
専門職大学院 大学 短期大学 高等専門学校 専修学校（専門課程） 職業実践専門課程

学術の理論及び応用を教授研究し、高度
の専門性が求められる職業を担うための
深い学識及び卓越した能力を培うこと。

学術の中心として、広く知識を授けると
ともに、深く専門の学芸を教授研究し、
知的、道徳的及び応用的能力を展開さ
せること。

深く専門の学芸を教授研究し、職業又は
実際生活に必要な能力を育成すること。

深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能
力を育成すること。

職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、
又は教養の向上を図ること。
①修業年限が１年以上
②授業時数が文部科学大臣の定める授業時数
以上であること。
③教育を受ける者が常時４０人以上であること。

職業に必要な実践的か
つ専門的な能力を育成
することを目的として専
攻分野における実務に
関する知識、技術及び
技能について組織的な
教育を行うもの

目的を実現するための教育研究を行い、その成果を
広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与す
るものとする。

目的を実現するための教育を行い、その成果を広く社
会に提供することにより、社会の発展に寄与するものと
する。

－

修業年限

・２年または１年以上２年未満の期間（後
者は、専攻分野の特性により特に必要が
あると認められる場合）
（法科大学院は３年、教職大学院は２年）

※教育上の必要があると認められるとき
は特例がある。

・４年
（医学を履修する課程、歯学を履修する
課程、薬学を履修する課程のうち臨床
に係る実践的な能力を培うことを主たる
目的とするものまたは獣医学を履修す
る課程は６年）

・２年または３年 ・５年
（商船に関する学科は５年６ヶ月）

・１年以上 ・２年以上

学位・称号

【学位】
修士（専門職）

【学位】
学士

【学位】
短期大学士

【称号】
準学士

【称号】
・専門士：２年以上、１，７００時間以上等
・高度専門士：４年以上、３，４００時間以上等

教育課程

・体系的に教育課程を編成するものとす
る
・事例研究、現地調査又は双方向若しく
は多方向に行われる討論若しくは質疑応
答その他の適切な方法により授業を行う
など適切に配慮
・教授会等において審議

・体系的に教育課程を編成するものとする ・高等学校における教育の基礎の上に、深く専
門的な程度においてふさわしい授業科目を開設
・豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮

・教育課程編成委員会
（専攻分野に関する企
業の役職員等により組
織）を設置して教育課
程を編成

教員組織

［教員組織］
・専門職大学院には、研究科及び専攻の
種類及び規模に応じ、教育上必要な教員
を置く

［教員組織］
・高等専門学校には、学科の種類及び学級
数に応じ、各授業科目を教授するために必
要な相当数の教員（助手を除く。次項及び
第三項において同じ。）を置かなければなら
ない。

