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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 公立大学 札幌市立大学 【デザイン】デザイン
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 北海道科学大学 【工】建築
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
青森 私立大学 八戸工業大学 【感性デザイン】感性デザイン
宮城 公立大学 宮城大学 【事業構想学群】価値創造デザイン学類
宮城 私立大学 東北工業大学 【ライフデザイン】産業デザイン
山形 私立大学 東北芸術工科大学 【デザイン工】グラフィックデザイン
山形 私立大学 東北芸術工科大学 【デザイン工】コミュニティデザイン
山形 私立大学 東北芸術工科大学 【デザイン工】プロダクトデザイン
山形 私立大学 東北芸術工科大学 【デザイン工】建築・環境デザイン
福島 私立短期大学 福島学院大学短期大学部 【情報ビジネス】
茨城 国立大学 筑波技術大学 【産業技術】総合デザイン
群馬 私立短期大学 桐生大学短期大学部 【アート・デザイン】
千葉 私立短期大学 聖徳大学短期大学部 【総合文化】ファッション・造形デザインコース
東京 国立大学 東京藝術大学 【美術】デザイン
東京 国立大学 東京藝術大学 【美術】工芸
東京 私立大学 跡見学園女子大学 【マネジメント】生活環境マネジメント
東京 私立大学 共立女子大学 【家政】建築・デザイン
東京 私立大学 芝浦工業大学 【デザイン工】デザイン工
東京 私立大学 拓殖大学 【工】デザイン
東京 私立大学 多摩美術大学 【美術】グラフィックデザイン
東京 私立大学 多摩美術大学 【美術】環境デザイン
東京 私立大学 多摩美術大学 【美術】工芸
東京 私立大学 多摩美術大学 【美術】情報デザイン
東京 私立大学 多摩美術大学 【美術】生産デザイン
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 東京工科大学（デザイン学部） 【デザイン】デザイン
東京 私立大学 東京工芸大学 【芸術】デザイン
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 東京造形大学 【造形】デザイン
東京 私立大学 東洋大学 【福祉社会デザイン☆】人間環境デザイン
東京 私立大学 日本大学 【芸術】デザイン
東京 私立大学 日本大学 【生産工】創生デザイン
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 武蔵野美術大学 【造形】デザイン情報
東京 私立大学 武蔵野美術大学 【造形】基礎デザイン
東京 私立大学 武蔵野美術大学 【造形】空間演出デザイン
東京 私立大学 武蔵野美術大学 【造形】工芸工業デザイン
東京 私立大学 武蔵野美術大学 【造形】視覚伝達デザイン
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】デザインコース
神奈川 私立大学 関東学院大学 【人間共生】共生デザイン
神奈川 私立大学 湘南工科大学 【工】総合デザイン
神奈川 私立大学 女子美術大学 【芸術】アート・デザイン表現（ヒーリング表現）
神奈川 私立大学 女子美術大学 【芸術】アート・デザイン表現（ファッションテキスタイル表現）
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 女子美術大学 【芸術】デザイン・工芸（ヴィジュアルデザイン）
神奈川 私立大学 女子美術大学 【芸術】デザイン・工芸（プロダクトデザイン）
神奈川 私立大学 女子美術大学 【芸術】デザイン・工芸（環境デザイン）
神奈川 私立大学 女子美術大学 【芸術】デザイン・工芸（工芸）
新潟 公立大学 長岡造形大学 【造形】プロダクトデザイン
新潟 公立大学 長岡造形大学 【造形】建築・環境デザイン
新潟 公立大学 長岡造形大学 【造形】視覚デザイン
静岡 公立大学 静岡文化芸術大学 【デザイン】デザイン
石川 公立大学 金沢美術工芸大学 【美術工芸】デザイン（環境デザイン）



