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会 長 山 崎 正 和

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 （ 答 申 ）

平 成 ２ ０ 年 １ ０ 月 ６ 日 付 け ２ ０ 文 科 初 第 ８ １ ３ 号 を も っ て 諮

問 の あ っ た 標 記 の 件 に つ い て ， 下 記 の と お り ， 答 申 し ま す 。

記

別 紙 に 掲 げ る 課 程 に つ い て は ， 認 定 可 と す る こ と 。
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１．国立大学の学部等の課程

No 都道府県名 設置者名 大学名 学部等名 学科等名 コース等名  入学定員 免許状の種類
1 北海道 国立大学法人室蘭工業大学 室蘭工業大学 工学部 建築社会基盤系学科 昼間コース 110 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）
機械航空創造系学科 昼間コース 140 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）
機械航空創造系学科 夜間主コース 20 高等学校教諭一種免許状（工業）
応用理化学系学科 昼間コース 130 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）
情報電子工学系学科 昼間コース 180 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）

情報電子工学系学科 夜間主コース 20 高等学校教諭一種免許状（工業）
2 岩手県 国立大学法人岩手大学 岩手大学 工学部 応用化学・生命工学科 75 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）
マテリアル工学科 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（工業）
電気電子・情報システム工学科 120 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）
機械システム工学科 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（工業）
社会環境工学科 65 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）
3 秋田県 国立大学法人秋田大学 秋田大学 工学資源学部 地球資源学科 60 高等学校教諭一種免許状（理科）

環境応用化学科 55 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）

生命化学科 32 高等学校教諭一種免許状（理科）
材料工学科 60 高等学校教諭一種免許状（理科）
情報工学科 50 高等学校教諭一種免許状（理科）
機械工学科 77 高等学校教諭一種免許状（理科）
電気電子工学科 75 高等学校教諭一種免許状（理科）
土木環境工学科 51 高等学校教諭一種免許状（理科）

4 栃木県 国立大学法人宇都宮大学 宇都宮大学 教育学部 総合人間形成課程 60 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）
高等学校教諭一種免許状（保健体育）

5 神奈川県 国立大学法人横浜国立大学 横浜国立大学 工学部 生産工学科 140 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）

物質工学科 160 高等学校教諭一種免許状（理科）
建設学科 130 高等学校教諭一種免許状（数学）
電子情報工学科 145 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（情報）

知能物理工学科 90 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）

6 京都府 国立大学法人京都大学 京都大学 工学部 工業化学科 235 中学校教諭一種免許状（数学）1



高等学校教諭一種免許状（数学）

7 鳥取県 国立大学法人鳥取大学 鳥取大学 工学部 機械工学科 65 中学校教諭一種免許状（技術）
8 徳島県 国立大学法人徳島大学 徳島大学 総合科学部 人間文化学科 100 中学校教諭一種免許状（国語）

中学校教諭一種免許状（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（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（保健体育）
高等学校教諭一種免許状（英語）

社会創生学科 100 中学校教諭一種免許状（社会）
中学校教諭一種免許状（理科）
中学校教諭一種免許状（美術）
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（理科）
高等学校教諭一種免許状（美術）
高等学校教諭一種免許状（情報）

総合理数学科 65 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）
高等学校教諭一種免許状（情報）

9 鹿児島県 国立大学法人鹿児島大学 鹿児島大学 工学部 環境化学プロセス工学科 35 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）

情報生体システム工学科 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（情報）

化学生命工学科 50 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）

10 沖縄県 国立大学法人琉球大学 琉球大学 教育学部 学校教育教員養成課程 100 高等学校教諭一種免許状（工芸）
生涯教育課程 90 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 亜熱帯地域農学科 35 高等学校教諭一種免許状（農業）
亜熱帯農林環境科学科 35 高等学校教諭一種免許状（農業）
地水システム工学科 25 高等学校教諭一種免許状（農業）
亜熱帯生物資源科学科 35 高等学校教諭一種免許状（農業）
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２．公立大学の学部等の課程

No 都道府県名  大学名 学部等名 学科等名 専攻名
入学
定員

免許状の種類

1 青森県 青森地域広域事務組合 青森公立大学 経営経済学部 経営学科 130 高等学校教諭一種免許状（商業）
経済学科 130 高等学校教諭一種免許状（公民）

2 千葉県 千葉県公立大学法人 千葉県立保健医療大学 健康科学部 栄養学科 25 栄養教諭一種免許状
3 新潟県 公立大学法人新潟県立大学 新潟県立大学 国際地域学部 国際地域学科 160 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）
人間生活学部 子ども学科 40 幼稚園教諭一種免許状

健康栄養学科 40 栄養教諭一種免許状
4 福井県 公立大学法人福井県立大学 福井県立大学 海洋生物資源学部 海洋生物資源学科 50 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）
5 愛知県 公立大学法人愛知県立大学 愛知県立大学 外国語学部 英米学科 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）
ヨーロッパ学科 フランス語圏専攻 50 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）
スペイン語圏専攻 50 中学校教諭一種免許状（スペイン語）

高等学校教諭一種免許状（スペイン語）
ドイツ語圏専攻 50 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）
中国学科 50 中学校教諭一種免許状（中国語）

高等学校教諭一種免許状（中国語）
日本文化学部 国語国文学科 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）
歴史文化学科 50 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）
教育福祉学部 教育発達学科 40 幼稚園教諭一種免許状

