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２７文科初第４４３号  

 

 

中  央  教  育  審  議  会  

 

 

教員の免許状授与の所要資格を得させるための大学

の課程の認定について，別紙のとおり申請がありまし

たので，教育職員免許法別表第１備考第５号イの規定

により諮問します。  

 

 

 

平成２７年６月３０日  

 

 

文部科学大臣  

下  村  博  文  
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別 紙 

 

平成２７年度課程認定申請大学等一覧 
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番号 都道府県名 設置者名 大学名 学部等名 学科等名 専攻等名 定員 免　許　状　の　種　類

1 青森県 国立大学法人弘前大学 弘前大学 人文社会科学部 文化創生課程 110 中学校教諭一種免許状（国語）
高等学校教諭一種免許状（国語）
中学校教諭一種免許状（社会）
高等学校教諭一種免許状（地理歴史）
中学校教諭一種免許状（英語）
高等学校教諭一種免許状（英語）

社会経営課程 155 中学校教諭一種免許状（社会）
高等学校教諭一種免許状（公民）
高等学校教諭一種免許状（商業）

理工学部 数物科学科 78 中学校教諭一種免許状（数学）
高等学校教諭一種免許状（数学）
中学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（理科）

物質創成化学科 52 中学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（理科）

地球環境防災学科 65 中学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（理科）

電子情報工学科 55 高等学校教諭一種免許状（情報）
機械科学科 80 高等学校教諭一種免許状（工業）

農学生命科学部 生物学科 40 中学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（農業）

分子生命科学科 40 中学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（農業）

食料資源学科 55 中学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（農業）

国際園芸農学科 50 中学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（農業）

地域環境工学科 30 中学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（農業）

１．国立大学の学部等の課程
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番号 都道府県名 設置者名 大学名 学部等名 学科等名 専攻等名 定員 免　許　状　の　種　類

１．国立大学の学部等の課程

2 岩手県 国立大学法人岩手大学 岩手大学 人文社会科学部 人間文化課程 125 中学校教諭一種免許状（国語）
高等学校教諭一種免許状（国語）
中学校教諭一種免許状（社会）
高等学校教諭一種免許状（地理歴史）
高等学校教諭一種免許状（公民）
高等学校教諭一種免許状（書道）
中学校教諭一種免許状（英語）
高等学校教諭一種免許状（英語）
中学校教諭一種免許状（ドイツ語）
高等学校教諭一種免許状（ドイツ語）
中学校教諭一種免許状（フランス語）
高等学校教諭一種免許状（フランス語）

地域政策課程 75 中学校教諭一種免許状（社会）
高等学校教諭一種免許状（公民）

教育学部 学校教育教員養成課程 160 中学校教諭一種免許状（音楽）
中学校教諭一種免許状（美術）
中学校教諭一種免許状（保健体育）
高等学校教諭一種免許状（音楽）
高等学校教諭一種免許状（美術）
高等学校教諭一種免許状（保健体育）

理工学部 化学・生命理工学科 90 高等学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（工業）

物理・材料理工学科 80 高等学校教諭一種免許状（数学）
高等学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（工業）

システム創成工学科 270 高等学校教諭一種免許状（数学）
高等学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（工業）

農学部 植物生命科学科 40 高等学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（農業）

応用生物化学科 40 高等学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（農業）

森林科学科 30 高等学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（農業）

食料生産環境学科 60 高等学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（農業）

動物科学科 30 高等学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（農業）

3 栃木県 国立大学法人宇都宮大学 宇都宮大学 地域デザイン科学部 コミュニティデザイン学科 50 高等学校教諭一種免許状（公民）
4 千葉県 国立大学法人千葉大学 千葉大学 文学部 人文学科 170 中学校教諭一種免許状（国語）

高等学校教諭一種免許状（国語）
中学校教諭一種免許状（社会）
高等学校教諭一種免許状（地理歴史）
高等学校教諭一種免許状（公民）
中学校教諭一種免許状（英語）
高等学校教諭一種免許状（英語）
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番号 都道府県名 設置者名 大学名 学部等名 学科等名 専攻等名 定員 免　許　状　の　種　類

１．国立大学の学部等の課程

5 東京都 国立大学法人東京工業大学 東京工業大学 理学院 151 中学校教諭一種免許状（数学）
高等学校教諭一種免許状（数学）
中学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（理科）

工学院 358 高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（情報）

物質理工学院 183 中学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（工業）

情報理工学院 92 中学校教諭一種免許状（数学）
高等学校教諭一種免許状（数学）
高等学校教諭一種免許状（情報）

生命理工学院 150 中学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（理科）

環境・社会理工学院 134 高等学校教諭一種免許状（工業）
6 東京都 国立大学法人電気通信大学 電気通信大学 情報理工学部 Ⅰ類 210 中学校教諭一種免許状（数学）

高等学校教諭一種免許状（数学）
高等学校教諭一種免許状（情報）

Ⅱ類 245 中学校教諭一種免許状（数学）
高等学校教諭一種免許状（数学）
中学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（情報）

Ⅲ類 235 中学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（理科）

7 東京都 国立大学法人お茶の水女子大学 お茶の水女子大学 生活科学部 人間生活学科 幼稚園コース 10 幼稚園教諭一種免許状
8 新潟県 国立大学法人長岡技術科学大学 長岡技術科学大学 工学部 環境社会基盤工学課程 13 高等学校教諭一種免許状（工業）
9 福井県 国立大学法人福井大学 福井大学 工学部 機械・システム工学科 155 高等学校教諭一種免許状（工業）

電気電子情報工学科 125 高等学校教諭一種免許状（工業）
建築・都市環境工学科 60 高等学校教諭一種免許状（工業）
物質・生命化学科 135 高等学校教諭一種免許状（理科）
応用物理学科 50 高等学校教諭一種免許状（理科）

10 長野県 国立大学法人信州大学 信州大学 教育学部 学校教育教員養成課程 240 特別支援学校教諭一種免許状（知的障害者）
特別支援学校教諭一種免許状（肢体不自由者）
特別支援学校教諭一種免許状（病弱者）

工学部 物質化学科 95 中学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（工業）

電子情報システム工学科 170 中学校教諭一種免許状（数学）
高等学校教諭一種免許状（数学）
高等学校教諭一種免許状（情報）
高等学校教諭一種免許状（工業）

水環境・土木工学科 60 中学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（工業）

機械システム工学科 100 中学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（工業）

建築学科 60 高等学校教諭一種免許状（工業）
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番号 都道府県名 設置者名 大学名 学部等名 学科等名 専攻等名 定員 免　許　状　の　種　類

１．国立大学の学部等の課程

（国立大学法人信州大学　続き） 繊維学部 先進繊維・感性工学科 65 中学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（工業）

機械・ロボット学科 60 中学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（工業）

化学・材料学科 105 中学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（理科）

応用生物科学科 50 中学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（理科）

11 静岡県 国立大学法人静岡大学 静岡大学 教育学部 学校教育教員養成課程 310 中学校教諭一種免許状（保健）
高等学校教諭一種免許状（保健）
高等学校教諭一種免許状（情報）
養護教諭一種免許状

情報学部 行動情報学科 70 高等学校教諭一種免許状（情報）
農学部 生物資源科学科 115 高等学校教諭一種免許状（理科）

高等学校教諭一種免許状（農業）
応用生命科学科 70 高等学校教諭一種免許状（理科）

12 和歌山県 国立大学法人和歌山大学 和歌山大学 経済学部 経済学科 300 高等学校教諭一種免許状（商業）
システム工学部 システム工学科 305 高等学校教諭一種免許状（工業）

13 山口県 国立大学法人山口大学 山口大学 人文学部 人文学科 185 中学校教諭一種免許状（国語）
高等学校教諭一種免許状（国語）
中学校教諭一種免許状（社会）
高等学校教諭一種免許状（地理歴史）
高等学校教諭一種免許状（公民）
中学校教諭一種免許状（英語）
高等学校教諭一種免許状（英語）

14 徳島県 国立大学法人徳島大学 徳島大学 総合科学部 社会総合科学科 170 中学校教諭一種免許状（国語）
高等学校教諭一種免許状（国語）
中学校教諭一種免許状（社会）
高等学校教諭一種免許状（地理歴史）
高等学校教諭一種免許状（公民）
中学校教諭一種免許状（美術）
高等学校教諭一種免許状（美術）
中学校教諭一種免許状（保健体育）
高等学校教諭一種免許状（保健体育）
高等学校教諭一種免許状（情報）
中学校教諭一種免許状（英語）
高等学校教諭一種免許状（英語）
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番号 都道府県名 設置者名 大学名 学部等名 学科等名 専攻等名 定員 免　許　状　の　種　類

１．国立大学の学部等の課程

（国立大学法人徳島大学　続き） 理工学部 理工学科 （昼間コース） 550 中学校教諭一種免許状（数学）
高等学校教諭一種免許状（数学）
中学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（情報）
高等学校教諭一種免許状（工業）

（夜間主コース） 45 中学校教諭一種免許状（数学）
高等学校教諭一種免許状（数学）
中学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（情報）
高等学校教諭一種免許状（工業）

15 愛媛県 国立大学法人愛媛大学 愛媛大学 法文学部 人文社会学科 （昼間主コース） 275 中学校教諭一種免許状（国語）
高等学校教諭一種免許状（国語）
中学校教諭一種免許状（社会）
高等学校教諭一種免許状（地理歴史）
高等学校教諭一種免許状（公民）
中学校教諭一種免許状（英語）
高等学校教諭一種免許状（英語）

（夜間主コース） 90 中学校教諭一種免許状（国語）
高等学校教諭一種免許状（国語）
中学校教諭一種免許状（社会）
高等学校教諭一種免許状（地理歴史）
高等学校教諭一種免許状（公民）

社会共創学部 地域資源マネジメント学科 50 中学校教諭一種免許状（保健体育）
高等学校教諭一種免許状（保健体育）

農学部 食料生産学科 70 高等学校教諭一種免許状（農業）
生命機能学科 45 中学校教諭一種免許状（理科）

高等学校教諭一種免許状（理科）
生物環境学科 55 中学校教諭一種免許状（理科）

高等学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（農業）

16 高知県 国立大学法人高知大学 高知大学 人文社会科学部 人文社会科学科 275 中学校教諭一種免許状（国語）
高等学校教諭一種免許状（国語）
中学校教諭一種免許状（社会）
高等学校教諭一種免許状（地理歴史）
高等学校教諭一種免許状（公民）
高等学校教諭一種免許状（商業）
中学校教諭一種免許状（英語）
高等学校教諭一種免許状（英語）

農学海洋科学部 農林資源環境科学科 90 中学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（農業）

農芸化学科 45 中学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（理科）

海洋資源科学科 65 中学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（水産）
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番号 都道府県名 設置者名 大学名 学部等名 学科等名 専攻等名 定員 免　許　状　の　種　類

