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北海道 私立大学 北海学園大学 【人文】日本文化
北海道 私立大学 北海学園大学 【人文（二部）】日本文化
北海道 私立短期大学 國學院大學北海道短期大学部 【国文】
茨城 国立大学 筑波大学 【人文・文化】日本語・日本文化学類
埼玉 私立大学 聖学院大学 【人文】日本文化
埼玉 私立短期大学 秋草学園短期大学 【文化表現】
千葉 私立大学 川村学園女子大学 【文】日本文化
東京 国立大学 東京外国語大学 【国際日本】国際日本
東京 私立大学 学習院女子大学 【国際文化交流】日本文化
東京 私立大学 恵泉女学園大学 【人文】日本語日本文化
東京 私立大学 国士舘大学 【文】文（日本文学・文化）
東京 私立大学 駒沢女子大学 【人間総合学群】人間文化学類
東京 私立大学 専修大学 【文】日本文学文化
東京 私立大学 帝京大学 【外国語】国際日本★
東京 私立大学 帝京大学 【文】日本文化
東京 私立大学 東洋大学 【文】日本文学文化
東京 私立大学 東洋大学 【文（2部）】日本文学文化
東京 私立大学 日本女子大学 【国際文化☆】国際文化
東京 私立大学 日本文化大学 【法】法
東京 私立大学 武蔵野大学 【文】日本文学文化
東京 私立大学 明星大学 【人文】日本文化
神奈川 私立大学 松蔭大学 【コミュニケーション文化】日本文化コミュニケーション
岐阜 私立大学 岐阜女子大学 【文化創造】文化創造（文化創造）
岐阜 私立短期大学 正眼短期大学 【禅・人間】
愛知 公立大学 愛知県立大学 【日本文化】国語国文
愛知 私立大学 愛知学院大学 【文】日本文化
愛知 私立大学 愛知文教大学 【人文】人文
愛知 私立大学 金城学院大学 【文】日本語日本文化
愛知 私立大学 中京大学 【文】言語表現
愛知 私立大学 中部大学 【人文】日本語日本文化
愛知 私立大学 名古屋外国語大学 【世界教養】国際日本
愛知 私立大学 南山大学 【人文】日本文化
愛知 私立短期大学 愛知大学短期大学部 【ライフデザイン総合】
三重 私立大学 皇學館大学 【現代日本社会】現代日本社会
京都 私立大学 京都産業大学 【文化】京都文化
京都 私立大学 京都先端科学大学 【人文】歴史文化
京都 私立大学 京都ノートルダム女子大学 【国際言語文化】国際日本文化
大阪 私立大学 追手門学院大学 【文★】人文
大阪 私立大学 大阪大谷大学 【文】日本語日本文
大阪 私立大学 大阪観光大学 【観光】観光
大阪 私立大学 大阪樟蔭女子大学 【学芸】国文
大阪 私立大学 近畿大学 【文芸】文
大阪 私立大学 近畿大学 【文芸】文化・歴史
大阪 私立大学 四天王寺大学 【人文社会】日本
大阪 私立大学 梅花女子大学 【文化表現】日本文化
大阪 私立大学 阪南大学 【国際コミュニケーション】国際コミュニケーション
大阪 私立大学 桃山学院大学 【国際教養】英語・国際文化
兵庫 私立大学 大手前大学 【総合文化】総合文化
兵庫 私立大学 甲南大学 【文】日本語日本文
兵庫 私立大学 甲南大学 【文】歴史文化
兵庫 私立大学 甲南女子大学 【文】日本語日本文化
兵庫 私立大学 神戸学院大学 【人文】人文
兵庫 私立大学 神戸松蔭女子学院大学 【文】日本語日本文化
兵庫 私立大学 神戸女学院大学 【文】総合文化
兵庫 私立大学 神戸女子大学 【文】日本語日本文
兵庫 私立大学 神戸親和女子大学 【文】国際文化
兵庫 私立短期大学 武庫川女子大学短期大学部 【日本語文化】
奈良 私立大学 帝塚山大学 【文】日本文化
奈良 私立大学 天理大学 【文】国文学国語
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奈良 私立大学 天理大学 【文】歴史文化
奈良 私立大学 奈良大学 【文】国文
奈良 私立大学 奈良大学 【文】史
奈良 私立大学 奈良大学 【文】地理
奈良 私立大学 奈良大学 【文】文化財
山口 私立大学 梅光学院大学 【文】人文
徳島 私立大学 四国大学 【文】書道文化
香川 私立大学 四国学院大学 【文】人文
福岡 公立大学 福岡女子大学 【国際文理】国際教養
福岡 私立大学 九州産業大学 【国際文化】日本文化
長崎 私立大学 活水女子大学 【国際文化】日本文化
沖縄 国立大学 琉球大学 【人文社会】琉球アジア文化
沖縄 私立大学 沖縄国際大学 【総合文化】日本文化