小学校教諭一種免許状
社会福祉学科 50 高等学校教諭一種免許状（公民）

情報科学部 情報科学科 90 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）

6 大阪府 公立大学法人大阪市立大学 大阪市立大学 工学部 電子・物理工学科 42 高等学校教諭一種免許状（工業）
化学バイオ工学科 56 高等学校教諭一種免許状（工業）
都市学科 50 高等学校教諭一種免許状（工業）

7 福岡県 公立大学法人福岡県立大学 福岡県立大学 人間社会学部 公共社会学科 50 中学校教諭一種免許状（社会）
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No 都道府県名 設置者名 大学名 学部等名 学科等名 専攻名  入学定員 免許状の種類

1 北海道 学校法人旭川大学 旭川大学 保健福祉学部 コミュニティ福祉学科 60 高等学校教諭一種免許状（福祉）
学校法人札幌大学 札幌大学 経営学部 経営学科 280 高等学校教諭一種免許状（情報）
学校法人札幌学院大学 札幌学院大学 経営学部 経営学科 120 高等学校教諭一種免許状（商業）

会計ファイナンス学科 80 高等学校教諭一種免許状（商業）
人文学部 人間科学科 130 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）
学校法人札幌国際大学 札幌国際大学 スポーツ人間学部 スポーツ指導学科 60 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）
学校法人北海道櫻井産業学園 道都大学 経営学部 経営学科 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）
学校法人野又学園 函館大学 商学部 商学科 150 中学校教諭一種免許状（社会）

高等学校教諭一種免許状（公民）
学校法人浅井学園 北翔大学 生涯スポーツ学部 スポーツ教育学科 160 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）
学校法人北海学園 北海学園大学 人文学部１部 英米文化学科 95 高等学校教諭一種免許状（地理歴史）

人文学部２部 英米文化学科 30 高等学校教諭一種免許状（地理歴史）
学校法人北海道尚志学園 北海道工業大学 未来デザイン学部 人間社会学科 70 高等学校教諭一種免許状（公民）
学校法人電子開発学園 北海道情報大学 経営情報学部 先端経営学科 60 高等学校教諭一種免許状（商業）

システム情報学科 90 高等学校教諭一種免許状（数学）
学校法人稚内北星学園 稚内北星学園大学 情報メディア学部 情報メディア学科 35 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）

地域創造学科 35 高等学校教諭一種免許状（情報）
2 青森県 学校法人八戸工業大学 八戸工業大学 工学部 バイオ環境工学科 60 高等学校教諭一種免許状（理科）

土木建築工学科 70 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）

感性デザイン学部 感性デザイン学科 60 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）

3 岩手県 学校法人富士大学 富士大学 経済学部 経営法学科 110 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）

4 宮城県 学校法人東北学院 東北学院大学 経済学部 経済学科 400 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）

共生社会経済学科 170 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）

経営学科 経営学科 310 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）

学校法人東北工業大学 東北工業大学 ライフデザイン学部 クリエイティブデザイン学科 80 高等学校教諭一種免許状（工業）

３．私立大学の学部等の課程
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安全安心生活デザイン学科 80 高等学校教諭一種免許状（工業）
経営コミュニケーション学科 60 高等学校教諭一種免許状（商業）

5 山形県 学校法人東北芸術工科大学 東北芸術工科大学 デザイン工学部 プロダクトデザイン学科 60 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）

グラフィックデザイン学科 55 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）

映像学科 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）

6 茨城県 茨城キリスト教学園 茨城キリスト教大学 文学部 児童教育学科 幼児保育専攻 70 幼稚園教諭一種免許状
7 群馬県 学校法人学文館 上武大学 ビジネス情報学部 スポーツマネジメント学科 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）
学校法人堀越学園 創造学園大学 ソーシャルワーク学部 ソーシャルワーク学科 100 高等学校教諭一種免許状（公民）

8 埼玉県 学校法人峯徳学園 埼玉学園大学 人間学部 子ども発達学科 100 小学校教諭一種免許状
学校法人駿河台大学 駿河台大学 メディア情報学部 メディア情報学科 150 高等学校教諭一種免許状（情報）

現代文化学部 現代文化学科 120 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（保健体育）
高等学校教諭一種免許状（保健体育）

心理学部 心理学科 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）

学校法人獨協学園 獨協大学 外国語学部 交流文化学科 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）

学校法人日本工業大学 日本工業大学 工学部 ものづくり環境学科 50 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）

生活環境デザイン学科 50 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）

9 千葉県 学校法人秀明学園 秀明大学 学校教師学部 中等教育教員養成課程 250 小学校教諭一種免許状
学校法人大乗淑徳学園 淑徳大学 国際コミュニケーション学部 人間環境学科 こども教育専攻 50 幼稚園教諭一種免許状
学校法人加計学園 千葉科学大学 危機管理学部 動物・環境システム学科 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）
学校法人千葉経済学園 千葉経済大学 経済学部 経済学科 150 中学校教諭一種免許状（社会）
学校法人帝京平成大学 帝京平成大学 地域医療学部 柔道整復学科 90 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）
ヒューマンケア学部 柔道整復学科 89 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）
学校法人日本橋女学館 日本橋学館大学 リベラルアーツ学部 総合経営学科 95 高等学校教諭一種免許状（情報）

総合文化学科 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）
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（公民）

10 東京都 学校法人青山学院 青山学院大学 社会情報学部 社会情報学科 200 中学校教諭一種免許状（数学）
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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）

教育人間科学部 教育学科 180 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（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）

学校法人亜細亜学園 亜細亜大学 経営学部 経営学科 340 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）