・専門科目を担当する専任の教授及び准教
授の数は、一般科目を担当する専任教員
数と専門科目を担当する専任教員数との
合計数の二分の一を下つてはならない。

・高等専門学校は、演習、実験、実習又は
実技を伴う授業科目については、なるべく
助手に補助させるものとする。

※　一学級の学生の数は、四十人を標準と
する。

［教育上の基本組織］
・専修学校には、校長及び相当数の教員を置か
なければならない。

・課程の目的に応じた分野の区分ごとに基本組
織を置く
・基本組織には教育上必要な教員組織その他
を備えなければならない

・必置教員 の数の半数以上は、専任の教員でな
ければならない。

※　一の授業科目について同時に授業を行う生
徒数は、四十人以下とする。ただし、特別の事
由があり、かつ、教育上支障のない場合は、こ
の限りでない。

教員数（注１）
（収容定員２００人のケース）

（注２）

１３人（人文社会科学系）～１９人（自然科
学系）　以上

※医学、歯学は除く。

１７人（文学、教育学・保育学関係：うち
３人は兼任可）～２１人（理学、工学、農
学関係等：うち１人は兼任可）　以上
※医学、歯学、獣医学、薬学の一部は
除く。

８人（文学、家政関係）～１０人（教育学、
保育学、体育関係等）　以上

１８人
（一般科目担当１０人、専門科目担当８人）

６人

校地
（収容定員２００人のケース）

２，０００㎡ ２，０００㎡ ２，０００㎡ 校舎等を保有するに必要な面積の校地

校舎
（収容定員２００人のケース）

（注２）

２，６４４㎡～５，２８９㎡　以上
※医学、歯学は除く。
※体育館、講堂、附属施設等の面積を
含まない。

１，９００㎡～２，５００㎡　以上
※講堂、附属施設等の面積を含まない。

３，３０６㎡　以上

６００㎡（商業実務、服飾・家政、文化・教養）～
７４０㎡（工業、農業、医療、衛生、教育・社会福
祉）
以上

運動場、図書館、研究
室、保健室等の設備

　　　　　　　　　　　　　△
（専門職大学院の施設及び設備その他諸
条件は、専門職大学院の目的に照らし十
分な教育効果をあげることができると認
められるものとする）

　　　　　　　　　　　　　　　△
（専修学校は、校地のほか、目的に応じ、運動
場その他必要な施設の用地を備えなければな
らない。専修学校の校舎には、目的、生徒数又
は課程に応じ、教室（講義室、演習室、実習室
等）、教員室、事務室その他必要な附帯施設を
備えなければならないとともに、なるべく図書
室、保健室、教員研究室等を備えるものとする。
また、目的に応じ、実習場その他の必要な施設
を確保しなければならない。）

自己評価・第三者評価
・自己点検・評価（義務）
・認証評価（機関別）（義務）
・認証評価（分野別）（義務）

・自己評価（義務）
・学校関係者評価（努力義務）

・企業等が参加する学
校関係者評価も義務。

所轄庁 都道府県（国立を除く） （文部科学大臣認定）

学校数 122校 781校 352校 57校 2,812校 470校

設置認可 都道府県による設置認可（国立を除く） 文部科学大臣認定

設置者の要件

・国
・地方公共団体
・経営に必要な経済的基礎を有すること
・設置者（法人の場合は経営担当役員）が経営
に必要な知識又は経験を有すること
・設置者が社会的信望を有すること

各学校種における設置基準等の比較

文部科学大臣による設置認可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・国
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・地方公共団体
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・学校法人

文部科学大臣

・体系的に教育課程を編成するものとする
・専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊
かな人間性を涵養するよう適切に配慮
・教授会等において審議

［教員組織］
・教育研究上の目的を達成するため、教育研究組織の規模並びに授与する学位の
種類及び分野に応じ、必要な教員を置く

［授業科目の担当］
・教育上主要と認める授業科目については原則として専任の教授又は准教授に、
主要授業科目以外の授業科目についてはなるべく専任の教授、准教授、講師又は
助教に担当させる
・演習、実験、実習又は実技を伴う授業科目については、なるべく助手に補助させ
る

目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することによ
り、社会の発展に寄与するものとする。

【教員】
専修学校の専門課程の教員は、次の各号の一
に該当する者でその担当する教育に関し、専門
的な知識、技術、技能等を有するものでなけれ
ばならない。
一 　専修学校の専門課程を修了した後、学
  校、専修学校、各種学校、研究所、病院、工
  場等（以下「学校、研究所等」という。）におい
  てその担当する教育に関する教育、研究又
  は技術に関する業務に従事した者であつて、
  当該専門課程の修業年限と当該業務に従事
  した期間とを通算して六年以上となる者
二 　学士の学位を有する者にあつては二年以
　上、短期大学士の学位又は準学士の称号を
　有する者にあつては四年以上、学校、研究
　所等においてその担当する教育に関する教
　育、研究又は技術に関する業務に従事した者
三 　高等学校（中等教育学校の後期課程を
　含む。）において二年以上主幹教諭、指導教
　諭又は教諭の経験のある者
四 　修士の学位又は学位規則 （昭和二十八
　年文部省令第九号）第五条の二 に規定する
　専門職学位を有する者
五 　特定の分野について、特に優れた知識、
　技術、技能及び経験を有する者
六 　その他前各号に掲げる者と同等以上の
　能力があると認められる者