https://dricomeye.net

都道府県 立　別 学校名（都道府県順→立別→学校名五十音順） 【学部･学科名】学科･専攻･課程･コース名

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。

（2/3ページ）84 デザイン・工芸分野 ⑱芸術系統

石川 公立大学 金沢美術工芸大学 【美術工芸】デザイン（視覚デザイン）
石川 公立大学 金沢美術工芸大学 【美術工芸】デザイン（製品デザイン）
石川 公立大学 金沢美術工芸大学 【美術工芸】工芸
石川 私立短期大学 金城大学短期大学部 【美術】デザイン・ビジネスコース
石川 私立短期大学 金城大学短期大学部 【美術】ファッション・スタイリストコース
石川 私立短期大学 金城大学短期大学部 【美術】染色・陶芸コース
福井 私立大学 福井工業大学 【環境☆】デザイン
福井 私立短期大学 仁愛女子短期大学 【生活科学】生活デザイン専攻
岐阜 公立短期大学 岐阜市立女子短期大学 【生活デザイン】
岐阜 私立短期大学 大垣女子短期大学 【デザイン美術】メディアデザインコース
愛知 公立大学 愛知県立芸術大学 【美術】デザイン・工芸（デザイン）
愛知 公立大学 愛知県立芸術大学 【美術】デザイン・工芸（陶磁）
愛知 公立大学 愛知県立芸術大学 【美術】美術（芸術学）
愛知 公立大学 名古屋市立大学 【芸術工】産業イノベーションデザイン
愛知 公立大学 名古屋市立大学 【芸術工】情報環境デザイン
愛知 私立大学 愛知工業大学 【工】建築
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 大同大学 【情報】情報デザイン
愛知 私立大学 名古屋学芸大学 【メディア造形】デザイン
愛知 私立大学 名古屋学芸大学 【メディア造形】ファッション造形
愛知 私立大学 名古屋芸術大学（芸術学部） 【芸術】芸術（デザイン）
滋賀 私立大学 成安造形大学 【芸術】芸術
京都 国立大学 京都工芸繊維大学 【工芸科学】デザイン科学域デザイン・建築学課程
京都 公立大学 京都市立芸術大学 【美術】デザイン
京都 公立大学 京都市立芸術大学 【美術】工芸
京都 私立大学 京都芸術大学 【芸術】キャラクターデザイン
京都 私立大学 京都芸術大学 【芸術】プロダクトデザイン
京都 私立大学 京都芸術大学 【芸術】環境デザイン
京都 私立大学 京都芸術大学 【芸術】空間演出デザイン
京都 私立大学 京都芸術大学 【芸術】情報デザイン
京都 私立大学 京都精華大学 【デザイン】イラスト
京都 私立大学 京都精華大学 【デザイン】ビジュアルデザイン
京都 私立大学 京都精華大学 【デザイン】プロダクトデザイン
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 私立短期大学 嵯峨美術短期大学 【美術】デザイン分野
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】建築
大阪 私立大学 大阪芸術大学 【芸術】工芸
大阪 私立大学 大阪産業大学 【デザイン工】建築・環境デザイン
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
大阪 私立大学 摂南大学 【理工】住環境デザイン
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 神戸芸術工科大学 【芸術工】アート・クラフト
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 神戸芸術工科大学 【芸術工】ファッションデザイン
兵庫 私立大学 神戸芸術工科大学 【芸術工】プロダクト・インテリアデザイン
兵庫 私立大学 神戸芸術工科大学 【芸術工】環境デザイン
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】
奈良 私立大学 畿央大学 【健康科学】人間環境デザイン
奈良 私立大学 帝塚山大学 【現代生活】居住空間デザイン
奈良 私立短期大学 奈良芸術短期大学 【美術】クラフトデザインコース
奈良 私立短期大学 奈良芸術短期大学 【美術】デザインコース
奈良 私立短期大学 奈良芸術短期大学 【美術】染織コース
奈良 私立短期大学 奈良芸術短期大学 【美術】陶芸コース
岡山 公立大学 岡山県立大学 【デザイン】デザイン工
岡山 公立大学 岡山県立大学 【デザイン】造形デザイン
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岡山 私立大学 川崎医療福祉大学 【医療福祉マネジメント】医療福祉デザイン
岡山 私立大学 倉敷芸術科学大学 【芸術】デザイン芸術
岡山 私立大学 倉敷芸術科学大学 【芸術】メディア映像
広島 公立大学 広島市立大学 【芸術】デザイン工芸
山口 私立大学 東亜大学 【芸術】アート・デザイン
山口 私立短期大学 山口芸術短期大学 【芸術表現】デザインフィールド
福岡 私立大学 九州産業大学 【芸術】ソーシャルデザイン
福岡 私立大学 九州産業大学 【芸術】ビジュアルデザイン
福岡 私立大学 九州産業大学 【芸術】生活環境デザイン
福岡 私立大学 近畿大学（産業理工学部） 【産業理工】建築・デザイン
福岡 私立大学 西日本工業大学 【デザイン】情報デザイン
熊本 私立大学 崇城大学 【芸術】デザイン
大分 公立短期大学 大分県立芸術文化短期大学 【美術】デザイン専攻
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】グラフィックデザインコース
沖縄 公立大学 沖縄県立芸術大学 【美術工芸】デザイン工芸（デザイン）
沖縄 公立大学 沖縄県立芸術大学 【美術工芸】デザイン工芸（工芸）


