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大学名（５０音順） 学科，専攻などの名称 URL 情報

1 会津大学 コンピュータ理工学部 コンピュータ理工学科 http://www.u-aizu.ac.jp/undergraduate.html

2 愛知県立大学 情報科学部 情報科学科 http://www.aichi-pu.ac.jp/department_introduction/graduate_school/information_science_and_technology.html

3 大学院 情報科学研究科 情報システム専攻 http://www.aichi-pu.ac.jp/department_introduction/graduate_school/information_science_and_technology.html

4 大学院 情報科学研究科 メディア情報専攻 http://www.aichi-pu.ac.jp/department_introduction/graduate_school/information_science_and_technology.html

5 大学院 情報科学研究科 博士後期課程情報科学専攻 http://www.aichi-pu.ac.jp/department_introduction/graduate_school/information_science_and_technology.html

6 大学院 情報科学研究科 システム科学専攻 http://www.aichi-pu.ac.jp/department_introduction/graduate_school/information_science_and_technology.html

7 秋田大学 理工学部 数理・電気電子情報学科 人間情報工学コース http://www.ie.akita-u.ac.jp

8 大学院 理工学研究科　数理・電気電子情報学専攻 人間情報工学コース http://www.ie.akita-u.ac.jp

9 大学院 理工学研究科　総合理工学専攻 数理・電気電子情報学領域（人間情報工学） http://www.ie.akita-u.ac.jp

10 茨城大学 工学部 情報工学科 http://www.cis.ibaraki.ac.jp/

11 大学院 理工学研究科 情報工学専攻 http://www.cis.ibaraki.ac.jp/

12 岩手大学 工学部 電気電子・情報システム工学科 http://www.cis.iwate-u.ac.jp/

13 大学院 工学研究科 電気電子・情報システム工学専攻 http://www.cis.iwate-u.ac.jp/

14 宇都宮大学 工学部 情報工学科 http://www.is.utsunomiya-u.ac.jp/

15 大学院 工学研究科 情報システム科学専攻 http://www.is.utsunomiya-u.ac.jp/

16 愛媛大学 工学部 情報工学科 http://www.cs.ehime-u.ac.jp/

17 大学院 理工学研究科 電子情報工学専攻情報工学コース http://www.cs.ehime-u.ac.jp/

18 大分大学 理工学部共創理工学科知能情報システムコース https://www.st.oita-u.ac.jp/college/ist/intelligence.html

19 大学院 工学研究科 工学専攻　知能情報システム工学コース http://www.csis.oita-u.ac.jp/

20 大阪学院大学 情報学部 情報学科 http://www.osaka-gu.ac.jp/

21 大阪市立大学 大学院 工学研究科 電子情報系専攻 http://www.eng.osaka-cu.ac.jp/grad/elec/

22 工学部 電気情報工学科 http://www.eng.osaka-cu.ac.jp/ungrad/info/index.html

23 大阪工業大学 情報科学部 コンピュータ科学科 http://www.is.oit.ac.jp/

24 情報科学部 情報システム学科 http://www.is.oit.ac.jp/

25 大学院 情報科学研究科 情報科学専攻 http://www.is.oit.ac.jp/

26 情報科学部 情報メディア学科 http://www.is.oit.ac.jp/

27 情報科学部 情報ネットワーク学科 http://www.is.oit.ac.jp/

28 大阪産業大学 デザイン工学部 情報システム学科 http://web.ise.osaka-sandai.ac.jp/

29 大学院 工学研究科 情報システム工学専攻 http://web.ise.osaka-sandai.ac.jp/

30 工学部 電子情報通信工学科 http://www.eic.osaka-sandai.ac.jp/

31 大学院 工学研究科 電子情報通信工学専攻 http://www.eic.osaka-sandai.ac.jp/gr/

32 大阪大学 基礎工学部 情報科学科 計算機科学コース http://www.ics.es.osaka-u.ac.jp/

33 基礎工学部 情報科学科 ソフトウェア科学コース http://www.ics.es.osaka-u.ac.jp/
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34 工学部 電子情報工学科 情報システム工学コース http://school.eei.eng.osaka-u.ac.jp/

