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2022年度 全国 国立・公立・私立《大学＆短期大学》20系統92分野別【学部・学科一覧】

この一覧は文部科学省2022年1月発表までのデータをもとに、株式会社日本ドリコムが作成しています。
学校名は2022年4月時点の名称を使用。2023年度校名変更が判明している学校については新名称で記載しています。
★印は2022年4月新設の学部・学科・専攻・コースです。☆印は2023年4月新設予定認可申請中の学部・学科・専攻・コースです。

（1/2ページ）20 コミュニケーション分野 ③語学・コミュニケーション系統

北海道 私立大学 札幌大学 【地域共創学群】人間社会学域
北海道 私立大学 札幌学院大学 【人文】人間科学
北海道 私立大学 北洋大学 【国際文化】キャリア創造
北海道 私立大学 北海学園大学 【人文】英米文化
北海道 私立大学 北海学園大学 【人文（二部）】英米文化
北海道 私立大学 北海商科大学 【商】商
北海道 私立大学 北海道科学大学 【未来デザイン】人間社会
北海道 私立大学 北海道文教大学 【国際】国際コミュニケーション
北海道 私立短期大学 國學院大學北海道短期大学部 【総合教養】
北海道 私立短期大学 函館大谷短期大学 【コミュニティ総合】
宮城 私立大学 仙台白百合女子大学 【人間】グローバル・スタディーズ
秋田 私立短期大学 聖霊女子短期大学 【生活文化】生活文化専攻
茨城 私立大学 常磐大学 【人間科学】コミュニケーション
埼玉 私立大学 文教大学 【国際】国際理解
埼玉 私立大学 武蔵野学院大学 【国際コミュニケーション】国際コミュニケーション
千葉 私立大学 江戸川大学 【メディアコミュニケーション】情報文化
千葉 私立大学 和洋女子大学 【国際】英語コミュニケーション
東京 私立大学 青山学院大学 【コミュニティ人間科学】コミュニティ人間科学
東京 私立大学 青山学院大学 【国際政治経済】国際コミュニケーション
東京 私立大学 亜細亜大学 【国際関係】多文化コミュニケーション
東京 私立大学 跡見学園女子大学 【文】コミュニケーション文化
東京 私立大学 桜美林大学 【グローバル・コミュニケーション学群】グローバル・コミュニケーション学類
東京 私立大学 大妻女子大学 【文】コミュニケーション文化
東京 私立大学 学習院大学 【国際社会科】国際社会科
東京 私立大学 学習院女子大学 【国際文化交流】国際コミュニケーション
東京 私立大学 恵泉女学園大学 【人文】英語コミュニケーション
東京 私立大学 産業能率大学 【経営】経営
東京 私立大学 上智大学 【総合グローバル】総合グローバル
東京 私立大学 聖心女子大学 【現代教養】史
東京 私立大学 専修大学 【国際コミュニケーション】異文化コミュニケーション
東京 私立大学 多摩大学 【グローバルスタディーズ】グローバルスタディーズ
東京 私立大学 東海大学 【国際★】国際
東京 私立大学 東海大学 【文】英語文化コミュニケーション
東京 私立大学 東京家政大学 【人文】英語コミュニケーション
東京 私立大学 東京経済大学 【コミュニケーション】国際コミュニケーション★
東京 私立大学 東京女子大学 【現代教養】心理・コミュニケーション
東京 私立大学 東京都市大学 【メディア情報】社会メディア
東京 私立大学 東洋学園大学 【グローバル・コミュニケーション】グローバル・コミュニケーション
東京 私立大学 武蔵野大学 【グローバル】グローバルコミュニケーション
東京 私立大学 明治大学 【情報コミュニケーション】情報コミュニケーション
東京 私立大学 明星大学 【人文】国際コミュニケーション
東京 私立大学 立教大学 【異文化コミュニケーション】異文化コミュニケーション
東京 私立大学 早稲田大学 【文化構想】文化構想
東京 私立短期大学 国際短期大学 【国際コミュニケーション】英語キャリアコース
東京 私立短期大学 実践女子大学短期大学部 【英語コミュニケーション】観光ビジネスコース
東京 私立短期大学 実践女子大学短期大学部 【英語コミュニケーション】国際コミュニケーションコース
東京 私立短期大学 実践女子大学短期大学部 【日本語コミュニケーション】
東京 私立短期大学 帝京大学短期大学 【人間文化】
東京 私立短期大学 戸板女子短期大学 【国際コミュニケーション】
東京 私立短期大学 東京立正短期大学 【現代コミュニケーション】現代コミュニケーション専攻
東京 私立短期大学 山野美容芸術短期大学 【美容総合】国際美容コミュニケーション専攻
