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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 茨城県 国立大学法人茨城大学 茨城大学 工学部 機械システム工学科 130 高等学校教諭一種免許状（工業）

（夜間主） 40 高等学校教諭一種免許状（工業）
情報工学科　 80 高等学校教諭一種免許状（工業）
電気電子システム工学科　 125 高等学校教諭一種免許状（工業）
都市システム工学科　 60 高等学校教諭一種免許状（工業）
物質科学工学科　 110 高等学校教諭一種免許状（工業）

2 富山県 国立大学法人富山大学 富山大学 工学部 工学科 365 高等学校教諭一種免許状（工業）
都市デザイン学部 地球システム科学科 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）
都市・交通デザイン学科 40 高等学校教諭一種免許状（工業）
材料デザイン工学科 60 高等学校教諭一種免許状（工業）

3 石川県 国立大学法人金沢大学 金沢大学 理工学域 生命理工学類 59 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）

地球社会基盤学類 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）

フロンティア工学類 110 高等学校教諭一種免許状（工業）
機械工学類 100 高等学校教諭一種免許状（工業）
電子情報通信学類 80 高等学校教諭一種免許状（工業）

4 岐阜県 国立大学法人岐阜大学 岐阜大学 教育学部 特別支援学校教員養成課程 20 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）
特別支援学校教諭一種免許状（聴覚障害者）

5 京都府 京都工芸繊維大学 工芸科学部 応用化学課程 169 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）

6 島根県 国立大学法人島根大学 島根大学 総合理工学部 数理科学科 50 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）

地球科学科 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）

物質化学科 73 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）

物理・マテリアル工学科 73 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）

知能情報デザイン学科 50 高等学校教諭一種免許状（情報）
機械・電気電子工学科 64 高等学校教諭一種免許状（工業）
建築デザイン学科 40 高等学校教諭一種免許状（工業）

生物資源科学部 環境共生科学科 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）

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）

農林生産学科 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）

7 広島県 国立大学法人広島大学 広島大学 工学部 第一類（機械・輸送・材料・エネルギー系） 150 高等学校教諭一種免許状（工業）
第二類（電気電子・システム情報系） 90 高等学校教諭一種免許状（工業）
第四類（建設・環境系） 90 高等学校教諭一種免許状（工業）

情報科学部 情報科学科 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（情報）

8 香川県 国立大学法人香川大学 香川大学 経済学部 経済学科 昼間コース 240 高等学校教諭一種免許状（商業）
創造工学部 創造工学科 330 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）

9 福岡県 国立大学法人九州工業大学 九州工業大学 情報工学部 知能情報工学科 93 高等学校教諭一種免許状（情報）
情報・通信工学科 93 高等学校教諭一種免許状（情報）
知的システム工学科 94 高等学校教諭一種免許状（情報）
物理情報工学科 65 高等学校教諭一種免許状（情報）
生命化学情報工学科 65 高等学校教諭一種免許状（情報）

国立大学法人京都工芸繊維大
学
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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
10 熊本県 国立大学法人熊本大学 熊本大学 工学部 土木建築学科 124 高等学校教諭一種免許状（工業）

機械数理工学科 109 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）

情報電気工学科 149 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）

材料・応用化学科 131 高等学校教諭一種免許状（工業）
11 沖縄県 国立大学法人琉球大学 琉球大学 国際地域創造学部 国際地域創造学科 昼間主コース 265 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（地理歴史）
高等学校教諭一種免許状（英語）

夜間主コース 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）

人文社会学部 国際法政学科 80 高等学校教諭一種免許状（公民）
人間社会学科 80 高等学校教諭一種免許状（公民）
琉球アジア文化学科 40 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）
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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 秋田県 公立大学法人秋田県立大学 秋田県立大学 システム科学技術学部 機械工学科 60 高等学校教諭一種免許状（工業）

知能メカトロニクス学科 60 高等学校教諭一種免許状（工業）
情報工学科 40 高等学校教諭一種免許状（情報）

2 東京都 公立大学法人首都大学東京 首都大学東京 システムデザイン学部 情報科学科 50 高等学校教諭一種免許状（情報）
人文社会学部 人間社会学科 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）
高等学校教諭一種免許状（国語）
高等学校教諭一種免許状（公民）