１．国立大学の学部等の課程

17 佐賀県 国立大学法人佐賀大学 佐賀大学 教育学部 学校教育課程 120 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
中学校教諭一種免許状（国語）
中学校教諭一種免許状（社会）
中学校教諭一種免許状（数学）
中学校教諭一種免許状（理科）
中学校教諭一種免許状（音楽）
中学校教諭一種免許状（保健体育）
中学校教諭一種免許状（技術）
中学校教諭一種免許状（家庭）
中学校教諭一種免許状（英語）
高等学校教諭一種免許状（国語）
高等学校教諭一種免許状（地理歴史）
高等学校教諭一種免許状（公民）
高等学校教諭一種免許状（数学）
高等学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（音楽）
高等学校教諭一種免許状（書道）
高等学校教諭一種免許状（保健体育）
高等学校教諭一種免許状（家庭）
高等学校教諭一種免許状（英語）
特別支援学校教諭一種免許状（知的障害者）
特別支援学校教諭一種免許状（肢体不自由者）
特別支援学校教諭一種免許状（病弱者）

芸術地域デザイン学部 芸術地域デザイン学科 110 中学校教諭一種免許状（美術）
高等学校教諭一種免許状（美術）
高等学校教諭一種免許状（工芸）

18 長崎県 国立大学法人長崎大学 長崎大学 環境科学部 環境科学科 130 高等学校教諭一種免許状（公民）
高等学校教諭一種免許状（理科）
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番号 都道府県名 設置者名 大学名 学部等名 学科等名 専攻等名 定員 免　許　状　の　種　類

１．国立大学の学部等の課程

19 大分県 国立大学法人大分大学 大分大学 教育学部 学校教育教員養成課程 141 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
中学校教諭一種免許状（国語）
中学校教諭一種免許状（社会）
中学校教諭一種免許状（数学）
中学校教諭一種免許状（理科）
中学校教諭一種免許状（音楽）
中学校教諭一種免許状（美術）
中学校教諭一種免許状（保健体育）
中学校教諭一種免許状（技術）
中学校教諭一種免許状（家庭）
中学校教諭一種免許状（英語）
高等学校教諭一種免許状（国語）
高等学校教諭一種免許状（数学）
高等学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（音楽）
高等学校教諭一種免許状（美術）
高等学校教諭一種免許状（保健体育）
高等学校教諭一種免許状（家庭）
高等学校教諭一種免許状（英語）
特別支援学校教諭一種免許状（知的障害者）
特別支援学校教諭一種免許状（肢体不自由者）
特別支援学校教諭一種免許状（病弱者）

20 鹿児島県 国立大学法人鹿児島大学 鹿児島大学 農学部 農業生産科学科 75 中学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（農業）

食料生命科学科 70 中学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（農業）

農林環境科学科 60 中学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（農業）
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番号 都道府県名 設置者名 大学名 学部等名 学科等名 定員 免　許　状　の　種　類

1 北海道 名寄市 名寄市立大学 保健福祉学部 社会保育学科 50 幼稚園教諭一種免許状
特別支援学校教諭一種免許状（知的障害者）
特別支援学校教諭一種免許状（肢体不自由者）
特別支援学校教諭一種免許状（病弱者）

2 静岡県 静岡県公立大学法人 静岡県立大学 食品栄養科学部 栄養生命科学科 25 栄養教諭一種免許状
3 愛知県 愛知県公立大学法人 愛知県立大学 情報科学部 情報科学科 90 中学校教諭一種免許状（数学）
4 長崎県 長崎県公立大学法人 長崎県立大学 経営学部 経営学科 140 高等学校教諭一種免許状（商業）

地域創造学部 公共政策学科 120 中学校教諭一種免許状（社会）
高等学校教諭一種免許状（地理歴史）
高等学校教諭一種免許状（公民）

実践経済学科 130 高等学校教諭一種免許状（公民）
国際社会学部 国際社会学科 60 中学校教諭一種免許状（社会）

高等学校教諭一種免許状（公民）

２．公立大学の学部等の課程
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番号 都道府県名 設置者名 大学名 学部等名 学科等名 専攻等名 定員 免　許　状　の　種　類

1 北海道 学校法人千歳科学技術大学 千歳科学技術大学 理工学部 応用化学生物学科 80 中学校教諭一種免許状（理科）
情報システム工学科 80 中学校教諭一種免許状（数学）

高等学校教諭一種免許状（数学）
高等学校教諭一種免許状（情報）

2 宮城県 学校法人栴檀学園 東北福祉大学 教育学部 教育学科 中等教育専攻 40 特別支援学校教諭一種免許状（聴覚障害者）
特別支援学校教諭一種免許状（知的障害者）
特別支援学校教諭一種免許状（肢体不自由者）
特別支援学校教諭一種免許状（病弱者）

3 宮城県 学校法人宮城学院 宮城学院女子大学 生活科学部 食品栄養学科 100 栄養教諭一種免許状
生活文化デザイン学科 60 中学校教諭一種免許状（家庭）

高等学校教諭一種免許状（家庭）
教育学部 教育学科 幼児教育専攻 90 幼稚園教諭一種免許状

児童教育専攻 50 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
特別支援学校教諭一種免許状（知的障害者）
特別支援学校教諭一種免許状（肢体不自由者）
特別支援学校教諭一種免許状（病弱者）

健康教育専攻 30 中学校教諭一種免許状（保健体育）
高等学校教諭一種免許状（保健体育）
養護教諭一種免許状

4 群馬県 学校法人高崎健康福祉大学 高崎健康福祉大学 人間発達学部 子ども教育学科 100 中学校教諭一種免許状（国語）
中学校教諭一種免許状（数学）

5 埼玉県 学校法人文教大学学園 文教大学 教育学部 学校教育課程 250 中学校教諭一種免許状（英語）
高等学校教諭一種免許状（英語）

6 千葉県 学校法人千葉工業大学 千葉工業大学 工学部 機械工学科 140 高等学校教諭一種免許状（工業）
機械電子創成工学科 110 高等学校教諭一種免許状（工業）
先端材料工学科 110 高等学校教諭一種免許状（工業）
電気電子工学科 140 高等学校教諭一種免許状（工業）
応用化学科 110 中学校教諭一種免許状（理科）

高等学校教諭一種免許状（理科）
創造工学部 都市環境工学科 110 高等学校教諭一種免許状（工業）

7 東京都 学校法人学習院 学習院大学 国際社会学部 国際社会学科 200 中学校教諭一種免許状（社会）
高等学校教諭一種免許状（公民）

8 東京都 学校法人工学院大学 工学院大学 先進工学部 生命化学科 70 中学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（理科）

応用化学科 95 中学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（理科）

環境化学科 70 中学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（理科）

応用物理学科 65 中学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（理科）

機械理工学科 65 高等学校教諭一種免許状（工業）
情報学部 情報通信工学科 90 中学校教諭一種免許状（数学）

高等学校教諭一種免許状（数学）
高等学校教諭一種免許状（情報）

システム数理学科 60 中学校教諭一種免許状（数学）
高等学校教諭一種免許状（数学）
高等学校教諭一種免許状（情報）

9 東京都 学校法人白百合学園 白百合女子大学 人間総合学部 初等教育学科 75 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状

３．私立大学の学部等の課程
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番号 都道府県名 設置者名 大学名 学部等名 学科等名 専攻等名 定員 免　許　状　の　種　類

３．私立大学の学部等の課程

10 東京都  学校法人帝京科学大学 帝京科学大学 こども学部 幼児保育学科 100 幼稚園教諭一種免許状
学校教育学科 小学校コース 40 小学校教諭一種免許状

中高理科コース 20 中学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（理科）

中高保健体育コース 40 中学校教諭一種免許状（保健体育）
高等学校教諭一種免許状（保健体育）

11 東京都 学校法人東京家政学院 東京家政学院大学 現代生活学部 児童学科 90 特別支援学校教諭一種免許状（知的障害者）
特別支援学校教諭一種免許状（肢体不自由者）
特別支援学校教諭一種免許状（病弱者）

12 東京都  学校法人東京工芸大学 東京工芸大学 芸術学部 映像学科 80 高等学校教諭一種免許状（情報）
13 東京都 学校法人田村学園 多摩大学 グローバルスタディーズ学部 147 中学校教諭一種免許状（英語）
14 神奈川県 学校法人都築第一学園 横浜薬科大学 薬学部 薬科学科 30 中学校教諭一種免許状（理科）

高等学校教諭一種免許状（理科）
15 石川県 学校法人金沢学院大学 金沢学院大学 経営情報学部 経営情報学科 160 中学校教諭一種免許状（社会）

高等学校教諭一種免許状（公民）
芸術学部 芸術学科 70 中学校教諭一種免許状（美術）

高等学校教諭一種免許状（美術）
高等学校教諭一種免許状（工芸）

人間健康学部 健康栄養学科 80 栄養教諭一種免許状
16 石川県 学校法人稲置学園 金沢星稜大学 人文学部 国際文化学科 75 中学校教諭一種免許状（英語）

高等学校教諭一種免許状（英語）
17 山梨県 学校法人山梨学院 山梨学院大学 スポーツ科学部 スポーツ科学科 170 中学校教諭一種免許状（保健体育）

高等学校教諭一種免許状（保健体育）
18 愛知県 学校法人愛知淑徳学園 愛知淑徳大学 グローバル・コミュニケーション学部 60 中学校教諭一種免許状（英語）

高等学校教諭一種免許状（英語）
19 愛知県 学校法人中部大学 中部大学 経営情報学部 経営総合学科 300 高等学校教諭一種免許状（商業）

国際関係学部 国際学科 140 高等学校教諭一種免許状（公民）
高等学校教諭一種免許状（地理歴史）

20 愛知県 学校法人名城大学 名城大学 外国語学部 国際英語学科 130 中学校教諭一種免許状（英語）
高等学校教諭一種免許状（英語）

21 滋賀県 学校法人大阪成蹊学園 びわこ成蹊スポーツ大学 スポーツ学部 スポーツ学科 280 中学校教諭一種免許状（保健体育）
高等学校教諭一種免許状（保健体育）

22 京都府 学校法人佛教教育学園 京都華頂大学 現代家政学部 食物栄養学科 60 栄養教諭一種免許状
23 京都府 学校法人京都産業大学 京都産業大学 文化学部 京都文化学科 100 中学校教諭一種免許状（社会）

高等学校教諭一種免許状（地理歴史）
理学部 宇宙物理・気象学科 40 中学校教諭一種免許状（理科）

高等学校教諭一種免許状（理科）
24 京都府 学校法人立命館 立命館大学 総合心理学部 総合心理学科 280 高等学校教諭一種免許状（公民）
25 京都府 学校法人龍谷大学 龍谷大学 文学部 歴史学科 文化遺産学専攻 44 中学校教諭一種免許状（社会）

高等学校教諭一種免許状（地理歴史）
社会学部 現代福祉学科 180 中学校教諭一種免許状（社会）

高等学校教諭一種免許状（公民）
高等学校教諭一種免許状（福祉）
特別支援学校教諭一種免許状（知的障害者）
特別支援学校教諭一種免許状（肢体不自由者）
特別支援学校教諭一種免許状（病弱者）

26 大阪府 学校法人薫英学園 大阪人間科学大学 人間科学部 健康心理学科 90 特別支援学校教諭一種免許状（知的障害者）
特別支援学校教諭一種免許状（肢体不自由者）
特別支援学校教諭一種免許状（病弱者）

