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１．国立大学の学部等の課程

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 国立大学法人北見工業大学 北見工業大学 工学部 地球環境工学科 190 高等学校教諭一種免許状（工業）

地域未来デザイン工学科 220 高等学校教諭一種免許状（工業）
2 青森県 国立大学法人弘前大学 弘前大学 理工学部 自然エネルギー学科 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）
3 山形県 国立大学法人山形大学 山形大学 人文社会科学部 人文社会科学科 290 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（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（英語）

地域教育文化学部 地域教育文化学科 児童教育コース 80 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（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（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（英語）

文化創生コース 95 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）

理学部 理学科 210 中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（数学）
高等学校教諭一種免許状（理科）

工学部 高分子・有機材料工学科 140 高等学校教諭一種免許状（工業）
化学・バイオ工学科 140 高等学校教諭一種免許状（工業）
情報・エレクトロニクス学科 150 高等学校教諭一種免許状（工業）
建築・デザイン学科 30 高等学校教諭一種免許状（工業）

4 茨城県 国立大学法人茨城大学 茨城大学 人文社会科学部 現代社会学科 130 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）

法律経済学科 120 中学校教諭一種免許状（社会）
高等学校教諭一種免許状（公民）

人間文化学科 110 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（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（英語）

農学部 食生命科学科 80 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）

地域総合農学科 80 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 栃木県 国立大学法人宇都宮大学 宇都宮大学 国際学部 国際学科 90 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 国立大学法人千葉大学 千葉大学 工学部 総合工学科 620 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）

7 東京都 国立大学法人東京大学 東京大学 文学部 人文学科 350 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（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（英語）
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１．国立大学の学部等の課程

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
8 東京都 国立大学法人東京海洋大学 東京海洋大学 海洋資源環境学部 海洋環境科学科 62 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）

海洋資源エネルギー学科 43 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）

9 神奈川県 国立大学法人横浜国立大学 横浜国立大学 都市科学部 環境リスク共生学科 56 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 新潟県 国立大学法人新潟大学 新潟大学 理学部 理学科 200 中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（数学）
高等学校教諭一種免許状（理科）

工学部 工学科 530 高等学校教諭一種免許状（工業）
農学部 農学科 175 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）
11 愛知県 国立大学法人名古屋大学 名古屋大学 情報学部 自然情報学科 38 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）

コンピュータ科学科 59 高等学校教諭一種免許状（情報）
12 三重県 国立大学法人三重大学 三重大学 生物資源学部 生物圏生命化学科 80 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）
海洋生物資源学科 40 高等学校教諭一種免許状（水産）

13 大阪府 国立大学法人大阪教育大学 大阪教育大学 教育学部 初等教育教員養成課程 幼児教育専攻 15 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状

小学校教育専攻昼間コース 45 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状

小学校教育専攻夜間コース 40 小学校教諭一種免許状
学校教育教員養成課程 420 特別支援学校教諭一種免許状（視覚障害者）

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）

教育創生学科 350 中学校教諭一種免許状（国語）
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（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）
養護教諭一種免許状

14 兵庫県 国立大学法人神戸大学 神戸大学 国際人間科学部 グローバル文化学科 140 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)

発達コミュニティ学科 100 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)

環境共生学科 80 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(家庭)
高等学校教諭一種免許状(地理歴史)
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１．国立大学の学部等の課程

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
（国立大学法人神戸大学　続き） 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(家庭)

子ども教育学科 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)

15 鳥取県 国立大学法人鳥取大学 鳥取大学 地域学部 地域学科 地域創造コース 60 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）

人間形成コース 55 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）

国際地域文化コース 55 中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（国語）
高等学校教諭一種免許状（英語）

農学部 生命環境農学科 220 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 理工学部 数学物理学科 55 中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（数学）
高等学校教諭一種免許状（理科）

情報科学科 30 高等学校教諭一種免許状（情報）
生物科学科 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）
化学生命理工学科 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）
地球環境防災学科 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）
17 大分県 国立大学法人大分大学 大分大学 理工学部 創生工学科 機械コース 75 高等学校教諭一種免許状(工業)

電気電子コース 75 高等学校教諭一種免許状(工業)
福祉メカトロニクスコース 35 高等学校教諭一種免許状(工業)
建築学コース 50 高等学校教諭一種免許状(工業)

共創理工学科 数理科学コース 15 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)

知能情報システムコース 65 高等学校教諭一種免許状(情報)
自然科学コース 15 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)
応用化学コース 55 高等学校教諭一種免許状(理科）

