						高崎健康福祉大			健康福祉			健康栄養						80			77			96.3%


						十文字学園女子大			人間生活			食物栄養						100			71			71.0%


						城西大			薬			医療栄養						98			88			89.8%


						女子栄養大			栄養			実践栄養						236			221			93.6%


						人間総合科学大			人間科学			健康栄養						68			52			76.5%


						聖徳大			人間栄養			人間栄養						96			75			78.1%


						和洋女子大			家政			健康栄養			健康栄養学専修			101			76			75.2%


						大妻女子大			家政			食物			管理栄養士			52			47			90.4%


						共立女子大			家政			食物栄養			管理栄養士			52			44			84.6%


						実践女子大			生活科学			食生活科学			管理栄養士			82			60			73.2%


						昭和女子大			生活科学			管理栄養						81			75			92.6%


						帝京平成大			健康メディカル			健康栄養						57			34			59.6%


						東京医療保健大			医療保健			医療栄養						99			87			87.9%


						東京家政大			家政			栄養			管理栄養士			139			137			98.6%


						東京家政学院大			現代生活			健康栄養						54			47			87.0%


						東京聖栄大			健康栄養			管理栄養						79			65			82.3%


						東京農業大			応用生物科学			栄養科学			管理栄養士			81			75			92.6%


						日本女子大			家政			食物			管理栄養士			52			47			90.4%


						鎌倉女子大			家政			管理栄養						112			93			83.0%


						相模女子大			栄養科学			管理栄養士						110			93			84.5%


						関東学院大			人間環境			健康栄養						101			81			80.2%


						新潟医療福祉大			健康科学			健康栄養						48			41			85.4%


						松本大			人間健康			健康栄養						68			44			64.7%


						岐阜女子大			家政			健康栄養						120			89			74.2%


						浜松大			プロデュース			健康栄養						70			34			48.6%


						愛知学泉大			家政			家政			管理栄養士			75			75			100.0%


						金城学院大			生活環境			食環境栄養						87			77			88.5%


						椙山女学園大			生活科学			管理栄養						123			104			84.6%


						至学館大			健康科学			栄養科学						51			32			62.7%


						名古屋学芸大			管理栄養			管理栄養						168			162			96.4%


						名古屋女子大			家政			食物栄養						87			83			95.4%


						名古屋文理大			健康生活			健康栄養						52			39			75.0%


						東海学園大			人間健康			管理栄養						75			72			96.0%


						名古屋経済大			人間生活科学			管理栄養						70			41			58.6%


						鈴鹿医療科学大			保健衛生			医療栄養						46			36			78.3%


						京都女子大			家政			食物栄養						114			108			94.7%


						京都光華女子大			健康科学			健康栄養						78			50			64.1%


						同志社女子大			生活科学			食物栄養科学			管理栄養士			91			90			98.9%


						大阪青山大			健康科学			健康栄養						40			18			45.0%


						大阪樟蔭女子大			学芸			食物栄養			管理栄養士			67			63			94.0%


						関西福祉科学大			健康福祉			福祉栄養						74			48			64.9%


						近畿大			農			食品栄養						71			71			100.0%


						羽衣国際大			人間生活			人間生活			食物栄養			42			28			66.7%


						千里金蘭大			生活科学			食物栄養						67			34			50.7%


						相愛大			人間発達			発達栄養						36			9			25.0%


						帝塚山学院大			人間科学			食物栄養						68			57			83.8%


						甲子園大			栄養			栄養						100			82			82.0%


						神戸学院大			栄養			栄養						102			87			85.3%


						神戸女子大			家政						管理栄養士養成			156			136			87.2%


						神戸松蔭女子学院大			人間科学			生活			食物栄養			61			37			60.7%


						園田学園女子大			人間健康			食物栄養						46			29			63.0%


						兵庫大			健康科学			栄養マネジメント						22			22			100.0%


						武庫川女子大			生活環境			食物栄養						211			197			93.4%


						畿央大			健康科学			健康栄養						60			52			86.7%


						帝塚山大			現代生活			食物栄養						96			82			85.4%


						岡山学院大			人間生活			食物栄養						33			25			75.8%


						川崎医療福祉大			医療技術			臨床栄養						51			39			76.5%


						くらしき作陽大			食文化			栄養						88			79			89.8%


						ノートルダム清心女子大			人間生活			食品栄養						75			70			93.3%


						中国学園大			現代生活			人間栄養						41			32			78.0%


						美作大			生活科学			食物			管理栄養士養成			86			69			80.2%


						広島女学院大			生活科学			管理栄養						66			65			98.5%


						広島文教女子大			人間科学			人間栄養						59			34			57.6%


						安田女子大			家政			管理栄養						84			69			82.1%


						東亜大			医療			医療栄養						9			6			66.7%


						四国大			生活科学						管理栄養士養成			71			67			94.4%


						徳島文理大			人間生活			食物栄養						64			55			85.9%


						九州栄養福祉大			食物栄養			食物栄養						111			109			98.2%


						九州女子大			家政			栄養						86			58			67.4%


						西南女学院大			保健福祉			栄養						73			56			76.7%


						中村学園大			栄養科学			栄養科学						229			211			92.1%


						西九州大			健康福祉			健康栄養						116			64			55.2%


						活水女子大			健康生活			食生活健康						54			50			92.6%


						長崎国際大			健康管理			健康栄養						53			47			88.7%


						尚絅大			生活科学			栄養科学						67			44			65.7%


						別府大			食物栄養科学			食物栄養						50			36			72.0%


						南九州大			健康栄養			管理栄養						41			39			95.1%


						鹿児島純心女子大			看護栄養			健康栄養						59			34			57.6%


						私立大合計												6,789			5,549			81.7%


			大学合計															7,402			6,098			82.4%


						その他（専門学校）												300			222			74.0%


			総合計															7,702			6,320			82.1%


			＊大学・学部学科（課程）は受験時点での名称。高知女子大は平成23年4月から高知県立大に校名変更。








（表③）2011年 (新卒) 掲載用


			■管理栄養士国家試験の大学別状況＜管理栄養士課程（新卒）＞																					（表③）


			設置			大学			学部(学群)			学科(学類)			専攻（課程）			受験者			合格者			合格率（％）


			国 立			お茶の水女子大			生活科学			食物栄養			食物栄養学講座			39			35			89.7%


						奈良女子大			生活環境			食物栄養						36			31			86.1%


						徳島大			医			栄養						51			49			96.1%


						国立大合計												126			115			91.3%


			公    立			名寄市立大			保健福祉			栄養						39			32			82.1%


						神奈川県立保健福祉大			保健福祉			栄養						44			44			100.0%


						静岡県立大			食品栄養科学			栄養生命科学						29			29			100.0%


						滋賀県立大			人間文化			生活栄養						28			25			89.3%


						京都府立大			生活環境			食保健						25			22			88.0%


						大阪市立大			生活科学			食品栄養科学						37			33			89.2%


						大阪府立大			総合リハビリテーション			栄養療法						31			29			93.5%


						岡山県立大			保健福祉			栄養						46			44			95.7%


						県立広島大			人間文化			健康科学						33			32			97.0%


						山口県立大			看護栄養			栄養						46			41			89.1%


						高知女子大			健康栄養			健康栄養						20			16			80.0%


						福岡女子大			人間環境			栄養健康科学						31			23			74.2%


						長崎県立大			看護栄養			栄養健康						39			35			89.7%


						熊本県立大			環境共生			食健康科学						39			29			74.4%


						公立大合計												487			434			89.1%


			私         立			天使大			看護栄養			栄養						86			65			75.6%


						藤女子大			人間生活			食物栄養						86			50			58.1%


						北海道文教大			人間科学			健康栄養						128			88			68.8%


						酪農学園大			酪農			食品科学			健康栄養学			43			42			97.7%


						仙台白百合女子大			人間			健康栄養			管理栄養			1			1			100.0%


						宮城学院女子大			学芸			食品栄養						2			2			100.0%


						尚絅学院大			総合人間科学			健康栄養						1			1			100.0%


						東北生活文化大			家政			家政			健康栄養学			10			9			90.0%


						郡山女子大			家政			食物栄養						15			11			73.3%


						茨城キリスト教大			生活科学			食物健康科学						79			48			60.8%


						高崎健康福祉大			健康福祉			健康栄養						80			77			96.3%


						十文字学園女子大			人間生活			食物栄養						100			71			71.0%


						城西大			薬			医療栄養						98			88			89.8%


						女子栄養大			栄養			実践栄養						236			221			93.6%


						人間総合科学大			人間科学			健康栄養						68			52			76.5%


						聖徳大			人間栄養			人間栄養						96			75			78.1%


						和洋女子大			家政			健康栄養			健康栄養学専修			101			76			75.2%


						大妻女子大			家政			食物			管理栄養士			52			47			90.4%


						共立女子大			家政			食物栄養			管理栄養士			52			44			84.6%


						実践女子大			生活科学			食生活科学			管理栄養士			82			60			73.2%


						昭和女子大			生活科学			管理栄養						81			75			92.6%


						帝京平成大			健康メディカル			健康栄養						57			34			59.6%


						東京医療保健大			医療保健			医療栄養						99			87			87.9%


						東京家政大			家政			栄養			管理栄養士			139			137			98.6%


						東京家政学院大			現代生活			健康栄養						54			47			87.0%


						東京聖栄大			健康栄養			管理栄養						79			65			82.3%


						東京農業大			応用生物科学			栄養科学			管理栄養士			81			75			92.6%


						日本女子大			家政			食物			管理栄養士			52			47			90.4%


						鎌倉女子大			家政			管理栄養						112			93			83.0%


						相模女子大			栄養科学			管理栄養士						110			93			84.5%


						関東学院大			人間環境			健康栄養						101			81			80.2%


						新潟医療福祉大			健康科学			健康栄養						48			41			85.4%


						松本大			人間健康			健康栄養						68			44			64.7%


						岐阜女子大			家政			健康栄養						120			89			74.2%


						浜松大			プロデュース			健康栄養						70			34			48.6%


						愛知学泉大			家政			家政			管理栄養士			75			75			100.0%


						金城学院大			生活環境			食環境栄養						87			77			88.5%


						椙山女学園大			生活科学			管理栄養						123			104			84.6%


						至学館大			健康科学			栄養科学						51			32			62.7%


						名古屋学芸大			管理栄養			管理栄養						168			162			96.4%


						名古屋女子大			家政			食物栄養						87			83			95.4%


						名古屋文理大			健康生活			健康栄養						52			39			75.0%


			設置			大学			学部(学群)			学科(学類)			専攻（課程）			受験者			合格者			合格率（％）


			私　　　　　　　　　立			東海学園大			人間健康			管理栄養						75			72			96.0%


						名古屋経済大			人間生活科学			管理栄養						70			41			58.6%


						鈴鹿医療科学大			保健衛生			医療栄養						46			36			78.3%


						京都女子大			家政			食物栄養						114			108			94.7%


						京都光華女子大			健康科学			健康栄養						78			50			64.1%