27 大阪府 学校法人玉手山学園 関西福祉科学大学 教育学部 教育学科 子ども教育専攻 50 幼稚園教諭一種免許状
発達支援教育専攻 50 小学校教諭一種免許状

特別支援学校教諭一種免許状（知的障害者）
特別支援学校教諭一種免許状（肢体不自由者）
特別支援学校教諭一種免許状（病弱者）

グローバル・コミュニケーション学科

グローバルスタディーズ学科
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番号 都道府県名 設置者名 大学名 学部等名 学科等名 専攻等名 定員 免　許　状　の　種　類

３．私立大学の学部等の課程

28 大阪府 学校法人近畿大学 近畿大学 国際学部 国際学科 500 中学校教諭一種免許状（英語）
高等学校教諭一種免許状（英語）

29 大阪府 学校法人プール学院 プール学院大学 教育学部 教育学科 170 養護教諭一種免許状
30 兵庫県 学校法人大手前学園 大手前大学 健康栄養学部 管理栄養学科 80 栄養教諭一種免許状
31 兵庫県 学校法人神戸学院 神戸学院大学 栄養学部 95 栄養教諭一種免許状
32 兵庫県 学校法人睦学園 兵庫大学 現代ビジネス学部 現代ビジネス学科 120 高等学校教諭一種免許状（公民）

高等学校教諭一種免許状（商業）
33 岡山県 学校法人加計学園 岡山理科大学 教育学部 初等教育学科 70 小学校教諭一種免許状

中等教育学科 60 中学校教諭一種免許状（国語）
高等学校教諭一種免許状（国語）
中学校教諭一種免許状（英語）
高等学校教諭一種免許状（英語）

34 広島県 学校法人鶴学園 広島工業大学 工学部 環境土木工学科 70 高等学校教諭一種免許状（工業）
環境学部 建築デザイン学科 100 高等学校教諭一種免許状（工業）

35 広島県 学校法人修道学園 広島修道大学 人文学部 教育学科 100 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
中学校教諭一種免許状（社会）
高等学校教諭一種免許状（地理歴史）
特別支援学校教諭一種免許状（知的障害者）
特別支援学校教諭一種免許状（肢体不自由者）
特別支援学校教諭一種免許状（病弱者）

36 広島県 学校法人安田学園 安田女子大学 教育学部 児童教育学科 150 養護教諭一種免許状
37 山口県 学校法人梅光学院 梅光学院大学 文学部 人文学科 日本文学・文芸創作専攻 50 中学校教諭一種免許状（国語）

高等学校教諭一種免許状（国語）
高等学校教諭一種免許状（書道）

38 山口県 学校法人宇部学園 山口学芸大学 教育学部 教育学科 中等教育専攻 10 中学校教諭一種免許状（英語）
高等学校教諭一種免許状（英語）

39 福岡県 学校法人中村産業学園 九州産業大学 芸術学部 芸術表現学科 65 中学校教諭一種免許状（美術）
高等学校教諭一種免許状（美術）
高等学校教諭一種免許状（工芸）

写真・映像メディア学科 50 中学校教諭一種免許状（美術）
高等学校教諭一種免許状（美術）

ビジュアルデザイン学科 75 中学校教諭一種免許状（美術）
高等学校教諭一種免許状（美術）
高等学校教諭一種免許状（工芸）

生活環境デザイン学科 70 中学校教諭一種免許状（美術）
高等学校教諭一種免許状（美術）
高等学校教諭一種免許状（工芸）

ソーシャルデザイン学科 40 中学校教諭一種免許状（美術）
高等学校教諭一種免許状（美術）
高等学校教諭一種免許状（工芸）
高等学校教諭一種免許状（情報）

40 福岡県 学校法人都築育英学園 日本経済大学 経営学部 経営学科 1000 高等学校教諭一種免許状（商業）

栄養学科（うち管理栄養学専攻）

11
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番号 都道府県名 設置者名 大学名 学科等名 定員 免　許　状　の　種　類

1 福島県 公立大学法人会津大学 会津大学短期大学部 幼児教育学科 50 幼稚園教諭二種免許状

2 静岡県 静岡県公立大学法人 静岡県立大学短期大学部 こども学科 30 幼稚園教諭二種免許状

４．公立短期大学の学部等の課程

12- 17 -- 17 -



番号 都道府県名 設置者名 大学名 学科等名 専攻等名 定員 免　許　状　の　種　類

1 宮城県 学校法人聖和学園 聖和学園短期大学 保育学科 90 幼稚園教諭二種免許状

2 群馬県 学校法人茶屋四郎次郎記念学園 東京福祉大学短期大学部 こども学科 保育・幼児教育専攻 48 幼稚園教諭二種免許状

こども教育・保育専攻 18 幼稚園教諭二種免許状

小学校教諭二種免許状

3 京都府 学校法人池坊学園 池坊短期大学 幼児保育学科 100 幼稚園教諭二種免許状

4 大阪府 学校法人大阪成蹊学園 大阪成蹊短期大学 生活デザイン学科 50 中学校教諭二種免許状（家庭）

栄養学科 120 栄養教諭二種免許状

５．私立短期大学の学部等の課程

13- 18 -- 18 -



番号 都道府県名 設置者名 大学名 学科等名 通信教育部 専攻等名 定員 免　許　状　の　種　類

1 群馬県 学校法人茶屋四郎次郎記念学園 東京福祉大学短期大学部 こども学科 通信教育課程 幼児教育専攻 150 幼稚園教諭二種免許状

こども教育・保育専攻 200 幼稚園教諭二種免許状

６．私立短期大学の学部等の通信課程
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番号 都道府県名 設置者名 大学名 研究科等名 専攻等名 専修等名 定員 免　許　状　の　種　類
1 岩手県 国立大学法人岩手大学 岩手大学 教育学研究科 教職実践専攻 16 幼稚園教諭専修免許状

小学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状（国語）
中学校教諭専修免許状（社会）
中学校教諭専修免許状（数学）
中学校教諭専修免許状（理科）
中学校教諭専修免許状（音楽）
中学校教諭専修免許状（美術）
中学校教諭専修免許状（保健体育）
中学校教諭専修免許状（保健）
中学校教諭専修免許状（技術）
中学校教諭専修免許状（家庭）
中学校教諭専修免許状（英語）
中学校教諭専修免許状（ドイツ語）
中学校教諭専修免許状（フランス語）
中学校教諭専修免許状（中国語）
高等学校教諭専修免許状（国語）
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）
高等学校教諭専修免許状（公民）
高等学校教諭専修免許状（数学）
高等学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（音楽）
高等学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（工芸）
高等学校教諭専修免許状（書道）
高等学校教諭専修免許状（保健体育）
高等学校教諭専修免許状（保健）
高等学校教諭専修免許状（家庭）
高等学校教諭専修免許状（情報）
高等学校教諭専修免許状（農業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（商業）
高等学校教諭専修免許状（水産）
高等学校教諭専修免許状（英語）
高等学校教諭専修免許状（ドイツ語）
高等学校教諭専修免許状（フランス語）
高等学校教諭専修免許状（中国語）
特別支援学校教諭専修免許状（知的障害者）
特別支援学校教諭専修免許状（肢体不自由者）
特別支援学校教諭専修免許状（病弱者）

７．国立大学の大学院の課程

15
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番号 都道府県名 設置者名 大学名 研究科等名 専攻等名 専修等名 定員 免　許　状　の　種　類

７．国立大学の大学院の課程

2 秋田県 国立大学法人秋田大学 秋田大学 教育学研究科 教職実践専攻 20 幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状（国語）
中学校教諭専修免許状（社会）
中学校教諭専修免許状（数学）
中学校教諭専修免許状（理科）
中学校教諭専修免許状（音楽）
中学校教諭専修免許状（美術）
中学校教諭専修免許状（保健体育）
中学校教諭専修免許状（技術）
中学校教諭専修免許状（家庭）
中学校教諭専修免許状（英語）
高等学校教諭専修免許状（国語）
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）
高等学校教諭専修免許状（公民）
高等学校教諭専修免許状（数学）
高等学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（音楽）
高等学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（保健体育）
高等学校教諭専修免許状（家庭）
高等学校教諭専修免許状（情報）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（英語）
特別支援学校教諭専修免許状（知的障害者）
特別支援学校教諭専修免許状（肢体不自由者）
特別支援学校教諭専修免許状（病弱者）

理工学研究科 生命科学専攻 15 高等学校教諭専修免許状（理科）
物質科学専攻 42 高等学校教諭専修免許状（理科）

高等学校教諭専修免許状（工業）
数理・電気電子情報学専攻 45 高等学校教諭専修免許状（数学）

高等学校教諭専修免許状（工業）
システムデザイン工学専攻 36 高等学校教諭専修免許状（工業）

3 宮城県 国立大学法人東北大学 東北大学 環境科学研究科 先進社会環境学専攻 40 中学校教諭専修免許状（社会）
高等学校教諭専修免許状（公民）

先端環境創成学専攻 60 中学校教諭専修免許状（社会）
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）
中学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（理科）
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番号 都道府県名 設置者名 大学名 研究科等名 専攻等名 専修等名 定員 免　許　状　の　種　類

７．国立大学の大学院の課程

4 茨城県 国立大学法人茨城大学 茨城大学 教育学研究科 教育実践高度化専攻 15 幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状（国語）
中学校教諭専修免許状（社会）
中学校教諭専修免許状（数学）
中学校教諭専修免許状（理科）
中学校教諭専修免許状（音楽）
中学校教諭専修免許状（美術）
中学校教諭専修免許状（保健体育）
中学校教諭専修免許状（保健）
中学校教諭専修免許状（技術）
中学校教諭専修免許状（家庭）
中学校教諭専修免許状（職業指導）
中学校教諭専修免許状（英語）
高等学校教諭専修免許状（国語）
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）
高等学校教諭専修免許状（公民）
高等学校教諭専修免許状（数学）
高等学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（音楽）
高等学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（工芸）
高等学校教諭専修免許状（書道）
高等学校教諭専修免許状（保健体育）
高等学校教諭専修免許状（保健）
高等学校教諭専修免許状（家庭）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（職業指導）
高等学校教諭専修免許状（英語）
養護教諭専修免許状

5 茨城県 国立大学法人筑波大学 筑波大学 教育研究科 20 小学校教諭専修免許状
人間総合科学研究科 教育学専攻 18 小学校教諭専修免許状

スクールリーダーシップ開発専攻
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番号 都道府県名 設置者名 大学名 研究科等名 専攻等名 専修等名 定員 免　許　状　の　種　類

７．国立大学の大学院の課程

6 埼玉県 国立大学法人埼玉大学 埼玉大学 教育学研究科 教職実践専攻 20 小学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状（国語）
中学校教諭専修免許状（社会）
中学校教諭専修免許状（数学）
中学校教諭専修免許状（理科）
中学校教諭専修免許状（音楽）
中学校教諭専修免許状（美術）
中学校教諭専修免許状（保健体育）
中学校教諭専修免許状（保健）
中学校教諭専修免許状（技術）
中学校教諭専修免許状（家庭）
中学校教諭専修免許状（英語）
高等学校教諭専修免許状（国語）
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）
高等学校教諭専修免許状（公民）
高等学校教諭専修免許状（数学）
高等学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（音楽）
高等学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（工芸）
高等学校教諭専修免許状（書道）
高等学校教諭専修免許状（保健体育）
高等学校教諭専修免許状（保健）
高等学校教諭専修免許状（看護）
高等学校教諭専修免許状（家庭）
高等学校教諭専修免許状（情報）
高等学校教諭専修免許状（農業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（商業）
高等学校教諭専修免許状（福祉）
高等学校教諭専修免許状（英語）
特別支援学校教諭専修免許状（知的障害者）
特別支援学校教諭専修免許状（肢体不自由者）
特別支援学校教諭専修免許状（病弱者）
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番号 都道府県名 設置者名 大学名 研究科等名 専攻等名 専修等名 定員 免　許　状　の　種　類