18 鹿児島県 国立大学法人鹿児島大学 鹿児島大学 法文学部 人文学科 165 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（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（英語）

法経学科 245 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）

19 沖縄県 国立大学法人琉球大学 琉球大学 工学部 工学科 350 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）
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２．公立大学の学部等の課程

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 山梨県 公立大学法人都留文科大学 都留文科大学 文学部 初等教育学科 180 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 山口県 公立大学法人山口県立大学 山口県立大学 国際文化学部 文化創造学科 52 中学校教諭一種免許状（国語）

3 沖縄県 沖縄県 沖縄県立芸術大学 音楽学部 音楽学科 音楽表現専攻 23 中学校教諭一種免許状（音楽）

高等学校教諭一種免許状（音楽）

音楽文化専攻 7 中学校教諭一種免許状（音楽）

高等学校教諭一種免許状（音楽）
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３．私立大学の学部等の課程

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 宮城県 学校法人尚絅学院 尚絅学院大学 総合人間科学部 子ども学科 80 中学校教諭一種免許状（国語）
2 宮城県 学校法人朴沢学園 仙台大学 体育学部 子ども運動教育学科 40 幼稚園教諭一種免許状
3 宮城県 学校法人東北学院 東北学院大学 工学部 情報基盤工学科 110 高等学校教諭一種免許状（工業）
4 茨城県 学校法人日通学園 流通経済大学 スポーツ健康科学部 スポーツコミュニケーション学科 100 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）
5 群馬県 学校法人高崎商科大学 高崎商科大学 商学部 経営学科 130 高等学校教諭一種免許状（商業）

会計学科 70 高等学校教諭一種免許状（商業）
6 埼玉県 学校法人佐藤栄学園 平成国際大学 スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 100 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）
7 埼玉県 学校法人九里学園 浦和大学 こども学部 学校教育学科 30 小学校教諭一種免許状
8 東京都 学校法人武蔵野音楽学園 武蔵野音楽大学 音楽学部 演奏学科 270 中学校教諭一種免許状（音楽）

高等学校教諭一種免許状（音楽）
音楽総合学科 40 中学校教諭一種免許状（音楽）

高等学校教諭一種免許状（音楽）
9 千葉県 学校法人日本橋女学館 開智国際大学 教育学部 教育学科 初等教育専攻 48 小学校教諭一種免許状

中等教育専攻 24 中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（国語）
高等学校教諭一種免許状（英語）

10 千葉県 学校法人東京農業大学 東京情報大学 総合情報学部 総合情報学科 情報システム学系 180 高等学校一種免許状（情報）
数理情報学系 50 中学校一種免許状（数学）

高等学校一種免許状（数学）
11 東京都 学校法人國學院大學 國學院大學 人間開発学部 初等教育学科 100 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 学校法人駒澤大学 駒澤大学 グローバル・メディア・スタディーズ学部 グローバル・メディア学科 300 高等学校教諭一種免許状（情報）
13 東京都 学校法人玉川学園 玉川大学 文学部 国語教育学科 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）
農学部 生産農学科 165 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）

工学部 情報通信工学科 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（工業）

14 東京都 学校法人帝京科学大学 帝京科学大学 教育人間科学部 こども学科 50 小学校教諭一種免許状
15 東京都 学校法人帝京平成大学 帝京平成大学 現代ライフ学部 児童学科 200 特別支援学校教諭一種免許状（視覚障害者）

特別支援学校教諭一種免許状（聴覚障害者）
16 東京都 学校法人東京電機大学 東京電機大学 工学部 電子システム工学科 90 中学校教諭一種免許状（技術）

高等学校教諭一種免許状（工業）
応用化学科 80 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）
先端機械工学科 100 中学校教諭一種免許状（技術）

高等学校教諭一種免許状（工業）
システムデザイン工学部 情報システム工学科 130 高等学校教諭一種免許状（情報）

デザイン工学科 110 中学校教諭一種免許状（技術）
高等学校教諭一種免許状（工業）

17 東京都 学校法人東京農業大学 東京農業大学 生命科学部 分子生命化学科 115 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）

分子微生物学科 115 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）

地域環境科学部 地域創成科学科 80 高等学校教諭一種免許状（農業）
国際食料情報学部 国際食農科学科 100 高等学校教諭一種免許状（農業）

18 東京都 学校法人東洋大学 東洋大学 文学部第一部 国際文化コミュニケーション学科 100 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 東京都 学校法人日本体育大学 日本体育大学 体育学部 体育学科 750 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 神奈川県 学校法人関東学院 関東学院大学 教育学部 こども発達学科 140 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）
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３．私立大学の学部等の課程