学校法人桜美林学園 桜美林大学 健康福祉学群 保育専修 50 幼稚園教諭一種免許状
学校法人大妻学院 大妻女子大学 社会情報学部 社会情報学科 環境情報学専攻 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（情報）

学校法人学習院 学習院大学 理学部 生命科学科 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）

学校法人工学院大学 工学院大学 工学部第１部 応用化学科 130 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）

環境エネルギー化学科 105 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）
高等学校教諭一種免許状（工業）

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 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状

健康体育学科 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）

学校法人宝仙学園 こども教育宝仙大学 こども教育学部 幼児教育学科 100 幼稚園教諭一種免許状
学校法人実践女子学園 実践女子大学 生活科学部 生活環境学科 80 高等学校教諭一種免許状（情報）
学校法人芝浦工業大学 芝浦工業大学 工学部 通信工学科 90 高等学校教諭一種免許状（情報）

情報工学科 100 高等学校教諭一種免許状（情報）
システム理工学部 電子情報システム学科 100 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）

機械制御システム学科 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（工業）

環境システム学科 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）
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高等学校教諭一種免許状（工業）
生命科学科 100 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）
高等学校教諭一種免許状（工業）

数理科学科 70 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）

学校法人上智学院 上智大学 神学部 神学科 40 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）

学校法人昭和女子大学 昭和女子大学 人間文化学部 国際学科 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）

生活科学部 健康デザイン学科 75 中学校教諭一種免許状（理科）
中学校教諭一種免許状（保健体育）
中学校教諭一種免許状（保健）
中学校教諭一種免許状（家庭）
高等学校教諭一種免許状（理科）
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（保健）
高等学校教諭一種免許状（家庭）

学校法人白梅学園 白梅学園大学 子ども学部 発達臨床学科 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）
学校法人大正大学 大正大学 人間学部 臨床心理学科 85 高等学校教諭一種免許状（公民）
学校法人渡辺学園 東京家政大学 家政学部 児童教育学科 85 幼稚園教諭一種免許状

小学校教諭一種免許状
人文学部 心理カウンセリング学科 80 養護教諭一種免許状

教育福祉学科 70 中学校教諭一種免許状（社会）
高等学校教諭一種免許状（公民）

学校法人東京工芸大学 東京工芸大学 工学部 生命環境化学科 60 中学校教諭一種免許状（理科）
コンピュータ応用学科 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）
システム電子情報学科 60 中学校教諭一種免許状（数学）

学校法人東京女子大学 東京女子大学 現代教養学部 人文学科 345 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（宗教）
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（宗教）
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国際社会学科 225 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）

人間科学科 260 中学校教諭一種免許状（英語）
高等学校教諭一種免許状（公民）
高等学校教諭一種免許状（情報）
高等学校教諭一種免許状（英語）

数理科学科 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）

学校法人五島育英会 東京都市大学 知識工学部 自然科学科 25 中学校教諭一種免許状（数学）
(武蔵工業大学） 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）

人間科学部 児童学科 100 幼稚園教諭一種免許状
学校法人東洋大学 東洋大学 理工学部 生体医工学科 100 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）
高等学校教諭一種免許状（工業）

生命科学部 応用生物科学科 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）

食環境科学科 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）

総合情報学部 総合情報学科 260 高等学校教諭一種免許状（情報）
学校法人日本大学 日本大学 生産工学部 環境安全工学科 120 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）

創生デザイン学科 120 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）

学校法人日本社会事業大学 日本社会事業大学 社会福祉学部 福祉援助学科 100 特別支援学校教諭一種免許状（聴覚障害者）

学校法人日本医科大学 日本獣医生命科学大学 獣医学部 獣医保健看護学科 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）

学校法人法政大学 法政大学 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）

学校法人明治学院 明治学院大学 法学部 消費情報環境法学科 175 高等学校教諭一種免許状（情報）
学校法人目白学園 目白大学 人間学部 児童教育学科 50 小学校教諭一種免許状
学校法人早稲田大学 早稲田大学 商学部（第一部） 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）

国際教養学部（第一部） 国際教養学科 600 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）

11 神奈川県 学校法人鎌倉女子大学 鎌倉女子大学 教育学部 教育学科 80 小学校教諭一種免許状
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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（地理歴史）
高等学校教諭一種免許状（公民）

学校法人北里研究所 北里大学 看護学部 看護学科 100 養護教諭一種免許状
12 新潟県 学校法人長岡造形大学 長岡造形大学 造形学部 美術・工芸学科 35 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）

学校法人新潟工科大学 新潟工科大学 工学部 環境科学科 50 高等学校教諭一種免許状（理科）
学校法人加茂暁星学園 新潟経営大学 経営情報学部 経営情報学科 150 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）
学校法人柏専学院 新潟産業大学 経済学部 経済経営学科 90 高等学校教諭一種免許状（情報）

文化経済学科 70 高等学校教諭一種免許状（地理歴史）
13 富山県 学校法人富山国際学園 富山国際大学 子ども育成学部 子ども育成学科 80 幼稚園教諭一種免許状

小学校教諭一種免許状
14 石川県 学校法人北陸大学 北陸大学 未来創造学部 国際教養学科 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）
国際マネジメント学科 100 中学校教諭一種免許状（社会）

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（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（保健体育）