35 大学院 情報科学研究科 マルチメディア工学専攻 http://www.ist.osaka-u.ac.jp/japanese/research/majors/mm/

36 大学院 情報科学研究科 情報システム工学専攻 http://www.ist.osaka-u.ac.jp/japanese/research/majors/ise/

37 大学院 情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 http://www.ist.osaka-u.ac.jp/japanese/research/majors/cs/

38 大学院 情報科学研究科 情報ネットワーク学専攻 http://www.ist.osaka-u.ac.jp/japanese/research/majors/net

39 大学院 情報科学研究科 バイオ情報工学専攻 http://www.ist.osaka-u.ac.jp/japanese/research/majors/bio/

40 大学院 情報科学研究科 情報数理学専攻 http://www.ist.osaka-u.ac.jp/japanese/research/majors/ips/

41 大阪電気通信大学 情報通信工学部 情報工学科

42 大学院 工学研究科 情報工学専攻

43 総合情報学部 情報学科 http://cs-oecu.jp/

44 大阪府立大学 工学域電気電子系学類 情報工学課程 http://www.osakafu-u.ac.jp/academics/college/ce/seee/csc.html

45 大学院 工学研究科 電気・情報系専攻知能情報工学分野

46 岡山大学 工学部 情報系学科 http://www.eng.okayama-u.ac.jp/eng_it/html/

47 大学院 自然科学研究科 電子情報システム工学専攻 http://www.gnst.okayama-u.ac.jp/senkou/gnstmc_densi.html

48 工学部 電気通信系学科 通信ネットワークコース http://www.eng.okayama-u.ac.jp/eng_elec/html/

49 岡山理科大学 総合情報学部 情報科学科

50 大学院 工学研究科 情報工学専攻 http://www.ice.ous.ac.jp/

51 工学部 情報系学科 http://www.ice.ous.ac.jp/

52 大学院 総合情報研究科 情報科学専攻

53 お茶の水女子大学 理学部 情報科学科 http://www.is.ocha.ac.jp/

54 大学院 人間文化創成科学研究科 理学専攻情報科学コース http://www.is.ocha.ac.jp/

55 香川大学 創造工学部創造工学科　情報システム・セキュリティコース

56 大学院 工学研究科 信頼性情報システム工学専攻 http://www.eng.kagawa-u.ac.jp/rise/

57 神奈川工科大学 情報学部 情報工学科 http://www.kait.jp/ug_gr/undergrad/info_science/info_engrn/

58 大学院 情報工学専攻 http://www.kait.jp/ug_gr/postgraduate/pg_info_science/

59 情報学部 情報メディア学科 http://www.media.kanagawa-it.ac.jp/

60 情報学部 情報ネットワーク・コミュニケーション学科 http://www.kait.jp/ug_gr/undergrad/info_science/infoNW_com/

61 神奈川大学 理学部 情報科学科 http://www.sci.kanagawa-u.ac.jp/info/

62 理学系研究科 情報科学専攻 http://www.kanagawa-u.ac.jp/disclosure/education/policy/graduateschool/sciences.html#con01

63 金沢大学 理工学域 電子情報学類 情報システムコース http://www.ec.t.kanazawa-u.ac.jp/

64 大学院 自然科学研究科 電子情報科学専攻 http://www.nst.kanazawa-u.ac.jp/master/ec/

65 理工学域 電子情報学類 生命情報コース http://www.ec.t.kanazawa-u.ac.jp/

66 金沢工業大学 工学部 情報工学科 http://www.kanazawa-it.ac.jp/gakubu_daigakuin/kogaku/joho.html

67 大学院 工学研究科 情報工学専攻 http://www.kanazawa-it.ac.jp/gakubu_daigakuin/daigakuin/kogaku.html