【教員】
専門職大学院には、前条に規定する教員
のうち次の各号のいずれかに該当し、か
つ、その担当する専門分野に関し高度の
教育上の指導能力があると認められる専
任教員を、専攻ごとに、文部科学大臣が
別に定める数置くものとする。
一 　専攻分野について、教育上又は研
　究上の業績を有する者
二 　専攻分野について、高度の技術・
　技能を有する者
三 　専攻分野について、特に優れた知
　識及び経験を有する者

目　的

教員資格
（主なもの）

○

【教授】
教授となることのできる者は、次の各号
のいずれかに該当し、かつ、大学にお
ける教育を担当するにふさわしい教育
上の能力を有すると認められる者とす
る。
一 　博士の学位（外国において授与さ
　れたこれに相当する学位を含む。）を
　有し、研究上の業績を有する者
二 　研究上の業績が前号の者に準ず
　ると認められる者
三 　学位規則 （昭和二十八年文部省
　令　第九号）第五条の二 に規定する
　専門職学位（外国において授与され
　たこれに相当する学位を含む。）を有
　し、当該専門職学位の専攻分野に
　関する実務上の業績を有する者
四 　大学において教授、准教授又は専
　任の講師の経歴（外国におけるこれら
　に相当する教員としての経歴を含
　む。）のある者
五 　芸術、体育等については、特殊な
　技能に秀でていると認められる者
六 　専攻分野について、特に優れた知
　識及び経験を有すると認められる者

【教授】
教授となることのできる者は、次の各号の
いずれかに該当し、かつ、短期大学にお
ける教育を担当するにふさわしい教育上
の能力を有すると認められる者とする。
一 　博士の学位（外国において授与され
　たこれに相当する学位を含む。）を有
　し、研究上の業績を有する者
二 　研究上の業績が前号の者に準ずる
　と認められる者
三 　学位規則 （昭和二十八年文部省令
　第九号）第五条の二 に規定する専門
　職学位（外国において授与されたこれ
　に相当する学位を含む。）を有し、当該
　専門職学位の専攻分野に関する実務
　上の業績を有する者
四 　芸術上の優れた業績を有すると認
　められる者及び実際的な技術の修得
  を主とする分野にあつては実際的な技
  術に秀でていると認められる者
五 　大学（短期大学を含む。以下同
  じ。）又は高等専門学校において教
  授、准教授又は専任の講師の経歴
 （外国におけるこれらに相当する教員
  としての経歴を含む。）のある者
六 　研究所、試験所、病院等に在職し、
  研究上の業績を有する者
七 　特定の分野について、特に優れた
  知識及び経験を有すると認められる者

【教授】
教授となることのできる者は、次の各号の
いずれかに該当し、かつ、高等専門学校に
おける教育を担当するにふさわしい教育上
の能力を有すると認められる者とする。
一 　博士の学位（外国において授与され
  たこれに相当する学位を含む。）を有す
  る者
二 　学位規則 （昭和二十八年文部省令
  第九号）第五条の二 に規定する専門
  職学位（外国において授与されたこれ
  に相当する学位を含む。）を有し、当該
  専門職学位の専攻分野に関する業務
  についての実績を有する者
三 　大学（短期大学を含む。以下同じ。）
  又は高等専門学校において教授、准
  教授又は専任の講師の経歴（外国に
  おけるこれらに相当する教員としての
  経歴を含む。）のある者
四 　学校、研究所、試験所、調査所等
  に在職し、教育若しくは研究に関する
  実績を有する者又は工場その他の事
  業所に在職し、技術に関する業務につ
  いての実績を有する者
五 　特定の分野について、特に優れた
  知識及び経験を有すると認められる者
六 　前各号に掲げる者と同等以上の能
  力を有すると文部科学大臣が認めた者

・自己点検・評価（義務）
・認証評価（機関別）（義務）

（注１）教員数は専任教員の数を示す。ただし専修学校は、半数以上が専任教員。
（注２）高等専門学校については、入学定員40人のケース。

専門職大学院の目的に照らし十分な教育
効果をあげることができると認められる校
地・校舎
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