15 福井県 学校法人福井仁愛学園 仁愛大学 人間生活学部 健康栄養学科 75 栄養教諭一種免許状
子ども教育学科 45 幼稚園教諭一種免許状

小学校教諭一種免許状
学校法人金井学園 福井工業大学 工学部 デザイン学科 55 高等学校教諭一種免許状（工業）

16 長野県 学校法人長野学園 長野大学 社会福祉学部 社会福祉学科 150 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）
学校法人松商学園 松本大学 総合経営学部 観光ホスピタリティ学科 80 中学校教諭一種免許状（社会）

人間健康学部 スポーツ健康学科 80 中学校教諭一種免許状（保健体育）
養護教諭一種免許状

17 岐阜県 学校法人聖徳学園 岐阜聖徳学園大学 教育学部 学校教育課程 250 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（英語）
高等学校教諭一種免許状（国語）
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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（保健体育）
高等学校教諭一種免許状（英語）

学校法人岐阜済美学院 中部学院大学 人間福祉学部 健康福祉学科 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）

18 静岡県 学校法人興誠学園 浜松学院大学 現代コミュニケーション学部 地域共創学科 150 中学校教諭一種免許状（英語）
高等学校教諭一種免許状（商業）
高等学校教諭一種免許状（英語）

19 愛知県 学校法人名古屋電気学園 愛知工業大学 工学部 建築学科 160 高等学校教諭一種免許状（工業）
経営学部 経営学科 220 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）
情報科学部 情報科学科 210 高等学校教諭一種免許状（情報）

学校法人愛知産業大学 愛知産業大学 経営学部 総合経営学科 150 高等学校教諭一種免許状（公民）
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）

学校法人瀬木学園 愛知みずほ大学 人間科学部 人間科学科 150 高等学校教諭一種免許状（情報）
学校法人桜花学園 桜花学園大学 学芸学部 英語学科 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）
学校法人金城学院 金城学院大学 人間科学部 現代子ども学科 120 中学校教諭一種免許状（英語）
一宮女学園 修文大学 健康栄養学部 管理栄養学科 80 栄養教諭一種免許状
学校法人中部大学 中部大学 国際関係学部 中国語中国関係学科 40 高等学校教諭一種免許状（中国語）

高等学校教諭一種免許状（地理歴史）
学校法人名古屋学院大学 名古屋学院大学 商学部 商学科 200 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）
人間健康学部 人間健康学科 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）
学校法人栗本学園 名古屋商科大学 経営学部 経営学科 150 高等学校教諭一種免許状（公民）

経済学部 経済学科 99 高等学校教諭一種免許状（地理歴史）
外国語学部 国際教養学科 49 高等学校教諭一種免許状（英語）

学校法人越原学園 名古屋女子大学 家政学部 家政経済学科 80 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）

学校法人南山学園 南山大学 情報理工学部 ソフトウェア工学科 70 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）

システム創成工学科 70 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）

20 滋賀県 学校法人聖ペトロ学園 聖泉大学 人間学部 人間心理学科 臨床・発達心理専攻 30 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）
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人間キャリア創造学科 35 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）

学校法人滋賀学園 びわこ学院大学 教育福祉学部 子ども学科 80 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
養護教諭一種免許状

21 京都府 学校法人真宗大谷学園 大谷大学 文学部 教育・心理学科 100 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状

学校法人京都産業大学 京都産業大学 経営学部 ソーシャル・マネジメント学科 170 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）

会計ファイナンス学科 170 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）

学校法人京都精華大学 京都精華大学 人文学部 総合人文学科 450 中学校教諭一種免許状（国語）
中学校教諭一種免許状（英語）
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（英語）
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）

学校法人同志社 同志社大学 理工学部 情報システムデザイン学科 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）

心理学部 心理学科 150 中学校教諭一種免許状（社会）
高等学校教諭一種免許状（公民）

学校法人同志社 同志社女子大学 表象文化学部 英語英文学科 160 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）

日本語日本文学科 130 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）

学校法人花園学園 花園大学 社会福祉学部 児童福祉学科 80 幼稚園教諭一種免許状
養護教諭一種免許状

22 大阪府 学校法人大阪学院大学 大阪学院大学 企業情報学部 企業情報学科 200 高等学校教諭一種免許状（情報）
学校法人浪商学園 大阪体育大学 健康福祉学部 健康福祉学科 120 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）
学校法人樟蔭学園 大阪樟蔭女子大学 児童学部 児童学科 150 幼稚園教諭一種免許状

小学校教諭一種免許状
心理学部 発達教育心理学科 30 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）
学校法人関西大学 関西大学 外国語学部 外国語学科 150 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（英語）
高等学校教諭一種免許状（中国語）

学校法人天満学園 太成学院大学 人間学部 人間文化学科 140 養護教諭一種免許状
学校法人帝塚山学院 帝塚山学院大学 リベラルアーツ学部 リベラルアーツ学科 200 中学校教諭一種免許状（国語）
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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）

人間科学部 情報メディア学科 90 高等学校教諭一種免許状（情報）
心理学科 150 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

学校法人プール学院 プール学院大学 国際文化学部 国際文化学科 100 中学校教諭一種免許状（社会）
高等学校教諭一種免許状（公民）

学校法人平安女学院 平安女学院大学 子ども学部 子ども学科 90 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状

23 兵庫県 学校法人芦屋学園 芦屋大学 臨床教育学部 教育学科 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）

学校法人関西学院 関西学院大学 理工学部 数理科学科 75 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）

