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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。
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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 私立大学 星槎道都大学 【美術】デザイン
北海道 私立大学 北翔大学 【教育文化】芸術
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 【情報メディア】情報メディア（メディアデザイン）
北海道 私立大学 稚内北星学園大学 【情報メディア】情報メディア
北海道 私立短期大学 北翔大学短期大学部 【ライフデザイン】
山形 私立大学 東北芸術工科大学 【デザイン工】映像
茨城 国立大学 筑波大学 【情報】情報メディア創成学類
茨城 私立大学 筑波学院大学 【経営情報】ビジネスデザイン
栃木 私立大学 白鷗大学 【経営】経営
群馬 国立大学 群馬大学 【社会情報】社会情報
埼玉 私立大学 駿河台大学 【メディア情報】メディア情報
埼玉 私立大学 文教大学 【情報】メディア表現
埼玉 私立大学 文教大学 【情報】情報システム
千葉 私立大学 城西国際大学 【メディア】メディア情報
千葉 私立短期大学 聖徳大学短期大学部 【総合文化】図書館司書・ITコース
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 私立大学 共立女子大学 【文芸】文芸
東京 私立大学 駒澤大学 【グローバル・メディア・スタディーズ】グローバル・メディア
東京 私立大学 専修大学 【文】ジャーナリズム
東京 私立大学 大正大学 【表現】表現文化
東京 私立大学 宝塚大学　東京メディア芸術学部 【メディア芸術】
東京 私立大学 多摩美術大学 【美術】絵画
東京 私立大学 帝京平成大学 【人文社会】人間文化
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 【情報理工】情報メディア★
東京 私立大学 東海大学 【文化社会】広報メディア
東京 私立大学 東京経済大学 【コミュニケーション】メディア社会
東京 私立大学 東京工科大学（メディア学部） 【メディア】メディア
東京 私立大学 東京工芸大学 【芸術】ゲーム
東京 私立大学 東京国際工科専門職大学 【工科学】デジタルエンタテインメント
東京 私立大学 東京電機大学 【未来科学】情報メディア
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 東洋大学 【社会】メディアコミュニケーション
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 文化学園大学 【造形】デザイン・造形
東京 私立大学 法政大学 【社会】メディア社会
東京 私立大学 法政大学 【情報科学】ディジタルメディア
東京 私立大学 武蔵大学 【社会】メディア社会
東京 私立大学 武蔵野美術大学 【造形】デザイン情報
東京 私立大学 目白大学 【メディア】メディア
東京 私立大学 早稲田大学 【基幹理工】表現工
東京 私立大学 早稲田大学 【文化構想】文化構想
神奈川 私立大学 神奈川工科大学 【情報】情報メディア
神奈川 私立大学 相模女子大学 【学芸】メディア情報
神奈川 私立大学 松蔭大学 【観光メディア文化】メディア情報文化
神奈川 私立大学 女子美術大学 【芸術】アート・デザイン表現（メディア表現）
神奈川 私立大学 東洋英和女学院大学 【国際社会】国際社会（メディア）
神奈川 私立短期大学 湘北短期大学 【総合ビジネス・情報】
新潟 国立大学 新潟大学 【人文】人文
静岡 私立大学 静岡理工科大学 【情報】情報デザイン
石川 私立大学 金沢学院大学 【芸術】芸術
石川 私立大学 金沢工業大学 【情報フロンティア】メディア情報
福井 私立短期大学 仁愛女子短期大学 【生活科学】生活情報専攻
愛知 国立大学 愛知教育大学 【教育】教育支援専門職養成課程
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 【情報科学】情報科学
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愛知 私立大学 愛知産業大学 【造形】スマートデザイン
愛知 私立大学 愛知淑徳大学 【人間情報】人間情報
愛知 私立大学 愛知淑徳大学 【創造表現】創造表現
愛知 私立大学 金城学院大学 【国際情報】国際情報
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 東海学園大学 【人文】人文
愛知 私立大学 名古屋学芸大学 【メディア造形】映像メディア
愛知 私立大学 名古屋国際工科専門職大学 【工科学】デジタルエンタテインメント
愛知 私立大学 名古屋文理大学 【情報メディア】情報メディア
愛知 私立短期大学 愛知学泉短期大学 【生活デザイン総合】
愛知 私立短期大学 愛知文教女子短期大学 【生活文化】生活文化専攻（情報ビジネス）
愛知 私立短期大学 豊橋創造大学短期大学部 【キャリアプランニング】
愛知 私立短期大学 名古屋女子大学短期大学部 【生活】情報ビジネスコース
三重 私立大学 四日市大学 【環境情報】環境情報
京都 公立大学 福知山公立大学 【情報】情報
京都 私立大学 京都精華大学 【メディア表現】メディア表現
京都 私立大学 同志社大学 【社会】メディア
京都 私立大学 同志社女子大学 【学芸】メディア創造
京都 私立大学 立命館大学 【産業社会】現代社会
京都 私立大学 龍谷大学 【先端理工】知能情報メディア課程
大阪 私立大学 大阪芸術大学 【芸術】アートサイエンス
大阪 私立大学 大阪芸術大学 【芸術】キャラクター造形
大阪 私立大学 大阪芸術大学 【芸術】デザイン
大阪 私立大学 大阪芸術大学 【芸術】映像
大阪 私立大学 大阪芸術大学 【芸術】放送
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 大阪国際工科専門職大学 【工科学】デジタルエンタテインメント
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 大阪成蹊大学（芸術学部） 【芸術】造形芸術
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 大阪電気通信大学 【総合情報】情報
大阪 私立大学 関西大学 【総合情報】総合情報
大阪 私立大学 梅花女子大学 【文化表現】情報メディア
大阪 私立大学 羽衣国際大学 【現代社会】放送・メディア映像
兵庫 私立大学 大手前大学 【建築＆芸術】建築＆芸術
兵庫 私立大学 関西学院大学 【総合政策】メディア情報
兵庫 私立大学 甲南女子大学 【文】メディア表現
兵庫 私立大学 神戸芸術工科大学 【芸術工】ビジュアルデザイン
兵庫 私立大学 神戸親和女子大学 【文】国際文化
兵庫 私立大学 武庫川女子大学 【健康・スポーツ科】スポーツマネジメント☆
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 大阪芸術大学短期大学部（伊丹キャンパス） 【メディア・芸術】
広島 私立大学 近畿大学（工学部） 【工】情報
広島 私立大学 比治山大学 【現代文化】マスコミュニケーション
広島 私立大学 広島経済大学 【メディアビジネス】メディアビジネス
広島 私立大学 福山大学 【人間文化】メディア・映像
広島 私立大学 安田女子大学 【家政】造形デザイン
山口 私立短期大学 山口短期大学 【情報メディア】
徳島 私立大学 四国大学 【経営情報】メディア情報
徳島 私立大学 徳島文理大学 【人間生活】メディアデザイン
高知 公立大学 高知工科大学 【情報学群】
福岡 私立大学 近畿大学（産業理工学部） 【産業理工】情報
福岡 私立大学 西日本工業大学 【デザイン】情報デザイン
福岡 私立短期大学 香蘭女子短期大学 【ライフプランニング総合】
福岡 私立短期大学 福岡工業大学短期大学部 【情報メディア】
大分 私立大学 日本文理大学 【工】情報メディア
大分 私立短期大学 別府溝部学園短期大学 【ライフデザイン総合】ファッションブライダルコース