68 情報フロンティア学部 メディア情報学科 http://www.kanazawa-it.ac.jp/gakubu_daigakuin/frontier/media.html

69 関西学院大学 理工学部 情報科学科 http://ist.ksc.kwansei.ac.jp/

70 大学院 理工学研究科 情報科学専攻 http://ist.ksc.kwansei.ac.jp/

71 理工学部 人間システム工学科 http://hsi.ksc.kwansei.ac.jp/

72 大学院理工学研究科 人間システム工学専攻 http://hsi.ksc.kwansei.ac.jp/
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73 北見工業大学 工学部 情報システム工学科 http://www.cs.kitami-it.ac.jp

74 工学研究科 情報システム工学専攻 http://www.cs.kitami-it.ac.jp

75 岐阜大学 工学部 電気電子・情報工学科(情報コース) http://www.eng.gifu-u.ac.jp/jyouhou/

76 大学院 自然科学技術研究科　知能理工学専攻　知能情報学領域 http://gnst.gifu-u.ac.jp/intellscieng/infomatics

77 九州工業大学 情報工学部　知能情報工学科 http://www.ai.kyutech.ac.jp/

78 大学院 情報工学府 先端情報工学専攻 知能情報工学専門分野 http://www.ai.kyutech.ac.jp/

79 九州産業大学 理工学部 情報科学科 http://www.is.kyusan-u.ac.jp/

80 大学院 情報科学研究科 情報科学専攻 http://www.kyusan-u.ac.jp/faculty/daigakuin/joho/

81 九州大学 大学院 システム情報科学府 情報学専攻 http://portal.isee.kyushu-u.ac.jp/departments/informatics

82 大学院 システム情報科学府 情報知能工学専攻 http://portal.isee.kyushu-u.ac.jp/departments/advanced

83 工学部 電気情報工学科 http://portal.eecs.kyushu-u.ac.jp/

84 理学部 物理学科 情報理学コース http://www.inf.kyushu-u.ac.jp/i/

85 京都工芸繊維大学 工芸科学部 情報工学課程 http://www.is.kit.ac.jp/

86 大学院 工芸科学研究科 情報工学専攻 http://www.is.kit.ac.jp/

87 京都産業大学 コンピュータ理工学部 ネットワークメディア学科

88 大学院 工学研究科 情報通信専攻

89 京都大学 工学部 情報学科 計算機科学コース http://www.s-im.t.kyoto-u.ac.jp/com/ja

90 大学院 情報学研究科 通信情報システム専攻 http://www.cce.i.kyoto-u.ac.jp/index.html

91 大学院 情報学研究科 知能情報学専攻 http://www.ist.i.kyoto-u.ac.jp/index.html

92 大学院 情報学研究科 社会情報学専攻 http://www.soc.i.kyoto-u.ac.jp/

93 近畿大学 理工学部 情報学科 http://www.info.kindai.ac.jp/informatics/

94 熊本大学 大学院 自然科学研究科 情報電気電子工学専攻（博士前期課程） http://www.gsst.kumamoto-u.ac.jp/senkoku/z_jouhou/

95 大学院 自然科学研究科 情報電気電子工学専攻（博士後期課程） http://www.gsst.kumamoto-u.ac.jp/senkoku/k_jouhou/