７．国立大学の大学院の課程

7 千葉県 国立大学法人千葉大学 千葉大学 教育学研究科 学校教育学専攻 59 幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状（国語）
中学校教諭専修免許状（社会）
中学校教諭専修免許状（数学）
中学校教諭専修免許状（理科）
中学校教諭専修免許状（音楽）
中学校教諭専修免許状（美術）
中学校教諭専修免許状（保健体育）
中学校教諭専修免許状（保健）
中学校教諭専修免許状（技術）
中学校教諭専修免許状（家庭）
中学校教諭専修免許状（英語）
高等学校教諭専修免許状（国語）
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）
高等学校教諭専修免許状（公民）
高等学校教諭専修免許状（数学）
高等学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（音楽）
高等学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（工芸）
高等学校教諭専修免許状（書道）
高等学校教諭専修免許状（保健体育）
高等学校教諭専修免許状（保健）
高等学校教諭専修免許状（家庭）
高等学校教諭専修免許状（情報）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（英語）
養護教諭専修免許状
特別支援学校専修免許状（知的障害者）

高度教職実践専攻 20 幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状（国語）
中学校教諭専修免許状（社会）
中学校教諭専修免許状（数学）
中学校教諭専修免許状（理科）
中学校教諭専修免許状（音楽）
中学校教諭専修免許状（美術）
中学校教諭専修免許状（保健体育）
中学校教諭専修免許状（保健）
中学校教諭専修免許状（技術）
中学校教諭専修免許状（家庭）
中学校教諭専修免許状（英語）
高等学校教諭専修免許状（国語）
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）
高等学校教諭専修免許状（公民）
高等学校教諭専修免許状（数学）
高等学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（音楽）
高等学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（工芸）
高等学校教諭専修免許状（書道）
高等学校教諭専修免許状（保健体育）
高等学校教諭専修免許状（保健）
高等学校教諭専修免許状（家庭）
高等学校教諭専修免許状（情報）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（英語）
養護教諭専修免許状

19
- 24 -- 24 -



番号 都道府県名 設置者名 大学名 研究科等名 専攻等名 専修等名 定員 免　許　状　の　種　類

７．国立大学の大学院の課程

8 東京都 国立大学法人東京外国語大学 東京外国語大学 総合国際学研究科 世界言語社会専攻 102 中学校教諭専修免許状（英語）
高等学校教諭専修免許状（英語）
中学校教諭専修免許状（社会）
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）

9 東京都 国立大学法人東京芸術大学 東京芸術大学 音楽研究科 オペラ専攻 10 中学校教諭専修免許状（音楽）
高等学校教諭専修免許状（音楽）

10 東京都 国立大学法人東京工業大学 東京工業大学 理学院 154 中学校教諭専修免許状（数学）
高等学校教諭専修免許状（数学）
中学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（理科）

工学院 477 高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（情報）

物質理工学院 347 中学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（工業）

情報理工学院 135 中学校教諭専修免許状（数学）
高等学校教諭専修免許状（数学）
高等学校教諭専修免許状（情報）

生命理工学院 168 中学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（理科）

環境・社会理工学院 263 高等学校教諭専修免許状（工業）
11 東京都 国立大学法人お茶の水女子大学 お茶の水女子大学 人間文化創成科学研究科 生活工学共同専攻 7 中学校教諭専修免許状（家庭）

高等学校教諭専修免許状（家庭）
12 東京都 国立大学法人電気通信大学 電気通信大学 情報理工学研究科 情報学専攻 110 高等学校専修免許状（数学）

高等学校専修免許状（情報）
情報・ネットワーク工学専攻 150 高等学校専修免許状（数学）

高等学校専修免許状（情報）
機械知能システム学専攻 105 高等学校専修免許状（理科）
基盤理工学専攻 135 高等学校専修免許状（理科）
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番号 都道府県名 設置者名 大学名 研究科等名 専攻等名 専修等名 定員 免　許　状　の　種　類

７．国立大学の大学院の課程

13 新潟県 国立大学法人新潟大学 新潟大学 教育学研究科 教育実践開発専攻 15 幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状（国語）
中学校教諭専修免許状（社会）
中学校教諭専修免許状（数学）
中学校教諭専修免許状（理科）
中学校教諭専修免許状（音楽）
中学校教諭専修免許状（美術）
中学校教諭専修免許状（保健体育）
中学校教諭専修免許状（保健）
中学校教諭専修免許状（技術）
中学校教諭専修免許状（家庭）
中学校教諭専修免許状（職業指導）
中学校教諭専修免許状（英語）
中学校教諭専修免許状（ドイツ語）
中学校教諭専修免許状（フランス語）
中学校教諭専修免許状（ロシア語）
中学校教諭専修免許状（中国語）
高等学校教諭専修免許状（国語）
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）
高等学校教諭専修免許状（公民）
高等学校教諭専修免許状（数学）
高等学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（音楽）
高等学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（工芸）
高等学校教諭専修免許状（書道）
高等学校教諭専修免許状（保健体育）
高等学校教諭専修免許状（保健）
高等学校教諭専修免許状（看護）
高等学校教諭専修免許状（家庭）
高等学校教諭専修免許状（情報）
高等学校教諭専修免許状（農業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（商業）
高等学校教諭専修免許状（水産）
高等学校教諭専修免許状（福祉）
高等学校教諭専修免許状（商船）
高等学校教諭専修免許状（職業指導）
高等学校教諭専修免許状（英語）
高等学校教諭専修免許状（ドイツ語）
高等学校教諭専修免許状（フランス語）
高等学校教諭専修免許状（ロシア語）
高等学校教諭専修免許状（中国語）
養護教諭専修免許状
栄養教諭専修免許状

14 新潟県 国立大学法人長岡技術科学大学 長岡技術科学大学 工学研究科 環境社会基盤工学専攻 60 高等学校教諭専修免許状（工業）

21
- 26 -- 26 -



番号 都道府県名 設置者名 大学名 研究科等名 専攻等名 専修等名 定員 免　許　状　の　種　類

７．国立大学の大学院の課程

15 新潟県 国立大学法人上越教育大学 上越教育大学 学校教育研究科 教育実践高度化専攻 （教育臨床コース） 60 幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状（国語）
中学校教諭専修免許状（社会）
中学校教諭専修免許状（数学）
中学校教諭専修免許状（理科）
中学校教諭専修免許状（音楽）
中学校教諭専修免許状（美術）
中学校教諭専修免許状（保健体育）
中学校教諭専修免許状（保健）
中学校教諭専修免許状（技術）
中学校教諭専修免許状（家庭）
中学校教諭専修免許状（職業）
中学校教諭専修免許状（職業指導）
中学校教諭専修免許状（英語）
中学校教諭専修免許状（ドイツ語）
中学校教諭専修免許状（フランス語）
中学校教諭専修免許状（宗教）
高等学校教諭専修免許状（国語）
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）
高等学校教諭専修免許状（公民）
高等学校教諭専修免許状（数学）
高等学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（音楽）
高等学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（工芸）
高等学校教諭専修免許状（書道）
高等学校教諭専修免許状（保健体育）
高等学校教諭専修免許状（保健）
高等学校教諭専修免許状（看護）
高等学校教諭専修免許状（家庭）
高等学校教諭専修免許状（情報）
高等学校教諭専修免許状（農業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（商業）
高等学校教諭専修免許状（水産）
高等学校教諭専修免許状（福祉）
高等学校教諭専修免許状（商船）
高等学校教諭専修免許状（職業指導）
高等学校教諭専修免許状（英語）
高等学校教諭専修免許状（ドイツ語）
高等学校教諭専修免許状（フランス語）
高等学校教諭専修免許状（宗教）

22
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番号 都道府県名 設置者名 大学名 研究科等名 専攻等名 専修等名 定員 免　許　状　の　種　類

７．国立大学の大学院の課程

（国立大学法人上越教育大学　続き） （教育経営コース） 幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状（国語）
中学校教諭専修免許状（社会）
中学校教諭専修免許状（数学）
中学校教諭専修免許状（理科）
中学校教諭専修免許状（音楽）
中学校教諭専修免許状（美術）
中学校教諭専修免許状（保健体育）
中学校教諭専修免許状（保健）
中学校教諭専修免許状（技術）
中学校教諭専修免許状（家庭）
中学校教諭専修免許状（職業）
中学校教諭専修免許状（職業指導）
中学校教諭専修免許状（英語）
中学校教諭専修免許状（ドイツ語）
中学校教諭専修免許状（フランス語）
中学校教諭専修免許状（宗教）
高等学校教諭専修免許状（国語）
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）
高等学校教諭専修免許状（公民）
高等学校教諭専修免許状（数学）
高等学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（音楽）
高等学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（工芸）
高等学校教諭専修免許状（書道）
高等学校教諭専修免許状（保健体育）
高等学校教諭専修免許状（保健）
高等学校教諭専修免許状（看護）
高等学校教諭専修免許状（家庭）
高等学校教諭専修免許状（情報）
高等学校教諭専修免許状（農業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（商業）
高等学校教諭専修免許状（水産）
高等学校教諭専修免許状（福祉）
高等学校教諭専修免許状（商船）
高等学校教諭専修免許状（職業指導）
高等学校教諭専修免許状（英語）
高等学校教諭専修免許状（ドイツ語）
高等学校教諭専修免許状（フランス語）
高等学校教諭専修免許状（宗教）

23
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番号 都道府県名 設置者名 大学名 研究科等名 専攻等名 専修等名 定員 免　許　状　の　種　類

７．国立大学の大学院の課程

（国立大学法人上越教育大学　続き） （教育経営コース（１年制プログラム）） 幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状（国語）
中学校教諭専修免許状（社会）
中学校教諭専修免許状（数学）
中学校教諭専修免許状（理科）
中学校教諭専修免許状（音楽）
中学校教諭専修免許状（美術）
中学校教諭専修免許状（保健体育）
中学校教諭専修免許状（保健）
中学校教諭専修免許状（技術）
中学校教諭専修免許状（家庭）
中学校教諭専修免許状（職業）
中学校教諭専修免許状（職業指導）
中学校教諭専修免許状（英語）
中学校教諭専修免許状（ドイツ語）
中学校教諭専修免許状（フランス語）
中学校教諭専修免許状（宗教）
高等学校教諭専修免許状（国語）
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）
高等学校教諭専修免許状（公民）
高等学校教諭専修免許状（数学）
高等学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（音楽）
高等学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（工芸）
高等学校教諭専修免許状（書道）
高等学校教諭専修免許状（保健体育）
高等学校教諭専修免許状（保健）
高等学校教諭専修免許状（看護）
高等学校教諭専修免許状（家庭）
高等学校教諭専修免許状（情報）
高等学校教諭専修免許状（農業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（商業）
高等学校教諭専修免許状（水産）
高等学校教諭専修免許状（福祉）
高等学校教諭専修免許状（商船）
高等学校教諭専修免許状（職業指導）
高等学校教諭専修免許状（英語）
高等学校教諭専修免許状（ドイツ語）
高等学校教諭専修免許状（フランス語）
高等学校教諭専修免許状（宗教）

