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北海道 私立大学 札幌大谷大学 【芸術】美術
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 私立短期大学 拓殖大学北海道短期大学 【保育】造形表現コース
宮城 私立大学 東北生活文化大学 【美術】美術表現
秋田 公立大学 秋田公立美術大学 【美術】美術
山形 私立大学 東北芸術工科大学 【芸術】美術
山形 私立大学 東北芸術工科大学 【芸術】文化財保存修復
栃木 私立大学 文星芸術大学 【美術】美術
東京 国立大学 東京藝術大学 【美術】絵画
東京 国立大学 東京藝術大学 【美術】彫刻
東京 私立大学 玉川大学 【芸術】アート・デザイン
東京 私立大学 多摩美術大学 【美術】絵画
東京 私立大学 多摩美術大学 【美術】彫刻
東京 私立大学 東京造形大学 【造形】美術
東京 私立大学 日本大学 【芸術】美術
東京 私立大学 武蔵野美術大学 【造形】彫刻
東京 私立大学 武蔵野美術大学 【造形】日本画
東京 私立大学 武蔵野美術大学 【造形】油絵
東京 私立大学 明星大学 【デザイン】デザイン
東京 私立短期大学 女子美術大学短期大学部 【造形】美術コース
神奈川 私立大学 女子美術大学 【芸術】美術（芸術文化）
神奈川 私立大学 女子美術大学 【芸術】美術（日本画）
神奈川 私立大学 女子美術大学 【芸術】美術（洋画）
神奈川 私立大学 女子美術大学 【芸術】美術（立体アート）
神奈川 私立大学 横浜美術大学 【美術】美術・デザイン
新潟 公立大学 長岡造形大学 【造形】美術・工芸
新潟 私立大学 開志専門職大学 【アニメ・マンガ】アニメ・マンガ
石川 公立大学 金沢美術工芸大学 【美術工芸】美術（彫刻）
石川 公立大学 金沢美術工芸大学 【美術工芸】美術（日本画）
石川 公立大学 金沢美術工芸大学 【美術工芸】美術（油画）
石川 私立短期大学 金城大学短期大学部 【美術】マンガ・キャラクターコース
石川 私立短期大学 金城大学短期大学部 【美術】油画・日本画コース
岐阜 私立短期大学 大垣女子短期大学 【デザイン美術】マンガコース
愛知 公立大学 愛知県立芸術大学 【美術】美術（彫刻）
愛知 公立大学 愛知県立芸術大学 【美術】美術（日本画）
愛知 公立大学 愛知県立芸術大学 【美術】美術（油画）
愛知 私立大学 名古屋芸術大学（芸術学部） 【芸術】芸術（美術）
愛知 私立大学 名古屋造形大学 【造形】造形
滋賀 私立大学 成安造形大学 【芸術】芸術
京都 公立大学 京都市立芸術大学 【美術】美術
京都 私立大学 京都芸術大学 【芸術】美術工芸
京都 私立大学 京都精華大学 【マンガ】マンガ
京都 私立大学 京都精華大学 【芸術】造形
京都 私立大学 京都美術工芸大学 【工芸】美術工芸
京都 私立大学 嵯峨美術大学 【芸術】デザイン
京都 私立大学 嵯峨美術大学 【芸術】造形
京都 私立大学 同志社大学 【文】美学芸術
京都 私立短期大学 嵯峨美術短期大学 【美術】コミックアート分野
京都 私立短期大学 嵯峨美術短期大学 【美術】マンガ分野
京都 私立短期大学 嵯峨美術短期大学 【美術】美術分野
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】初等芸術教育
大阪 私立大学 大阪芸術大学 【芸術】美術
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 近畿大学 【文芸】芸術
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 神戸芸術工科大学 【芸術工】アート・クラフト
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） 【デザイン美術】
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奈良 私立短期大学 奈良芸術短期大学 【美術】日本画コース
奈良 私立短期大学 奈良芸術短期大学 【美術】洋画コース
岡山 私立大学 吉備国際大学 【アニメーション文化】アニメーション文化
広島 公立大学 尾道市立大学 【芸術文化】美術
広島 公立大学 広島市立大学 【芸術】美術（彫刻専攻）
広島 公立大学 広島市立大学 【芸術】美術（日本画専攻）
広島 公立大学 広島市立大学 【芸術】美術（油絵専攻）
広島 私立大学 安田女子大学 【家政】造形デザイン
広島 私立短期大学 比治山大学短期大学部 【美術】
福岡 私立大学 九州産業大学 【芸術】芸術表現
福岡 私立短期大学 九州産業大学造形短期大学部 【造形芸術】
熊本 私立大学 崇城大学 【芸術】美術
大分 公立短期大学 大分県立芸術文化短期大学 【美術】美術専攻
沖縄 公立大学 沖縄県立芸術大学 【美術工芸】美術（絵画）
沖縄 公立大学 沖縄県立芸術大学 【美術工芸】美術（芸術学）
沖縄 公立大学 沖縄県立芸術大学 【美術工芸】美術（彫刻）