96 工学部 情報電気電子工学科 http://www.cs.kumamoto-u.ac.jp/

97 倉敷芸術科学大学 産業科学技術学部 IT科学科

98 久留米工業大学 工学部 情報ネットワーク工学科 http://www.kurume-it.ac.jp/gakubu/johonetwork/

99 大学院 工学研究科 電子情報システム工学専攻 http://www.kurume-it.ac.jp/daigakuin/denshijoho/

100 群馬大学 理工学部 電子情報理工学科 http://www.ei.st.gunma-u.ac.jp/

101 大学院理工学府 電子情報・数理教育プログラム http://www.ei.st.gunma-u.ac.jp/

102 慶應義塾大学 大学院 理工学研究科 開放環境科学専攻 情報工学専修 http://www.ics.keio.ac.jp/

103 理工学部　情報工学科 http://www.ics.keio.ac.jp/

104 環境情報学部 環境情報学科 http://www.admissions.keio.ac.jp/fac/ei.html

105 高知大学 大学院 総合人間自然科学研究科 理学専攻情報科学分野 http://www.is.kochi-u.ac.jp/

106 理学部　応用理学科　情報科学コース http://www.is.kochi-u.ac.jp/

107 高知工科大学 情報学群 http://www.info.kochi-tech.ac.jp/

108 大学院 工学研究科 基盤工学専攻情報システム工学コース http://www.info.kochi-tech.ac.jp/

109 甲南大学 知能情報学部 知能情報学科 http://www.konan-u.ac.jp/faculty/ii/

110 自然科学研究科知能情報学専攻 http://www.konan-u.ac.jp/graduate/natural/intelligence/
111 神戸大学 工学部 情報知能工学科 http://www.csi.kobe-u.ac.jp/index.html
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112 大学院 システム情報学研究科 システム科学専攻 http://www.csi.kobe-u.ac.jp/index.html

113 大学院 システム情報学研究科 情報科学専攻 http://www.csi.kobe-u.ac.jp/index.html

114 大学院 システム情報学研究科 計算科学専攻 http://www.csi.kobe-u.ac.jp/index.html

115 公立大学産業技術大学院大学 産業技術研究科 産業技術研究科

116 公立はこだて未来大学 システム情報科学部 情報アーキテクチャ学科 http://www.fun.ac.jp/department/mediaarch.html

117 システム情報科学部 複雑系知能学科

118 大学院 システム情報科学研究科 システム情報科学専攻 http://www.fun.ac.jp/graduatesc/index.html

119 埼玉大学 工学部 情報システム工学科 http://www.ics.saitama-u.ac.jp/

120 大学院 理工学研究科 数理電子情報系専攻情報システム工学コース http://www.ics.saitama-u.ac.jp/

121 佐賀大学 理工学部 知能情報システム学科 http://www.is.saga-u.ac.jp/

122 大学院 工学系研究科 知能情報システム学専攻 http://www.is.saga-u.ac.jp/grad/grad.php

123 静岡大学 情報学部 情報科学科 http://www.inf.shizuoka.ac.jp/guide/science.html

124 大学院総合科学技術研究科情報学専攻 http://www.inf.shizuoka.ac.jp/guide/graduate.html

125 工学部 数理システム工学科 http://www.eng.shizuoka.ac.jp/introduction/systems/

126 大学院 総合科学技術研究科 工学専攻 数理システム工学コース http://www.eng.shizuoka.ac.jp/introduction/systems/

127 芝浦工業大学 システム理工学部 電子情報システム学科

128 島根大学 総合理工学部 知能情報デザイン学科 http://www.cis.shimane-u.ac.jp

129 大学院 自然科学研究科 理工学専攻 http://www.cis.shimane-u.ac.jp

130 情報セキュリティ大学院大学 情報セキュリティ研究科 情報セキュリティ専攻 http://www.iisec.ac.jp/education/

131 信州大学 工学部 電子情報システム工学科 http://www.cs.shinshu-u.ac.jp/

132 大学院 工学専攻電子情報システム工学分野 http://www.cs.shinshu-u.ac.jp/

133 大学院 総合工学系研究科 システム開発工学専攻 http://www.shinshu-u.ac.jp/graduate/interdisciplinary/course/ms-development/

134 成蹊大学 大学院 理工学研究科 理工学専攻情報科学コース

135 成蹊大学 理工学部 情報科学科 http://www.seikei.ac.jp/university/rikou/info/index.html

136 創価大学 工学部 情報システム工学科 http://www.t.soka.ac.jp/

137 大学院 工学研究科 情報システム工学専攻 http://www.t.soka.ac.jp/

138 湘南工科大学 工学部 情報工学科 http://www.info.shonan-it.ac.jp/

139 拓殖大学 工学部 情報工学科 http://www.cs.takushoku-u.ac.jp/

140 大学院 工学研究科情報・デザイン工学専攻 http://www.takushoku-u.ac.jp/graduate/engineering/course/jd_systems_outline.html