物理学科 75 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）

生命科学科 生命科学専攻 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）

生命医化学専攻 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）

人間システム工学科 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）

総合政策学部 都市政策学科 100 中学校教諭一種免許状（社会）
高等学校教諭一種免許状（公民）

国際政策学科 120 中学校教諭一種免許状（社会）
高等学校教諭一種免許状（公民）

教育学部 幼児・初等教育学科 280 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状

学校法人濱名学院 関西国際大学 教育学部 教育福祉学科 社会福祉専攻 50 特別支援学校教諭一種免許状（知的障害者）

こども学専攻 100 特別支援学校教諭一種免許状（知的障害者）

学校法人甲南学園 甲南大学 経営学部 経営学科 345 高等学校教諭一種免許状（商業）
学校法人谷岡学園 神戸芸術工科大学 デザイン学部　 ビジュアルデザイン学科 80 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）

ファッションデザイン学科 50 高等学校教諭一種免許状（工業）
環境・建築デザイン学科 70 高等学校教諭一種免許状（工業）

先端芸術学部 メディア表現学科 写真・CG専攻 20 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）

映画専攻 15 中学校教諭一種免許状（美術）
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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）

まんが・アニメーション専攻 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）

学校法人行吉学園 神戸女子大学 健康福祉部 健康スポーツ栄養学科 60 栄養教諭二種免許状
学校法人武庫川学院 武庫川女子大学 音楽学部 演奏学科 20 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）
応用音楽学科 30 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）
24 奈良県 学校法人帝塚山学園 帝塚山大学 現代生活学部 こども学科 100 幼稚園教諭一種免許状

小学校教諭一種免許状
25 和歌山県 学校法人高野山学園 高野山大学 文学部 密教学科 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）
26 岡山県 学校法人吉備学園 岡山商科大学 経営学部 経営学科 200 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）
学校法人作陽学園 くらしき作陽大学 子ども教育学部 子ども教育学科 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）
学校法人山陽学園 山陽学園大学 総合人間学部 言語文化学科 60 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）

生活心理学科 60 高等学校教諭一種免許状（公民）
高等学校教諭一種免許状（職業指導）

看護学部 看護学科 80 養護教諭一種免許状
27 広島県 学校法人比治山学園 比治山大学 現代文化学部 子ども発達教育学科 70 幼稚園教諭一種免許状

小学校教諭一種免許状
マスコミュニケーション学科 60 高等学校教諭一種免許状（情報）

学校法人福山大学 福山大学 経済学部 経済学科 204 高等学校教諭一種免許状（情報）
生命工学部 生命栄養科学科 70 栄養教諭一種免許状

海洋生物科学科 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）
高等学校教諭一種免許状（水産）

28 山口県 学校法人香川学園 宇部フロンティア大学 人間健康学部 看護学科 80 養護教諭一種免許状
学校法人東亜大学学園 東亜大学 人間科学部 人間社会学科 人間社会専攻 10 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）

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

学校法人梅光学院 梅光学院大学 国際言語文化学部 英語英文学科 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）

29 徳島県 学校法人四国大学 四国大学 看護学部 看護学科 80 高等学校教諭一種免許状（看護）

13



養護教諭一種免許状
学校法人村崎学園 徳島文理大学 保健福祉学部 看護学科 80 養護教諭一種免許状

30 高知県 学校法人高知工科大学 高知工科大学 システム工学群 170 高等学校教諭一種免許状（工業）
環境理工学群 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）
情報工学群 100 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）
31 福岡県 学校法人福原学園 九州共立大学 経済学部 経済・経営学科 400 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（情報）
高等学校教諭一種免許状（商業）

学校法人中村産業学園 九州産業大学 情報科学部 情報科学科 160 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）

学校法人西日本工業学園 西日本工業大学 工学部 総合システム工学科 165 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）

デジタルエンジニアリング学科 75 高等学校教諭一種免許状（工業）
学校法人筑紫女学園 筑紫女学園大学 文学部 アジア文化学科 80 高等学校教諭一種免許状（公民）

発達臨床心理学科 100 高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
学校法人都築俊英学園 福岡医療福祉大学 人間社会福祉学部 総合福祉学科 200 高等学校教諭一種免許状（福祉）

32 佐賀県 学校法人永原学園 西九州大学 子ども学部 子ども学科 80 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状

33 長崎県 学校法人長崎学院 長崎外国語大学 外国語学部 現代英語学科 85 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）

国際コミュニケーション学科 85 高等学校教諭一種免許状（中国語）
学校法人長崎総合科学大学 長崎総合科学大学 工学部 船舶工学科 35 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）
環境・建築学部 人間環境学科 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）
建築学科 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）
高等学校教諭一種免許状（工業）

34 熊本県 学校法人熊本学園 熊本学園大学 社会福祉学部第一部 ライフ・ウェルネス学科 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）

学校法人君が淵学園 崇城大学 情報学部 情報学科 200 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）

35 大分県 学校法人別府大学 別府大学 文学部 国際言語・文化学科 170 中学校教諭一種免許状（国語）
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中学校教諭一種免許状（美術）
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（美術）
高等学校教諭一種免許状（書道）
高等学校教諭一種免許状（英語）

史学・文化財学科 160 中学校教諭一種免許状（社会）
高等学校教諭一種免許状（地理歴史）
高等学校教諭一種免許状（公民）

国際経営学部 国際経営学科 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）
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）

36 宮崎県 学校法人南九州学園 南九州大学 環境園芸学部 環境園芸学科 130 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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４．私立大学の学部等の通信課程