						同志社女子大			生活科学			食物栄養科学			管理栄養士			91			90			98.9%


						大阪青山大			健康科学			健康栄養						40			18			45.0%


						大阪樟蔭女子大			学芸			食物栄養			管理栄養士			67			63			94.0%


						関西福祉科学大			健康福祉			福祉栄養						74			48			64.9%


						近畿大			農			食品栄養						71			71			100.0%


						羽衣国際大			人間生活			人間生活			食物栄養			42			28			66.7%


						千里金蘭大			生活科学			食物栄養						67			34			50.7%


						相愛大			人間発達			発達栄養						36			9			25.0%


						帝塚山学院大			人間科学			食物栄養						68			57			83.8%


						甲子園大			栄養			栄養						100			82			82.0%


						神戸学院大			栄養			栄養						102			87			85.3%


						神戸女子大			家政						管理栄養士養成			156			136			87.2%


						神戸松蔭女子学院大			人間科学			生活			食物栄養			61			37			60.7%


						園田学園女子大			人間健康			食物栄養						46			29			63.0%


						兵庫大			健康科学			栄養マネジメント						22			22			100.0%


						武庫川女子大			生活環境			食物栄養						211			197			93.4%


						畿央大			健康科学			健康栄養						60			52			86.7%


						帝塚山大			現代生活			食物栄養						96			82			85.4%


						岡山学院大			人間生活			食物栄養						33			25			75.8%


						川崎医療福祉大			医療技術			臨床栄養						51			39			76.5%


						くらしき作陽大			食文化			栄養						88			79			89.8%


						ノートルダム清心女子大			人間生活			食品栄養						75			70			93.3%


						中国学園大			現代生活			人間栄養						41			32			78.0%


						美作大			生活科学			食物			管理栄養士養成			86			69			80.2%


						広島女学院大			生活科学			管理栄養						66			65			98.5%


						広島文教女子大			人間科学			人間栄養						59			34			57.6%


						安田女子大			家政			管理栄養						84			69			82.1%


						東亜大			医療			医療栄養						9			6			66.7%


						四国大			生活科学						管理栄養士養成			71			67			94.4%


						徳島文理大			人間生活			食物栄養						64			55			85.9%


						九州栄養福祉大			食物栄養			食物栄養						111			109			98.2%


						九州女子大			家政			栄養						86			58			67.4%


						西南女学院大			保健福祉			栄養						73			56			76.7%


						中村学園大			栄養科学			栄養科学						229			211			92.1%


						西九州大			健康福祉			健康栄養						116			64			55.2%


						活水女子大			健康生活			食生活健康						54			50			92.6%


						長崎国際大			健康管理			健康栄養						53			47			88.7%


						尚絅大			生活科学			栄養科学						67			44			65.7%


						別府大			食物栄養科学			食物栄養						50			36			72.0%


						南九州大			健康栄養			管理栄養						41			39			95.1%


						鹿児島純心女子大			看護栄養			健康栄養						59			34			57.6%


						私立大合計												6,789			5,549			81.7%


			大学合計															7,402			6,098			82.4%


						その他（専門学校）												300			222			74.0%


			総合計															7,702			6,320			82.1%


			＊大学・学部学科（課程）は受験時点での名称。高知女子大は平成23年4月から高知県立大に校名変更。








2011年 (既卒) 


			■管理栄養士国家試験の大学別状況＜管理栄養士課程（既卒）＞


			設置			大学			学部			学科			専攻（課程）			受験者			合格者			合格率（％）


			国 立			お茶の水女子大			生活科学			食物栄養			食物栄養学講座			4			1			25.0%


						奈良女子大			生活環境			食物栄養						1			0			0.0%


						徳島大			医			栄養						7			5			71.4%


						国立大合計												12			6			50.0%


			公　　立			名寄市立大			保健福祉			栄養						9			2			22.2%


						神奈川県立保健福祉大			保健福祉			栄養						6			1			16.7%


						静岡県立大			食品栄養科学			栄養生命科学						5			4			80.0%


						滋賀県立大			人間文化			生活栄養						10			4			40.0%


						京都府立大			生活環境			食保健						6			3			50.0%


						大阪市立大			生活科学			食品栄養科学						5			1			20.0%


						大阪府立大			総合リハビリテーション			栄養療法						5			0			0.0%


						岡山県立大			保健福祉			栄養						7			4			57.1%


						県立広島大			人間文化			健康科学						3			1			33.3%


						山口県立大			看護栄養			栄養						7			2			28.6%


						高知女子大			健康栄養			健康栄養						7			4			57.1%


						福岡女子大			人間環境			栄養健康科学						6			4			66.7%


						長崎県立大			看護栄養			栄養健康						6			1			16.7%


						熊本県立大			環境共生			食健康科学						11			4			36.4%


						公立大合計												93			35			37.6%


			私         立			天使大			看護栄養			栄養						29			7			24.1%


						藤女子大			人間生活			食物栄養						32			9			28.1%


						北海道文教大			人間科学			健康栄養						63			5			7.9%


						酪農学園大			酪農			食品科学			健康栄養学			12			1			8.3%


						仙台白百合女子大			人間			健康栄養			管理栄養			40			7			17.5%


						宮城学院女子大			学芸			食品栄養						29			3			10.3%


						尚絅学院大			総合人間科学			健康栄養						37			6			16.2%


						東北生活文化大			家政			家政			健康栄養学			34			4			11.8%


						郡山女子大			家政			食物栄養						75			8			10.7%


						茨城キリスト教大			生活科学			食物健康科学						56			5			8.9%


						高崎健康福祉大			健康福祉			健康栄養						11			1			9.1%


						十文字学園女子大			人間生活			食物栄養						11			2			18.2%


						城西大			薬			医療栄養						12			0			0.0%


						女子栄養大			栄養			実践栄養						39			8			20.5%


						人間総合科学大			人間科学			健康栄養						19			4			21.1%


						聖徳大			人文			人間栄養						59			10			16.9%


						和洋女子大			家政			健康栄養			健康栄養学専修			20			0			0.0%


						大妻女子大			家政			食物			管理栄養士			12			4			33.3%


						共立女子大			家政			食物栄養			管理栄養士			12			2			16.7%


						実践女子大			生活科学			食生活科学			管理栄養士			25			4			16.0%


						昭和女子大			生活科学			管理栄養						20			2			10.0%


						東京医療保健大			医療保健			医療栄養						12			2			16.7%


						東京家政大			家政			栄養			管理栄養士			25			0			0.0%


						東京家政学院大			家政			健康栄養						11			4			36.4%


						東京聖栄大			健康栄養			管理栄養						15			3			20.0%


						東京農業大			応用生物科学			栄養科学			管理栄養士			19			5			26.3%


						日本女子大			家政			食物			管理栄養士			5			2			40.0%


						鎌倉女子大			家政			管理栄養						25			7			28.0%


						相模女子大			栄養科学			管理栄養士						36			4			11.1%


						関東学院大			人間環境			健康栄養						21			2			9.5%


						新潟医療福祉大			健康科学			健康栄養						10			1			10.0%


						岐阜女子大			家政			健康栄養						74			11			14.9%


						浜松大			プロデュース			健康栄養						31			4			12.9%


						愛知学泉大			家政			家政			管理栄養士			24			5			20.8%


						金城学院大			生活環境			食環境栄養						13			4			30.8%


						椙山女学園大			生活科学			管理栄養						5			0			0.0%


						椙山女学園大			家政			食物			管理栄養士			3			0			0.0%


						中京女子大			健康科学			栄養科学						45			7			15.6%


						名古屋学芸大			管理栄養			管理栄養						25			4			16.0%


						名古屋女子大			家政			食物栄養						11			6			54.5%


						名古屋文理大			健康生活			健康栄養						34			5			14.7%


						東海学園大			人間健康			管理栄養						25			4			16.0%


						名古屋経済大			人間生活科学			管理栄養						20			2			10.0%


						鈴鹿医療科学大			保健衛生			医療栄養						10			0			0.0%


						京都女子大			家政			食物栄養						19			3			15.8%


						京都光華女子大			人間科学			健康栄養						21			2			9.5%


						同志社女子大			生活科学			食物栄養科学			管理栄養士			9			2			22.2%


						大阪青山大			健康科学			健康栄養						13			2			15.4%


						大阪樟蔭女子大			学芸			食物栄養			管理栄養士			13			1			7.7%


						関西福祉科学大			健康福祉			福祉栄養						24			4			16.7%


						近畿大			農			食品栄養						6			2			33.3%


						羽衣国際大			人間生活			人間生活			食物栄養			10			0			0.0%


						千里金蘭大			生活科学			食物栄養						25			3			12.0%


						甲子園大			栄養			栄養						45			2			4.4%


						神戸学院大			栄養			栄養						20			6			30.0%


						神戸女子大			家政						管理栄養士養成課程			38			4			10.5%


						神戸松蔭女子学院大			人間科学			生活			食物栄養			11			4			36.4%


						園田学園女子大			人間健康			食物栄養						38			5			13.2%


						兵庫大			健康科学			栄養マネジメント						49			7			14.3%


						武庫川女子大			生活環境			食物栄養						28			8			28.6%


						畿央大			健康科学			健康栄養						12			2			16.7%


						岡山学院大			人間生活			食物栄養						27			4			14.8%


						川崎医療福祉大			医療技術			臨床栄養						41			5			12.2%


						くらしき作陽大			食文化			栄養						39			4			10.3%


						ノートルダム清心女子大			人間生活			食品栄養						21			4			19.0%


						中国学園大			現代生活			人間栄養						34			2			5.9%


						美作女子大			家政			家政			管理栄養士			1			0			0.0%


						美作大			生活科学			食物			管理栄養士養成課程			41			3			7.3%


						広島女学院大			生活科学			管理栄養						16			1			6.3%


						広島文教女子大			人間科学			人間栄養						37			1			2.7%


						安田女子大			家政			管理栄養						16			3			18.8%


						四国大			生活科学						管理栄養士養成課程			17			2			11.8%


						徳島文理大			人間生活			食物栄養						51			14			27.5%


						九州栄養福祉大			食物栄養			食物栄養						14			0			0.0%


						九州女子大			家政			栄養						33			5			15.2%


						西南女学院大			保健福祉			栄養						42			4			9.5%


						中村学園大			栄養科学			栄養科学						54			11			20.4%


						西九州大			健康福祉			健康栄養						81			7			8.6%


						西九州大			家政			食物栄養			食物栄養学			2			0			0.0%


						活水女子大			健康生活			食生活健康						50			10			20.0%


						長崎国際大			健康管理			健康栄養						26			3			11.5%


						別府大			食物栄養科学			食物栄養						47			5			10.6%


						南九州大			健康栄養			管理栄養						16			5			31.3%


						鹿児島純心女子大			看護栄養			健康栄養						32			4			12.5%


						私立大合計												2,265			328			14.5%


			大学合計															2,370			369			15.6%


						その他（専門学校）												69			4			5.8%


			総合計															2,439			373			15.3%


			＊大学・学部学科（課程）は受験者の卒業時の名称。
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（表①）区分別合格状況2011年