人文学科 90 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）
中学校教諭一種免許状（中国語）
高等学校教諭一種免許状（国語）
高等学校教諭一種免許状（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）
高等学校教諭一種免許状（中国語）

都市環境学部 地理環境学科 30 中学校教諭一種免許状（社会）
中学校教諭一種免許状（理科）
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（理科）

理学部 化学科 48 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）

数理科学科 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）

生命科学科 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）

物理学科 47 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 神奈川県 公立大学法人横浜市立大学 横浜市立大学 データサイエンス学部 データサイエンス学科 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）

4 山梨県 公立大学法人都留文科大学 都留文科大学 教養学部 学校教育学科 180 小学校教諭一種免許状
中学校教諭一種免許状（数学）
中学校教諭一種免許状（理科）
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）

地域社会学科 150 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）

5 長野県 公立大学法人長野県立大学 長野県立大学 健康発達学部 食健康学科 30 栄養教諭一種免許状
こども学科 40 幼稚園教諭一種免許状

6 愛知県 公立大学法人名古屋市立大学 名古屋市立大学 総合生命理学部 総合生命理学科 40 高等学校教諭一種免許状（理科）
7 大阪府 公立大学法人大阪市立大学 大阪市立大学 商学部 公共経営学科 65 高等学校教諭一種免許状（商業）
8 大阪府 公立大学法人大阪府立大学 大阪府立大学 生命環境科学域 理学類 149 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）

9 島根県 公立大学法人島根県立大学 島根県立大学 看護栄養学部 健康栄養学科 40 栄養教諭一種免許状
人間文化学部 保育教育学科 40 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）

地域文化学科 70 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 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 国際文化学科 62 中学校教諭一種免許状（英語）
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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 北海道 学校法人吉田学園 札幌保健医療大学 保健医療学部 栄養学科 80 栄養教諭一種免許状
2 青森県 学校法人光星学院 八戸学院大学 地域経営学部 地域経営学科 80 高等学校教諭一種免許状(情報)

高等学校教諭一種免許状(商業)
3 宮城県 学校法人東北学院 東北学院大学 文学部 教育学科 50 小学校教諭一種免許状

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）

4 宮城県 学校法人宮城学院 宮城学院女子大学 教育学部 教育学科 児童教育専攻 50 中学校教諭一種免許状（英語）
5 秋田県 学校法人日本赤十字学園 日本赤十字秋田看護大学 看護学部 看護学科 100 養護教諭一種免許状
6 茨城県 学校法人常磐大学 常磐大学 人間科学部 コミュニケーション学科 70 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）
総合政策学部 経営学科 85 高等学校教諭一種免許状（商業）

法律行政学科 75 高等学校教諭一種免許状（公民）
総合政策学科 85 高等学校教諭一種免許状（公民）

看護学部 看護学科 80 養護教諭一種免許状
7 栃木県 学校法人船田教育会 作新学院大学 人間文化学部 発達教育学科 50 小学校教諭一種免許状

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）
特別支援学校教諭一種免許状（知的障害者）

8 群馬県 学校法人群馬育英学園 育英大学 教育学部 教育学科 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

スポーツ教育専攻 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）

9 埼玉県 学校法人聖学院 聖学院大学 人文学部 児童学科 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)

10 埼玉県 学校法人日本工業大学 日本工業大学 基幹工学部 応用化学科 80 高等学校教諭一種免許状（工業）
先進工学部 ロボティクス学科 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）
11 埼玉県 学校法人青淵学園 東都医療大学 管理栄養学部 管理栄養学科 80 栄養教諭一種免許状
12 東京都 学校法人学習院 学習院女子大学 国際文化交流学部 日本文化学科 140 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）
国際コミュニケーション学科 170 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）
英語コミュニケーション学科 45 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）
13 東京都 学校法人駒澤学園 駒沢女子大学 人間総合学群 人間文化学類 日本文化専攻 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）
英語コミュニケーション専攻 50 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 東京都 学校法人大東文化学園 大東文化大学 文学部 歴史文化学科 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）
15 東京都 学校法人東海大学 東海大学 医学部 看護学科 85 養護教諭一種免許状

