
【ビジネス・ＭＯＴ】 <令和元年5月1日現在>

区分 大学院名 研究科名 専攻名 学位名称 入学定員 位置 開設年度

国立 小樽商科大学大学院 商学研究科 アントレプレナーシップ専攻 経営管理修士（専門職） 35 北海道 16年度

国立 筑波大学大学院 ビジネス科学研究科 国際経営プロフェッショナル専攻 国際経営修士（専門職） 30 東京都 17年度

国立 一橋大学大学院 経営管理研究科 国際企業戦略専攻 経営修士（専門職） 58 東京都 30年度

国立 東京農工大学大学院 工学府 産業技術専攻 技術経営修士（専門職） 40 東京都 17年度

国立 東京工業大学大学院 環境・社会理工学院 技術経営専門職学位課程 技術経営修士（専門職） 40 東京都 17年度

国立 長岡技術科学大学大学院 技術経営研究科 システム安全専攻 システム安全修士（専門職） 15 新潟県 18年度

国立 京都大学大学院 経営管理教育部 経営管理専攻 経営学修士（専門職） 100 京都府 18年度

国立 神戸大学大学院 経営学研究科 現代経営学専攻 経営学修士（専門職） 69 兵庫県 15年度

国立 山口大学大学院 技術経営研究科 技術経営専攻 技術経営修士（専門職） 15 山口県 17年度

国立 香川大学大学院 地域マネジメント研究科 地域マネジメント専攻 経営修士（専門職） 30 香川県 16年度

国立 九州大学大学院 経済学府 産業マネジメント専攻 経営修士（専門職） 45 福岡県 15年度

477

公立 兵庫県立大学大学院 経営研究科 経営専門職専攻
経営管理修士（専門職）
ヘルスケア・マネジメント修士（専門職）

45 兵庫県 22年度

公立 県立広島大学大学院 経営管理研究科 ビジネス・リーダーシップ専攻 経営修士（専門職） 25 広島県 28年度

公立 北九州市立大学大学院 マネジメント研究科 マネジメント専攻 経営学修士（専門職） 30 福岡県 19年度

100

私立 青山学院大学大学院 国際マネジメント研究科 国際マネジメント専攻 経営管理修士（専門職） 100 東京都 15年度

私立 グロービス経営大学院大学 経営研究科 経営専攻
経営学修士(専門職)
国際経営学修士(専門職)

