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北海道 国立大学 北見工業大学 【工】地域未来デザイン工
北海道 公立大学 公立千歳科学技術大学 【理工】情報システム工
北海道 公立大学 公立はこだて未来大学 【システム情報科学】情報アーキテクチャ
北海道 公立大学 公立はこだて未来大学 【システム情報科学】複雑系知能
北海道 私立大学 北海学園大学 【工】電子情報工
北海道 私立大学 北海道科学大学 【工】情報工
北海道 私立大学 北海道科学大学 【未来デザイン】メディアデザイン
北海道 私立大学 北海道情報大学 【経営情報】システム情報
北海道 私立大学 北海道情報大学 【経営情報】先端経営
北海道 私立大学 北海道情報大学 【情報メディア】情報メディア（メディアテクノロジー）
青森 国立大学 弘前大学 【理工】電子情報工
青森 私立大学 八戸工業大学 【工】工★
岩手 国立大学 岩手大学 【農】共同獣医
宮城 国立大学 東北大学 【工】電気情報物理工
宮城 私立大学 石巻専修大学 【理工】情報電子工
宮城 私立大学 東北学院大学 【工】情報基盤工
宮城 私立大学 東北工業大学 【工】情報通信工
宮城 私立大学 東北文化学園大学 【工】知能情報システム
秋田 公立大学 秋田県立大学 【システム科学技術】情報工
山形 国立大学 山形大学 【工】情報・エレクトロニクス
福島 公立大学 会津大学 【コンピュータ理工】コンピュータ理工
茨城 国立大学 茨城大学 【工】情報工
茨城 国立大学 茨城大学 【工（夜間主）】機械システム工
茨城 国立大学 筑波技術大学 【産業技術】産業情報
茨城 国立大学 筑波技術大学 【保健科学】情報システム
茨城 私立大学 筑波学院大学 【経営情報】ビジネスデザイン
埼玉 国立大学 埼玉大学 【工】情報工
埼玉 私立大学 埼玉工業大学 【工】情報システム
埼玉 私立大学 日本工業大学 【先進工】データサイエンス★
埼玉 私立大学 日本工業大学 【先進工】情報メディア工
埼玉 私立大学 ものつくり大学 【技能工芸】総合機械
千葉 私立大学 千葉工業大学 【工】情報通信システム工
千葉 私立大学 千葉工業大学 【情報科学】情報ネットワーク
千葉 私立大学 千葉工業大学 【情報科学】情報工学
千葉 私立大学 千葉工業大学 【先進工】知能メディア工
千葉 私立大学 麗澤大学 【経済】経営（AI・ビジネス）
東京 国立大学 電気通信大学 【情報理工学域】Ⅰ類（情報系）
東京 国立大学 電気通信大学 【情報理工学域】Ⅱ類（融合系）
東京 国立大学 電気通信大学 【情報理工学域】先端工学基礎課程（夜間主）
東京 国立大学 東京大学 【工】電子情報工
東京 国立大学 東京工業大学 【情報理工学院】
東京 公立大学 東京都立大学 【システムデザイン】情報システム工
東京 公立大学 東京都立大学 【システムデザイン】電子情報システム工
東京 私立大学 青山学院大学 【理工】情報テクノロジー
東京 私立大学 大妻女子大学 【社会情報】社会情報
東京 私立大学 慶應義塾大学 【理工】情報工
東京 私立大学 工学院大学 【情報】コンピュータ科学
東京 私立大学 工学院大学 【情報】情報デザイン
東京 私立大学 工学院大学 【情報】情報科☆
東京 私立大学 工学院大学 【情報】情報通信工
東京 私立大学 国士舘大学 【理工】理工
東京 私立大学 芝浦工業大学 【システム理工】数理科学
東京 私立大学 芝浦工業大学 【システム理工】電子情報システム
東京 私立大学 芝浦工業大学 【工】情報工
東京 私立大学 上智大学 【理工】情報理工
東京 私立大学 創価大学 【理工】情報システム工
東京 私立大学 拓殖大学 【工】情報工