文化社会学部 アジア学科 70 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）

ヨーロッパ・アメリカ学科 70 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）

16 東京都 学校法人青葉学園 東京医療保健大学 和歌山看護学部 看護学科 90 養護教諭一種免許状
千葉看護学部 看護学科 100 養護教諭一種免許状

17 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 食物学科 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）
栄養教諭二種免許状

人間栄養学部 人間栄養学科 140 栄養教諭一種免許状
18 東京都 学校法人東京女子大学 東京女子大学 現代教養学部 国際英語学科 155 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 学校法人東京農業大学 東京農業大学 農学部 生物資源開発学科 125 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）

デザイン農学科 123 高等学校教諭一種免許状（農業）
応用生物科学部 食品安全健康学科 140 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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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
20 東京都 学校法人武蔵野大学 武蔵野大学 教育学部 こども発達学科 100 幼稚園教諭一種免許状
21 石川県 学校法人金沢学院大学 金沢学院大学 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（英語）

22 石川県 学校法人金沢工業大学 金沢工業大学 工学部 電気電子工学科 240 高等学校教諭一種免許状（工業）
環境土木工学科 80 高等学校教諭一種免許状（工業）

建築学部 建築学科 200 高等学校教諭一種免許状（工業）
23 石川県 学校法人金城学園 金城大学 社会福祉学部 子ども福祉学科 70 幼稚園教諭一種免許状
24 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 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）
25 愛知県 学校法人愛知淑徳学園 愛知淑徳大学 文学部 総合英語学科 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）
26 愛知県 学校法人桜花学園 桜花学園大学 保育学部 国際教養こども学科 45 幼稚園教諭一種免許状
27 愛知県 学校法人中部大学 中部大学 工学部 電気電子システム工学科 160 高等学校教諭一種免許状（工業）
28 愛知県 学校法人越原学園 名古屋女子大学 文学部 児童教育学科 児童教育学専攻 120 中学校教諭一種免許状（国語）
29 滋賀県 学校法人立命館 立命館大学 理工学部 環境都市工学科 166 高等学校教諭一種免許状（工業）
30 京都府 学校法人真宗大谷学園 大谷大学 教育学部 教育学科 初等教育コース 50 小学校教諭一種免許状

幼児教育コース 80 幼稚園教諭一種免許状
31 京都府 学校法人京都学園 京都学園大学 バイオ環境学部 バイオサイエンス学科 90 中学校教諭一種免許状（理科）
32 大阪府 学校法人谷岡学園 大阪商業大学 公共学部 公共学科 250 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）

33 大阪府 学校法人大阪成蹊学園 大阪成蹊大学 教育学部 教育学科 中等教育専攻 60 中学校教諭一種免許状（保健体育）
中学校教諭一種免許状（英語）
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（英語）

34 大阪府 学校法人梅花学園 梅花女子大学 心理こども学部 こども学科 70 小学校教諭一種免許状
35 兵庫県 学校法人関西金光学園 関西福祉大学 発達教育学部 保健教育学科 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）
養護教諭一種免許状

36 兵庫県 学校法人甲南女子学園 甲南女子大学 医療栄養学部 医療栄養学科 80 栄養教諭一種免許状
37 兵庫県 学校法人神戸学院 神戸学院大学 心理学部 心理学科 150 高等学校教諭一種免許状（公民）
38 奈良県   学校法人帝塚山学園 帝塚山大学 経済経営学部 経済経営学科 210 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）
39 奈良県 学校法人奈良学園 奈良学園大学 人間教育学部 人間教育学科 中等（数学・音楽）専攻 30 中学校教諭一種免許状（数学）

中学校教諭一種免許状（音楽）
高等学校教諭一種免許状（数学）
高等学校教諭一種免許状（音楽）

40 広島県 学校法人鶴学園 広島工業大学 環境学部 地球環境学科 80 中学校教諭一種免許状（理科）
41 広島県 学校法人修道学園 広島修道大学 国際コミュニティ学部 国際政治学科 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）
地域行政学科 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）
42 広島県 学校法人広島女学院 広島女学院大学 人文学部 国際英語学科 65 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）
日本文化学科 40 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）
43 広島県 学校法人広島文化学園 広島文化学園大学 人間健康学部 スポーツ健康福祉学科 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）
44 福岡県 学校法人中村産業学園 九州産業大学 人間科学部 子ども教育学科 80 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）