24
- 29 -- 29 -



番号 都道府県名 設置者名 大学名 研究科等名 専攻等名 専修等名 定員 免　許　状　の　種　類

７．国立大学の大学院の課程

16 富山県 国立大学法人富山大学 富山大学 教職実践開発研究科 教職実践開発専攻 14 小学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状（国語）
中学校教諭専修免許状（社会）
中学校教諭専修免許状（数学）
中学校教諭専修免許状（理科）
中学校教諭専修免許状（音楽）
中学校教諭専修免許状（美術）
中学校教諭専修免許状（保健体育）
中学校教諭専修免許状（保健）
中学校教諭専修免許状（技術）
中学校教諭専修免許状（家庭）
中学校教諭専修免許状（職業）
中学校教諭専修免許状（職業指導）
中学校教諭専修免許状（英語）
中学校教諭専修免許状（ドイツ語）
中学校教諭専修免許状（フランス語）
中学校教諭専修免許状（中国語）
中学校教諭専修免許状（ロシア語）
中学校教諭専修免許状（宗教）
高等学校教諭専修免許状（国語）
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）
高等学校教諭専修免許状（公民）
高等学校教諭専修免許状（数学）
高等学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（音楽）
高等学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（工芸）
高等学校教諭専修免許状（書道）
高等学校教諭専修免許状（保健体育）
高等学校教諭専修免許状（保健）
高等学校教諭専修免許状（看護）
高等学校教諭専修免許状（家庭）
高等学校教諭専修免許状（情報）
高等学校教諭専修免許状（農業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（商業）
高等学校教諭専修免許状（水産）
高等学校教諭専修免許状（福祉）
高等学校教諭専修免許状（商船）
高等学校教諭専修免許状（職業指導）
高等学校教諭専修免許状（英語）
高等学校教諭専修免許状（ドイツ語）
高等学校教諭専修免許状（フランス語）
高等学校教諭専修免許状（中国語）
高等学校教諭専修免許状（ロシア語）
高等学校教諭専修免許状（宗教）

25
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番号 都道府県名 設置者名 大学名 研究科等名 専攻等名 専修等名 定員 免　許　状　の　種　類

７．国立大学の大学院の課程

17 石川県 国立大学法人金沢大学 金沢大学 教職実践研究科 教職実践高度化専攻 15 幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状（国語）
中学校教諭専修免許状（社会）
中学校教諭専修免許状（数学）
中学校教諭専修免許状（理科）
中学校教諭専修免許状（音楽）
中学校教諭専修免許状（美術）
中学校教諭専修免許状（保健体育）
中学校教諭専修免許状（保健）
中学校教諭専修免許状（技術）
中学校教諭専修免許状（家庭）
中学校教諭専修免許状（職業）
中学校教諭専修免許状（職業指導）
中学校教諭専修免許状（英語）
中学校教諭専修免許状（ドイツ語）
中学校教諭専修免許状（フランス語）
中学校教諭専修免許状（中国語）
中学校教諭専修免許状（宗教）
高等学校教諭専修免許状（国語）
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）
高等学校教諭専修免許状（公民）
高等学校教諭専修免許状（数学）
高等学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（音楽）
高等学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（工芸）
高等学校教諭専修免許状（書道）
高等学校教諭専修免許状（保健体育）
高等学校教諭専修免許状（保健）
高等学校教諭専修免許状（看護）
高等学校教諭専修免許状（家庭）
高等学校教諭専修免許状（職業指導）
高等学校教諭専修免許状（情報）
高等学校教諭専修免許状（農業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（商業）
高等学校教諭専修免許状（水産）
高等学校教諭専修免許状（福祉）
高等学校教諭専修免許状（商船）
高等学校教諭専修免許状（英語）
高等学校教諭専修免許状（ドイツ語）
高等学校教諭専修免許状（フランス語）
高等学校教諭専修免許状（中国語）
高等学校教諭専修免許状（宗教）

18 福井県 国立大学法人福井大学 福井大学 工学研究科 物理工学専攻 18 高等学校教諭専修免許状（理科）
19 山梨県 国立大学法人山梨大学 山梨大学 総合教育部 工学専攻 181 高等学校教諭専修免許状（工業）
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番号 都道府県名 設置者名 大学名 研究科等名 専攻等名 専修等名 定員 免　許　状　の　種　類

７．国立大学の大学院の課程

20 長野県 国立大学法人信州大学 信州大学 教育学研究科 学校教育専攻 20 幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状（国語）
中学校教諭専修免許状（社会）
中学校教諭専修免許状（数学）
中学校教諭専修免許状（理科）
中学校教諭専修免許状（音楽）
中学校教諭専修免許状（美術）
中学校教諭専修免許状（保健体育）
中学校教諭専修免許状（技術）
中学校教諭専修免許状（家庭）
中学校教諭専修免許状（英語）
高等学校教諭専修免許状（国語）
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）
高等学校教諭専修免許状（公民）
高等学校教諭専修免許状（数学）
高等学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（音楽）
高等学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（工芸）
高等学校教諭専修免許状（書道）
高等学校教諭専修免許状（保健体育）
高等学校教諭専修免許状（家庭）
高等学校教諭専修免許状（英語）
特別支援学校教諭専修免許状（知的障害者）
特別支援学校教諭専修免許状（肢体不自由者）
特別支援学校教諭専修免許状（病弱者）

高度教職実践専攻 20 幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状（国語）
中学校教諭専修免許状（社会）
中学校教諭専修免許状（数学）
中学校教諭専修免許状（理科）
中学校教諭専修免許状（音楽）
中学校教諭専修免許状（美術）
中学校教諭専修免許状（保健体育）
中学校教諭専修免許状（技術）
中学校教諭専修免許状（家庭）
中学校教諭専修免許状（英語）
高等学校教諭専修免許状（国語）
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）
高等学校教諭専修免許状（公民）
高等学校教諭専修免許状（数学）
高等学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（音楽）
高等学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（工芸）
高等学校教諭専修免許状（書道）
高等学校教諭専修免許状（保健体育）
高等学校教諭専修免許状（家庭）
高等学校教諭専修免許状（英語）

総合理工学研究科 理学専攻 75 中学校教諭専修免許状（数学）
高等学校教諭専修免許状（数学）
中学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（理科）

工学専攻 240 中学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（情報）
高等学校教諭専修免許状（工業）

繊維学専攻 160 中学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（工業）
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番号 都道府県名 設置者名 大学名 研究科等名 専攻等名 専修等名 定員 免　許　状　の　種　類

７．国立大学の大学院の課程

（国立大学法人信州大学　続き） 農学専攻 65 中学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（農業）

生命医工学専攻 35 中学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（理科）

21 京都府 国立大学法人京都工芸繊維大学 京都工芸繊維大学 工芸科学研究科 機械物理学専攻 37 中学校教諭専修免許状（数学）
高等学校教諭専修免許状（数学）

機械設計学専攻 30 中学校教諭専修免許状（数学）
高等学校教諭専修免許状（数学）

22 大阪府 国立大学法人大阪大学 大阪大学 人間科学研究科 人間科学専攻 89 中学校専修免許状（社会）
高等学校専修免許状（地理歴史）
高等学校専修免許状（公民）

23 奈良県 国立大学法人奈良教育大学 奈良教育大学 教育学研究科 人間発達専攻 9 幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状（国語）
中学校教諭専修免許状（社会）
中学校教諭専修免許状（数学）
中学校教諭専修免許状（理科）
中学校教諭専修免許状（音楽）
中学校教諭専修免許状（美術）
中学校教諭専修免許状（保健体育）
中学校教諭専修免許状（技術）
中学校教諭専修免許状（家庭）
中学校教諭専修免許状（英語）
高等学校教諭専修免許状（国語）
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）
高等学校教諭専修免許状（公民）
高等学校教諭専修免許状（数学）
高等学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（音楽）
高等学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（書道）
高等学校教諭専修免許状（保健体育）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（家庭）
高等学校教諭専修免許状（英語）
特別支援学校教諭専修免許状（知的障害者）
特別支援学校教諭専修免許状（肢体不自由者）
特別支援学校教諭専修免許状（病弱者）

教職開発専攻 25 特別支援学校教諭専修免許状（知的障害者）
特別支援学校教諭専修免許状（肢体不自由者）
特別支援学校教諭専修免許状（病弱者）

24 奈良県 国立大学法人奈良女子大学 奈良女子大学 人間文化研究科 生活工学共同専攻 7 中学校教諭専修免許状（家庭）
高等学校教諭専修免許状（家庭）
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番号 都道府県名 設置者名 大学名 研究科等名 専攻等名 専修等名 定員 免　許　状　の　種　類

７．国立大学の大学院の課程

25 和歌山県 国立大学法人和歌山大学 和歌山大学 教育学研究科 学校教育専攻 30 幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状（国語）
中学校教諭専修免許状（社会）
中学校教諭専修免許状（数学）
中学校教諭専修免許状（理科）
中学校教諭専修免許状（音楽）
中学校教諭専修免許状（美術）
中学校教諭専修免許状（保健体育）
中学校教諭専修免許状（技術）
中学校教諭専修免許状（家庭）
中学校教諭専修免許状（英語）
高等学校教諭専修免許状（国語）
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）
高等学校教諭専修免許状（公民）
高等学校教諭専修免許状（数学）
高等学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（音楽）
高等学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（保健体育）
高等学校教諭専修免許状（家庭）
高等学校教諭専修免許状（英語）
特別支援学校教諭専修免許状（知的障害者）
特別支援学校教諭専修免許状（肢体不自由者）
特別支援学校教諭専修免許状（病弱者）
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番号 都道府県名 設置者名 大学名 研究科等名 専攻等名 専修等名 定員 免　許　状　の　種　類

７．国立大学の大学院の課程

（国立大学法人和歌山大学　続き） 教職開発専攻 15 小学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状（国語）
中学校教諭専修免許状（社会）
中学校教諭専修免許状（数学）
中学校教諭専修免許状（理科）
中学校教諭専修免許状（音楽）
中学校教諭専修免許状（美術）
中学校教諭専修免許状（保健体育）
中学校教諭専修免許状（保健）
中学校教諭専修免許状（技術）
中学校教諭専修免許状（家庭）
中学校教諭専修免許状（職業）
中学校教諭専修免許状（職業指導）
中学校教諭専修免許状（英語）
中学校教諭専修免許状（ドイツ語）
中学校教諭専修免許状（フランス語）
中学校教諭専修免許状（中国語）
中学校教諭専修免許状（韓国・朝鮮語）
中学校教諭専修免許状（宗教）
高等学校教諭専修免許状（国語）
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）
高等学校教諭専修免許状（公民）
高等学校教諭専修免許状（数学）
高等学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（音楽）
高等学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（工芸）
高等学校教諭専修免許状（書道）
高等学校教諭専修免許状（保健体育）
高等学校教諭専修免許状（保健）
高等学校教諭専修免許状（看護）
高等学校教諭専修免許状（家庭）
高等学校教諭専修免許状（情報）
高等学校教諭専修免許状（農業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（商業）
高等学校教諭専修免許状（水産）
高等学校教諭専修免許状（福祉）
高等学校教諭専修免許状（商船）
高等学校教諭専修免許状（職業指導）
高等学校教諭専修免許状（英語）
高等学校教諭専修免許状（ドイツ語）
高等学校教諭専修免許状（フランス語）
高等学校教諭専修免許状（中国語）
高等学校教諭専修免許状（韓国・朝鮮語）
高等学校教諭専修免許状（宗教）
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番号 都道府県名 設置者名 大学名 研究科等名 専攻等名 専修等名 定員 免　許　状　の　種　類