						23年


						■学校区分別合格状況												（表①）


						学校区分						受験者数			合格者数			合格率


						①管理栄養士養成課程（新卒）						7,702			6,320			82.1%


						②管理栄養士養成課程（既卒）						2,145			320			14.9%


						③栄養士養成課程（既卒）						10,076			1,427			14.2%


						合計						19,923			8,067			40.5%


									■年次別合格状況									（表②）


									年次			受験者総数			合格者総数			合格率


												20,570			5,504			26.8%


												21,571			7,592			35.2%


												22,073			6,968			31.6%


												23,744			6,877			29.0%


												25,047			8,058			32.2%


												19,923			8,067			40.5%


									■新卒で合格者１００人以上の大学


									女子栄養大（221人、合格率93.6％）


									中村学園大（211人、合格率92.1％）


									武庫川女子大（197人、合格率93.4％）


									名古屋学芸大（162人、合格率96.4％）


									東京家政大（137人、合格率98.6％）


									神戸女子大（136人、合格率87.2％）


									九州栄養福祉大（109人、合格率98.2％）


									京都女子大（108人、合格率94.7％）


									椙山女学園大（104人、合格率84.6％）








（表③）2011年 (新卒) 


			■管理栄養士国家試験の大学別状況＜管理栄養士課程（新卒）＞																					（表③）


			設置			大学			学部(学群)			学科(学類)			専攻（課程）			受験者			合格者			合格率（％）


			国 立			お茶の水女子大			生活科学			食物栄養			食物栄養学講座			39			35			89.7%


						奈良女子大			生活環境			食物栄養						36			31			86.1%


						徳島大			医			栄養						51			49			96.1%


						国立大合計												126			115			91.3%


			公    立			名寄市立大			保健福祉			栄養						39			32			82.1%


						神奈川県立保健福祉大			保健福祉			栄養						44			44			100.0%


						静岡県立大			食品栄養科学			栄養生命科学						29			29			100.0%


						滋賀県立大			人間文化			生活栄養						28			25			89.3%


						京都府立大			生活環境			食保健						25			22			88.0%


						大阪市立大			生活科学			食品栄養科学						37			33			89.2%


						大阪府立大			総合リハビリテーション			栄養療法						31			29			93.5%


						岡山県立大			保健福祉			栄養						46			44			95.7%


						県立広島大			人間文化			健康科学						33			32			97.0%


						山口県立大			看護栄養			栄養						46			41			89.1%


						高知女子大			健康栄養			健康栄養						20			16			80.0%


						福岡女子大			人間環境			栄養健康科学						31			23			74.2%


						長崎県立大			看護栄養			栄養健康						39			35			89.7%


						熊本県立大			環境共生			食健康科学						39			29			74.4%


						公立大合計												487			434			89.1%


			私         立			天使大			看護栄養			栄養						86			65			75.6%


						藤女子大			人間生活			食物栄養						86			50			58.1%


						北海道文教大			人間科学			健康栄養						128			88			68.8%


						酪農学園大			酪農			食品科学			健康栄養学			43			42			97.7%


						仙台白百合女子大			人間			健康栄養			管理栄養			1			1			100.0%


						宮城学院女子大			学芸			食品栄養						2			2			100.0%


						尚絅学院大			総合人間科学			健康栄養						1			1			100.0%


						東北生活文化大			家政			家政			健康栄養学			10			9			90.0%


						郡山女子大			家政			食物栄養						15			11			73.3%


						茨城キリスト教大			生活科学			食物健康科学						79			48			60.8%


						高崎健康福祉大			健康福祉			健康栄養						80			77			96.3%


						十文字学園女子大			人間生活			食物栄養						100			71			71.0%


						城西大			薬			医療栄養						98			88			89.8%


						女子栄養大			栄養			実践栄養						236			221			93.6%


						人間総合科学大			人間科学			健康栄養						68			52			76.5%


						聖徳大			人間栄養			人間栄養						96			75			78.1%


						和洋女子大			家政			健康栄養			健康栄養学専修			101			76			75.2%


						大妻女子大			家政			食物			管理栄養士			52			47			90.4%


						共立女子大			家政			食物栄養			管理栄養士			52			44			84.6%


						実践女子大			生活科学			食生活科学			管理栄養士			82			60			73.2%


						昭和女子大			生活科学			管理栄養						81			75			92.6%


						帝京平成大			健康メディカル			健康栄養						57			34			59.6%


						東京医療保健大			医療保健			医療栄養						99			87			87.9%


						東京家政大			家政			栄養			管理栄養士			139			137			98.6%


						東京家政学院大			現代生活			健康栄養						54			47			87.0%


						東京聖栄大			健康栄養			管理栄養						79			65			82.3%


						東京農業大			応用生物科学			栄養科学			管理栄養士			81			75			92.6%


						日本女子大			家政			食物			管理栄養士			52			47			90.4%


						鎌倉女子大			家政			管理栄養						112			93			83.0%


						相模女子大			栄養科学			管理栄養士						110			93			84.5%


						関東学院大			人間環境			健康栄養						101			81			80.2%


						新潟医療福祉大			健康科学			健康栄養						48			41			85.4%


						松本大			人間健康			健康栄養						68			44			64.7%


						岐阜女子大			家政			健康栄養						120			89			74.2%


						浜松大			プロデュース			健康栄養						70			34			48.6%


						愛知学泉大			家政			家政			管理栄養士			75			75			100.0%


						金城学院大			生活環境			食環境栄養						87			77			88.5%


						椙山女学園大			生活科学			管理栄養						123			104			84.6%


						至学館大			健康科学			栄養科学						51			32			62.7%


						名古屋学芸大			管理栄養			管理栄養						168			162			96.4%


						名古屋女子大			家政			食物栄養						87			83			95.4%


						名古屋文理大			健康生活			健康栄養						52			39			75.0%


						東海学園大			人間健康			管理栄養						75			72			96.0%


						名古屋経済大			人間生活科学			管理栄養						70			41			58.6%


						鈴鹿医療科学大			保健衛生			医療栄養						46			36			78.3%


						京都女子大			家政			食物栄養						114			108			94.7%


						京都光華女子大			健康科学			健康栄養						78			50			64.1%


						同志社女子大			生活科学			食物栄養科学			管理栄養士			91			90			98.9%


						大阪青山大			健康科学			健康栄養						40			18			45.0%


						大阪樟蔭女子大			学芸			食物栄養			管理栄養士			67			63			94.0%


						関西福祉科学大			健康福祉			福祉栄養						74			48			64.9%


						近畿大			農			食品栄養						71			71			100.0%


						羽衣国際大			人間生活			人間生活			食物栄養			42			28			66.7%


						千里金蘭大			生活科学			食物栄養						67			34			50.7%


						相愛大			人間発達			発達栄養						36			9			25.0%


						帝塚山学院大			人間科学			食物栄養						68			57			83.8%


						甲子園大			栄養			栄養						100			82			82.0%


						神戸学院大			栄養			栄養						102			87			85.3%


						神戸女子大			家政						管理栄養士養成			156			136			87.2%


						神戸松蔭女子学院大			人間科学			生活			食物栄養			61			37			60.7%


						園田学園女子大			人間健康			食物栄養						46			29			63.0%


						兵庫大			健康科学			栄養マネジメント						22			22			100.0%


						武庫川女子大			生活環境			食物栄養						211			197			93.4%


						畿央大			健康科学			健康栄養						60			52			86.7%


						帝塚山大			現代生活			食物栄養						96			82			85.4%


						岡山学院大			人間生活			食物栄養						33			25			75.8%


						川崎医療福祉大			医療技術			臨床栄養						51			39			76.5%


						くらしき作陽大			食文化			栄養						88			79			89.8%


						ノートルダム清心女子大			人間生活			食品栄養						75			70			93.3%


						中国学園大			現代生活			人間栄養						41			32			78.0%


						美作大			生活科学			食物			管理栄養士養成			86			69			80.2%


						広島女学院大			生活科学			管理栄養						66			65			98.5%


						広島文教女子大			人間科学			人間栄養						59			34			57.6%


						安田女子大			家政			管理栄養						84			69			82.1%


						東亜大			医療			医療栄養						9			6			66.7%


						四国大			生活科学						管理栄養士養成			71			67			94.4%


						徳島文理大			人間生活			食物栄養						64			55			85.9%


						九州栄養福祉大			食物栄養			食物栄養						111			109			98.2%


						九州女子大			家政			栄養						86			58			67.4%


						西南女学院大			保健福祉			栄養						73			56			76.7%


						中村学園大			栄養科学			栄養科学						229			211			92.1%


						西九州大			健康福祉			健康栄養						116			64			55.2%


						活水女子大			健康生活			食生活健康						54			50			92.6%


						長崎国際大			健康管理			健康栄養						53			47			88.7%


						尚絅大			生活科学			栄養科学						67			44			65.7%