141 玉川大学 工学部 ソフトウェアサイエンス学科

142 千葉大学 理学部 数学・情報数理学科 http://www.math.s.chiba-u.ac.jp/

143 工学部総合工学科情報工学コース http://www.tj.chiba-u.jp/ie/

144 大学院融合理工学府数学情報科学専攻情報科学コース http://www.tj.chiba-u.jp/aci/

145 大学院融合理工学府 数学情報科学専攻 数学・情報数理学コース http://www.math.s.chiba-u.ac.jp/

146 千葉工業大学 情報科学部 情報工学科 http://www.cs.it-chiba.ac.jp/

147 情報科学部 情報ネットワーク学科 http://www.net.it-chiba.ac.jp/

148 中央大学 理工学部 情報工学科 http://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/science/departments/infotech/

149 大学院 理工学研究科 情報工学専攻 http://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/science/departments/infotech/

150 中京大学 工学部 情報工学科 http://www.chukyo-u.ac.jp/educate/secu/
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151 工学部　メディア工学科 http://www.sist.chukyo-u.ac.jp/

152 大学院 情報科学研究科 メディア科学専攻 http://www.sist.chukyo-u.ac.jp/

153 大学院　工学研究科情報工学専攻 http://www.chukyo-u.ac.jp/educate/gse/major/computer-intro.html

154 中部大学 工学部 情報工学科 http://www.cs.chubu.ac.jp/

155 大学院 工学研究科 情報工学専攻 http://www.cs.chubu.ac.jp/

156 筑波大学 大学院 システム情報工学研究科 コンピュータサイエンス専攻 http://www.cs.tsukuba.ac.jp/

157 情報学群 情報科学類 http://www.coins.tsukuba.ac.jp

158 情報学群 情報メディア創成学類 http://www.mast.tsukuba.ac.jp/

159 津田塾大学 学芸学部 情報科学科 http://cs.tsuda.ac.jp/

160 大学院理学研究科 情報科学専攻 http://www.tsuda.ac.jp/grad-school/sci/index.html

161 帝京平成大学 現代ライフ学科 

162 電気通信大学 情報理工学部 情報・通信工学科 http://www.uec.ac.jp/department/ie/i/

163 大学院　情報理工学研究科　情報・ネットワーク工学専攻

164 情報理工学部 総合情報学科

165 大学院 情報理工学研究科 情報学専攻

166 東海大学 理学部 情報数理学科 http://www.ss.u-tokai.ac.jp/

167 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学科 http://www.teu.ac.jp/gakubu/cs/index.html

168 大学院 バイオ・情報メディア研究科 コンピュータサイエンス専攻 http://www.teu.ac.jp/grad/cs/index.html

169 東京工業大学 情報理工学院　数理・計算科学系 http://educ.titech.ac.jp/is/

170 情報理工学院 情報工学系 http://educ.titech.ac.jp/cs/

171 工学院　情報通信系 http://educ.titech.ac.jp/ict/

172 東京大学 大学院 情報理工学系研究科 コンピュータ科学専攻 http://www.i.u-tokyo.ac.jp/edu/course/cs/index.shtml

173 理学部 情報科学科 http://www.is.s.u-tokyo.ac.jp/

174 大学院 情報理工学系研究科 電子情報学専攻 http://www.i.u-tokyo.ac.jp/

175 工学部 電子情報工学科 http://www.ee.t.u-tokyo.ac.jp/j/

176 大学院 工学系研究科 電気系工学専攻 http://www.eeis.t.u-tokyo.ac.jp/

177 大学院 情報理工学系研究科 数理情報学専攻 http://www.i.u-tokyo.ac.jp/edu/course/mi/index.shtml

178 大学院 情報理工学系研究科 システム情報学専攻 http://www.i.u-tokyo.ac.jp/edu/course/ipc/index.shtml