７．国立大学の大学院の課程

26 島根県 国立大学法人島根大学 島根大学 教育学研究科 教育実践開発専攻 17 幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状（国語）
中学校教諭専修免許状（社会）
中学校教諭専修免許状（数学）
中学校教諭専修免許状（理科）
中学校教諭専修免許状（音楽）
中学校教諭専修免許状（美術）
中学校教諭専修免許状（保健体育）
中学校教諭専修免許状（保健）
中学校教諭専修免許状（技術）
中学校教諭専修免許状（家庭）
中学校教諭専修免許状（英語）
高等学校教諭専修免許状（国語）
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）
高等学校教諭専修免許状（公民）
高等学校教諭専修免許状（数学）
高等学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（音楽）
高等学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（工芸）
高等学校教諭専修免許状（書道）
高等学校教諭専修免許状（保健体育）
高等学校教諭専修免許状（保健）
高等学校教諭専修免許状（看護）
高等学校教諭専修免許状（家庭）
高等学校教諭専修免許状（情報）
高等学校教諭専修免許状（農業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（商業）
高等学校教諭専修免許状（水産）
高等学校教諭専修免許状（福祉）
高等学校教諭専修免許状（商船）
高等学校教諭専修免許状（英語）
特別支援学校教諭専修免許状（知的障害者）
特別支援学校教諭専修免許状（肢体不自由者）
特別支援学校教諭専修免許状（病弱者）
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番号 都道府県名 設置者名 大学名 研究科等名 専攻等名 専修等名 定員 免　許　状　の　種　類

７．国立大学の大学院の課程

27 広島県 国立大学法人広島大学 広島大学 教育学研究科 教職開発専攻 20 幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状（国語）
中学校教諭専修免許状（社会）
中学校教諭専修免許状（数学）
中学校教諭専修免許状（理科）
中学校教諭専修免許状（音楽）
中学校教諭専修免許状（美術）
中学校教諭専修免許状（保健体育）
中学校教諭専修免許状（保健）
中学校教諭専修免許状（技術）
中学校教諭専修免許状（家庭）
中学校教諭専修免許状（英語）
高等学校教諭専修免許状（国語）
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）
高等学校教諭専修免許状（公民）
高等学校教諭専修免許状（数学）
高等学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（音楽）
高等学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（書道）
高等学校教諭専修免許状（保健体育）
高等学校教諭専修免許状（保健）
高等学校教諭専修免許状（家庭）
高等学校教諭専修免許状（情報）
高等学校教諭専修免許状（農業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（商業）
高等学校教諭専修免許状（英語）

学習開発学専攻 20 幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状（国語）
中学校教諭専修免許状（社会）
中学校教諭専修免許状（数学）
中学校教諭専修免許状（理科）
中学校教諭専修免許状（音楽）
中学校教諭専修免許状（美術）
中学校教諭専修免許状（保健体育）
中学校教諭専修免許状（技術）
中学校教諭専修免許状（家庭）
中学校教諭専修免許状（英語）
高等学校教諭専修免許状（国語）
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）
高等学校教諭専修免許状（公民）
高等学校教諭専修免許状（数学）
高等学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（音楽）
高等学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（書道）
高等学校教諭専修免許状（保健体育）
高等学校教諭専修免許状（家庭）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（英語）
特別支援学校教諭専修免許状（視覚障害者）
特別支援学校教諭専修免許状（聴覚障害者）
特別支援学校教諭専修免許状（知的障害者）
特別支援学校教諭専修免許状（肢体不自由者）
特別支援学校教諭専修免許状（病弱者）
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番号 都道府県名 設置者名 大学名 研究科等名 専攻等名 専修等名 定員 免　許　状　の　種　類

７．国立大学の大学院の課程

（国立大学法人広島大学　続き） 教科教育学専攻 80 中学校教諭専修免許状（国語）
中学校教諭専修免許状（社会）
中学校教諭専修免許状（数学）
中学校教諭専修免許状（理科）
中学校教諭専修免許状（音楽）
中学校教諭専修免許状（美術）
中学校教諭専修免許状（保健体育）
中学校教諭専修免許状（技術）
中学校教諭専修免許状（家庭）
中学校教諭専修免許状（英語）
高等学校教諭専修免許状（国語）
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）
高等学校教諭専修免許状（公民）
高等学校教諭専修免許状（数学）
高等学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（音楽）
高等学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（保健体育）
高等学校教諭専修免許状（家庭）
高等学校教諭専修免許状（情報）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（英語）

日本語教育学専攻 14 中学校教諭専修免許状（国語）
高等学校教諭専修免許状（国語）

教育学専攻 14 中学校教諭専修免許状（国語）
中学校教諭専修免許状（数学）
中学校教諭専修免許状（理科）
中学校教諭専修免許状（音楽）
中学校教諭専修免許状（美術）
中学校教諭専修免許状（保健体育）
中学校教諭専修免許状（技術）
中学校教諭専修免許状（家庭）
中学校教諭専修免許状（英語）
高等学校教諭専修免許状（国語）
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）
高等学校教諭専修免許状（数学）
高等学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（音楽）
高等学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（保健体育）
高等学校教諭専修免許状（家庭）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（英語）

28 山口県 国立大学法人山口大学 山口大学 人文科学研究科 人文科学専攻 8 中学校教諭専修免許状（国語）
高等学校教諭専修免許状（国語）
中学校教諭専修免許状（社会）
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）
高等学校教諭専修免許状（公民）
中学校教諭専修免許状（英語）
高等学校教諭専修免許状（英語）

33
- 38 -- 38 -



番号 都道府県名 設置者名 大学名 研究科等名 専攻等名 専修等名 定員 免　許　状　の　種　類

７．国立大学の大学院の課程

（国立大学法人山口大学　続き） 教育学研究科 教科教育専攻 17 小学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状（国語）
中学校教諭専修免許状（社会）
中学校教諭専修免許状（数学）
中学校教諭専修免許状（理科）
中学校教諭専修免許状（音楽）
中学校教諭専修免許状（美術）
中学校教諭専修免許状（保健体育）
中学校教諭専修免許状（技術）
中学校教諭専修免許状（家庭）
中学校教諭専修免許状（英語）
高等学校教諭専修免許状（国語）
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）
高等学校教諭専修免許状（公民）
高等学校教諭専修免許状（数学）
高等学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（音楽）
高等学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（保健体育）
高等学校教諭専修免許状（家庭）
高等学校教諭専修免許状（情報）
高等学校教諭専修免許状（英語）

34
- 39 -- 39 -



番号 都道府県名 設置者名 大学名 研究科等名 専攻等名 専修等名 定員 免　許　状　の　種　類

７．国立大学の大学院の課程

（国立大学法人山口大学　続き） 教職実践高度化専攻 14 小学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状（国語）
中学校教諭専修免許状（社会）
中学校教諭専修免許状（数学）
中学校教諭専修免許状（理科）
中学校教諭専修免許状（音楽）
中学校教諭専修免許状（美術）
中学校教諭専修免許状（保健体育）
中学校教諭専修免許状（保健）
中学校教諭専修免許状（技術）
中学校教諭専修免許状（職業）
中学校教諭専修免許状（職業指導）
中学校教諭専修免許状（家庭）
中学校教諭専修免許状（英語）
中学校教諭専修免許状（ドイツ語）
中学校教諭専修免許状（フランス語）
中学校教諭専修免許状（宗教）
高等学校教諭専修免許状（国語）
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）
高等学校教諭専修免許状（公民）
高等学校教諭専修免許状（数学）
高等学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（音楽）
高等学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（工芸）
高等学校教諭専修免許状（書道）
高等学校教諭専修免許状（保健体育）
高等学校教諭専修免許状（保健）
高等学校教諭専修免許状（看護）
高等学校教諭専修免許状（家庭）
高等学校教諭専修免許状（情報）
高等学校教諭専修免許状（農業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（商業）
高等学校教諭専修免許状（水産）
高等学校教諭専修免許状（福祉）
高等学校教諭専修免許状（商船）
高等学校教諭専修免許状（職業指導）
高等学校教諭専修免許状（英語）
高等学校教諭専修免許状（ドイツ語）
高等学校教諭専修免許状（フランス語）
高等学校教諭専修免許状（韓国・朝鮮語）
高等学校教諭専修免許状（中国語）
高等学校教諭専修免許状（宗教）
養護教諭専修免許状
栄養教諭専修免許状

創成科学研究科 基盤科学系専攻 38 中学校教諭専修免許状（数学）
高等学校教諭専修免許状（数学）
中学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（理科）

42 中学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（理科）

農学系専攻 42 高等学校教諭専修免許状（農業）

地球圏生命物質科学系専攻
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番号 都道府県名 設置者名 大学名 研究科等名 専攻等名 専修等名 定員 免　許　状　の　種　類

７．国立大学の大学院の課程

29 香川県 国立大学法人香川大学 香川大学 教育学研究科 高度教職実践専攻 14 幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状（国語）
中学校教諭専修免許状（社会）
中学校教諭専修免許状（数学）
中学校教諭専修免許状（理科）
中学校教諭専修免許状（音楽）
中学校教諭専修免許状（美術）
中学校教諭専修免許状（保健体育）
中学校教諭専修免許状（保健）
中学校教諭専修免許状（技術）
中学校教諭専修免許状（家庭）
中学校教諭専修免許状（英語）
高等学校教諭専修免許状（国語）
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）
高等学校教諭専修免許状（公民）
高等学校教諭専修免許状（数学）
高等学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（音楽）
高等学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（工芸）
高等学校教諭専修免許状（書道）
高等学校教諭専修免許状（保健体育）
高等学校教諭専修免許状（保健）
高等学校教諭専修免許状（看護）
高等学校教諭専修免許状（家庭）
高等学校教諭専修免許状（情報）
高等学校教諭専修免許状（農業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（商業）
高等学校教諭専修免許状（水産）
高等学校教諭専修免許状（福祉）
高等学校教諭専修免許状（英語）
養護教諭専修免許状

学校教育専攻 12 特別支援学校教諭専修免許状（知的障害者）
特別支援学校教諭専修免許状（肢体不自由者）
特別支援学校教諭専修免許状（病弱者）

教科教育専攻 18 小学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状（国語）
中学校教諭専修免許状（社会）
中学校教諭専修免許状（数学）
中学校教諭専修免許状（理科）
中学校教諭専修免許状（音楽）
中学校教諭専修免許状（美術）
中学校教諭専修免許状（保健体育）
中学校教諭専修免許状（技術）
中学校教諭専修免許状（家庭）
中学校教諭専修免許状（英語）
高等学校教諭専修免許状（国語）
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）
高等学校教諭専修免許状（公民）
高等学校教諭専修免許状（数学）
高等学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（音楽）
高等学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（工芸）
高等学校教諭専修免許状（書道）
高等学校教諭専修免許状（保健体育）
高等学校教諭専修免許状（家庭）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（英語）
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番号 都道府県名 設置者名 大学名 研究科等名 専攻等名 専修等名 定員 免　許　状　の　種　類