						別府大			食物栄養科学			食物栄養						50			36			72.0%


						南九州大			健康栄養			管理栄養						41			39			95.1%


						鹿児島純心女子大			看護栄養			健康栄養						59			34			57.6%


						私立大合計												6,789			5,549			81.7%


			大学合計															7,402			6,098			82.4%


						その他（専門学校）												300			222			74.0%


			総合計															7,702			6,320			82.1%


			＊大学・学部学科（課程）は受験時点での名称。高知女子大は平成23年4月から高知県立大に校名変更。








（表③）2011年 (新卒) 掲載用


			■管理栄養士国家試験の大学別状況＜管理栄養士課程（新卒）＞																					（表③）


			設置			大学			学部(学群)			学科(学類)			専攻（課程）			受験者			合格者			合格率（％）


			国 立			お茶の水女子大			生活科学			食物栄養			食物栄養学講座			39			35			89.7%


						奈良女子大			生活環境			食物栄養						36			31			86.1%


						徳島大			医			栄養						51			49			96.1%


						国立大合計												126			115			91.3%


			公    立			名寄市立大			保健福祉			栄養						39			32			82.1%


						神奈川県立保健福祉大			保健福祉			栄養						44			44			100.0%


						静岡県立大			食品栄養科学			栄養生命科学						29			29			100.0%


						滋賀県立大			人間文化			生活栄養						28			25			89.3%


						京都府立大			生活環境			食保健						25			22			88.0%


						大阪市立大			生活科学			食品栄養科学						37			33			89.2%


						大阪府立大			総合リハビリテーション			栄養療法						31			29			93.5%


						岡山県立大			保健福祉			栄養						46			44			95.7%


						県立広島大			人間文化			健康科学						33			32			97.0%


						山口県立大			看護栄養			栄養						46			41			89.1%


						高知女子大			健康栄養			健康栄養						20			16			80.0%


						福岡女子大			人間環境			栄養健康科学						31			23			74.2%


						長崎県立大			看護栄養			栄養健康						39			35			89.7%


						熊本県立大			環境共生			食健康科学						39			29			74.4%


						公立大合計												487			434			89.1%


			私         立			天使大			看護栄養			栄養						86			65			75.6%


						藤女子大			人間生活			食物栄養						86			50			58.1%


						北海道文教大			人間科学			健康栄養						128			88			68.8%


						酪農学園大			酪農			食品科学			健康栄養学			43			42			97.7%


						仙台白百合女子大			人間			健康栄養			管理栄養			1			1			100.0%


						宮城学院女子大			学芸			食品栄養						2			2			100.0%


						尚絅学院大			総合人間科学			健康栄養						1			1			100.0%


						東北生活文化大			家政			家政			健康栄養学			10			9			90.0%


						郡山女子大			家政			食物栄養						15			11			73.3%


						茨城キリスト教大			生活科学			食物健康科学						79			48			60.8%


						高崎健康福祉大			健康福祉			健康栄養						80			77			96.3%


						十文字学園女子大			人間生活			食物栄養						100			71			71.0%


						城西大			薬			医療栄養						98			88			89.8%


						女子栄養大			栄養			実践栄養						236			221			93.6%


						人間総合科学大			人間科学			健康栄養						68			52			76.5%


						聖徳大			人間栄養			人間栄養						96			75			78.1%


						和洋女子大			家政			健康栄養			健康栄養学専修			101			76			75.2%


						大妻女子大			家政			食物			管理栄養士			52			47			90.4%


						共立女子大			家政			食物栄養			管理栄養士			52			44			84.6%


						実践女子大			生活科学			食生活科学			管理栄養士			82			60			73.2%


						昭和女子大			生活科学			管理栄養						81			75			92.6%


						帝京平成大			健康メディカル			健康栄養						57			34			59.6%


						東京医療保健大			医療保健			医療栄養						99			87			87.9%


						東京家政大			家政			栄養			管理栄養士			139			137			98.6%


						東京家政学院大			現代生活			健康栄養						54			47			87.0%


						東京聖栄大			健康栄養			管理栄養						79			65			82.3%


						東京農業大			応用生物科学			栄養科学			管理栄養士			81			75			92.6%


						日本女子大			家政			食物			管理栄養士			52			47			90.4%


						鎌倉女子大			家政			管理栄養						112			93			83.0%


						相模女子大			栄養科学			管理栄養士						110			93			84.5%


						関東学院大			人間環境			健康栄養						101			81			80.2%


						新潟医療福祉大			健康科学			健康栄養						48			41			85.4%


						松本大			人間健康			健康栄養						68			44			64.7%


						岐阜女子大			家政			健康栄養						120			89			74.2%


						浜松大			プロデュース			健康栄養						70			34			48.6%


						愛知学泉大			家政			家政			管理栄養士			75			75			100.0%


						金城学院大			生活環境			食環境栄養						87			77			88.5%


						椙山女学園大			生活科学			管理栄養						123			104			84.6%


						至学館大			健康科学			栄養科学						51			32			62.7%


						名古屋学芸大			管理栄養			管理栄養						168			162			96.4%


						名古屋女子大			家政			食物栄養						87			83			95.4%


						名古屋文理大			健康生活			健康栄養						52			39			75.0%


			設置			大学			学部(学群)			学科(学類)			専攻（課程）			受験者			合格者			合格率（％）


			私　　　　　　　　　立			東海学園大			人間健康			管理栄養						75			72			96.0%


						名古屋経済大			人間生活科学			管理栄養						70			41			58.6%


						鈴鹿医療科学大			保健衛生			医療栄養						46			36			78.3%


						京都女子大			家政			食物栄養						114			108			94.7%


						京都光華女子大			健康科学			健康栄養						78			50			64.1%


						同志社女子大			生活科学			食物栄養科学			管理栄養士			91			90			98.9%


						大阪青山大			健康科学			健康栄養						40			18			45.0%


						大阪樟蔭女子大			学芸			食物栄養			管理栄養士			67			63			94.0%


						関西福祉科学大			健康福祉			福祉栄養						74			48			64.9%


						近畿大			農			食品栄養						71			71			100.0%


						羽衣国際大			人間生活			人間生活			食物栄養			42			28			66.7%


						千里金蘭大			生活科学			食物栄養						67			34			50.7%


						相愛大			人間発達			発達栄養						36			9			25.0%


						帝塚山学院大			人間科学			食物栄養						68			57			83.8%


						甲子園大			栄養			栄養						100			82			82.0%


						神戸学院大			栄養			栄養						102			87			85.3%


						神戸女子大			家政						管理栄養士養成			156			136			87.2%


						神戸松蔭女子学院大			人間科学			生活			食物栄養			61			37			60.7%


						園田学園女子大			人間健康			食物栄養						46			29			63.0%


						兵庫大			健康科学			栄養マネジメント						22			22			100.0%


						武庫川女子大			生活環境			食物栄養						211			197			93.4%


						畿央大			健康科学			健康栄養						60			52			86.7%


						帝塚山大			現代生活			食物栄養						96			82			85.4%


						岡山学院大			人間生活			食物栄養						33			25			75.8%


						川崎医療福祉大			医療技術			臨床栄養						51			39			76.5%


						くらしき作陽大			食文化			栄養						88			79			89.8%


						ノートルダム清心女子大			人間生活			食品栄養						75			70			93.3%


						中国学園大			現代生活			人間栄養						41			32			78.0%


						美作大			生活科学			食物			管理栄養士養成			86			69			80.2%


						広島女学院大			生活科学			管理栄養						66			65			98.5%


						広島文教女子大			人間科学			人間栄養						59			34			57.6%


						安田女子大			家政			管理栄養						84			69			82.1%


						東亜大			医療			医療栄養						9			6			66.7%


						四国大			生活科学						管理栄養士養成			71			67			94.4%


						徳島文理大			人間生活			食物栄養						64			55			85.9%


						九州栄養福祉大			食物栄養			食物栄養						111			109			98.2%


						九州女子大			家政			栄養						86			58			67.4%


						西南女学院大			保健福祉			栄養						73			56			76.7%


						中村学園大			栄養科学			栄養科学						229			211			92.1%


						西九州大			健康福祉			健康栄養						116			64			55.2%


						活水女子大			健康生活			食生活健康						54			50			92.6%


						長崎国際大			健康管理			健康栄養						53			47			88.7%


						尚絅大			生活科学			栄養科学						67			44			65.7%


						別府大			食物栄養科学			食物栄養						50			36			72.0%


						南九州大			健康栄養			管理栄養						41			39			95.1%


						鹿児島純心女子大			看護栄養			健康栄養						59			34			57.6%


						私立大合計												6,789			5,549			81.7%


			大学合計															7,402			6,098			82.4%


						その他（専門学校）												300			222			74.0%


			総合計															7,702			6,320			82.1%


			＊大学・学部学科（課程）は受験時点での名称。高知女子大は平成23年4月から高知県立大に校名変更。








2011年 (既卒) 