179 大学院 情報理工学系研究科 知能機械情報学専攻 http://www.i.u-tokyo.ac.jp/edu/course/m-i/index.shtml

180 大学院 情報理工学系研究科 創造情報学専攻 http://www.ci.i.u-tokyo.ac.jp/site/index.php

181 東京都市大学 知識工学部  情報科学科 http://www.cs.tcu.ac.jp/

182 東京農工大学 工学部 情報工学科 http://www.cs.tuat.ac.jp/

183 大学院 工学府 情報工学専攻 http://www.cs.tuat.ac.jp/

184 東京理科大学 大学院 理工学研究科 情報科学専攻 http://www.is.noda.tus.ac.jp/

185 理工学部 情報科学科 http://www.is.noda.tus.ac.jp/

186 同志社大学 理工学部 インテリジェント情報工学科 http://se.doshisha.ac.jp/subject/intelligent/index.html

187 大学院 理工学研究科 情報工学専攻 http://se.doshisha.ac.jp/ge/composition/know.html

188 理工学部 情報システムデザイン学科 http://se.doshisha.ac.jp/subject/systemdesign/index.html

189 東北大学 工学部　電気情報物理工学科 http://www.ecei.tohoku.ac.jp/eipe/
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190 大学院 情報科学研究科 情報基礎科学専攻 http://www.is.tohoku.ac.jp/

191 大学院 情報科学研究科 システム情報科学専攻 http://www.is.tohoku.ac.jp/

192 大学院 情報科学研究科 応用情報科学専攻 http://www.is.tohoku.ac.jp/

193 東北文化学園大学 科学技術学部 知能情報システム学科

194 東洋大学 工学部 情報工学科

195 大学院 工学研究科 情報システム専攻

196 徳島大学 理工学部理工学科情報光システムコース・情報系 https://www.is.tokushima-u.ac.jp/wp/infopt/

197 大学院 先端技術科学教育部 システム創生工学専攻知能情報システム工学コース https://www.is.tokushima-u.ac.jp/wp/

198 徳島文理大学 理工学部 電子情報工学科 http://se.bunri-u.ac.jp/kyougikai/

199 豊橋技術科学大学 大学院 工学研究科 情報・知能工学専攻 http://www.cs.tut.ac.jp/

200 長崎大学 工学部 工学科 情報工学コース http://www.cis.nagasaki-u.ac.jp/course/

201 名古屋大学 大学院 工学研究科 計算理工学専攻 http://www.cse.nagoya-u.ac.jp/

202 情報学部 自然情報学科 https://www.i.nagoya-u.ac.jp/si/ni/

203 情報学部 コンピュータ科学科 https://www.i.nagoya-u.ac.jp/si/cs/

204 大学院 情報学研究科 数理情報学専攻 https://www.i.nagoya-u.ac.jp/gs/mi/

205 大学院 情報学研究科 複雑系科学専攻 https://www.i.nagoya-u.ac.jp/gs/cpss/

206 大学院 情報学研究科 情報システム学専攻 https://www.i.nagoya-u.ac.jp/gs/css/

207 大学院 情報学研究科 知能システム学専攻 https://www.i.nagoya-u.ac.jp/gs/is/

208 名古屋工業大学 工学部 情報工学科 http://www.cs.nitech.ac.jp/

209 大学院 工学研究科 情報工学専攻 http://jouhou.web.nitech.ac.jp/

210 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 情報科学専攻 http://isw3.naist.jp/home-ja.html