No 都道府県名 設置者名 大学名 学部等名 学科等名 専攻名
入学
定員

免許状の種類

1 北海道 学校法人電子開発学園 北海道情報大学 経営情報学部 経営ネットワーク学科 400 高等学校教諭一種免許状（商業）
学校法人国際学園 星槎大学 共生科学部 共生科学科 初等教育専攻 50 幼稚園教諭一種免許状

小学校教諭一種免許状
2 千葉県 学校法人大乗淑徳学園 淑徳大学 国際コミュニケーション学部 人間環境学科 こども教育専攻 150 幼稚園教諭一種免許状

小学校教諭一種免許状

3 東京都 学校法人三幸学園 東京未来大学 こども心理学部 こども心理学科 150 小学校教諭一種免許状
4 岡山県 学校法人加計学園 倉敷芸術科学大学 産業科学技術学部 ＩＴ科学科 200 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）
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５．公立短期大学の学科等の課程

No 都道府県名 設置者名 大学名 学科等名 専攻名
入学
定員

免許状の種類

1 大分県 公立大学法人大分県立芸術文化短期大学 大分県立芸術文化短期大学 音楽科 65 中学校教諭二種免許状（音楽）

2 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県立短期大学 生活科学科 食物栄養専攻 30 栄養教諭二種免許状
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６．私立短期大学の学科等の課程

No 都道府県名 設置者名 大学名 学科等名 専攻名 入学定員 免許状の種類

1 北海道 学校法人野又学園 函館短期大学 保育学科 100 幼稚園教諭二種免許状
2 群馬県 学校法人群馬育英学園 育英短期大学 保育学科 200 幼稚園教諭二種免許状

学校法人群馬常磐学園 群馬松嶺福祉短期大学 人間福祉学科 児童福祉専攻 50 幼稚園教諭二種免許状
3 東京都 学校法人三浦学園 有明教育芸術短期大学 子ども教育学科 100 幼稚園教諭二種免許状

小学校教諭二種免許状
学校法人貞静学園 貞静学園短期大学 保育学科 150 幼稚園教諭二種免許状

4 神奈川県 学校法人カリタス学園 カリタス女子短期大学 言語文化学科 125 中学校教諭二種免許状（英語）

5 大阪府 学校法人大阪音楽大学 大阪音楽大学短期大学部 音楽科 270 中学校教諭二種免許状（音楽）

6 鹿児島県 学校法人志學館学園 鹿児島女子短期大学 生活科学科 生活科学専攻 40 中学校教諭二種免許状（保健）
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No 都道府県名 設置者名 大学名 研究科名 専攻名 コース等名
入学
定員

免許状の種類

1 北海道 国立大学法人北海道大学 北海道大学 工学研究科 応用物理学専攻 34 高等学校教諭専修免許状（理科）
材料科学専攻 30 高等学校教諭専修免許状（理科）
エネルギー環境システム専攻 20 高等学校教諭専修免許状（理科）
量子理工学専攻 17 高等学校教諭専修免許状（理科）
環境フィールド工学専攻 23 高等学校教諭専修免許状（理科）
環境創生工学専攻 28 高等学校教諭専修免許状（理科）
環境循環システム専攻 27 高等学校教諭専修免許状（理科）

情報科学研究科 複合情報学専攻 24 高等学校教諭専修免許状（情報）
コンピュータサイエンス専攻 24 高等学校教諭専修免許状（数学）
情報エレクトロニクス専攻 39 高等学校教諭専修免許状（理科）
生命人間情報科学専攻 33 高等学校教諭専修免許状（理科）
メディアネットワーク専攻 30 高等学校教諭専修免許状（情報）
システム情報科学専攻 27 高等学校教諭専修免許状（理科）

国立大学法人室蘭工業大学 室蘭工業大学 工学研究科 建築社会基盤系専攻 27 高等学校教諭専修免許状（工業）
機械創造工学系専攻 43 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）
応用理化学系専攻 45 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）
情報電子工学系専攻 57 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）
2 岩手県 国立大学法人岩手大学 岩手大学 教育学研究科 学校教育実践専攻 12 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）

7．国立大学の大学院の課程
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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（知的障害者）

特別支援学校教諭専修免許状（肢体不自由者）

特別支援教諭専修免許状（病弱者）
工学研究科 応用科学・生命工学専攻 25 高等学校教諭専修免許状（工業）

フロンティア材料機能工学専攻 30 高等学校教諭専修免許状（工業）
電気電子・情報システム工学専攻 40 高等学校教諭専修免許状（工業）
機械システム工学専攻 30 高等学校教諭専修免許状（工業）
社会環境工学専攻 20 高等学校教諭専修免許状（工業）

農学研究科 農学生命専攻 20 高等学校教諭専修免許状（農業）
応用生物科学専攻 15 高等学校教諭専修免許状（農業）
共生環境専攻 16 高等学校教諭専修免許状（農業）
動物科学専攻 8 高等学校教諭専修免許状（農業）
バイオフロンティア専攻 8 高等学校教諭専修免許状（理科）

3 宮城県 国立大学法人東北大学 東北大学 情報科学研究科 応用情報科学専攻 29 中学校教諭専修免許状（数学）
高等学校教諭専種免許状（数学）

医工学研究科 医工学専攻 31 中学校教諭専修免許状（理科）
中学校教諭専修免許状（保健）
高等学校教諭専種免許状（理科）
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）

4 山形県 国立大学法人山形大学 山形大学 教育実践研究科 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（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）
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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（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）

地域教育文化研究科 文化創造専攻 8 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）
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）

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 教職教育専攻 11 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（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（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（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）

発達文化専攻 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（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（家庭）
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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（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）