神奈川 私立大学 関東学院大学 【人間共生】コミュニケーション
神奈川 私立大学 相模女子大学 【学芸】英語文化コミュニケーション
神奈川 私立大学 松蔭大学 【コミュニケーション文化】異文化コミュニケーション
神奈川 私立大学 東洋英和女学院大学 【国際社会】国際コミュニケーション
神奈川 私立大学 東洋英和女学院大学 【国際社会】国際社会（国際社会）
神奈川 私立大学 フェリス女学院大学 【文】コミュニケーション
山梨 公立大学 山梨県立大学 【国際政策】国際コミュニケーション
長野 私立大学 清泉女学院大学 【人間】心理コミュニケーション（英語コミュニケーション）
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長野 私立大学 清泉女学院大学 【人間】心理コミュニケーション（心理）
長野 私立短期大学 信州豊南短期大学 【言語コミュニケーション】
長野 私立短期大学 清泉女学院短期大学 【国際コミュニケーション】
静岡 私立大学 常葉大学 【外国語】グローバルコミュニケーション
静岡 私立大学 常葉大学 【外国語】英米語
静岡 私立大学 浜松学院大学 【現代コミュニケーション】地域共創
石川 私立大学 北陸大学 【国際コミュニケーション】国際コミュニケーション
福井 私立大学 仁愛大学 【人間】コミュニケーション
愛知 公立大学 愛知県立大学 【外国語】国際関係
愛知 私立大学 愛知大学 【国際コミュニケーション】英語
愛知 私立大学 愛知大学 【国際コミュニケーション】国際教養
愛知 私立大学 愛知淑徳大学 【グローバル・コミュニケーション】グローバル・コミュニケーション
愛知 私立大学 愛知淑徳大学 【交流文化】交流文化
愛知 私立大学 愛知文教大学 【人文】人文
愛知 私立大学 中部大学 【人文】コミュニケーション
愛知 私立大学 名古屋商科大学 【国際】英語
愛知 私立短期大学 愛知学泉短期大学 【生活デザイン総合】
三重 私立大学 皇學館大学 【文】コミュニケーション
滋賀 公立大学 滋賀県立大学 【人間文化】国際コミュニケーション
京都 私立大学 京都光華女子大学 【健康科学】医療福祉
京都 私立大学 京都女子大学 【文】英文
京都 私立大学 同志社大学 【グローバル・コミュニケーション】グローバル・コミュニケーション
京都 私立大学 龍谷大学 【社会】コミュニティマネジメント
大阪 私立大学 大阪学院大学 【国際】国際
大阪 私立大学 大阪経済法科大学 【国際】国際
大阪 私立大学 大阪国際大学 【国際教養】国際コミュニケーション
大阪 私立大学 関西大学 【外国語】外国語
大阪 私立大学 関西外国語大学 【英語キャリア】英語キャリア
大阪 私立大学 関西外国語大学 【英語国際】英語国際
大阪 私立大学 関西外国語大学 【外国語】スペイン語
大阪 私立大学 関西外国語大学 【外国語】英米語
大阪 私立大学 近畿大学 【国際】国際
大阪 私立大学 近畿大学 【文芸】文
大阪 私立大学 四天王寺大学 【人文社会】国際キャリア
大阪 私立大学 相愛大学 【人文】人文
大阪 私立大学 羽衣国際大学 【現代社会】現代社会
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
大阪 私立短期大学 大阪城南女子短期大学 【現代生活】ライフデザインコース
大阪 私立短期大学 関西外国語大学短期大学部 【英米語】
兵庫 私立大学 関西国際大学 【国際コミュニケーション】英語コミュニケーション
兵庫 私立大学 甲南女子大学 【国際】多文化コミュニケーション
兵庫 私立大学 神戸学院大学 【グローバル・コミュニケーション】グローバル・コミュニケーション
山口 私立大学 梅光学院大学 【文】人文
福岡 国立大学 九州大学 【共創】共創
福岡 私立大学 九州産業大学 【国際文化】国際文化
福岡 私立大学 福岡女学院大学 【国際キャリア】国際キャリア
長崎 国立大学 長崎大学 【多文化社会】多文化社会
長崎 私立大学 長崎外国語大学 【外国語】国際コミュニケーション
長崎 私立大学 長崎国際大学 【人間社会】国際観光
長崎 私立大学 長崎純心大学 【人文】文化コミュニケーション
熊本 国立大学 熊本大学 【文】コミュニケーション情報
熊本 私立大学 尚絅大学 【現代文化】文化コミュニケーション
大分 公立短期大学 大分県立芸術文化短期大学 【情報コミュニケーション】
沖縄 私立大学 沖縄大学 【人文】国際コミュニケーション
沖縄 私立大学 沖縄キリスト教学院大学 【人文】英語コミュニケーション