860 東京都 18年度

私立 事業構想大学院大学 事業構想研究科 事業構想専攻 事業構想修士（専門職） 90 東京都 24年度

私立 大学院大学至善館 イノベーション経営学術院 イノベーション経営専攻 経営修士（専門職） 80 東京都 30年度

私立 中央大学大学院 戦略経営研究科 戦略経営専攻 経営修士（専門職） 80 東京都 20年度

私立 東京理科大学大学院 経営学研究科 技術経営専攻 技術経営修士（専門職） 80 東京都 30年度

私立 日本工業大学大学院 技術経営研究科 技術経営専攻 技術経営修士（専門職） 30 東京都 17年度

私立 法政大学大学院 イノベーション・マネジメント研究科 イノベーション・マネジメント専攻
経営管理修士（専門職）
経営情報修士（専門職）

60 東京都 16年度

私立 明治大学大学院 グローバル・ビジネス研究科 グローバル・ビジネス専攻 経営管理修士（専門職） 85 東京都 16年度

私立 早稲田大学大学院 経営管理研究科 経営管理専攻
経営管理修士（専門職）
ファイナンス修士（専門職）

255 東京都 28年度

私立 ＳＢＩ大学院大学 経営管理研究科 アントレプレナー専攻 経営管理修士（専門職） 60 東京都 20年度

私立 事業創造大学院大学 事業創造研究科 事業創造専攻 経営管理修士（専門職） 80 新潟県 18年度

私立 同志社大学大学院 ビジネス研究科 ビジネス専攻 ビジネス修士（専門職） 30 京都府 16年度

私立 立命館大学大学院 経営管理研究科 経営管理専攻 経営修士（専門職） 80 大阪府 18年度

私立 関西学院大学大学院 経営戦略研究科 経営戦略専攻 経営管理修士（専門職） 100 大阪府 17年度

2,070

株立 ビジネス・ブレークスルー大学大学院 経営学研究科 経営管理専攻 経営管理修士（専門職） 200 東京都 17年度

200

2,847

【会計】

区分 大学院名 研究科名 専攻名 学位名称 入学定員 位置 開設年度

国立 北海道大学大学院 経済学院 会計情報専攻 会計修士（専門職） 20 北海道 17年度

国立 東北大学大学院 経済学研究科 会計専門職専攻 会計修士（専門職） 40 宮城県 17年度

60

公立 兵庫県立大学大学院 会計研究科 会計専門職専攻 会計修士（専門職） 40 兵庫県 19年度

40

私立 千葉商科大学大学院 会計ファイナンス研究科 会計ファイナンス専攻
会計学修士（専門職）
税務ファイナンス修士（専門職）

70 千葉県 17年度

私立 青山学院大学大学院 会計プロフェッション研究科 会計プロフェッション専攻
会計監査修士（専門職）
税務マネジメント修士（専門職）

80 東京都 17年度

私立 大原大学院大学 会計研究科 会計専攻 会計修士（専門職） 35 東京都 18年度

私立 明治大学大学院 会計専門職研究科 会計専門職専攻 会計修士（専門職） 80 東京都 17年度

私立 早稲田大学大学院 会計研究科 会計専攻 会計修士（専門職） 100 東京都 17年度

私立 関西大学大学院 会計研究科 会計人養成専攻 会計修士（専門職） 40 大阪府 18年度

私立 関西学院大学大学院 経営戦略研究科 会計専門職専攻 会計修士（専門職） 70 兵庫県 17年度

私立 熊本学園大学大学院 会計専門職研究科 アカウンティング専攻 会計修士（専門職） 30 熊本県 21年度

505

株立
ＬＥＣ東京リーガルマインド
大学院大学

高度専門職研究科 会計専門職専攻 会計修士（専門職） 60 東京都 17年度

60

665

令和元年度専門職大学院一覧

小計：国立１１大学　１１専攻

小計：公立３大学　３専攻

小計：私立１５大学　１５専攻

小計：公立１大学　１専攻

小計：私立８大学　８専攻

小計：株式会社立１大学　１専攻

小計：株式会社立１大学　１専攻

合計：３０大学　３０専攻

小計：国立２大学　２専攻

合計：１２大学　１２専攻　



【公共政策】

区分 大学院名 研究科名 専攻名 学位名称 入学定員 位置 開設年度

国立 北海道大学大学院 公共政策学教育部 公共政策学専攻 公共政策学修士（専門職） 30 北海道 17年度