７．国立大学の大学院の課程

30 愛媛県 国立大学法人愛媛大学 愛媛大学 教育学研究科 教育実践高度化専攻 15 幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状（国語）
中学校教諭専修免許状（社会）
中学校教諭専修免許状（数学）
中学校教諭専修免許状（理科）
中学校教諭専修免許状（音楽）
中学校教諭専修免許状（美術）
中学校教諭専修免許状（保健体育）
中学校教諭専修免許状（保健）
中学校教諭専修免許状（技術）
中学校教諭専修免許状（家庭）
中学校教諭専修免許状（職業）
中学校教諭専修免許状（職業指導）
中学校教諭専修免許状（英語）
中学校教諭専修免許状（ドイツ語）
中学校教諭専修免許状（フランス語）
中学校教諭専修免許状（宗教）
高等学校教諭専修免許状（国語）
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）
高等学校教諭専修免許状（公民）
高等学校教諭専修免許状（数学）
高等学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（音楽）
高等学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（工芸）
高等学校教諭専修免許状（書道）
高等学校教諭専修免許状（保健体育）
高等学校教諭専修免許状（保健）
高等学校教諭専修免許状（看護）
高等学校教諭専修免許状（家庭）
高等学校教諭専修免許状（情報）
高等学校教諭専修免許状（農業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（商業）
高等学校教諭専修免許状（水産）
高等学校教諭専修免許状（福祉）
高等学校教諭専修免許状（商船）
高等学校教諭専修免許状（職業指導）
高等学校教諭専修免許状（英語）
高等学校教諭専修免許状（ドイツ語）
高等学校教諭専修免許状（フランス語）
高等学校教諭専修免許状（宗教）

農学研究科 食料生産学専攻 26 高等学校教諭専修免許状（農業）
生命機能学専攻 23 中学校教諭専修免許状（理科）

高等学校教諭専修免許状（理科）
生物環境学専攻 23 高等学校教諭専修免許状（農業）
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番号 都道府県名 設置者名 大学名 研究科等名 専攻等名 専修等名 定員 免　許　状　の　種　類

７．国立大学の大学院の課程

31 佐賀県 国立大学法人佐賀大学 佐賀大学 学校教育学研究科 教育実践探究専攻 20 幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状（国語）
中学校教諭専修免許状（社会）
中学校教諭専修免許状（数学）
中学校教諭専修免許状（理科）
中学校教諭専修免許状（音楽）
中学校教諭専修免許状（美術）
中学校教諭専修免許状（保健体育）
中学校教諭専修免許状（技術）
中学校教諭専修免許状（家庭）
中学校教諭専修免許状（英語）
高等学校教諭専修免許状（国語）
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）
高等学校教諭専修免許状（公民）
高等学校教諭専修免許状（数学）
高等学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（音楽）
高等学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（工芸）
高等学校教諭専修免許状（書道）
高等学校教諭専修免許状（保健体育）
高等学校教諭専修免許状（家庭）
高等学校教諭専修免許状（情報）
高等学校教諭専修免許状（農業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（商業）
高等学校教諭専修免許状（英語）
養護教諭専修免許状

地域デザイン研究科 地域デザイン専攻 20 中学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（工芸）
高等学校教諭専修免許状（商業）
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番号 都道府県名 設置者名 大学名 研究科等名 専攻等名 専修等名 定員 免　許　状　の　種　類

７．国立大学の大学院の課程

32 大分県 国立大学法人大分大学 大分大学 教育学研究科 教職開発専攻 10 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状（国語）
中学校教諭専修免許状（社会）
中学校教諭専修免許状（数学）
中学校教諭専修免許状（理科）
中学校教諭専修免許状（音楽）
中学校教諭専修免許状（美術）
中学校教諭専修免許状（保健体育）
中学校教諭専修免許状（保健）
中学校教諭専修免許状（技術）
中学校教諭専修免許状（家庭）
中学校教諭専修免許状（職業）
中学校教諭専修免許状（職業指導）
中学校教諭専修免許状（英語）
中学校教諭専修免許状（宗教）
高等学校教諭専修免許状（国語）
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）
高等学校教諭専修免許状（公民）
高等学校教諭専修免許状（数学）
高等学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（音楽）
高等学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（工芸）
高等学校教諭専修免許状（書道）
高等学校教諭専修免許状（保健体育）
高等学校教諭専修免許状（保健）
高等学校教諭専修免許状（看護）
高等学校教諭専修免許状（家庭）
高等学校教諭専修免許状（情報）
高等学校教諭専修免許状（農業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（商業）
高等学校教諭専修免許状（水産）
高等学校教諭専修免許状（福祉）
高等学校教諭専修免許状（商船）
高等学校教諭専修免許状（職業指導）
高等学校教諭専修免許状（英語）
高等学校教諭専修免許状（宗教）

工学研究科 工学専攻 135 高等学校教諭専修免許状（情報）
高等学校教諭専修免許状（工業）

33 宮崎県 国立大学法人宮崎大学 宮崎大学 工学研究科 工学専攻 134 高等学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（工業）

農学研究科 農学専攻 68 高等学校教諭専修免許状（農業）
高等学校教諭専修免許状（水産）
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番号 都道府県名 設置者名 大学名 研究科等名 専攻等名 専修等名 定員 免　許　状　の　種　類

７．国立大学の大学院の課程

34 沖縄県 国立大学法人琉球大学 琉球大学 教育学研究科 教科教育専攻 12 小学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状（国語）
中学校教諭専修免許状（社会）
中学校教諭専修免許状（数学）
中学校教諭専修免許状（理科）
中学校教諭専修免許状（音楽）
中学校教諭専修免許状（美術）
中学校教諭専修免許状（保健体育）
中学校教諭専修免許状（技術）
中学校教諭専修免許状（家庭）
中学校教諭専修免許状（英語）
高等学校教諭専修免許状（国語）
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）
高等学校教諭専修免許状（公民）
高等学校教諭専修免許状（数学）
高等学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（音楽）
高等学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（工芸）
高等学校教諭専修免許状（保健体育）
高等学校教諭専修免許状（家庭）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（英語）

高度教職実践専攻 14 幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状（国語）
中学校教諭専修免許状（社会）
中学校教諭専修免許状（数学）
中学校教諭専修免許状（理科）
中学校教諭専修免許状（音楽）
中学校教諭専修免許状（美術）
中学校教諭専修免許状（保健体育）
中学校教諭専修免許状（保健）
中学校教諭専修免許状（技術）
中学校教諭専修免許状（家庭）
中学校教諭専修免許状（英語）
中学校教諭専修免許状（宗教）
高等学校教諭専修免許状（国語）
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）
高等学校教諭専修免許状（公民）
高等学校教諭専修免許状（数学）
高等学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（音楽）
高等学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（工芸）
高等学校教諭専修免許状（書道）
高等学校教諭専修免許状（保健体育）
高等学校教諭専修免許状（保健）
高等学校教諭専修免許状（家庭）
高等学校教諭専修免許状（情報）
高等学校教諭専修免許状（農業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（商業）
高等学校教諭専修免許状（水産）
高等学校教諭専修免許状（福祉）
高等学校教諭専修免許状（英語）
高等学校教諭専修免許状（宗教）
養護教諭専修免許状
栄養教諭専修免許状
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番号 都道府県名 設置者名 大学名 研究科等名 専攻等名 定員 免　許　状　の　種　類

1 大阪府 公立大学法人大阪府立大学 大阪府立大学 人間社会システム科学研究科 現代システム科学専攻 25 中学校教諭専修免許状（社会）

高等学校教諭専修免許状（公民）

2 兵庫県 公立大学法人兵庫県立大学 兵庫県立大学 看護学研究科 看護学専攻 25 養護教諭専修免許状

８．公立大学の大学院の課程
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番号 都道府県名 設置者名 大学名 研究科等名 専攻等名 定員 免　許　状　の　種　類

1 北海道 学校法人札幌国際大学 札幌国際大学 スポーツ健康指導研究科 スポーツ健康指導専攻 5 中学校教諭専修免許状（保健体育）
高等学校教諭専修免許状（保健体育）

2 東京都 学校法人上智学院 上智大学 文学研究科 哲学専攻 10 中学校教諭専修免許状（社会）
高等学校教諭専修免許状（公民）

3 東京都 学校法人玉川学園 玉川大学 教育学研究科 教職専攻 25 中学校教諭専修免許状（国語）
中学校教諭専修免許状（社会）
中学校教諭専修免許状（数学）
中学校教諭専修免許状（理科）
中学校教諭専修免許状（音楽）
中学校教諭専修免許状（美術）
中学校教諭専修免許状（保健体育）
中学校教諭専修免許状（保健）
中学校教諭専修免許状（技術）
中学校教諭専修免許状（家庭）
中学校教諭専修免許状（英語）

4 東京都 学校法人東海大学 東海大学 工学研究科 電気電子工学専攻 50 高等学校教諭専修免許状（情報）
高等学校教諭専修免許状（工業）

応用理化学専攻 45 中学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（工業）

建築土木工学専攻 25 高等学校教諭専修免許状（工業）
機械工学専攻 75 高等学校教諭専修免許状（工業）

海洋学研究科 海洋学専攻 20 中学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（理科）

5 東京都 学校法人法政大学 法政大学 公共政策研究科 公共政策学専攻 25 中学校教諭専修免許状（社会）
高等学校教諭専修免許状（公民）

サステイナビリティ学専攻 15 中学校教諭専修免許状（社会）
高等学校教諭専修免許状（公民）

スポーツ健康学研究科 スポーツ健康学専攻 10 中学校教諭専修免許状（保健体育）
高等学校教諭専修免許状（保健体育）

6 東京都 学校法人明治学院 明治学院大学 心理学研究科 教育発達学専攻 10 幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
特別支援学校教諭専修免許状（知的障害者）
特別支援学校教諭専修免許状（肢体不自由者）
特別支援学校教諭専修免許状（病弱者）

7 東京都 学校法人立正大学学園 立正大学 社会福祉学研究科 教育福祉学専攻 4 幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状

8 神奈川県 学校法人神奈川大学 神奈川大学 理学研究科 理学専攻 59 中学校教諭専修免許状（数学）
高等学校教諭専修免許状（数学）
中学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（理科）

9 石川県 学校法人金沢工業大学 金沢工業大学 工学研究科 バイオ・化学専攻 18 中学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（理科）

９．私立大学の大学院の課程
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番号 都道府県名 設置者名 大学名 研究科等名 専攻等名 定員 免　許　状　の　種　類

９．私立大学の大学院の課程

10 愛知県 学校法人愛知学院 愛知学院大学 心身科学研究科 健康科学専攻 10 栄養教諭専修免許状
11 京都府 学校法人佛教教育学園 佛教大学 文学研究科 仏教学専攻 10 中学校教諭専修免許状（社会）