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）

商学部 経営・流通学科 500 高等学校教諭一種免許状（商業）
地域共創学部 観光学科 150 中学校教諭一種免許状（社会）

地域づくり学科（昼夜開講制） 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）

45 佐賀県 学校法人永原学園 西九州大学 看護学部 看護学科 90 養護教諭一種免許状
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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
46 長崎県 学校法人純心女子学園 長崎純心大学 人文学部 文化コミュニケーション学科 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）
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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 石川県 学校法人金沢学院大学 金沢学院短期大学 幼児教育学科 50 幼稚園教諭二種免許状
2 愛知県 学校法人瀬木学園 愛知みずほ大学短期大学部 現代幼児教育学科 50 幼稚園教諭二種免許状
3 愛知県 学校法人越原学園 名古屋女子大学短期大学部 保育学科 第三部 50 幼稚園教諭二種免許状
4 大阪府 学校法人みどり学園 大阪健康福祉短期大学 保育・幼児教育学科 40 幼稚園教諭二種免許状
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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 北海道 国立大学法人帯広畜産大学 帯広畜産大学 畜産学研究科 畜産科学専攻 48 高等学校教諭専修免許状（農業）
2 宮城県 国立大学法人東北大学 東北大学 教育学研究科 総合教育科学専攻 45 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）
生命科学研究科 生態発生適応科学専攻 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）
3 茨城県 国立大学法人茨城大学 茨城大学 理工学研究科 機械システム工学専攻 86 高等学校教諭専修免許状（工業）

電気電子システム工学専攻 58 高等学校教諭専修免許状（工業）
情報工学専攻 30 高等学校教諭専修免許状（工業）
都市システム工学専攻 27 高等学校教諭専修免許状（工業）

4 神奈川県 国立大学法人横浜国立大学 横浜国立大学 理工学府 機械・材料・海洋系工学専攻 109 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）

化学・生命系理工学専攻 107 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）

数物・電子情報系理工学専攻 146 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）

環境情報学府 人工環境専攻 75 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）

自然環境専攻 33 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）

情報環境専攻 65 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）

5 福井県 国立大学法人福井大学 福井大学 教職開発専攻 40 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）
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 静岡県 国立大学法人静岡大学 静岡大学 教育学研究科 学校教育研究専攻 52 養護教諭専修免許状
7 京都府 国立大学法人京都大学 京都大学 教育学研究科 教育学環専攻 42 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）

福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学
園大学連合教職開発研究科
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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
8 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 人間科学専攻 12 幼稚園教諭専修免許状

小学校教諭専修免許状
心身健康学専攻 22 中学校教諭専修免許状（保健体育）

中学校教諭専修免許状（家庭）
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）

情報衣環境学専攻 10 高等学校教諭専修免許状（情報）
数物科学専攻 28 中学校教諭専修免許（数学）

中学校教諭専修免許（理科）
高等学校教諭専修免許（数学）
高等学校教諭専修免許（理科）

化学生物環境学専攻 42 中学校教諭専修免許（理科）
高等学校教諭専修免許状（理科）

9 奈良県 先端科学技術研究科 先端科学技術専攻 350 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）

10 島根県 国立大学法人島根大学 島根大学 自然科学研究科 環境システム科学専攻 78 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）

農生命科学専攻 43 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）

理工学専攻 79 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）
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）

11 岡山県 国立大学法人岡山大学 岡山大学 教育学研究科 教育科学専攻 37 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（英語）
養護教諭専修免許状
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）

社会文化科学研究科 国際社会専攻 14 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）

日本・アジア文化専攻 12 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）

人間社会文化専攻 30 中学校教諭専修免許状（社会）

国立大学法人奈良先端科学技
術大学院大学

奈良先端科学技術大学院大
学
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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
（岡山大学　続き） 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）
法政理論専攻 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）
経済理論・政策専攻 6 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）
12 香川県 国立大学法人香川大学 香川大学 農学研究科  応用生物・希少糖科学専攻 60 高等学校教諭専修免許状（農業）
13 高知県 国立大学法人高知大学 高知大学 総合人間自然科学研究科 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（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）
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 長崎県 国立大学法人長崎大学 長崎大学 多文化社会学研究科 多文化社会学専攻 10 高等学校教諭専修免許状（英語）
15 熊本県 国立大学法人熊本大学 熊本大学 自然科学教育部 理学専攻 110 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）