国立 東北大学大学院 法学研究科 公共法政策専攻 公共法政策修士（専門職） 30 宮城県 16年度

国立 一橋大学大学院 国際・公共政策教育部 国際・公共政策専攻
国際・行政修士（専門職）
公共経済修士（専門職）

55 東京都 17年度

国立 東京大学大学院 公共政策学教育部 公共政策学専攻 公共政策学修士（専門職） 110 東京都 16年度

国立 京都大学大学院 公共政策教育部 公共政策専攻 公共政策修士（専門職） 40 京都府 18年度

265

私立 明治大学大学院 ガバナンス研究科 ガバナンス専攻 公共政策修士（専門職） 55 東京都 19年度

私立 早稲田大学大学院 政治学研究科 公共経営専攻 公共経営修士（専門職） 50 東京都 24年度

105

370

【公衆衛生等】

区分 大学院名 研究科名 専攻名 学位名称 入学定員 位置 開設年度

国立 東京大学大学院 医学系研究科 公共健康医学専攻 公衆衛生学修士（専門職） 30 東京都 19年度

国立 京都大学大学院 医学研究科 社会健康医学系専攻 社会健康医学修士（専門職） 34 京都府 15年度

国立 九州大学大学院 医学系学府 医療経営・管理学専攻 医療経営・管理学修士（専門職） 20 福岡県 15年度

84

私立 帝京大学大学院 公衆衛生学研究科 公衆衛生学専攻 公衆衛生学修士（専門職） 20 東京都 23年度

私立 聖路加国際大学大学院 公衆衛生学研究科 公衆衛生学専攻 公衆衛生学修士（専門職） 25 東京都 29年度

45

129

【臨床心理】

区分 大学院名 研究科名 専攻名 学位名称 入学定員 位置 開設年度

国立 九州大学大学院 人間環境学府 実践臨床心理学専攻 臨床心理修士（専門職） 30 福岡県 17年度

国立 鹿児島大学大学院 臨床心理学研究科 臨床心理学専攻 臨床心理修士（専門職） 15 鹿児島県 19年度

45

私立 帝京平成大学大学院 臨床心理学研究科 臨床心理学専攻 臨床心理修士（専門職） 15 東京都 23年度

私立 関西大学大学院 心理学研究科 心理臨床学専攻 臨床心理修士（専門職） 30 大阪府 21年度

私立 帝塚山学院大学大学院 人間科学研究科 臨床心理学専攻 臨床心理修士（専門職） 20 大阪府 19年度

私立 広島国際大学大学院 心理科学研究科 実践臨床心理学専攻 臨床心理修士（専門職） 20 広島県 19年度

85

130

【その他】

区分 大学院名 研究科名 専攻名 学位名称 入学定員 位置 開設年度

国立 東京大学大学院 工学系研究科 原子力専攻 原子力修士（専門職） 15 茨城県 17年度

15

公立 国際教養大学大学院
グローバル・コミュニケーション実践
研究科

グローバル・コミュニケーション実践
専攻

英語教育修士（専門職）
日本語教育修士（専門職）
発信力実践修士（専門職）

30 秋田県 20年度

情報アーキテクチャ専攻 情報システム学修士（専門職） 50 東京都 18年度

創造技術専攻 創造技術修士（専門職） 50 東京都 20年度

公立 兵庫県立大学大学院 緑環境景観マネジメント研究科 緑環境景観マネジメント専攻 緑環境景観マネジメント修士（専門職） 20 兵庫県 21年度

150

私立 天使大学大学院 助産研究科 助産専攻 助産修士（専門職） 40 北海道 16年度

私立 慶應義塾大学大学院 法務研究科 グローバル法務専攻 グローバル法務修士（専門職） 30 東京都 29年度

私立 社会情報大学院大学 広報・情報研究科 広報・情報専攻 広報・情報学修士（専門職） 30 東京都 29年度

私立 日本社会事業大学大学院 福祉マネジメント研究科 福祉マネジメント専攻 福祉マネジメント修士（専門職） 60 東京都 16年度

私立 ハリウッド大学院大学 ビューティビジネス研究科 ビューティビジネス専攻 ビューティビジネス修士（専門職） 40 東京都 20年度

ファッションクリエイション専攻 ファッションクリエイション修士（専門職） 50 東京都 18年度

ファッションマネジメント専攻 ファッションマネジメント修士（専門職） 30 東京都 18年度

私立 星槎大学大学院 教育実践研究科 教育実践専攻 教育修士（専門職） 15 神奈川県 29年度

