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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 星槎道都大学 【美術】建築
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
埼玉 私立大学 尚美学園大学 【芸術情報】舞台表現
埼玉 私立大学 駿河台大学 【メディア情報】メディア情報
千葉 私立大学 城西国際大学 【メディア】メディア情報
東京 国立大学 東京藝術大学 【美術】建築
東京 国立大学 東京藝術大学 【美術】先端芸術表現
東京 私立大学 桜美林大学 【芸術文化学群】
東京 私立大学 大正大学 【表現】表現文化
東京 私立大学 大東文化大学 【文】書道
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 玉川大学 【芸術】演劇・舞踊
東京 私立大学 多摩美術大学 【美術】演劇舞踊デザイン
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】アニメーション
東京 私立大学 東京工芸大学 【芸術】インタラクティブメディア
東京 私立大学 東京工芸大学 【芸術】ゲーム
東京 私立大学 東京工芸大学 【芸術】マンガ
東京 私立大学 東京工芸大学 【芸術】映像
東京 私立大学 東京工芸大学 【芸術】写真
東京 私立大学 日本大学 【芸術】映画
東京 私立大学 日本大学 【芸術】演劇
東京 私立大学 日本大学 【芸術】写真
東京 私立大学 日本大学 【芸術】文芸
東京 私立大学 日本大学 【芸術】放送
東京 私立大学 日本女子体育大学 【体育】ダンス
東京 私立大学 武蔵野美術大学 【造形】建築
東京 私立大学 武蔵野美術大学 【造形構想】映像
東京 私立大学 明星大学 【デザイン】デザイン
東京 私立大学 立教大学 【現代心理】映像身体
東京 私立大学 早稲田大学 【文】文
東京 私立短期大学 桐朋学園芸術短期大学 【芸術】演劇専攻
東京 私立短期大学 山野美容芸術短期大学 【美容総合】美容デザイン専攻
神奈川 私立大学 昭和音楽大学 【音楽】音楽芸術運営
神奈川 私立大学 日本映画大学 【映画】映画
石川 私立大学 金沢学院大学 【芸術】芸術
石川 私立短期大学 金城大学短期大学部 【美術】ゲーム・映像コース
岐阜 私立短期大学 大垣女子短期大学 【デザイン美術】ゲーム・ＣＧ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】コミックイラストレーションコース
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 東海学園大学 【人文】人文
愛知 私立大学 同朋大学 【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 名古屋芸術大学（芸術学部） 【芸術】芸術（舞台芸術）
愛知 私立短期大学 名古屋文化短期大学 【生活文化（第一部）】生活文化専攻
京都 私立大学 京都芸術大学 【芸術】アートプロデュース
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】こども芸術
京都 私立大学 京都芸術大学 【芸術】マンガ
京都 私立大学 京都芸術大学 【芸術】映画
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】情報デザイン
京都 私立大学 京都芸術大学 【芸術】舞台芸術
京都 私立大学 京都精華大学 【マンガ】アニメーション
京都 私立大学 立命館大学 【映像】映像
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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 大阪観光大学 【国際交流】国際交流
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】映像
大阪 私立大学 大阪芸術大学 【芸術】芸術計画
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】写真
大阪 私立大学 大阪芸術大学 【芸術】舞台芸術
大阪 私立大学 大阪芸術大学 【芸術】文芸
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 【工】建築
大阪 私立大学 大阪樟蔭女子大学 【学芸】国文
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 【文】総合人文
大阪 私立大学 近畿大学 【文芸】芸術
大阪 私立大学 羽衣国際大学 【現代社会】放送・メディア映像
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 堺女子短期大学 【美容生活文化】舞台芸術コース
大阪 私立短期大学 四條畷学園短期大学 【ライフデザイン総合】
兵庫 国立大学 神戸大学 【文】人文
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】まんが表現
兵庫 私立大学 神戸芸術工科大学 【芸術工】映像表現
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） 【メディア・芸術】
兵庫 私立短期大学 大手前短期大学 【ライフデザイン総合】
広島 私立大学 安田女子大学 【文】書道
徳島 私立大学 徳島文理大学 【人間生活】メディアデザイン
福岡 私立大学 九州産業大学 【芸術】写真・映像メディア
福岡 私立短期大学 九州大谷短期大学 【表現】演劇放送フィールド
福岡 私立短期大学 西日本短期大学 【メディア・プロモーション】
佐賀 国立大学 佐賀大学 【芸術地域デザイン】芸術地域デザイン
熊本 私立大学 崇城大学 【芸術】デザイン