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
21 神奈川県 学校法人松蔭学園 松蔭大学 コミュニケーション文化学部 子ども学科 48 幼稚園教諭一種免許状
22 神奈川県 学校法人東成学園 昭和音楽大学 音楽学部 音楽芸術表現学科 175 中学校教諭一種免許状（音楽）

高等学校教諭一種免許状（音楽）
23 石川県 学校法人北陸大学 北陸大学 国際コミュニケーション学部 国際コミュニケーション学科 80 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）
24 石川県 学校法人北陸学院 北陸学院大学 人間総合学部 子ども教育学科 70 中学校教諭一種免許状（英語）
25 福井県 学校法人新田塚学園 福井医療大学 保健医療学部 看護学科 60 養護教諭一種免許状
26 長野県 学校法人松商学園 松本大学 教育学部 学校教育学科 80 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）

27 岐阜県 学校法人朝日大学 朝日大学 保健医療学部 健康スポーツ科学科 120 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）

28 岐阜県 学校法人岐阜済美学院 中部学院大学 スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 80 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）

29 愛知県 学校法人愛知淑徳学園 愛知淑徳大学 健康医療科学部 健康栄養学科 80 栄養教諭一種免許状
30 愛知県 学校法人清光学園 岡崎女子大学 子ども教育学部 子ども教育学科 100 小学校教諭一種免許状
31 愛知県 学校法人中部大学 中部大学 現代教育学部 現代教育学科 中等教育国語数学専攻 20 中学校教諭一種免許状（国語）

中学校教諭一種免許状（数学）
32 愛知県 学校法人名古屋自由学院 名古屋芸術大学 芸術学部 芸術学科 445 中学校教諭一種免許状（音楽）

中学校教諭一種免許状（美術）
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（工芸）

33 愛知県 学校法人日本福祉大学 日本福祉大学 スポーツ科学部 スポーツ科学科 180 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）
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）

34 三重県 学校法人享栄学園 鈴鹿大学 こども教育学部 こども教育学科 幼児教育学専攻 40 幼稚園教諭一種免許状
養護教育学専攻 40 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）
養護教諭一種免許状

35 京都府 学校法人光華女子学園 京都光華女子大学 健康科学部 健康栄養学科 健康スポーツ栄養専攻 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）

36 京都府 学校法人京都産業大学 京都産業大学 現代社会学部 現代社会学科 300 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）

健康スポーツ社会学科 100 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）

37 京都府 学校法人京都精華大学 京都精華大学 芸術学部 造形学科 240 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 京都府 学校法人京都橘学園 京都橘大学 国際英語学部 国際英語学科 90 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 京都府 学校法人ノートルダム女学院 京都ノートルダム女子大学 現代人間学部 こども教育学科 70 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）

福祉生活デザイン学科 70 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）

40 京都府 学校法人同志社 同志社大学 グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース 80 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）

41 京都府 学校法人立命館 立命館大学 情報理工学部 情報理工学科 475 高等学校教諭一種免許状（情報）
42 大阪府 学校法人大阪キリスト教学院 大阪キリスト教学院大学 こども教育学部 こども教育学科 80 幼稚園教諭一種免許状

小学校教諭一種免許状
43 大阪府 学校法人常翔学園 大阪工業大学 ロボティクス＆デザイン工学部 ロボット工学科 90 高等学校教諭一種免許状（工業）

システムデザイン工学科 90 高等学校教諭一種免許状（工業）
空間デザイン学科 100 高等学校教諭一種免許状（工業）

44 大阪府 学校法人大阪産業大学 大阪産業大学 国際学部 国際学科 100 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）

スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 150 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）
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３．私立大学の学部等の課程

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
（大阪産業大学　続き） デザイン工学部 環境理工学科 80 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）
45 大阪府 学校法人常磐会学園 常磐会学園大学 国際こども教育学部 国際こども教育学科 118 中学校教諭一種免許状（国語）

中学校教諭一種免許状（英語）
46 大阪府 学校法人梅花学園 梅花女子大学 食文化学部 管理栄養学科 40 栄養教諭一種免許状
47 大阪府 学校法人森ノ宮医療学園 森ノ宮医療大学 保健医療学部 看護学科 80 養護教諭一種免許状
48 兵庫県 学校法人松蔭女子学院 神戸松蔭女子学院大学 人間科学部 都市生活学科 100 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）
49 兵庫県 学校法人獨協学園 姫路獨協大学 人間社会学群 国際言語文化学類 80 中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（国語）
高等学校教諭一種免許状（英語）