私立 京都情報大学院大学 応用情報技術研究科 ウェブビジネス技術専攻 情報技術修士（専門職） 480 京都府 16年度

私立 大阪工業大学大学院 知的財産研究科 知的財産専攻 知的財産修士（専門職） 30 大阪府 17年度

私立 神戸情報大学院大学 情報技術研究科 情報システム専攻 情報システム修士（専門職） 55 兵庫県 17年度

860

株立 デジタルハリウッド大学大学院 デジタルコンテンツ研究科 デジタルコンテンツ専攻 デジタルコンテンツマネジメント修士（専門職） 80 東京都 16年度

80

1,105

5,246

小計：国立２大学　２専攻

合計：５６大学　７６専攻

小計：私立２大学　２専攻

計：１５大学　１７専攻

小計：株式会社立１大学　１専攻

文化ファッション大学院大学 ファッションビジネス研究科

小計：私立１０大学　１１専攻

小計：国立３大学　３専攻

合計：５大学　５専攻

小計：私立４大学　４専攻

小計：国立５大学　５専攻

小計：私立２大学　２専攻

合計：７大学　７専攻

公立

私立

小計：公立３大学　４専攻

合計：６大学　６専攻

小計：国立１大学　１専攻

産業技術大学院大学 産業技術研究科



【法科大学院】

区分 大学院名 研究科名 専攻名 学位名称 入学定員 位置 開設年度

国立 北海道大学大学院 法学研究科 法律実務専攻 法務博士（専門職） 50  北海道 16年度

国立 東北大学大学院 法学研究科 総合法制専攻 法務博士（専門職） 50  宮城県 16年度

国立 筑波大学大学院 ﾋﾞｼﾞﾈｽ科学研究科 法曹専攻 法務博士（専門職） 36  東京都 17年度

国立 千葉大学大学院 専門法務研究科 法務専攻 法務博士（専門職） 40  千葉県 16年度

国立 東京大学大学院 法学政治学研究科 法曹養成専攻 法務博士（専門職） 230  東京都 16年度

国立 一橋大学大学院 法学研究科 法務専攻 法務博士（専門職） 85  東京都 16年度

国立 金沢大学大学院 法務研究科 法務専攻 法務博士（専門職） 15  石川県 16年度

国立 名古屋大学大学院 法学研究科 実務法曹養成専攻 法務博士（専門職） 50  愛知県 16年度

国立 京都大学大学院 法学研究科 法曹養成専攻 法務博士（専門職） 160  京都府 16年度

国立 大阪大学大学院 高等司法研究科 法務専攻 法務博士（専門職） 80  大阪府 16年度

国立 神戸大学大学院 法学研究科 実務法律専攻 法務博士（専門職） 80  兵庫県 16年度

国立 岡山大学大学院 法務研究科 法務専攻 法務博士（専門職） 24  岡山県 16年度

国立 広島大学大学院 法務研究科 法務専攻 法務博士（専門職） 20  広島県 16年度

国立 九州大学大学院 法務学府 実務法学専攻 法務博士（専門職） 45  福岡県 16年度

国立 琉球大学大学院 法務研究科 法務専攻 法務博士（専門職） 16  沖縄県 16年度

981

公立 首都大学東京大学院 法学政治学研究科 法曹養成専攻 法務博士（専門職） 40  東京都 30年度

公立 大阪市立大学大学院 法学研究科 法曹養成専攻 法務博士（専門職） 30  大阪府 16年度

70

私立 学習院大学大学院 法務研究科　　　  法務専攻　　　　  法務博士（専門職） 30 東京都 16年度

私立 慶應義塾大学大学院 法務研究科　　　　  法曹養成専攻 法務博士（専門職） 220 東京都 16年度

私立 駒澤大学大学院 法曹養成研究科  法曹養成専攻   法務博士（専門職） 36 東京都 16年度

私立 上智大学大学院 法学研究科　　　　　 法曹養成専攻　　　　　 法務博士（専門職） 40 東京都 16年度

私立 専修大学大学院 法務研究科 法務専攻 法務博士（専門職） 28 東京都 16年度

私立 創価大学大学院 法務研究科                法務専攻                 法務博士（専門職） 28 東京都 16年度

私立 中央大学大学院 法務研究科           法務専攻            法務博士（専門職） 200 東京都 16年度

私立 日本大学大学院 法務研究科            法務専攻            法務博士（専門職） 60 東京都 16年度