			■管理栄養士国家試験の大学別状況＜管理栄養士課程（既卒）＞


			設置			大学			学部			学科			専攻（課程）			受験者			合格者			合格率（％）


			国 立			お茶の水女子大			生活科学			食物栄養			食物栄養学講座			4			1			25.0%


						奈良女子大			生活環境			食物栄養						2			1			50.0%


						徳島大			医			栄養						7			3			42.9%


						国立大合計												13			5			38.5%


						神奈川県立保健福祉大			保健福祉			栄養						7			1			14.3%


						静岡県立大			食品栄養科学			栄養生命科学						1			1			100.0%


						滋賀県立大			人間文化			生活栄養						11			6			54.5%


						京都府立大			生活環境			食保健						2			0			0.0%


						大阪市立大			生活科学			食品栄養科学						5			2			40.0%


						大阪府立大			総合リハビリテーション			総合リハビリテーション			栄養療法学			2			0			0.0%


						岡山県立大			保健福祉			栄養						7			3			42.9%


						県立広島大			人間文化			健康科学						3			1			33.3%


						山口県立大			看護栄養			栄養						7			1			14.3%


						高知女子大			生活科学			健康栄養						8			2			25.0%


						福岡女子大			人間環境			栄養健康科学						11			2			18.2%


						長崎県立大			看護栄養			栄養健康						8			4			50.0%


						熊本県立大			環境共生			食健康科学						10			1			10.0%


						公立大合計												82			24			29.3%


			私         立			天使大			看護栄養			栄養						36			8			22.2%


						藤女子大			人間生活			食物栄養						33			5			15.2%


						北海道文教大			人間科学			健康栄養						84			11			13.1%


						酪農学園大			酪農			食品科学			健康栄養学			19			5			26.3%


						仙台白百合女子大			人間			健康栄養			管理栄養			40			7			17.5%


						宮城学院女子大			学芸			食品栄養						29			3			10.3%


						尚絅学院大			総合人間科学			健康栄養						37			6			16.2%


						東北生活文化大			家政			家政			健康栄養学			34			4			11.8%


						郡山女子大			家政			食物栄養						75			8			10.7%


						茨城キリスト教大			生活科学			食物健康科学						56			5			8.9%


						高崎健康福祉大			健康福祉			健康栄養						11			1			9.1%


						十文字学園女子大			人間生活			食物栄養						11			2			18.2%


						城西大			薬			医療栄養						12			0			0.0%


						女子栄養大			栄養			実践栄養						39			8			20.5%


						人間総合科学大			人間科学			健康栄養						19			4			21.1%


						聖徳大			人文			人間栄養						59			10			16.9%


						和洋女子大			家政			健康栄養			健康栄養学専修			20			0			0.0%


						大妻女子大			家政			食物			管理栄養士			12			4			33.3%


						共立女子大			家政			食物栄養			管理栄養士			12			2			16.7%


						実践女子大			生活科学			食生活科学			管理栄養士			25			4			16.0%


						昭和女子大			生活科学			管理栄養						20			2			10.0%


						東京医療保健大			医療保健			医療栄養						12			2			16.7%


						東京家政大			家政			栄養			管理栄養士			25			0			0.0%


						東京家政学院大			家政			健康栄養						11			4			36.4%


						東京聖栄大			健康栄養			管理栄養						15			3			20.0%


						東京農業大			応用生物科学			栄養科学			管理栄養士			19			5			26.3%


						日本女子大			家政			食物			管理栄養士			5			2			40.0%


						鎌倉女子大			家政			管理栄養						25			7			28.0%


						相模女子大			栄養科学			管理栄養士						36			4			11.1%


						関東学院大			人間環境			健康栄養						21			2			9.5%


						新潟医療福祉大			健康科学			健康栄養						10			1			10.0%


						岐阜女子大			家政			健康栄養						74			11			14.9%


						浜松大			プロデュース			健康栄養						31			4			12.9%


						愛知学泉大			家政			家政			管理栄養士			24			5			20.8%


						金城学院大			生活環境			食環境栄養						13			4			30.8%


						椙山女学園大			生活科学			管理栄養						5			0			0.0%


						椙山女学園大			家政			食物			管理栄養士			3			0			0.0%


						中京女子大			健康科学			栄養科学						45			7			15.6%


						名古屋学芸大			管理栄養			管理栄養						25			4			16.0%


						名古屋女子大			家政			食物栄養						11			6			54.5%


						名古屋文理大			健康生活			健康栄養						34			5			14.7%


						東海学園大			人間健康			管理栄養						25			4			16.0%


						名古屋経済大			人間生活科学			管理栄養						20			2			10.0%


						鈴鹿医療科学大			保健衛生			医療栄養						10			0			0.0%


						京都女子大			家政			食物栄養						19			3			15.8%


						京都光華女子大			人間科学			健康栄養						21			2			9.5%


						同志社女子大			生活科学			食物栄養科学			管理栄養士			9			2			22.2%


						大阪青山大			健康科学			健康栄養						13			2			15.4%


						大阪樟蔭女子大			学芸			食物栄養			管理栄養士			13			1			7.7%


						関西福祉科学大			健康福祉			福祉栄養						24			4			16.7%


						近畿大			農			食品栄養						6			2			33.3%


						羽衣国際大			人間生活			人間生活			食物栄養			10			0			0.0%


						千里金蘭大			生活科学			食物栄養						25			3			12.0%


						甲子園大			栄養			栄養						45			2			4.4%


						神戸学院大			栄養			栄養						20			6			30.0%


						神戸女子大			家政						管理栄養士養成課程			38			4			10.5%


						神戸松蔭女子学院大			人間科学			生活			食物栄養			11			4			36.4%


						園田学園女子大			人間健康			食物栄養						38			5			13.2%


						兵庫大			健康科学			栄養マネジメント						49			7			14.3%


						武庫川女子大			生活環境			食物栄養						28			8			28.6%


						畿央大			健康科学			健康栄養						12			2			16.7%


						岡山学院大			人間生活			食物栄養						27			4			14.8%


						川崎医療福祉大			医療技術			臨床栄養						41			5			12.2%


						くらしき作陽大			食文化			栄養						39			4			10.3%


						ノートルダム清心女子大			人間生活			食品栄養						21			4			19.0%


						中国学園大			現代生活			人間栄養						34			2			5.9%


						美作女子大			家政			家政			管理栄養士			1			0			0.0%


						美作大			生活科学			食物			管理栄養士養成課程			41			3			7.3%


						広島女学院大			生活科学			管理栄養						16			1			6.3%


						広島文教女子大			人間科学			人間栄養						37			1			2.7%


						安田女子大			家政			管理栄養						16			3			18.8%


						四国大			生活科学						管理栄養士養成課程			17			2			11.8%


						徳島文理大			人間生活			食物栄養						51			14			27.5%


						九州栄養福祉大			食物栄養			食物栄養						14			0			0.0%


						九州女子大			家政			栄養						33			5			15.2%


						西南女学院大			保健福祉			栄養						42			4			9.5%


						中村学園大			栄養科学			栄養科学						54			11			20.4%


						西九州大			健康福祉			健康栄養						81			7			8.6%


						西九州大			家政			食物栄養			食物栄養学			2			0			0.0%


						活水女子大			健康生活			食生活健康						50			10			20.0%


						長崎国際大			健康管理			健康栄養						26			3			11.5%


						別府大			食物栄養科学			食物栄養						47			5			10.6%


						南九州大			健康栄養			管理栄養						16			5			31.3%


						鹿児島純心女子大			看護栄養			健康栄養						32			4			12.5%


						私立大合計												2,301			335			14.6%


			大学合計															2,396			364			15.2%


						その他（専門学校）												69			4			5.8%


			総合計															2,465			368			14.9%


			＊大学・学部学科（課程）は受験者の卒業時の名称。








（表③）掲載2010年 (新卒)  (2)


			■管理栄養士国家試験の大学別状況＜管理栄養士課程（新卒）＞																					（表③）


			設置			大学			学部			学科			専攻（課程）			受験者			合格者			合格率（％）


			国 立			お茶の水女子大			生活科学			食物栄養			食物栄養学講座			39			36			92.3%


						奈良女子大			生活環境			食物栄養						35			33			94.3%


						徳島大			医			栄養						52			43			82.7%


						国立大合計												126			112			88.9%


			公    立			名寄市立大			保健福祉			栄養						36			20			55.6%


						神奈川県立保健福祉大			保健福祉			栄養						40			40			100.0%


						静岡県立大			食品栄養科学			栄養生命科学						30			26			86.7%


						滋賀県立大			人間文化			生活栄養						34			23			67.6%


						京都府立大			生活環境			食保健						25			22			88.0%


						大阪市立大			生活科学			食品栄養科学						36			33			91.7%


						大阪府立大			総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ			総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ			栄養療法学			29			27			93.1%


						岡山県立大			保健福祉			栄養						40			36			90.0%


						県立広島大			人間文化			健康科学						35			32			91.4%


						山口県立大			看護栄養			栄養						34			29			85.3%


						高知女子大			生活科学			健康栄養						19			13			68.4%


						福岡女子大			人間環境			栄養健康科学						33			26			78.8%


						長崎県立大			看護栄養			栄養健康						41			36			87.8%


						熊本県立大			環境共生			食健康科学						42			36			85.7%


						公立大合計												474			399			84.2%


			私         立			天使大			看護栄養			栄養						92			80			87.0%


						藤女子大			人間生活			食物栄養						78			57			73.1%


						北海道文教大			人間科学			健康栄養						123			61			49.6%


						酪農学園大			酪農			食品科学			健康栄養学			36			34			94.4%


						仙台白百合女子大			人間			健康栄養			管理栄養			61			37			60.7%


						宮城学院女子大			学芸			食品栄養						93			67			72.0%


						尚絅学院大			総合人間科学			健康栄養						89			60			67.4%


						東北生活文化大			家政			家政			健康栄養学			36			21			58.3%


						郡山女子大			家政			食物栄養						78			38			48.7%


						茨城キリスト教大			生活科学			食物健康科学						87			47			54.0%


						高崎健康福祉大			健康福祉			健康栄養						78			73			93.6%


						十文字学園女子大			人間生活			食物栄養						89			61			68.5%


						城西大			薬			医療栄養						96			83			86.5%


						女子栄養大			栄養			実践栄養						238			227			95.4%


						人間総合科学大学			人間科学			健康栄養						74			63			85.1%


						聖徳大			人文			人間栄養						91			80			87.9%


						和洋女子大			家政			健康栄養			健康栄養学			107			87			81.3%


						大妻女子大			家政			食物			管理栄養士			52			49			94.2%


						共立女子大			家政			食物栄養			管理栄養士			52			52			100.0%


						実践女子大			生活科学			食生活科学			管理栄養士			73			55			75.3%


						昭和女子大			生活科学			管理栄養						82			67			81.7%


						帝京平成大			健康メディカル			健康栄養						63			21			33.3%


						東京家政大			家政			栄養			管理栄養士			149			134			89.9%


						東京家政学院大			家政			健康栄養						54			44			81.5%


						東京医療保健大			医療保健			医療栄養						93			81			87.1%


						東京聖栄大学			健康栄養			管理栄養						70			48			68.6%


						東京農業大			応用生物科学			栄養科学			管理栄養士			75			69			92.0%


						日本女子大			家政			食物			管理栄養士			62			52			83.9%


						鎌倉女子大			家政			管理栄養						123			109			88.6%


						相模女子大			栄養科学			管理栄養士						112			87			77.7%


						関東学院大			人間環境			健康栄養						93			79			84.9%


						新潟医療福祉大			健康科学			健康栄養						43			35			81.4%


						岐阜女子大			家政			健康栄養						113			82			72.6%


						浜松大			プロデュース			健康栄養						79			34			43.0%


						愛知学泉大			家政			家政			管理栄養士			66			63			95.5%


						金城学院大			生活環境			食環境栄養						79			53			67.1%


						椙山女学園大			生活科学			管理栄養						92			82			89.1%


						中京女子大（現：至学館大）			健康科学			栄養科学						46			24			52.2%


						名古屋学芸大			管理栄養			管理栄養						163			142			87.1%


						名古屋女子大			家政			食物栄養						79			77			97.5%


						名古屋文理大			健康生活			健康栄養						68			46			67.6%


						東海学園大			人間健康			管理栄養						60			57			95.0%


						名古屋経済大学			人間生活科学			管理栄養						56			31			55.4%


						鈴鹿医療科学大			保健衛生			医療栄養						44			33			75.0%


			設置			大学			学部			学科			専攻（課程）			受験者			合格者			合格率（％）


			私　　　　　　　　　立			京都女子大			家政			食物栄養						123			114			92.7%


						京都光華女子大			人間科学			健康栄養						68			41			60.3%


						同志社女子大			生活科学			食物栄養科学			管理栄養士			84			82			97.6%


						大阪青山大			健康科学			健康栄養						40			26			65.0%


						大阪樟蔭女子大			学芸			食物栄養			管理栄養士			69			60			87.0%


						関西福祉科学大			健康福祉			福祉栄養						63			48			76.2%


						近畿大			農			食品栄養						93			78			83.9%


						羽衣国際大			人間生活			人間生活			食物栄養			39			29			74.4%


						千里金蘭大			生活科学			食物栄養						60			43			71.7%


						相愛大			人間発達			発達栄養						72			14			19.4%


						帝塚山学院大			人間科学			食物栄養						70			58			82.9%


						甲子園大			栄養			栄養						86			81			94.2%


						神戸学院大			栄養			栄養						109			96			88.1%


						神戸松蔭女子学院大			人間科学			生活			食物栄養			64			37			57.8%


						神戸女子大			家政						管理栄養士養成課程			147			125			85.0%


						園田学園女子大			人間健康			食物栄養						49			36			73.5%


						兵庫大			健康科学			栄養マネジメント						24			20			83.3%


						武庫川女子大			生活環境			食物栄養						215			180			83.7%


						畿央大			健康科学			健康栄養						65			60			92.3%


						帝塚山大			現代生活			食物栄養						80			46			57.5%


						岡山学院大			人間生活			食物栄養						56			19			33.9%


						川崎医療福祉大			医療技術			臨床栄養						48			41			85.4%


						くらしき作陽大			食文化			栄養						89			75			84.3%


						ノートルダム清心女子大			人間生活			食品栄養						89			69			77.5%


						中国学園大			現代生活			人間栄養						43			34			79.1%


						美作大			生活科学			食物			管理栄養士養成課程			79			63			79.7%


						広島女学院大			生活科学			管理栄養						73			69			94.5%


						広島文教女子大			人間科学			人間栄養						67			44			65.7%


						安田女子大			家政			管理栄養						73			66			90.4%


						四国大			生活科学						管理栄養士養成課程			66			61			92.4%


						徳島文理大			人間生活			食物栄養						63			46			73.0%


						九州栄養福祉大			食物栄養			食物栄養						107			101			94.4%


						九州女子大			家政			栄養						85			70			82.4%


						西南女学院大			保健福祉			栄養						87			53			60.9%


						中村学園大			栄養科学			栄養科学						217			203			93.5%


						西九州大			健康福祉			健康栄養						126			79			62.7%


						活水女子大			健康生活			食生活健康						65			58			89.2%


						長崎国際大			健康管理			健康栄養						66			62			93.9%


						尚絅大			生活科学			栄養科学						71			34			47.9%


						別府大			食物栄養科学			食物栄養						44			32			72.7%


						南九州大			健康栄養			管理栄養						36			28			77.8%


						鹿児島純心女子大			看護栄養			健康栄養						45			21			46.7%


						私立大合計												7,002			5,484			78.3%


			大学合計															7,602			5,995			78.9%


						その他（専門学校）												263			192			73.0%


			総合計															7,865			6,187			78.7%


			＊大学・学部学科（課程）は受験時点での名称。中京女子大は平成22年4月から至学館大に校名変更。
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（表①）区分別合格状況2011年