現代法律学類 100 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）

産業経営学類 100 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）

50 岡山県 学校法人加計学園 岡山理科大学 経営学部 経営学科 130 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）

51 岡山県 学校法人川崎学園 川崎医療福祉大学 医療福祉学部 子ども医療福祉学科 80 幼稚園教諭一種免許状
52 広島県 学校法人修道学園 広島修道大学 健康科学部 健康栄養学科 80 栄養教諭一種免許状

心理学科 80 高等学校教諭一種免許状（公民）
53 広島県 学校法人広島文化学園 広島文化学園大学 学芸学部 子ども学科 80 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）

54 福岡県 学校法人九州国際大学 九州国際大学 現代ビジネス学部 地域経済学科 250 高等学校教諭一種免許状（公民）
国際社会学科 100 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）
55 福岡県 学校法人中村産業学園 九州産業大学 理工学部 情報科学科 140 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）

機械工学科 130 高等学校教諭一種免許状（工業）
電気工学科 100 高等学校教諭一種免許状（工業）

生命科学部 生命科学科 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）

建築都市工学部 建築学科 75 高等学校教諭一種免許状（工業）
住居・インテリア学科 65 高等学校教諭一種免許状（工業）
都市デザイン工学科 60 高等学校教諭一種免許状（工業）

56 福岡県 学校法人久留米大学 久留米大学 人間健康学部 総合子ども学科 50 幼稚園教諭一種免許状
スポーツ医科学科 70 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）
57 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 900 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）

58 鹿児島県 学校法人志學館学園 志學館大学 人間関係学部 心理臨床学科 130 養護教諭一種免許状
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４．私立短期大学の学科等の課程

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 千葉県 学校法人創志学園 東京経営短期大学 こども教育学科 60 幼稚園教諭二種免許状

2 三重県 学校法人大橋学園 ユマニテク短期大学 幼児保育学科 100 幼稚園教諭二種免許状

3 滋賀県 学校法人滋賀学園 びわこ学院大学短期大学部 ライフデザイン学科 児童学コース 30 幼稚園教諭二種免許状

4 佐賀県 学校法人旭学園 佐賀女子短期大学 地域みらい学科 健康とホスピタリティコース 30 養護教諭二種免許状

食とヘルスマネジメントコース 30 栄養教諭二種免許状
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５．国立大学の大学院の課程

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 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（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（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（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（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

2 岩手県 国立大学法人岩手大学 岩手大学 総合科学研究科 地域創生専攻 54 高等学校教諭専修免許状（工業）
総合文化学専攻 10 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（音楽）
中学校教諭専修免許状（美術）
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（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（英語）

理工学専攻 180 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（工業）

農学専攻 50 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）

3 秋田県 国立大学法人秋田大学 秋田大学 理工学研究科 共同ライフサイクルデザイン工学専攻 12 高等学校教諭専修免許状（工業）
4 山形県 国立大学法人山形大学 山形大学 理工学研究科 理学専攻 53 中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（数学）
高等学校教諭専修免許状（理科）

5 福島県 国立大学法人福島大学 福島大学 人間発達文化研究科 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）
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５．国立大学の大学院の課程

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
（国立大学法人福島大学　続き） 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（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
栄養教諭専修免許状
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 茨城県 国立大学法人茨城大学 茨城大学 農学研究科 農学専攻 48 高等学校教諭専修免許状（農業）
理工学研究科 量子線科学専攻 102 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）
7 千葉県 国立大学法人千葉大学 千葉大学 人文公共学府 人文科学専攻 38 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（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（英語）

融合理工学府 数理科学専攻 74 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）

地球環境科学専攻 81 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）

先進理化学専攻 207 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 神奈川県 国立大学法人横浜国立大学 横浜国立大学 教育学研究科 高度教職実践専攻 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（中国語）
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（ドイツ語）
中学校教諭専修免許状（スペイン語）
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（アラビア語）
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５．国立大学の大学院の課程

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
（国立大学法人横浜国立大学　続き） 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（中国語）
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（ドイツ語）
高等学校教諭専修免許状（スペイン語）
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（アラビア語）
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
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）

9 岐阜県 国立大学法人岐阜大学 岐阜大学 自然科学技術研究科 生命科学・化学専攻 82 高等学校教諭専修免許状（理科）
生物生産環境科学専攻 44 高等学校教諭専修免許状（農業）

10 静岡県 国立大学法人静岡大学 静岡大学 総合科学技術研究科 工学専攻 262 高等学校教諭専修免許状（数学）
11 愛知県 国立大学法人名古屋大学 名古屋大学 人文学研究科 人文学専攻 104 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（英語）
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（ドイツ語）
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（英語）
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（ドイツ語）