211 南山大学 理工学部 ソフトウェア工学科 http://www.nanzan-u.ac.jp/Dept/se/top.html

212 理工学部 システム数理学科 http://www.nanzan-u.ac.jp/Dept/ss/top.html

213 理工学部 機械電子制御工学科 http://www.nanzan-u.ac.jp/Dept/sc/top.html

214 新潟大学 工学部 情報工学科 http://www.ie.niigata-u.ac.jp/

215 大学院 自然科学研究科 電気情報工学専攻 http://www.ie.niigata-u.ac.jp/

216 日本工業大学 工学部 情報工学科

217 日本大学 大学院 総合基礎科学研究科 地球情報数理科学専攻 http://www.chs.nihon-u.ac.jp/gs_ibs/EIMS_ol.html

218 工学部 情報工学科 http://www.ce.nihon-u.ac.jp/joho/index.html

219 文理学部 情報科学科 http://www.is.chs.nihon-u.ac.jp

220 八戸工業大学 工学部 システム情報工学科

221 姫路工業大学 工学部 情報工学科

222 工学研究科 電気系電子情報工学専攻

223 弘前大学 理工学部 電子情報工学科 http://www.eit.hirosaki-u.ac.jp/

224 大学院 理工学研究科 電子情報工学コース http://www.eit.hirosaki-u.ac.jp/

225 広島市立大学 情報科学部 情報工学科 http://info.hiroshima-cu.ac.jp/

226 情報科学部 知能工学科 http://info.hiroshima-cu.ac.jp/

227 情報科学部 システム工学科 http://info.hiroshima-cu.ac.jp/

228 大学院 情報科学研究科 情報工学専攻 http://info.hiroshima-cu.ac.jp/
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229 大学院 情報科学研究科 知能工学専攻 http://info.hiroshima-cu.ac.jp/

230 大学院 情報科学研究科 システム工学専攻 http://info.hiroshima-cu.ac.jp/

231 大学院 情報科学研究科 医用情報科学専攻

232 情報科学部 医用情報科学科 http://info.hiroshima-cu.ac.jp/

233 広島国際学院大学 工学部 生産工学科

234 大学院 工学研究科 生産創成工学専攻

235 広島大学 大学院 工学研究科 情報工学専攻 http://www.hiroshima-u.ac.jp/info/

236 情報科学部 情報科学科 https://www.hiroshima-u.ac.jp/ids

237 福井大学 工学部 電気電子情報工学科 http://www2.eng.u-fukui.ac.jp/organization/engineering/electronic_information/

238 大学院 工学研究科 情報・メディア工学専攻 http://kou25hp.eng.u-fukui.ac.jp/it/

239 工学部 知能システム工学科

240 大学院 工学研究科 知能システム工学専攻

241 福岡工業大学 情報工学部 情報工学科

242 大学院 工学研究科 情報工学専攻 http://www.fit.ac.jp/~kyogikai/jyog.html

243 情報工学部 情報通信工学科 http://www.fit.ac.jp/~kyogikai/jyt.html

244 大学院 工学研究科 情報通信工学専攻 http://www.fit.ac.jp/~kyogikai/jytg.html

245 福岡大学 工学部　電子情報工学科 http://www.fukuoka-u.ac.jp/education/undergraduate/engineering/electronics_computer/

246 大学院　工学研究科　電子情報工学専攻 http://www.tl.fukuoka/

247 福山大学 工学部 情報工学科 http://www.fukuyama-u.ac.jp/information-eng/

248 大学院 工学研究科 情報処理工学専攻 http://www.fukuyama-u.ac.jp/grd-eng/master/information-processing-eng.html

249 大学院 工学研究科 電子情報工学専攻 http://www.fukuyama-u.ac.jp/grd-eng/doctoral/electronic-information-eng.html

250 法政大学 理工学部 応用情報工学科 http://ai.k.hosei.ac.jp/

251 北陸先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 情報科学専攻 http://www.jaist.ac.jp/is/

252 北海道大学 大学院 情報科学研究科情報理工学専攻 http://www.ist.hokudai.ac.jp/divisions/cominfo/

253 前橋工科大学 工学部 生命情報学科 http://www.maebashi-it.ac.jp/department/LifeScience-Informatics.php