						23年


						■学校区分別合格状況												（表①）


						学校区分						受験者数			合格者数			合格率


						①管理栄養士養成課程（新卒）						7,702			6,320			82.1%


						②管理栄養士養成課程（既卒）						2,145			320			14.9%


						③栄養士養成課程（既卒）						10,076			1,427			14.2%


						合計						19,923			8,067			40.5%


									■年次別合格状況									（表②）


									年次			受験者総数			合格者総数			合格率


												20,570			5,504			26.8%


												21,571			7,592			35.2%


												22,073			6,968			31.6%


												23,744			6,877			29.0%


												25,047			8,058			32.2%


												19,923			8,067			40.5%


									■新卒で合格者１００人以上の大学


									女子栄養大（221人、合格率93.6％）


									中村学園大（211人、合格率92.1％）


									武庫川女子大（197人、合格率93.4％）


									名古屋学芸大（162人、合格率96.4％）


									東京家政大（137人、合格率98.6％）


									神戸女子大（136人、合格率87.2％）


									九州栄養福祉大（109人、合格率98.2％）


									京都女子大（108人、合格率94.7％）


									椙山女学園大（104人、合格率84.6％）








（表③）2011年 (新卒) 


			■管理栄養士国家試験の大学別状況＜管理栄養士課程（新卒）＞																					（表③）


			設置			大学			学部(学群)			学科(学類)			専攻（課程）			受験者			合格者			合格率（％）


			国 立			お茶の水女子大			生活科学			食物栄養			食物栄養学講座			39			35			89.7%


						奈良女子大			生活環境			食物栄養						36			31			86.1%


						徳島大			医			栄養						51			49			96.1%


						国立大合計												126			115			91.3%


			公    立			名寄市立大			保健福祉			栄養						39			32			82.1%


						神奈川県立保健福祉大			保健福祉			栄養						44			44			100.0%


						静岡県立大			食品栄養科学			栄養生命科学						29			29			100.0%


						滋賀県立大			人間文化			生活栄養						28			25			89.3%


						京都府立大			生活環境			食保健						25			22			88.0%


						大阪市立大			生活科学			食品栄養科学						37			33			89.2%


						大阪府立大			総合リハビリテーション			栄養療法						31			29			93.5%


						岡山県立大			保健福祉			栄養						46			44			95.7%


						県立広島大			人間文化			健康科学						33			32			97.0%


						山口県立大			看護栄養			栄養						46			41			89.1%


						高知女子大			健康栄養			健康栄養						20			16			80.0%


						福岡女子大			人間環境			栄養健康科学						31			23			74.2%


						長崎県立大			看護栄養			栄養健康						39			35			89.7%


						熊本県立大			環境共生			食健康科学						39			29			74.4%


						公立大合計												487			434			89.1%


			私         立			天使大			看護栄養			栄養						86			65			75.6%


						藤女子大			人間生活			食物栄養						86			50			58.1%


						北海道文教大			人間科学			健康栄養						128			88			68.8%


						酪農学園大			酪農			食品科学			健康栄養学			43			42			97.7%


						仙台白百合女子大			人間			健康栄養			管理栄養			1			1			100.0%


						宮城学院女子大			学芸			食品栄養						2			2			100.0%


						尚絅学院大			総合人間科学			健康栄養						1			1			100.0%


						東北生活文化大			家政			家政			健康栄養学			10			9			90.0%


						郡山女子大			家政			食物栄養						15			11			73.3%


						茨城キリスト教大			生活科学			食物健康科学						79			48			60.8%


						高崎健康福祉大			健康福祉			健康栄養						80			77			96.3%


						十文字学園女子大			人間生活			食物栄養						100			71			71.0%


						城西大			薬			医療栄養						98			88			89.8%


						女子栄養大			栄養			実践栄養						236			221			93.6%


						人間総合科学大			人間科学			健康栄養						68			52			76.5%


						聖徳大			人間栄養			人間栄養						96			75			78.1%


						和洋女子大			家政			健康栄養			健康栄養学専修			101			76			75.2%


						大妻女子大			家政			食物			管理栄養士			52			47			90.4%


						共立女子大			家政			食物栄養			管理栄養士			52			44			84.6%


						実践女子大			生活科学			食生活科学			管理栄養士			82			60			73.2%


						昭和女子大			生活科学			管理栄養						81			75			92.6%


						帝京平成大			健康メディカル			健康栄養						57			34			59.6%


						東京医療保健大			医療保健			医療栄養						99			87			87.9%


						東京家政大			家政			栄養			管理栄養士			139			137			98.6%


						東京家政学院大			現代生活			健康栄養						54			47			87.0%


						東京聖栄大			健康栄養			管理栄養						79			65			82.3%


						東京農業大			応用生物科学			栄養科学			管理栄養士			81			75			92.6%


						日本女子大			家政			食物			管理栄養士			52			47			90.4%


						鎌倉女子大			家政			管理栄養						112			93			83.0%


						相模女子大			栄養科学			管理栄養士						110			93			84.5%


						関東学院大			人間環境			健康栄養						101			81			80.2%


						新潟医療福祉大			健康科学			健康栄養						48			41			85.4%


						松本大			人間健康			健康栄養						68			44			64.7%


						岐阜女子大			家政			健康栄養						120			89			74.2%


						浜松大			プロデュース			健康栄養						70			34			48.6%


						愛知学泉大			家政			家政			管理栄養士			75			75			100.0%


						金城学院大			生活環境			食環境栄養						87			77			88.5%


						椙山女学園大			生活科学			管理栄養						123			104			84.6%


						至学館大			健康科学			栄養科学						51			32			62.7%


						名古屋学芸大			管理栄養			管理栄養						168			162			96.4%


						名古屋女子大			家政			食物栄養						87			83			95.4%


						名古屋文理大			健康生活			健康栄養						52			39			75.0%


						東海学園大			人間健康			管理栄養						75			72			96.0%


						名古屋経済大			人間生活科学			管理栄養						70			41			58.6%


						鈴鹿医療科学大			保健衛生			医療栄養						46			36			78.3%


						京都女子大			家政			食物栄養						114			108			94.7%


						京都光華女子大			健康科学			健康栄養						78			50			64.1%


						同志社女子大			生活科学			食物栄養科学			管理栄養士			91			90			98.9%


						大阪青山大			健康科学			健康栄養						40			18			45.0%


						大阪樟蔭女子大			学芸			食物栄養			管理栄養士			67			63			94.0%


						関西福祉科学大			健康福祉			福祉栄養						74			48			64.9%


						近畿大			農			食品栄養						71			71			100.0%


						羽衣国際大			人間生活			人間生活			食物栄養			42			28			66.7%


						千里金蘭大			生活科学			食物栄養						67			34			50.7%


						相愛大			人間発達			発達栄養						36			9			25.0%


						帝塚山学院大			人間科学			食物栄養						68			57			83.8%


						甲子園大			栄養			栄養						100			82			82.0%


						神戸学院大			栄養			栄養						102			87			85.3%


						神戸女子大			家政						管理栄養士養成			156			136			87.2%


						神戸松蔭女子学院大			人間科学			生活			食物栄養			61			37			60.7%


						園田学園女子大			人間健康			食物栄養						46			29			63.0%


						兵庫大			健康科学			栄養マネジメント						22			22			100.0%


						武庫川女子大			生活環境			食物栄養						211			197			93.4%


						畿央大			健康科学			健康栄養						60			52			86.7%


						帝塚山大			現代生活			食物栄養						96			82			85.4%


						岡山学院大			人間生活			食物栄養						33			25			75.8%


						川崎医療福祉大			医療技術			臨床栄養						51			39			76.5%


						くらしき作陽大			食文化			栄養						88			79			89.8%


						ノートルダム清心女子大			人間生活			食品栄養						75			70			93.3%


						中国学園大			現代生活			人間栄養						41			32			78.0%


						美作大			生活科学			食物			管理栄養士養成			86			69			80.2%


						広島女学院大			生活科学			管理栄養						66			65			98.5%


						広島文教女子大			人間科学			人間栄養						59			34			57.6%


						安田女子大			家政			管理栄養						84			69			82.1%


						東亜大			医療			医療栄養						9			6			66.7%


						四国大			生活科学						管理栄養士養成			71			67			94.4%


						徳島文理大			人間生活			食物栄養						64			55			85.9%


						九州栄養福祉大			食物栄養			食物栄養						111			109			98.2%


						九州女子大			家政			栄養						86			58			67.4%


						西南女学院大			保健福祉			栄養						73			56			76.7%


						中村学園大			栄養科学			栄養科学						229			211			92.1%


						西九州大			健康福祉			健康栄養						116			64			55.2%


						活水女子大			健康生活			食生活健康						54			50			92.6%


						長崎国際大			健康管理			健康栄養						53			47			88.7%


						尚絅大			生活科学			栄養科学						67			44			65.7%