東京 私立大学 玉川大学 【工】エンジニアリングデザイン
東京 私立大学 玉川大学 【工】ソフトウェアサイエンス
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東京 私立大学 玉川大学 【工】情報通信工
東京 私立大学 中央大学 【理工】情報工
東京 私立大学 中央大学 【理工】電気電子情報通信工
東京 私立大学 津田塾大学 【学芸】情報科学
東京 私立大学 帝京大学 【理工】機械・精密システム工
東京 私立大学 帝京大学 【理工】情報電子工
東京 私立大学 デジタルハリウッド大学 【デジタルコミュニケーション】デジタルコンテンツ
東京 私立大学 東海大学 【情報通信】情報通信★
東京 私立大学 東海大学 【情報理工】情報科学
東京 私立大学 東海大学 【理】情報数理
東京 私立大学 東京工科大学（コンピュータサイエンス学部） 【コンピュータサイエンス】コンピュータサイエンス
東京 私立大学 東京国際工科専門職大学 【工科学】情報工
東京 私立大学 東京情報デザイン専門職大学

（仮称 2023年4月新設予定　設置認可申請中）
【情報デザイン】情報デザイン

東京 私立大学 東京女子大学 【現代教養】数理科学
東京 私立大学 東京電機大学 【工】情報通信工
東京 私立大学 東京電機大学 【工（二部）】情報通信工
東京 私立大学 東京電機大学 【理工】理工
東京 私立大学 東京都市大学 【メディア情報】情報システム
東京 私立大学 東京都市大学 【情報工】情報科学
東京 私立大学 東京都市大学 【情報工】知能情報工
東京 私立大学 東京理科大学 【工】情報工
東京 私立大学 東京理科大学 【理工】電気電子情報工
東京 私立大学 東洋大学 【総合情報】総合情報
東京 私立大学 東洋大学 【理工】電気電子情報工
東京 私立大学 日本大学 【危機管理】危機管理
東京 私立大学 日本大学 【工】情報工
東京 私立大学 日本大学 【文理】情報科学
東京 私立大学 日本大学 【理工】応用情報工
東京 私立大学 法政大学 【情報科学】コンピュータ科学
東京 私立大学 法政大学 【理工】応用情報工
東京 私立大学 法政大学 【理工】電気電子工
東京 私立大学 武蔵野大学 【データサイエンス】データサイエンス
東京 私立大学 明治大学 【総合数理】ネットワークデザイン
東京 私立大学 明星大学 【情報】情報
東京 私立大学 立正大学 【データサイエンス】データサイエンス
東京 私立大学 早稲田大学 【基幹理工】情報通信
東京 私立大学 早稲田大学 【基幹理工】情報理工
神奈川 国立大学 横浜国立大学 【理工】数物・電子情報系
神奈川 公立大学 横浜市立大学 【データサイエンス】データサイエンス
神奈川 私立大学 神奈川大学 【工】電気電子情報工
神奈川 私立大学 神奈川大学 【情報☆】計算機科学
神奈川 私立大学 神奈川工科大学 【情報】情報ネットワーク・コミュニケーション
神奈川 私立大学 神奈川工科大学 【情報】情報工
神奈川 私立大学 北里大学 【未来工☆】データサイエンス
神奈川 私立大学 湘南工科大学 【工】コンピュータ応用
神奈川 私立大学 湘南工科大学 【工】情報工
神奈川 私立大学 湘南工科大学 【情報☆】情報
神奈川 私立短期大学 湘北短期大学 【総合ビジネス・情報】
山梨 国立大学 山梨大学 【工】コンピュータ理工
長野 国立大学 信州大学 【工】電子情報システム工
長野 公立大学 公立諏訪東京理科大学 【工】情報応用工
静岡 私立大学 静岡理工科大学 【情報】コンピュータシステム
富山 国立大学 富山大学 【工】工
富山 公立大学 富山県立大学 【工】情報システム工
石川 私立大学 金沢工業大学 【工】情報工