土木建築学専攻 75 高等学校教諭専修免許状（工業）
機械数理工学専攻 65 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（工業）

情報電気工学専攻 103 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）

材料・応用化学専攻 90 高等学校教諭専修免許状（工業）
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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 神奈川県  公立大学法人横浜市立大学 横浜市立大学 生命医科学研究科 博士前期課程 生命医科学専攻 40 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）
2 大阪府 公立大学法人大阪府立大学 大阪府立大学 理学系研究科 数理科学専攻 15 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）
人間社会システム科学研究科 人間社会学専攻 20 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）
高等学校教諭専修免許状（福祉）

3 高知県 高知県公立大学法人 高知工科大学 工学研究科 基盤工学専攻 150 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）
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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 宮城県 学校法人尚絅学院 尚絅学院大学 総合人間科学研究科 人間学専攻 6 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 群馬県 学校法人高崎健康福祉大学 高崎健康福祉大学 健康福祉学研究科 食品栄養学専攻 博士前期課程 4 栄養教諭専修免許状
3 埼玉県 学校法人智香寺学園 埼玉工業大学 工学研究科 情報システム専攻 7 高等学校教諭専修免許状（情報）
4 千葉県 学校法人廣池学園 麗澤大学 学校教育研究科 道徳教育専攻 6 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（アラビア語）
中学校教諭専修免許状（イタリア語）
中学校教諭専修免許状（インドネシア語）
中学校教諭専修免許状（ウルドゥー語）
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（スワヒリ語）
中学校教諭専修免許状（タイ語）
中学校教諭専修免許状（デンマーク語）
中学校教諭専修免許状（トルコ語）
中学校教諭専修免許状（ハンガリー語）
中学校教諭専修免許状（ビルマ語）
中学校教諭専修免許状（ヒンディー語）
中学校教諭専修免許状（フィリピン語）
中学校教諭専修免許状（ペルシア語）
中学校教諭専修免許状（ポルトガル語）
中学校教諭専修免許状（モンゴル語）
中学校教諭専修免許状（ラオス語）
中学校教諭専修免許状（ロシア語）
中学校教諭専修免許状（韓国・朝鮮語）
中学校教諭専修免許状（韓国語）
中学校教諭専修免許状（朝鮮語）
中学校教諭専修免許状（宗教）

5 東京都 学校法人創価大学 創価大学 教職研究科 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（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（ロシア語）
中学校教諭専修免許状（宗教）
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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
6 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 20 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（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）

7 東京都 学校法人日本大学 日本大学 理工学研究科 物質応用化学専攻 40 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）

8 新潟県 学校法人新潟青陵学園 新潟青陵大学 看護学研究科 看護学専攻 6 養護教諭専修免許状
9 新潟県 学校法人新潟科学技術学園 新潟薬科大学 応用生命科学研究科 応用生命科学専攻 8 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）
10 愛知県 学校法人梅村学園 中京大学 文学研究科 歴史文化専攻 3 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 京都府 学校法人龍谷大学 龍谷大学 農学研究科 食農科学専攻 修士課程 30 高等学校教諭専修免許状（農業）
12 大阪府 学校法人追手門学院 追手門学院大学 経営･経済研究科 経営･経済専攻 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）
高等学校教諭専修免許状（商業）

13 大阪府 学校法人大阪成蹊学園 大阪成蹊大学 教育学研究科 教育学専攻 5 幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状

14 兵庫県 学校法人関西金光学園 関西福祉大学 教育学研究科 児童教育学専攻 5 小学校教諭専修免許状
15 岡山県 学校法人川崎学園 川崎医療福祉大学 医療技術学研究科 健康体育学専攻 8 養護教諭専修免許状
16 福岡県 学校法人福原学園 九州共立大学 スポーツ学研究科 スポーツ学専攻 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）
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