254 三重大学 工学部 情報工学科 http://www.info.mie-u.ac.jp/

255 大学院 工学研究科 情報工学専攻 http://www.info.mie-u.ac.jp/

256 宮城大学 事業構想学部 デザイン情報学科（情報システムコース，空間デザインコース)

257 宮崎大学 工学部 情報システム工学科 http://www.cs.miyazaki-u.ac.jp/

258 大学院 工学研究科 情報システム工学専攻 http://www.cs.miyazaki-u.ac.jp/

259 室蘭工業大学 工学部 情報電子工学系学科 http://juno.csse.muroran-it.ac.jp/kyougikai/index.html

260 大学院 工学研究科 情報電子工学系専攻 http://juno.csse.muroran-it.ac.jp/kyougikai/index-mc.html

261 明治大学 理工学部 情報科学科 http://www.cs.meiji.ac.jp/

262 理工学研究科情報科学専攻 http://www.cs.meiji.ac.jp/

263 名城大学 理工学部 情報工学科 http://www-ie.meijo-u.ac.jp/

264 大学院 理工学研究科 情報工学専攻 http://www-ie.meijo-u.ac.jp/

265 山形大学 工学部　情報・エレクトロニクス学科　情報・知能コース https://www.yamagata-u.ac.jp/jp/faculty/faculties/engineering/

266 大学院 理工学研究科 情報科学専攻 http://jweb.yz.yamagata-u.ac.jp/

267 山口大学 工学部 知能情報工学科 http://www.csse.yamaguchi-u.ac.jp/
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268 大学院創成科学研究科　電気電子情報系専攻

269 山梨大学 工学部 コンピュータ理工学科 http://www.cse.yamanashi.ac.jp/

270 大学院 医工農学総合教育部  コンピュータ理工学コース http://www.cs.yamanashi.ac.jp/graduate/index.html

271 横浜国立大学 理工学部 数物・電子情報系学科 電子情報システム教育プログラム http://www.ece.ynu.ac.jp/

272 理工学部 数物・電子情報系学科 情報工学教育プログラム http://www.cse.ynu.ac.jp/

273 大学院 環境情報学府 情報環境学専攻 http://www.media-env.ynu.ac.jp/

274 大学院 工学府 物理情報工学専攻電気電子ネットワークコース http://www.ece.ynu.ac.jp/

275 立命館大学 大学院 情報理工学研究科 情報理工学専攻 http://www.ritsumei.ac.jp/gsise/

276 情報理工学部 情報システム学科 http://www.cs.ritsumei.ac.jp/doku.php

277 情報理工学部 情報コミュニケーション学科 http://www.ics.ritsumei.ac.jp/

278 情報理工学部 メディア情報学科 http://www.media.ritsumei.ac.jp/

279 情報理工学部 知能情報学科 http://www.ci.ritsumei.ac.jp/

280 琉球大学 工学部 情報工学科

281 大学院 理工学研究科 情報工学専攻

282 龍谷大学 理工学部 電子情報学科 http://www.elec.ryukoku.ac.jp/kyogikai/kyogikai1.html

283 大学院 理工学研究科 電子情報学専攻 http://www.elec.ryukoku.ac.jp/kyogikai/kyogikai2.html

284 理工学部 数理情報学科 www.math.ryukoku.ac.jp

285 大学院 理工学研究科 数理情報学専攻 www.math.ryukoku.ac.jp

286 理工学部 情報メディア学科

287 大学院 理工学研究科 情報メディア学

288 和歌山大学 システム工学部 情報通信システム学科 http://www.sys.wakayama-u.ac.jp/cc/

289 システム工学部 デザイン情報学科 http://www.sys.wakayama-u.ac.jp/di/

290 早稲田大学 理工学術院基幹理工学研究科 情報理工・情報通信専攻(情報理工） http://www.cs.waseda.ac.jp/

291 理工学術院基幹理工学研究科 情報理工・情報通信専攻(情報通信） http://www.comm.waseda.ac.jp/