福井 私立大学 福井工業大学 【経営情報☆】経営情報
岐阜 国立大学 岐阜大学 【工】電気電子・情報工
愛知 国立大学 豊橋技術科学大学 【工】情報・知能工学課程
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愛知 国立大学 名古屋大学 【工】マテリアル工
愛知 国立大学 名古屋大学 【情報】コンピュータ科学
愛知 国立大学 名古屋工業大学 【工】情報工
愛知 国立大学 名古屋工業大学 【工（二部）】電気情報工
愛知 公立大学 愛知県立大学 【情報科学】情報科学
愛知 私立大学 愛知工科大学 【工】情報メディア
愛知 私立大学 愛知工業大学 【工】電気
愛知 私立大学 愛知工業大学 【情報科学】情報科学
愛知 私立大学 椙山女学園大学 【文化情報】メディア情報
愛知 私立大学 椙山女学園大学 【文化情報】文化情報
愛知 私立大学 大同大学 【情報】情報システム
愛知 私立大学 大同大学 【情報】情報デザイン
愛知 私立大学 中京大学 【工】メディア工
愛知 私立大学 中京大学 【工】機械システム工
愛知 私立大学 中京大学 【工】情報工
愛知 私立大学 中部大学 【工】情報工
愛知 私立大学 名古屋国際工科専門職大学 【工科学】情報工
愛知 私立大学 南山大学 【理工】ソフトウェア工
愛知 私立大学 南山大学 【理工】データサイエンス
愛知 私立大学 日本福祉大学 【健康科学】福祉工
愛知 私立大学 人間環境大学 【環境科学★】環境データサイエンス
愛知 私立大学 名城大学 【情報工★】情報工
愛知 私立大学 名城大学 【都市情報】都市情報
三重 私立大学 鈴鹿医療科学大学 【医用工】医療健康データサイエンス
三重 私立大学 四日市大学 【環境情報】環境情報
滋賀 国立大学 滋賀大学 【データサイエンス】データサイエンス
京都 国立大学 京都大学 【工】情報
京都 国立大学 京都工芸繊維大学 【工芸科学】設計工学域情報工学課程
京都 私立大学 京都産業大学 【情報理工】情報理工
京都 私立大学 京都橘大学 【工】情報工
京都 私立大学 同志社大学 【生命医科学】医情報
京都 私立大学 同志社大学 【理工】インテリジェント情報工
京都 私立大学 同志社大学 【理工】情報システムデザイン
京都 私立大学 龍谷大学 【先端理工】電子情報通信課程
大阪 国立大学 大阪大学 【基礎工】情報科学
大阪 公立大学 大阪公立大学 【現代システム科学域】知識情報システム学類
大阪 私立大学 大阪学院大学 【情報】情報
大阪 私立大学 大阪経済大学 【情報社会】情報社会
大阪 私立大学 大阪工業大学 【工】電気電子システム工
大阪 私立大学 大阪工業大学 【工】電子情報システム工
大阪 私立大学 大阪工業大学 【情報科学】データサイエンス
大阪 私立大学 大阪工業大学 【情報科学】ネットワークデザイン
大阪 私立大学 大阪工業大学 【情報科学】情報システム
大阪 私立大学 大阪工業大学 【情報科学】情報メディア
大阪 私立大学 大阪工業大学 【情報科学】情報知能
大阪 私立大学 大阪国際工科専門職大学 【工科学】情報工
大阪 私立大学 大阪産業大学 【デザイン工】情報システム
大阪 私立大学 大阪産業大学 【工】電子情報通信工
大阪 私立大学 大阪成蹊大学（データサイエンス学部）

（仮称 2023年4月開設予定　設置構想中）
【データサイエンス☆】データサイエンス

大阪 私立大学 大阪電気通信大学 【情報通信工】情報工
大阪 私立大学 大阪電気通信大学 【情報通信工】通信工
大阪 私立大学 大阪電気通信大学 【総合情報】ゲーム＆メディア
大阪 私立大学 大阪電気通信大学 【総合情報】デジタルゲーム
大阪 私立大学 関西大学 【環境都市工】都市システム工