私立 法政大学大学院 法務研究科         法務専攻            法務博士（専門職） 30 東京都 16年度

私立 明治大学大学院 法務研究科          法務専攻            法務博士（専門職） 40 東京都 16年度

私立 早稲田大学大学院 法務研究科　　　　　 法務専攻            法務博士（専門職） 200 東京都 16年度

私立 愛知大学大学院 法務研究科　　           法務専攻               法務博士（専門職） 20 愛知県 16年度

私立 南山大学大学院 法務研究科　　　 　　　 法務専攻               法務博士（専門職） 20 愛知県 16年度

私立 同志社大学大学院 司法研究科             法務専攻               法務博士（専門職） 70 京都府 16年度

私立 立命館大学大学院 法務研究科　　　　　 法曹養成専攻　　　　　 法務博士（専門職） 70 京都府 16年度

私立 関西大学大学院 法務研究科    法曹養成専攻    法務博士（専門職） 40 大阪府 16年度

私立 関西学院大学大学院 司法研究科　 　　 法務専攻          法務博士（専門職） 30 兵庫県 16年度

私立 甲南大学大学院 法学研究科　　　　　 法務専攻          法務博士（専門職） 20 兵庫県 16年度※

私立 福岡大学大学院 法曹実務研究科　 法務専攻　 法務博士（専門職） 20 福岡県 16年度

1,202

2,253

小計：国立１５大学　１５専攻

小計：公立２大学　２専攻

法科大学院合計：３６大学　３６専攻

小計：私立１９大学　１９専攻



【教職大学院】

区分 大学院名 研究科名 専攻名 学位名称 入学定員 位置 開設年度

国立 北海道教育大学大学院 教育学研究科 高度教職実践専攻 教職修士（専門職） 45 北海道 20年度

国立 弘前大学大学院 教育学研究科 教職実践専攻 教職修士（専門職） 16 青森県 29年度

国立 岩手大学大学院 教育学研究科 教職実践専攻 教職修士（専門職） 16 岩手県 28年度

国立 宮城教育大学大学院 教育学研究科 高度教職実践専攻 教職修士（専門職） 32 宮城県 20年度

国立 秋田大学大学院 教育学研究科 教職実践専攻 教職修士（専門職） 20 秋田県 28年度

国立 山形大学大学院 教育実践研究科 教職実践専攻 教職修士（専門職） 20 山形県 21年度

国立 福島大学大学院 人間発達文化研究科 教職実践専攻 教職修士（専門職） 16 福島県 29年度

国立 茨城大学大学院 教育学研究科 教育実践高度化専攻 教職修士（専門職） 15 茨城県 28年度

国立 宇都宮大学大学院 教育学研究科 教育実践高度化専攻 教職修士（専門職） 18 栃木県 27年度

国立 群馬大学大学院 教育学研究科 教職リーダー専攻 教職修士（専門職） 16 群馬県 20年度

国立 埼玉大学大学院 教育学研究科 教職実践専攻 教職修士（専門職） 20 埼玉県 28年度

国立 千葉大学大学院 教育学研究科 高度教職実践専攻 教職修士（専門職） 20 千葉県 28年度

国立 東京学芸大学大学院 教育学研究科 教育実践専門職高度化専攻 教職修士（専門職） 210 東京都 31年度

国立 横浜国立大学大学院 教育学研究科 高度教職実践専攻 教職修士（専門職） 15 神奈川 29年度

国立 新潟大学大学院 教育実践学研究科 教育実践開発専攻 教職修士（専門職） 20 新潟県 31年度

国立 上越教育大学大学院 学校教育研究科 教育実践高度化専攻 教職修士（専門職） 170 新潟県 20年度

国立 富山大学大学院 教職実践開発研究科 教職実践開発専攻 教職修士（専門職） 14 富山県 28年度

国立 金沢大学大学院 教職実践研究科 教職実践高度化専攻 教職修士（専門職） 15 石川県 28年度

国立 福井大学大学院 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 教職開発専攻 教職修士（専門職） 40 福井県 30年度