						別府大			食物栄養科学			食物栄養						50			36			72.0%


						南九州大			健康栄養			管理栄養						41			39			95.1%


						鹿児島純心女子大			看護栄養			健康栄養						59			34			57.6%


						私立大合計												6,789			5,549			81.7%


			大学合計															7,402			6,098			82.4%


						その他（専門学校）												300			222			74.0%


			総合計															7,702			6,320			82.1%


			＊大学・学部学科（課程）は受験時点での名称。高知女子大は平成23年4月から高知県立大に校名変更。








（表③）2011年 (新卒) 掲載用


			■管理栄養士国家試験の大学別状況＜管理栄養士課程（新卒）＞																					（表③）


			設置			大学			学部(学群)			学科(学類)			専攻（課程）			受験者			合格者			合格率（％）


			国 立			お茶の水女子大			生活科学			食物栄養			食物栄養学講座			39			35			89.7%


						奈良女子大			生活環境			食物栄養						36			31			86.1%


						徳島大			医			栄養						51			49			96.1%


						国立大合計												126			115			91.3%


			公    立			名寄市立大			保健福祉			栄養						39			32			82.1%


						神奈川県立保健福祉大			保健福祉			栄養						44			44			100.0%


						静岡県立大			食品栄養科学			栄養生命科学						29			29			100.0%


						滋賀県立大			人間文化			生活栄養						28			25			89.3%


						京都府立大			生活環境			食保健						25			22			88.0%


						大阪市立大			生活科学			食品栄養科学						37			33			89.2%


						大阪府立大			総合リハビリテーション			栄養療法						31			29			93.5%


						岡山県立大			保健福祉			栄養						46			44			95.7%


						県立広島大			人間文化			健康科学						33			32			97.0%


						山口県立大			看護栄養			栄養						46			41			89.1%


						高知女子大			健康栄養			健康栄養						20			16			80.0%


						福岡女子大			人間環境			栄養健康科学						31			23			74.2%


						長崎県立大			看護栄養			栄養健康						39			35			89.7%


						熊本県立大			環境共生			食健康科学						39			29			74.4%


						公立大合計												487			434			89.1%


			私         立			天使大			看護栄養			栄養						86			65			75.6%


						藤女子大			人間生活			食物栄養						86			50			58.1%


						北海道文教大			人間科学			健康栄養						128			88			68.8%


						酪農学園大			酪農			食品科学			健康栄養学			43			42			97.7%


						仙台白百合女子大			人間			健康栄養			管理栄養			1			1			100.0%


						宮城学院女子大			学芸			食品栄養						2			2			100.0%


						尚絅学院大			総合人間科学			健康栄養						1			1			100.0%


						東北生活文化大			家政			家政			健康栄養学			10			9			90.0%


						郡山女子大			家政			食物栄養						15			11			73.3%


						茨城キリスト教大			生活科学			食物健康科学						79			48			60.8%


						高崎健康福祉大			健康福祉			健康栄養						80			77			96.3%


						十文字学園女子大			人間生活			食物栄養						100			71			71.0%


						城西大			薬			医療栄養						98			88			89.8%


						女子栄養大			栄養			実践栄養						236			221			93.6%


						人間総合科学大			人間科学			健康栄養						68			52			76.5%


						聖徳大			人間栄養			人間栄養						96			75			78.1%


						和洋女子大			家政			健康栄養			健康栄養学専修			101			76			75.2%


						大妻女子大			家政			食物			管理栄養士			52			47			90.4%


						共立女子大			家政			食物栄養			管理栄養士			52			44			84.6%


						実践女子大			生活科学			食生活科学			管理栄養士			82			60			73.2%


						昭和女子大			生活科学			管理栄養						81			75			92.6%


						帝京平成大			健康メディカル			健康栄養						57			34			59.6%


						東京医療保健大			医療保健			医療栄養						99			87			87.9%


						東京家政大			家政			栄養			管理栄養士			139			137			98.6%


						東京家政学院大			現代生活			健康栄養						54			47			87.0%


						東京聖栄大			健康栄養			管理栄養						79			65			82.3%


						東京農業大			応用生物科学			栄養科学			管理栄養士			81			75			92.6%


						日本女子大			家政			食物			管理栄養士			52			47			90.4%


						鎌倉女子大			家政			管理栄養						112			93			83.0%


						相模女子大			栄養科学			管理栄養士						110			93			84.5%


						関東学院大			人間環境			健康栄養						101			81			80.2%


						新潟医療福祉大			健康科学			健康栄養						48			41			85.4%


						松本大			人間健康			健康栄養						68			44			64.7%


						岐阜女子大			家政			健康栄養						120			89			74.2%


						浜松大			プロデュース			健康栄養						70			34			48.6%


						愛知学泉大			家政			家政			管理栄養士			75			75			100.0%


						金城学院大			生活環境			食環境栄養						87			77			88.5%


						椙山女学園大			生活科学			管理栄養						123			104			84.6%


						至学館大			健康科学			栄養科学						51			32			62.7%


						名古屋学芸大			管理栄養			管理栄養						168			162			96.4%


						名古屋女子大			家政			食物栄養						87			83			95.4%


						名古屋文理大			健康生活			健康栄養						52			39			75.0%


			設置			大学			学部(学群)			学科(学類)			専攻（課程）			受験者			合格者			合格率（％）


			私　　　　　　　　　立			東海学園大			人間健康			管理栄養						75			72			96.0%


						名古屋経済大			人間生活科学			管理栄養						70			41			58.6%


						鈴鹿医療科学大			保健衛生			医療栄養						46			36			78.3%


						京都女子大			家政			食物栄養						114			108			94.7%


						京都光華女子大			健康科学			健康栄養						78			50			64.1%


						同志社女子大			生活科学			食物栄養科学			管理栄養士			91			90			98.9%


						大阪青山大			健康科学			健康栄養						40			18			45.0%


						大阪樟蔭女子大			学芸			食物栄養			管理栄養士			67			63			94.0%


						関西福祉科学大			健康福祉			福祉栄養						74			48			64.9%


						近畿大			農			食品栄養						71			71			100.0%


						羽衣国際大			人間生活			人間生活			食物栄養			42			28			66.7%


						千里金蘭大			生活科学			食物栄養						67			34			50.7%


						相愛大			人間発達			発達栄養						36			9			25.0%


						帝塚山学院大			人間科学			食物栄養						68			57			83.8%


						甲子園大			栄養			栄養						100			82			82.0%


						神戸学院大			栄養			栄養						102			87			85.3%


						神戸女子大			家政						管理栄養士養成			156			136			87.2%


						神戸松蔭女子学院大			人間科学			生活			食物栄養			61			37			60.7%


						園田学園女子大			人間健康			食物栄養						46			29			63.0%


						兵庫大			健康科学			栄養マネジメント						22			22			100.0%


						武庫川女子大			生活環境			食物栄養						211			197			93.4%


						畿央大			健康科学			健康栄養						60			52			86.7%


						帝塚山大			現代生活			食物栄養						96			82			85.4%


						岡山学院大			人間生活			食物栄養						33			25			75.8%


						川崎医療福祉大			医療技術			臨床栄養						51			39			76.5%


						くらしき作陽大			食文化			栄養						88			79			89.8%


						ノートルダム清心女子大			人間生活			食品栄養						75			70			93.3%


						中国学園大			現代生活			人間栄養						41			32			78.0%


						美作大			生活科学			食物			管理栄養士養成			86			69			80.2%


						広島女学院大			生活科学			管理栄養						66			65			98.5%


						広島文教女子大			人間科学			人間栄養						59			34			57.6%


						安田女子大			家政			管理栄養						84			69			82.1%


						東亜大			医療			医療栄養						9			6			66.7%


						四国大			生活科学						管理栄養士養成			71			67			94.4%


						徳島文理大			人間生活			食物栄養						64			55			85.9%


						九州栄養福祉大			食物栄養			食物栄養						111			109			98.2%


						九州女子大			家政			栄養						86			58			67.4%


						西南女学院大			保健福祉			栄養						73			56			76.7%


						中村学園大			栄養科学			栄養科学						229			211			92.1%


						西九州大			健康福祉			健康栄養						116			64			55.2%


						活水女子大			健康生活			食生活健康						54			50			92.6%


						長崎国際大			健康管理			健康栄養						53			47			88.7%


						尚絅大			生活科学			栄養科学						67			44			65.7%


						別府大			食物栄養科学			食物栄養						50			36			72.0%


						南九州大			健康栄養			管理栄養						41			39			95.1%


						鹿児島純心女子大			看護栄養			健康栄養						59			34			57.6%


						私立大合計												6,789			5,549			81.7%


			大学合計															7,402			6,098			82.4%


						その他（専門学校）												300			222			74.0%


			総合計															7,702			6,320			82.1%


			＊大学・学部学科（課程）は受験時点での名称。高知女子大は平成23年4月から高知県立大に校名変更。








2011年 (既卒) 