高等学校教諭専修免許状（公民）
中学校教諭専修免許状（宗教）
高等学校教諭専修免許状（宗教）

文学専攻 10 中学校教諭専修免許状（国語）
高等学校教諭専修免許状（国語）
中学校教諭専修免許状（英語）
高等学校教諭専修免許状（英語）
中学校教諭専修免許状（中国語）
高等学校教諭専修免許状（中国語）

歴史学専攻 10 中学校教諭専修免許状（社会）
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）

12 大阪府 学校法人関西大学 関西大学 心理学研究科 心理学専攻 12 高等学校教諭専修免許状（公民）
13 兵庫県 学校法人関西金光学園 関西福祉大学 看護学研究科 看護学専攻 6 養護教諭専修免許状
14 兵庫県 学校法人神戸女学院 神戸女学院大学 文学研究科 比較文化学専攻 5 中学校教諭専修免許状（国語）

高等学校教諭専修免許状（国語）
15 奈良県 学校法人冬木学園 畿央大学 教育学研究科 教育実践学専攻 10 養護教諭専修免許状
16 岡山県 学校法人加計学園 岡山理科大学 生物地球科学研究科 生物地球科学専攻 12 中学校教諭専修免許状（理科）

高等学校教諭専修免許状（理科）
17 広島県 学校法人広島文化学園 広島文化学園大学 看護学研究科 看護学専攻 10 養護教諭専修免許状
18 福岡県 学校法人福岡工業大学 福岡工業大学 工学研究科 情報システム工学専攻 8 高等学校教諭専修免許状（情報）

システムマネジメント専攻 6 高等学校教諭専修免許状（情報）
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番号 都道府県名 設置者名 大学名 通信教育部 研究科等名 専攻等名 定員 免　許　状　の　種　類

1 京都府 学校法人佛教教育学園 佛教大学 通信教育課程 文学研究科 仏教学専攻 15 中学校教諭専修免許状（社会）

高等学校教諭専修免許状（公民）

中学校教諭専修免許状（宗教）

高等学校教諭専修免許状（宗教）

文学専攻 15 中学校教諭専修免許状（国語）

高等学校教諭専修免許状（国語）

中学校教諭専修免許状（英語）

高等学校教諭専修免許状（英語）

中学校教諭専修免許状（中国語）

高等学校教諭専修免許状（中国語）

歴史学専攻 15 中学校教諭専修免許状（社会）

高等学校教諭専修免許状（地理歴史）

１０．私立大学の大学院の通信課程
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課程認定制度の概要 
  幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の教諭、養護教諭並びに栄養教諭の免

許状の授与を受けるためには、教育職員免許法別表第１、別表第２及び別表第２の２の規定

により、所定の基礎資格を備え、かつ、「教科に関する科目」「教職に関する科目」等の科目

区分に従い、所定の単位を修得する必要がある。 
 
○  別表第１（小学校教諭関係部分抜粋） 

所要資格 

免許状 

の種類 

基礎資格 

大学において修得することを必要とする最低単位数 

教科に関する 

科目 

教職に関する 

科目 

教科又は教職

に関する科目 

専修免許状 修士の学位を有すること。 ８ ４１ ３４ 

一種免許状 学士の学位を有すること。 ８ ４１ １０ 

二種免許状 短期大学士の学位を有すること ４ ３１ ２ 

 
  この場合、大学において修得することを要する単位は、原則として、文部科学大臣が免許

状の授与の所要資格を得させるために適当と認める課程において修得したものでなければな

らないこととされている（別表第１備考第５号イ）。 
 この、文部科学大臣の認定を「課程認定」と呼んでおり、文部科学大臣が大学の課程を適

当と認めるにあたっては、中央教育審議会に諮問し、その答申に基づき行うこととされてい

る（別表第１備考第５号イ、教育職員免許法施行令）。大学の課程の審査は、中央教育審議会

初等中等教育分科会教員養成部会の専決事項となっており、当部会の付託を受け、課程認定

委員会で行っている。 
 

○教職課程認定の流れ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【参考】教育職員免許法別表第１備考第五号イ 

五 第三欄に定める科目の単位は、次のいずれかに該当するものでなければならない（別

表第二及び別表第二の二の場合においても同様とする。）。 
  イ 文部科学大臣が第十六条の三第四項の政令で定める審議会等に諮問して免許状の授

与の所要資格を得させるために適当と認める課程（以下「認定課程」という。）において

修得したもの 

中央教育審議会
（教員養成部会）

文部科学大臣

⑤答申

②諮問

課程認定委員会 国公私立大学

①申請⑥課程認定④結果報告③付託
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平成２７年度課程認定申請大学等数について

　　国立 ２０ ７８ ２７１ 

　　公立 ４ ７ １１ 

　　私立 ４０ ７１ １３１ 

　　　計 ６４ １５６ ４１３ 

　　国立 ０ ０ ０ 

　　公立 ２ ２ ２ 

　　私立 ４ ６ ７ 

　　　計 ６ ８ ９ 

　　国立 ０ ０ ０ 

短期大学 　　公立 ０ ０ ０ 

（通信課程） 　　私立 １ ２ ２ 

　　　計 １ ２ ２ 

　　国立 ３４ ７６ １,１２１ 

　　公立 ２ ２ ３ 

　　私立 １８ ２７ ６４ 

　　　計 ５４ １０５ １,１８８ 

　　国立 ０ ０ ０ 

大学院 　　公立 ０ ０ ０ 

（通信課程） 　　私立 １ ３ １２ 

　　　計 １ ３ １２ 

合計 １２６ ２７４ １,６２４ 

注１：申請学科等数は教職課程の申請をしている入学定員の最小単位の学科・専攻・コース等数。

注３：大学の通信課程、大学専攻科の課程、短期大学専攻科の課程、教職特別課程は申請なし。

申請課程数申請学科等数　　　　　　　区分 申請大学等数

注２：申請課程等数は認定を受けようとする免許種数であり、特別支援学校教諭免許状の課程の認定を申請した
場合は、複数領域であっても1件とカウントしている。

大学

短期大学

大学院

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

申請大学等数 149 116 105 107 126

申請学科等数 290 234 174 186 274

申請課程数 698 430 390 458 1624

※申請課程数の大幅増は、教職大学院設置による教育学研究科の再編によるもの（３２専攻，１０８１課程）

（参考）申請大学と申請課程数の推移について
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申請課程数の増減（平成26年度－27年度）

学校種 教科 平成26年度 平成27年度 増減数

１９ ４２ ２３ 
２１ ４２ ２１ 

国語 １３ ５０ ３７ 
社会 １８ ６４ ４６ 
数学 １４ ５４ ４０ 
理科 ４３ ９０ ４７ 
音楽 ５ ３６ ３１ 
美術 １４ ４３ ２９ 
保健体育 １４ ４３ ２９ 
保健 １ ２１ ２０ 
技術 ７ ３４ ２７ 
家庭 ８ ３８ ３０ 
職業 ０ ９ ９ 
職業指導 ０ １１ １１ 
英語 ２３ ５３ ３０ 
その他外国語 ０ ３２ ３２ 
宗教 ０ １２ １２ 

小計 １６０ ５９０ ４３０ 
国語 １３ ４８ ３５ 
地理歴史 １２ ５１ ３９ 
公民 １７ ６１ ４４ 
数学 １６ ５６ ４０ 
理科 ３９ １０７ ６８ 
音楽 ５ ３５ ３０ 
美術 １４ ４２ ２８ 
工芸 ８ ３０ ２２ 
書道 ６ ２８ ２２ 
保健体育 １４ ４２ ２８ 
保健 １ ２０ １９ 
看護 １ １３ １２ 
家庭 ７ ３６ ２９ 
情報 ９ ４７ ３８ 
農業 ６ ３９ ３３ 
工業 ２７ ７２ ４５ 
商業 ４ ２５ ２１ 
水産 ０ １６ １６ 
福祉 ２ １５ １３ 
商船 ０ １１ １１ 
職業指導 ０ １１ １１ 
英語 ２５ ５１ ２６ 
その他外国語 ０ ３４ ３４ 
宗教 ０ １２ １２ 

小計 ２２６ ９０２ ６７６ 
１３ ２１ ８ 
１０ １６ ６ 

９ １１ ２ 
４５８ １,６２４ １,１６６ 

幼稚園

合計

養護教諭
栄養教諭

高
等
学
校

特別支援学校

小学校

中
学
校
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関連規定 

 

 

○中央教育審議会の会議の運営について（抄） 

（平成 27年 2月 25日 中央教育審議会申し合わせ） 

 

第１ 文部科学大臣は，中央教育審議会運営規則（平成２７年２月２５日中央教育審議

会決定）第３条第２項の表の下欄に掲げる事項については，中央教育審議会（以下「審

議会」という。）の会議を経ないで諮問することができる。 

 

第２ 文部科学大臣は，前項の方法により諮問するときは，あらかじめ，会長にその諮

問の内容を報告するものとする。 

 

第３ 文部科学大臣は，第１の方法により諮問したときは，速やかに，審議会にその諮

問の内容を報告するものとする。 

 

 

 

【参照条文】 

 

○中央教育審議会令（抄） 

（政令第 280号 平成 12年 6月 7日） 

 

（分科会） 

第五条 

６ 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とするこ

とができる。 

 

 

○中央教育審議会運営規則（抄） 

（平成 27年 2月 25日 中央教育審議会決定） 

 

第三条 

２ 令第五条第六項の規定に基づき、次の表の上欄に掲げる分科会の所掌事務のうち、

それぞれ同表の下欄に掲げる事項については、当該分科会の議決をもって審議会の議

決とする。ただし、審議会が必要と認めるときは、この限りでない。  
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分科会  事項  

生涯学習分科会 

生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に

関する法律（平成二年法律第七十一号）の規定に基

づき審議会の権限に属させられた事項及び社会教育

法（昭和二十四年法律第二百七号）の規定に基づき

審議会の権限に属させられた事項（スポーツ・青少

年分科会の所掌に属するものを除く。） 

初等中等教育分科会 

一 理科教育振興法（昭和二十八年法律第百八十六

号）第九条第一項、産業教育振興法（昭和二十六年

法律第二百二十八号）及び教育職員免許法（昭和二

十四年法律第百四十七号）の規定に基づき審議会の

権限に属させられた事項 

二 理科教育振興法施行令（昭和二十九年政令第三

百十一号）第二条第二項及び産業教育振興法施行令

（昭和二十七年政令第四百五号）第二条第三項の規

定により審議会の権限に属させられた事項 

大学分科会 

一 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）の

規定に基づき審議会の権限に属させられた事項 

二 学校教育法施行令（昭和二十八年政令第三百四

十号）第二十三条の二第三項の規定により審議会の

権限に属させられた事項 

スポーツ・青少年分科会 

スポーツ基本法（平成二十三年法律第七十八号）、

スポーツ振興投票の実施等に関する法律（平成十年

法律第六十三号）第三十一条第三項及び独立行政法

人日本スポーツ振興センター法（平成十四年法律第

百六十二号）第二十一条第二項の規定に基づき審議

会の権限に属させられた事項並びに社会教育法第十

三条の規定に基づき審議会の権限に属させられた事

項（青少年教育に係るものに限る。） 
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