国立 山梨大学大学院 教育学研究科 教育実践創成専攻 教職修士（専門職） 38 山梨県 22年度

国立 信州大学大学院 教育学研究科 高度教職実践専攻 教職修士（専門職） 20 長野県 28年度

国立 岐阜大学大学院 教育学研究科 教職実践開発専攻 教職修士（専門職） 25 岐阜県 20年度

国立 静岡大学大学院 教育学研究科 教育実践高度化専攻 教職修士（専門職） 20 静岡県 21年度

国立 愛知教育大学大学院 教育実践研究科 教職実践専攻 教職修士（専門職） 50 愛知県 20年度

国立 三重大学大学院 教育学研究科 教職実践高度化専攻 教職修士（専門職） 14 三重県 29年度

国立 滋賀大学大学院 教育学研究科 高度教職実践専攻 教職修士（専門職） 20 滋賀県 29年度

国立 京都教育大学大学院 連合教職実践研究科 教職実践専攻 教職修士（専門職） 60 京都府 20年度

国立 大阪教育大学大学院 連合教職実践研究科 高度教職開発専攻 教職修士（専門職） 150 大阪府 27年度

国立 兵庫教育大学大学院 学校教育研究科 教育実践高度化専攻 教職修士（専門職） 155 兵庫県 20年度

国立 奈良教育大学大学院 教育学研究科 教職開発専攻 教職修士（専門職） 25 奈良県 20年度

国立 和歌山大学大学院 教育学研究科 教職開発専攻 教職修士（専門職） 23 和歌山県 28年度

国立 島根大学大学院 教育学研究科 教育実践開発専攻 教職修士（専門職） 17 島根県 28年度

国立 岡山大学大学院 教育学研究科 教職実践専攻 教職修士（専門職） 45 岡山県 30年度

国立 広島大学大学院 教育学研究科 教職開発専攻 教職修士（専門職） 20 広島県 28年度

国立 山口大学大学院 教育学研究科 教職実践高度化専攻 教職修士（専門職） 28 山口県 28年度

国立 鳴門教育大学大学院 学校教育研究科 高度学校教育実践専攻 教職修士（専門職） 180 徳島県 20年度

国立 香川大学大学院 教育学研究科 高度教職実践専攻 教職修士（専門職） 14 香川県 28年度

国立 愛媛大学大学院 教育学研究科 教育実践高度化専攻 教職修士（専門職） 15 愛媛県 28年度

国立 高知大学大学院 総合人間自然科学研究科 教職実践高度化専攻 教職修士（専門職） 15 高知県 30年度

国立 福岡教育大学大学院 教育学研究科 教職実践専攻 教職修士（専門職） 40 福岡県 21年度

国立 佐賀大学大学院 学校教育学研究科 教育実践探究専攻 教職修士（専門職） 20 佐賀県 28年度

国立 長崎大学大学院 教育学研究科 教職実践専攻 教職修士（専門職） 28 長崎県 20年度

国立 熊本大学大学院 教育学研究科 教職実践開発専攻 教職修士（専門職） 15 熊本県 29年度

国立 大分大学大学院 教育学研究科 教職開発専攻 教職修士（専門職） 10 大分県 28年度

国立 宮崎大学大学院 教育学研究科 教職実践開発専攻 教職修士（専門職） 28 宮崎県 20年度

国立 鹿児島大学大学院 教育学研究科 学校教育実践高度化専攻 教職修士（専門職） 16 鹿児島県 29年度

国立 琉球大学大学院 教育学研究科 高度教職実践専攻 教職修士（専門職） 20 沖縄県 28年度

1,849

私立 聖徳大学大学院 教職研究科 教職実践専攻 教職修士（専門職） 15 千葉県 21年度

私立 創価大学大学院 教職研究科 教職専攻 教職修士（専門職） 25 東京都 20年度

私立 玉川大学大学院 教育学研究科 教職専攻 教職修士（専門職） 20 東京都 20年度

私立 帝京大学大学院 教職研究科 教職実践専攻 教職修士（専門職） 30 東京都 21年度

私立 早稲田大学大学院 教育学研究科 高度教職実践専攻 教職修士（専門職） 60 東京都 29年度

私立 常葉大学大学院 初等教育高度実践研究科 初等教育高度実践専攻 教職修士（専門職） 20 静岡県 20年度

私立 立命館大学大学院 教職研究科 実践教育専攻 教職修士（専門職） 35 京都府 29年度

205

2,054

9,553

（ただし、甲南大学は令和元年９月以降募集停止）

全分野総計：１１８大学　１６７専攻

小計：国立４７大学　４７専攻

小計：私立７大学　７専攻

注：平成31年4月からの募集停止を表明している大学は除く

※令和2年4月以降に募集停止を表明している大学

教職大学院合計：５４大学　５４専攻