情報学研究科 数理情報学専攻 14 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）

複雑系科学専攻 36 高等学校教諭専修免許状（情報）
12 三重県 国立大学法人三重大学 三重大学 教育学研究科 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）

11



５．国立大学の大学院の課程

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
（国立大学法人三重大学　続き） 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）
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（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（職業指導）
高等学校教諭専修免許状（英語）

13 滋賀県 国立大学法人滋賀大学 滋賀大学 教育学研究科 高度教職実践専攻 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（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（中国語）
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（ドイツ語）
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（中国語）
高等学校教諭専修免許状（フランス語）
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５．国立大学の大学院の課程

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
（国立大学法人滋賀大学　続き） 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（韓国・朝鮮語）
高等学校教諭専修免許状（宗教）

学校教育専攻 45 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）

14 鳥取県 国立大学法人鳥取大学 鳥取大学 持続社会創生科学研究科 農学専攻 46 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）

工学専攻 165 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）

地域学専攻 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）
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）
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）

国際乾燥地科学専攻 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）

15 岡山県 国立大学法人岡山大学 岡山大学 環境生命科学研究科 生命環境学専攻 23 高等学校教諭専修免許状（農業）
16 熊本県 国立大学法人熊本大学 熊本大学 教育学研究科 教職実践開発専攻 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（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（英語）
養護教諭専修免許状

17 鹿児島県 国立大学法人鹿児島大学 鹿児島大学 教育学研究科 学校教育実践高度化専攻 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）
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５．国立大学の大学院の課程

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
（国立大学法人鹿児島大学　続き） 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（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（英語）
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６．公立大学の大学院の課程

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 秋田県 公立大学法人秋田県立大学 秋田県立大学 システム科学技術研究科 共同ライフサイクルデザイン工学専攻 5 高等学校教諭専修免許状（工業）
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７．私立大学の大学院の課程

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 埼玉県 学校法人香川栄養学園 女子栄養大学 栄養学研究科 栄養学専攻 10 栄養教諭専修免許状
2 東京都 学校法人桐朋学園 桐朋学園大学 音楽研究科 音楽専攻 30 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）
3 東京都 学校法人日本体育大学 日本体育大学 教育学研究科 実践教科教育学専攻 20 小学校教諭専修免許状
4 東京都 学校法人明治大学 明治大学 先端数理科学研究科 先端メディアサイエンス専攻 45 高等学校教諭専修免許状（情報）
5 東京都 学校法人早稲田大学 早稲田大学 教育学研究科 高度教職実践専攻 60 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）
中学校教諭専修免許状（中国語）
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（ドイツ語）
中学校教諭専修免許状（スペイン語）
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）
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（フランス語）
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（スペイン語）

6 神奈川県 学校法人国際学園 星槎大学 教育実践研究科 教育実践専攻 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（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）
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７．私立大学の大学院の課程

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
（星槎大学　続き） 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（情報）
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）

7 愛知県 学校法人愛知学院 愛知学院大学 経済学研究科 経済学専攻 7 高等学校教諭専修免許状（公民）
8 愛知県 学校法人名城大学 名城大学 理工学研究科 応用化学専攻 24 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）
メカトロニクス工学専攻 20 高等学校教諭専修免許状（工業）

9 京都府 学校法人京都橘学園 京都橘大学 文学研究科 歴史文化専攻 6 中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（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（書道）

10 京都府 学校法人立命館 立命館大学 教職研究科 実践教育専攻 35 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）
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（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（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）
高等学校教諭専修免許状（宗教）

11 大阪府 学校法人常翔学園 大阪工業大学 工学研究科 建築・都市デザイン工学専攻 30 高等学校教諭専修免許状（工業）
電気電子・機械工学専攻 50 高等学校教諭専修免許状（工業）
化学・環境・生命工学専攻 30 高等学校教諭専修免許状（工業）

ロボティクス＆デザイン工学研究科 ロボティクス＆デザイン工学専攻 30 高等学校教諭専修免許状（工業）
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８．国立大学の専攻科の課程

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 山梨県 国立大学法人山梨大学 山梨大学 特別支援教育特別専攻科 障害児教育専攻 30 特別支援学校教諭一種免許状（病弱者）

特別支援学校教諭専修免許状（病弱者）
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９．私立短期大学の専攻科の課程

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 兵庫県 学校法人日ノ本学園 姫路日ノ本短期大学 専攻科 幼児教育専攻 10 幼稚園教諭一種免許状
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