大阪 私立大学 近畿大学 【情報★】情報
大阪 私立大学 近畿大学 【理工】電気電子通信工
兵庫 国立大学 神戸大学 【工】情報知能工
兵庫 公立大学 兵庫県立大学 【工】電気電子情報工学
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兵庫 私立大学 大手前大学 【現代社会】現代社会
兵庫 私立大学 関西学院大学 【工】情報工学
兵庫 私立大学 甲南大学 【知能情報】知能情報
兵庫 私立大学 武庫川女子大学 【社会情報☆】社会情報
兵庫 私立短期大学 産業技術短期大学 【情報処理工】
和歌山 私立大学 近畿大学（生物理工学部） 【生物理工】人間環境デザイン工
岡山 国立大学 岡山大学 【工】機械システム系
岡山 国立大学 岡山大学 【工】情報系
岡山 公立大学 岡山県立大学 【情報工】情報システム工
岡山 公立大学 岡山県立大学 【情報工】情報通信工
岡山 私立大学 岡山理科大学 【工】情報工
岡山 私立大学 岡山理科大学 【情報理工★】情報理工
岡山 私立大学 川崎医療福祉大学 【医療福祉マネジメント】医療情報
岡山 私立大学 倉敷芸術科学大学 【危機管理】危機管理
広島 国立大学 広島大学 【情報科学】情報科学
広島 公立大学 叡啓大学 【ソーシャルシステムデザイン】ソーシャルシステムデザイン
広島 公立大学 広島市立大学 【情報科学】システム工
広島 公立大学 広島市立大学 【情報科学】医用情報科学
広島 公立大学 広島市立大学 【情報科学】情報工
広島 私立大学 近畿大学（工学部） 【工】情報
広島 私立大学 近畿大学（工学部） 【工】電子情報工
広島 私立大学 広島経済大学 【メディアビジネス】ビジネス情報
広島 私立大学 広島工業大学 【情報】情報コミュニケーション
広島 私立大学 広島工業大学 【情報】情報工
広島 私立大学 福山大学 【工】情報工
広島 私立大学 安田女子大学 【家政】造形デザイン
山口 国立大学 山口大学 【工】知能情報工
徳島 私立大学 徳島文理大学 【理工】電子情報工
高知 国立大学 高知大学 【理工】情報科学
高知 公立大学 高知工科大学 【情報学群】
福岡 国立大学 九州大学 【工】電気情報工
福岡 国立大学 九州工業大学 【情報工】情報・通信工
福岡 国立大学 九州工業大学 【情報工】知的システム工
福岡 国立大学 九州工業大学 【情報工】知能情報工
福岡 国立大学 九州工業大学 【情報工】物理情報工
福岡 公立大学 北九州市立大学 【国際環境工】情報システム工
福岡 私立大学 九州産業大学 【理工】情報科学
福岡 私立大学 九州情報大学 【経営情報】情報ネットワーク
福岡 私立大学 近畿大学（産業理工学部） 【産業理工】電気電子工
福岡 私立大学 久留米工業大学 【工】情報ネットワーク工
福岡 私立大学 西日本工業大学 【工】総合システム工
福岡 私立大学 福岡大学 【工】電子情報工
福岡 私立大学 福岡工業大学 【工】電子情報工
福岡 私立大学 福岡工業大学 【情報工】情報システム工
福岡 私立大学 福岡工業大学 【情報工】情報工
福岡 私立大学 福岡工業大学 【情報工】情報通信工
長崎 国立大学 長崎大学 【工】工
長崎 国立大学 長崎大学 【情報データ科学】情報データ科学
長崎 公立大学 長崎県立大学 【情報システム】情報システム
長崎 公立大学 長崎県立大学 【情報システム】情報セキュリティ
長崎 私立大学 長崎総合科学大学 【総合情報】総合情報
熊本 私立大学 崇城大学 【情報】情報
大分 私立大学 日本文理大学 【工】情報メディア
宮崎 国立大学 宮崎大学 【工】情報システム工
沖縄 公立大学 名桜大学 【国際学群】国際学類