学校臨床心理専攻 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（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（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（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）

6 茨城県 国立大学法人茨城大学 茨城大学 人文科学研究科 文化科学専攻 13 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（ドイツ語）
中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（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（ドイツ語）
高等学校教諭専修免許状（フランス語）

地域政策専攻 12 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）

理工学研究科 理学専攻 90 中学校教諭専修免許状（数学）
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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）

知能システム工学専攻 30 高等学校教諭専修免許状（工業）
国立大学法人筑波大学 筑波大学 教育研究科 教科教育専攻 80 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）
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）

7 東京都 国立大学法人東京海洋大学 東京海洋大学 海洋科学技術研究科 海洋管理政策学専攻 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）

8 神奈川県 国立大学法人横浜国立大学 横浜国立大学 工学府 機能発現工学専攻 87 高等学校教諭専修免許状（理科）
システム統合工学専攻 88 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）
9 石川県 国立大学法人金沢大学 金沢大学 教育学研究科 教育実践高度化専攻 35 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（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（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（聴覚障害者）

特別支援学校教諭専修免許状（知的障害者）
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特別支援学校教諭専修免許状（肢体不自由者）

10 山梨県 国立大学法人山梨大学 山梨大学 医学工学総合教育部 人間システム工学専攻 18 高等学校教諭専修免許状（工業）
11 岐阜県 国立大学法人岐阜大学 岐阜大学 教育学研究科 カリキュラム開発専攻 10 中学校教諭専修免許状（保健）

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（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（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）
高等学校教諭専修免許状（看護）
高等学校教諭専修免許状（農業）
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（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）
養護教諭専修免許状

12 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 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）
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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）

教育実践高度化専攻 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（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）

13 京都府 国立大学法人京都大学 京都大学 経済学研究科 経済学専攻 44 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）
高等学校教諭専修免許状（商業）

14 大阪府 国立大学法人大阪大学 大阪大学 文学研究科 文化動態論専攻 19 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（英語）

15 鳥取県 国立大学法人鳥取大学 鳥取大学 農学研究科 フィールド生産科学専攻 25 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）
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生命資源科学専攻 21 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）

国際乾燥地科学専攻 15 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）

16 岡山県 国立大学法人岡山大学 岡山大学 自然科学研究科 生物資源科学専攻 42 高等学校教諭専修免許状（理科）
17 福岡県 国立大学法人九州大学 九州大学 システム情報科学府 情報学専攻 40 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）
情報知能工学専攻 45 高等学校教諭専修免許状（工業）
電気電子工学専攻 55 高等学校教諭専修免許状（工業）

国立大学法人福岡教育大学 福岡教育大学 教育学研究科 教育科学専攻 80 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（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（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）

養護教諭専修免許状
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）
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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）

18 熊本県 国立大学法人熊本大学 熊本大学 教育学研究科 学校教育実践専攻 学校教育専修 5 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）
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高等学校教諭専修免許状（英語）
養護教諭専修免許状

養護教育専修 3 中学校教諭専修免許状（保健）
高等学校教諭専修免許状（保健）
養護教諭専修免許状

特別支援教育専修 5 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）

教科教育実践専攻 言語系教育専修 7 幼稚園教諭専修免許状
（国語教育コース・英語教育コース） 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（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（書道）
高等学校教諭専修免許状（英語）

理数系教育専修 7 幼稚園教諭専修免許状
（数学教育コース・理科教育コース） 小学校教諭専修免許状

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）

社会系教育専修 4 小学校教諭専修免許状
（社会科教育コース） 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）

生活系教育専修 6 小学校教諭専修免許状
（技術教育コース・家庭教育コース） 中学校教諭専修免許状（技術）　

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）
高等学校教諭専修免許状（工業）

芸術・スポーツ系教育専修 10 幼稚園教諭専修免許状
（音楽教育コース・美術教育コース・保健体育コース） 小学校教諭専修免許状

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）
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）

19 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 教育実践総合専攻 38 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）
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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（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）

養護教諭専修免許状
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8．公立大学の大学院の課程

No 都道府県名 設置者名 大学名 研究科名 専攻名 入学定員 免許状の種類

1 青森県 青森地域広域事務組合青森公立大学 経営経済学研究科 経営経済学専攻 8 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）

2 東京都 公立大学法人首都大学首都大学東京 都市環境科学研究科 都市環境科学専攻 146 中学校教諭専修免許状（社会）
中学校教諭専修免許状（理科）
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（理科）
高等学校教諭専修免許状（工業）

3 石川県 石川県 石川県立大学 生物資源環境学研究科 生産科学専攻 8 高等学校教諭専修免許状（理科）
環境科学専攻 8 高等学校教諭専修免許状（理科）
食品科学専攻 8 高等学校教諭専修免許状（理科）
応用生命科学専攻 8 高等学校教諭専修免許状（理科）

4 愛知県 愛知県公立大学法人 愛知県立大学 国際文化研究科 国際文化専攻 15 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）

日本文化専攻 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）
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）

人間発達学研究科 人間発達学専攻 7 幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状

情報科学研究科 情報システム専攻 10 高等学校教諭専修免許状（情報）
メディア情報専攻 10 高等学校教諭専修免許状（情報）
システム科学専攻 10 高等学校教諭専修免許状（情報）
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9．私立大学の大学院の課程

No 都道府県名 設置者名 大学名 研究科名 専攻名 入学定員 免許状の種類

1 宮城県 学校法人東北学院 東北学院大学 経営学研究科 経営学専攻 8 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）