			■管理栄養士国家試験の大学別状況＜管理栄養士課程（既卒）＞


			設置			大学			学部			学科			専攻（課程）			受験者			合格者			合格率（％）


			国 立			お茶の水女子大			生活科学			食物栄養			食物栄養学講座			4			1			25.0%


						奈良女子大			生活環境			食物栄養						2			1			50.0%


						徳島大			医			栄養						7			3			42.9%


						国立大合計												13			5			38.5%


						神奈川県立保健福祉大			保健福祉			栄養						7			1			14.3%


						静岡県立大			食品栄養科学			栄養生命科学						1			1			100.0%


						滋賀県立大			人間文化			生活栄養						11			6			54.5%


						京都府立大			生活環境			食保健						2			0			0.0%


						大阪市立大			生活科学			食品栄養科学						5			2			40.0%


						大阪府立大			総合リハビリテーション			総合リハビリテーション			栄養療法学			2			0			0.0%


						岡山県立大			保健福祉			栄養						7			3			42.9%


						県立広島大			人間文化			健康科学						3			1			33.3%


						山口県立大			看護栄養			栄養						7			1			14.3%


						高知女子大			生活科学			健康栄養						8			2			25.0%


						福岡女子大			人間環境			栄養健康科学						11			2			18.2%


						長崎県立大			看護栄養			栄養健康						8			4			50.0%


						熊本県立大			環境共生			食健康科学						10			1			10.0%


						公立大合計												82			24			29.3%


			私         立			天使大			看護栄養			栄養						36			8			22.2%


						藤女子大			人間生活			食物栄養						33			5			15.2%


						北海道文教大			人間科学			健康栄養						84			11			13.1%


						酪農学園大			酪農			食品科学			健康栄養学			19			5			26.3%


						仙台白百合女子大			人間			健康栄養			管理栄養			40			7			17.5%


						宮城学院女子大			学芸			食品栄養						29			3			10.3%


						尚絅学院大			総合人間科学			健康栄養						37			6			16.2%


						東北生活文化大			家政			家政			健康栄養学			34			4			11.8%


						郡山女子大			家政			食物栄養						75			8			10.7%


						茨城キリスト教大			生活科学			食物健康科学						56			5			8.9%


						高崎健康福祉大			健康福祉			健康栄養						11			1			9.1%


						十文字学園女子大			人間生活			食物栄養						11			2			18.2%


						城西大			薬			医療栄養						12			0			0.0%


						女子栄養大			栄養			実践栄養						39			8			20.5%


						人間総合科学大			人間科学			健康栄養						19			4			21.1%


						聖徳大			人文			人間栄養						59			10			16.9%


						和洋女子大			家政			健康栄養			健康栄養学専修			20			0			0.0%


						大妻女子大			家政			食物			管理栄養士			12			4			33.3%


						共立女子大			家政			食物栄養			管理栄養士			12			2			16.7%


						実践女子大			生活科学			食生活科学			管理栄養士			25			4			16.0%


						昭和女子大			生活科学			管理栄養						20			2			10.0%


						東京医療保健大			医療保健			医療栄養						12			2			16.7%


						東京家政大			家政			栄養			管理栄養士			25			0			0.0%


						東京家政学院大			家政			健康栄養						11			4			36.4%


						東京聖栄大			健康栄養			管理栄養						15			3			20.0%


						東京農業大			応用生物科学			栄養科学			管理栄養士			19			5			26.3%


						日本女子大			家政			食物			管理栄養士			5			2			40.0%


						鎌倉女子大			家政			管理栄養						25			7			28.0%


						相模女子大			栄養科学			管理栄養士						36			4			11.1%


						関東学院大			人間環境			健康栄養						21			2			9.5%


						新潟医療福祉大			健康科学			健康栄養						10			1			10.0%


						岐阜女子大			家政			健康栄養						74			11			14.9%


						浜松大			プロデュース			健康栄養						31			4			12.9%


						愛知学泉大			家政			家政			管理栄養士			24			5			20.8%


						金城学院大			生活環境			食環境栄養						13			4			30.8%


						椙山女学園大			生活科学			管理栄養						5			0			0.0%


						椙山女学園大			家政			食物			管理栄養士			3			0			0.0%


						中京女子大			健康科学			栄養科学						45			7			15.6%


						名古屋学芸大			管理栄養			管理栄養						25			4			16.0%


						名古屋女子大			家政			食物栄養						11			6			54.5%


						名古屋文理大			健康生活			健康栄養						34			5			14.7%


						東海学園大			人間健康			管理栄養						25			4			16.0%


						名古屋経済大			人間生活科学			管理栄養						20			2			10.0%


						鈴鹿医療科学大			保健衛生			医療栄養						10			0			0.0%


						京都女子大			家政			食物栄養						19			3			15.8%


						京都光華女子大			人間科学			健康栄養						21			2			9.5%


						同志社女子大			生活科学			食物栄養科学			管理栄養士			9			2			22.2%


						大阪青山大			健康科学			健康栄養						13			2			15.4%


						大阪樟蔭女子大			学芸			食物栄養			管理栄養士			13			1			7.7%


						関西福祉科学大			健康福祉			福祉栄養						24			4			16.7%


						近畿大			農			食品栄養						6			2			33.3%


						羽衣国際大			人間生活			人間生活			食物栄養			10			0			0.0%


						千里金蘭大			生活科学			食物栄養						25			3			12.0%


						甲子園大			栄養			栄養						45			2			4.4%


						神戸学院大			栄養			栄養						20			6			30.0%


						神戸女子大			家政						管理栄養士養成課程			38			4			10.5%


						神戸松蔭女子学院大			人間科学			生活			食物栄養			11			4			36.4%


						園田学園女子大			人間健康			食物栄養						38			5			13.2%


						兵庫大			健康科学			栄養マネジメント						49			7			14.3%


						武庫川女子大			生活環境			食物栄養						28			8			28.6%


						畿央大			健康科学			健康栄養						12			2			16.7%


						岡山学院大			人間生活			食物栄養						27			4			14.8%


						川崎医療福祉大			医療技術			臨床栄養						41			5			12.2%


						くらしき作陽大			食文化			栄養						39			4			10.3%


						ノートルダム清心女子大			人間生活			食品栄養						21			4			19.0%


						中国学園大			現代生活			人間栄養						34			2			5.9%


						美作女子大			家政			家政			管理栄養士			1			0			0.0%


						美作大			生活科学			食物			管理栄養士養成課程			41			3			7.3%


						広島女学院大			生活科学			管理栄養						16			1			6.3%


						広島文教女子大			人間科学			人間栄養						37			1			2.7%


						安田女子大			家政			管理栄養						16			3			18.8%


						四国大			生活科学						管理栄養士養成課程			17			2			11.8%


						徳島文理大			人間生活			食物栄養						51			14			27.5%


						九州栄養福祉大			食物栄養			食物栄養						14			0			0.0%


						九州女子大			家政			栄養						33			5			15.2%


						西南女学院大			保健福祉			栄養						42			4			9.5%


						中村学園大			栄養科学			栄養科学						54			11			20.4%


						西九州大			健康福祉			健康栄養						81			7			8.6%


						西九州大			家政			食物栄養			食物栄養学			2			0			0.0%


						活水女子大			健康生活			食生活健康						50			10			20.0%


						長崎国際大			健康管理			健康栄養						26			3			11.5%


						別府大			食物栄養科学			食物栄養						47			5			10.6%


						南九州大			健康栄養			管理栄養						16			5			31.3%


						鹿児島純心女子大			看護栄養			健康栄養						32			4			12.5%


						私立大合計												2,301			335			14.6%


			大学合計															2,396			364			15.2%


						その他（専門学校）												69			4			5.8%


			総合計															2,465			368			14.9%


			＊大学・学部学科（課程）は受験者の卒業時の名称。








（表③）掲載2010年 (新卒)  (2)


			■管理栄養士国家試験の大学別状況＜管理栄養士課程（新卒）＞																					（表③）


			設置			大学			学部			学科			専攻（課程）			受験者			合格者			合格率（％）


			国 立			お茶の水女子大			生活科学			食物栄養			食物栄養学講座			39			36			92.3%


						奈良女子大			生活環境			食物栄養						35			33			94.3%


						徳島大			医			栄養						52			43			82.7%


						国立大合計												126			112			88.9%


			公    立			名寄市立大			保健福祉			栄養						36			20			55.6%


						神奈川県立保健福祉大			保健福祉			栄養						40			40			100.0%


						静岡県立大			食品栄養科学			栄養生命科学						30			26			86.7%


						滋賀県立大			人間文化			生活栄養						34			23			67.6%


						京都府立大			生活環境			食保健						25			22			88.0%


						大阪市立大			生活科学			食品栄養科学						36			33			91.7%


						大阪府立大			総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ			総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ			栄養療法学			29			27			93.1%


						岡山県立大			保健福祉			栄養						40			36			90.0%


						県立広島大			人間文化			健康科学						35			32			91.4%


						山口県立大			看護栄養			栄養						34			29			85.3%


						高知女子大			生活科学			健康栄養						19			13			68.4%


						福岡女子大			人間環境			栄養健康科学						33			26			78.8%


						長崎県立大			看護栄養			栄養健康						41			36			87.8%


						熊本県立大			環境共生			食健康科学						42			36			85.7%


						公立大合計												474			399			84.2%


			私         立			天使大			看護栄養			栄養						92			80			87.0%


						藤女子大			人間生活			食物栄養						78			57			73.1%


						北海道文教大			人間科学			健康栄養						123			61			49.6%


						酪農学園大			酪農			食品科学			健康栄養学			36			34			94.4%


						仙台白百合女子大			人間			健康栄養			管理栄養			61			37			60.7%


						宮城学院女子大			学芸			食品栄養						93			67			72.0%


						尚絅学院大			総合人間科学			健康栄養						89			60			67.4%


						東北生活文化大			家政			家政			健康栄養学			36			21			58.3%


						郡山女子大			家政			食物栄養						78			38			48.7%


						茨城キリスト教大			生活科学			食物健康科学						87			47			54.0%


						高崎健康福祉大			健康福祉			健康栄養						78			73			93.6%


						十文字学園女子大			人間生活			食物栄養						89			61			68.5%


						城西大			薬			医療栄養						96			83			86.5%


						女子栄養大			栄養			実践栄養						238			227			95.4%


						人間総合科学大学			人間科学			健康栄養						74			63			85.1%


						聖徳大			人文			人間栄養						91			80			87.9%


						和洋女子大			家政			健康栄養			健康栄養学			107			87			81.3%


						大妻女子大			家政			食物			管理栄養士			52			49			94.2%


						共立女子大			家政			食物栄養			管理栄養士			52			52			100.0%


						実践女子大			生活科学			食生活科学			管理栄養士			73			55			75.3%


						昭和女子大			生活科学			管理栄養						82			67			81.7%


						帝京平成大			健康メディカル			健康栄養						63			21			33.3%


						東京家政大			家政			栄養			管理栄養士			149			134			89.9%


						東京家政学院大			家政			健康栄養						54			44			81.5%


						東京医療保健大			医療保健			医療栄養						93			81			87.1%


						東京聖栄大学			健康栄養			管理栄養						70			48			68.6%


						東京農業大			応用生物科学			栄養科学			管理栄養士			75			69			92.0%


						日本女子大			家政			食物			管理栄養士			62			52			83.9%


						鎌倉女子大			家政			管理栄養						123			109			88.6%


						相模女子大			栄養科学			管理栄養士						112			87			77.7%


						関東学院大			人間環境			健康栄養						93			79			84.9%


						新潟医療福祉大			健康科学			健康栄養						43			35			81.4%


						岐阜女子大			家政			健康栄養						113			82			72.6%


						浜松大			プロデュース			健康栄養						79			34			43.0%


						愛知学泉大			家政			家政			管理栄養士			66			63			95.5%


						金城学院大			生活環境			食環境栄養						79			53			67.1%


						椙山女学園大			生活科学			管理栄養						92			82			89.1%


						中京女子大（現：至学館大）			健康科学			栄養科学						46			24			52.2%


						名古屋学芸大			管理栄養			管理栄養						163			142			87.1%


						名古屋女子大			家政			食物栄養						79			77			97.5%


						名古屋文理大			健康生活			健康栄養						68			46			67.6%


						東海学園大			人間健康			管理栄養						60			57			95.0%


						名古屋経済大学			人間生活科学			管理栄養						56			31			55.4%


						鈴鹿医療科学大			保健衛生			医療栄養						44			33			75.0%


			設置			大学			学部			学科			専攻（課程）			受験者			合格者			合格率（％）


			私　　　　　　　　　立			京都女子大			家政			食物栄養						123			114			92.7%


						京都光華女子大			人間科学			健康栄養						68			41			60.3%


						同志社女子大			生活科学			食物栄養科学			管理栄養士			84			82			97.6%


						大阪青山大			健康科学			健康栄養						40			26			65.0%


						大阪樟蔭女子大			学芸			食物栄養			管理栄養士			69			60			87.0%


						関西福祉科学大			健康福祉			福祉栄養						63			48			76.2%


						近畿大			農			食品栄養						93			78			83.9%


						羽衣国際大			人間生活			人間生活			食物栄養			39			29			74.4%


						千里金蘭大			生活科学			食物栄養						60			43			71.7%


						相愛大			人間発達			発達栄養						72			14			19.4%


						帝塚山学院大			人間科学			食物栄養						70			58			82.9%


						甲子園大			栄養			栄養						86			81			94.2%


						神戸学院大			栄養			栄養						109			96			88.1%


						神戸松蔭女子学院大			人間科学			生活			食物栄養			64			37			57.8%


						神戸女子大			家政						管理栄養士養成課程			147			125			85.0%


						園田学園女子大			人間健康			食物栄養						49			36			73.5%


						兵庫大			健康科学			栄養マネジメント						24			20			83.3%


						武庫川女子大			生活環境			食物栄養						215			180			83.7%


						畿央大			健康科学			健康栄養						65			60			92.3%


						帝塚山大			現代生活			食物栄養						80			46			57.5%


						岡山学院大			人間生活			食物栄養						56			19			33.9%


						川崎医療福祉大			医療技術			臨床栄養						48			41			85.4%


						くらしき作陽大			食文化			栄養						89			75			84.3%


						ノートルダム清心女子大			人間生活			食品栄養						89			69			77.5%


						中国学園大			現代生活			人間栄養						43			34			79.1%


						美作大			生活科学			食物			管理栄養士養成課程			79			63			79.7%


						広島女学院大			生活科学			管理栄養						73			69			94.5%


						広島文教女子大			人間科学			人間栄養						67			44			65.7%


						安田女子大			家政			管理栄養						73			66			90.4%


						四国大			生活科学						管理栄養士養成課程			66			61			92.4%


						徳島文理大			人間生活			食物栄養						63			46			73.0%


						九州栄養福祉大			食物栄養			食物栄養						107			101			94.4%


						九州女子大			家政			栄養						85			70			82.4%


						西南女学院大			保健福祉			栄養						87			53			60.9%


						中村学園大			栄養科学			栄養科学						217			203			93.5%


						西九州大			健康福祉			健康栄養						126			79			62.7%


						活水女子大			健康生活			食生活健康						65			58			89.2%


						長崎国際大			健康管理			健康栄養						66			62			93.9%


						尚絅大			生活科学			栄養科学						71			34			47.9%


						別府大			食物栄養科学			食物栄養						44			32			72.7%


						南九州大			健康栄養			管理栄養						36			28			77.8%


						鹿児島純心女子大			看護栄養			健康栄養						45			21			46.7%


						私立大合計												7,002			5,484			78.3%


			大学合計															7,602			5,995			78.9%


						その他（専門学校）												263			192			73.0%


			総合計															7,865			6,187			78.7%


			＊大学・学部学科（課程）は受験時点での名称。中京女子大は平成22年4月から至学館大に校名変更。










