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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

1



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 情報理工学域 Ⅰ類（情報系） 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（融合系） 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（理工系） 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 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）
8 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）
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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

9 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）
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）

10 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 300 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）

11 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）

12 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）
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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

13 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）

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）

14 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）

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）

5



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

15 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）

農林海洋科学部 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）

16 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）

17 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

18 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 135 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）

19 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 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）

5 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）

6 東京都 学校法人学習院 学習院大学 国際社会科学部 国際社会科学科 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）

7 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）

8 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

9 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）

10 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）

11 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）
12 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）
13 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
14 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）
15 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）
16 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）
17 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）

18 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）

19 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 360 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）

20 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
21 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）
22 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）
23 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）

24 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）

25 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

26 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）

27 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
28 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
29 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
30 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）
31 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）

32 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）

33 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）

34 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
35 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）

36 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）

37 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）

38 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）
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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
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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
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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
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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
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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

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 8 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 高等学校教諭専修免許状（数学）

高等学校教諭専修免許状（情報）
情報・ネットワーク工学専攻 150 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）
機械知能システム学専攻 105 高等学校教諭専修免許状（理科）
基盤理工学専攻 135 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

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）
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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

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）
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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）
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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）
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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

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



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 医工農学総合教育部 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）
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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）
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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（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）
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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 学校法人法政大学 法政大学 公共政策研究科 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）

5 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）

6 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

7 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）

8 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）

8 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 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

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 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）

11 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
12 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）
13 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
14 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）
15 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
16 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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