2 千葉県 学校法人東京聖徳学園 聖徳大学 教職研究科 教職実践専攻 30 幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状

3 東京都 学校法人青山学院 青山学院大学 教育人間科学研究科 教育学専攻 6 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（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）

学校法人桜美林学園 桜美林大学 国際学研究科 国際学専攻 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）

経営学研究科 経営学専攻 30 高等学校教諭専修免許状（商業）
言語教育研究科 日本語教育専攻 30 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）
英語教育専攻 10 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）
学校法人上智学院 上智大学 神学研究科 神学専攻 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）
学校法人成蹊学園 成蹊大学 理工学研究科 理工学専攻 70 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）

学校法人創価大学 創価大学 文学研究科 国際言語教育専攻 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）

学校法人大東文化学園 大東文化大学 スポーツ・健康科学研究科 スポーツ・健康科学専攻 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）

学校法人帝京大学 帝京大学 教職研究科 教職実践専攻 30 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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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（家庭）
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（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（商船）
高等学校教諭専修免許状（福祉）
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）
特別支援学校教諭免許状（知的障害者）
特別支援学校教諭免許状（肢体不自由者）
特別支援学校教諭免許状（病弱者）
養護教諭専修免許状

学校法人東京神学大学 東京神学大学 神学研究科 聖書神学専攻 15 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）

組織神学専攻 15 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）

学校法人東京電機大学 東京電機大学 工学研究科 電気電子工学専攻 60 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）

理工学研究科 理学専攻 10 中学校教諭専修免許状（数学）
中学校教諭専修免許状（理科）
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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）

情報学専攻 35 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）

デザイン工学専攻 35 高等学校教諭専修免許状（工業）
生命理工学専攻 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）
高等学校教諭専修免許状（工業）

情報環境学研究科 情報環境学専攻 30 高等学校教諭専修免許状（情報）
未来科学研究科 建築学専攻 25 高等学校教諭専修免許状（工業）

情報メディア学専攻 25 高等学校教諭専修免許状（情報）
ロボット・メカトロニクス学専攻 40 高等学校教諭専修免許状（工業）

学校法人五島育英会 東京都市大学 工学研究科 電気電子工学専攻 20 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（情報）

学校法人東京理科大学 東京理科大学 理学研究科 数理情報科学専攻 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）

応用物理学専攻 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）

総合化学研究科 総合化学専攻 130 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）

科学教育研究科 科学教育専攻 40 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）

学校法人東邦大学 東邦大学 理学研究科 環境科学専攻 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）

学校法人明星学苑 明星大学 理工学研究科 建築・建設工学専攻 5 高等学校教諭専修免許状（工業）
環境システム学専攻 5 高等学校教諭専修免許状（工業）

学校法人立教学院 立教大学 キリスト教学研究科 キリスト教学専攻 10 中学校教諭専修免許状（社会）
高等学校教諭専修免許状（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（宗教）
高等学校教諭専修免許状（宗教）

4 神奈川県 学校法人フェリス女学院 フェリス女学院大学 音楽研究科 演奏専攻 15 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）

5 静岡県 学校法人常葉学園 浜松大学 経営学研究科 経営学専攻 15 高等学校教諭専修免許状（商業）
6 愛知県 学校法人梅村学園 中京大学 経済学研究科 総合政策学専攻 5 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）
7 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 人間文化研究科 人間文化専攻 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）
学校法人同志社 同志社大学 心理学研究科 心理学専攻 10 中学校教諭専修免許状（社会）
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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）

学校法人龍谷大学 龍谷大学 実践真宗学研究科 実践真宗学専攻 30 中学校教諭専修免許状（宗教）
（修士課程） 高等学校教諭専修免許状（宗教）

8 兵庫県 学校法人関西学院 関西学院大学 理工学研究科 数理科学専攻 10 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）

教育学研究科 教育学専攻 6 幼稚園教諭専修免許状
学校法人神戸学院 神戸学院大学 栄養学研究科 栄養学専攻 8 栄養教諭専修免許状

9 岡山県 学校法人加計学園 岡山理科大学 工学研究科 知能機械工学専攻 8 中学校教諭専修免許状（技術）
高等学校教諭専修免許状（工業）

学校法人川崎学園 川崎医療福祉大学 医療技術学研究科 臨床栄養学専攻 8 栄養教諭専修免許状
医療福祉マネジメント学研究科 医療情報学専攻 8 高等学校教諭専修免許状（情報）

学校法人就実学園 就実大学 人文科学研究科 人文科学専攻 15 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（英語）

10 徳島県 学校法人四国大学 四国大学 人間生活科学研究科 人間生活科学専攻 10 栄養教諭専修免許状
学校法人村崎学園 徳島文理大学 人間生活学研究科 食物学専攻 6 栄養教諭専修免許状

11 福岡県 学校法人中村産業学園 九州産業大学 経済・ビジネス研究科 経済学専攻 7 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）

現代ビジネス専攻 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（商業）

12 福岡県 学校法人福岡工業大学 福岡工業大学 工学研究科 管理工学専攻 8 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）

13 熊本県 学校法人君が淵学園 崇城大学 工学研究科 電気・電子工学専攻 10 高等学校教諭専修免許状（情報）
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１0．私立短期大学専攻科の通信課程

No 都道府県名 設置者名 大学名 学部等名 学科等名 専攻名 入学定員 免許状の種類

1 長野県 学校法人高松学園 飯田女子短期大学 専攻科 幼児教育専攻 10 幼稚園教諭一種免許状
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