
　大　学　院　名  研究科・専攻名  学位

（会計） 人

国立 北海道大学大学院 経済学研究科　会計情報専攻 会計学修士（専門職） 20

東北大学大学院 経済学研究科　会計専門専攻 会計修士（専門職） 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 会計ファイナンス修士（専門職） 70

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 会計修士（専門職） 80

国際経営修士（専門職）

ファイナンス修士（専門職）

法政大学大学院 イノベーション・マネジメント研究科　アカウンティング専攻 会計修士（専門職） 50

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

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

関西学院大学大学院 経営戦略研究科　会計専門職専攻 会計学修士（専門職） 100

ＬＥＣ東京リーガルマインド大学大学院 高度専門職研究科　会計専門職専攻 会計修士（専門職） 60

１０大学　１０専攻 700

人

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

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 国際経営学修士（専門職） 30

東京農工大学大学院 技術経営研究科　技術リスクマネジメント専攻 技術経営修士（専門職） 40

東京工業大学大学院 イノベーションマネジメント研究科　技術経営専攻 技術経営修士（専門職） 30

一橋大学大学院 国際企業戦略研究科　経営・金融専攻 経営修士（専門職） 99

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） 54

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

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

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

私立 東京理科大学大学院 総合科学技術経営研究科　総合科学技術経営専攻 技術経営修士（専門職） 50

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

芝浦工業大学大学院 工学マネジメント研究科　工学マネジメント専攻 技術経営修士（専門職） 28

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

経営管理修士（専門職）

情報技術修士（専門職）

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） 80

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） 70

ファイナンス研究科　ファイナンス専攻 ファイナンス修士（専門職） 125

経営管理学修士（専門職）

技術経営学修士（専門職）

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

ビジネス・ブレークスルー大学院大学 経営学研究科　経営管理専攻　（通信教育課程） 経営学修士（専門職） 82

１８大学　２０専攻 1,253

　大　学　院　名  研究科・専攻名  学位

人

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

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

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） 100

国際・行政修士（専門職）

公共経済修士（専門職）

私立 徳島文理大学大学院 総合政策研究科　地域公共政策専攻 公共政策修士（専門職） 10

早稲田大学大学院 公共経営研究科　公共経営学専攻 公共経営修士（専門職） 50

６大学　６専攻 275

人

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） 24

九州大学大学院 医学系教育部　医療経営・管理学専攻 医療経営・管理学修士（専門職） 20

２大学　２専攻 44

私立 東京理科大学大学院 総合科学技術経営研究科　知的財産戦略専攻 知的財産修士（専門職） 80

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

２大学　２専攻 110

人

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

九州大学大学院 人間環境学府　実践臨床心理学専攻 臨床心理学修士（専門職） 30

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

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） 80

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） 80

宝塚造形芸術大学大学院 デザイン経営研究科　デザイン経営専攻 デザイン経営修士（専門職） 40

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） 45

株式会社立 デジタルハリウッド大学院大学 デジタルコンテンツ研究科　デジタルコンテンツ専攻 コンテンツマネジメント修士（専門職） 80

８大学　８専攻 410

※　大学数は，重複を除いた数字である。

（知的財産）

合計

合　計

合　計

（公衆衛生）

合　計

区　　　　 分

（公共政策）

平成１7年4月1日現在

入学定員

中央大学大学院 国際会計研究科　国際会計専攻

150

60

区　　　　 分

100

早稲田大学大学院

1,580

（その他）

合　計

総　　　　　合　　　　　計 ３５大学　４８専攻

国際・公共政策教育部　国際・公共政策専攻一橋大学大学院 55

７　専門職大学院の設置状況

入学定員

合　計

（ビジネス・ＭＯＴ）

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

アジア太平洋研究科　国際経営学専攻



（法科大学院）
区 分 　大　学　院　名  研究科・専攻名  

人
1 国  立  北海道大学大学院  法学研究科　法律実務専攻 100
2 〃  東北大学大学院  法学研究科　総合法制専攻 100
3 〃  筑波大学大学院 ビジネス科学研究科　法曹専攻 40
4 〃  千葉大学大学院  専門法務研究科　法務専攻 50
5 〃  東京大学大学院  法学政治学研究科　法曹養成専攻 300
6 〃  一橋大学大学院  法学研究科　法務専攻 100
7 〃  横浜国立大学大学院  国際社会科学研究科　法曹実務専攻 50
8 〃  新潟大学大学院  実務法学研究科　実務法学専攻 60
9 〃  金沢大学大学院  法務研究科　法務専攻 40

10 〃  信州大学大学院  法曹法務研究科　法曹法務専攻 40
11 〃  静岡大学大学院  法務研究科　法務専攻 30
12 〃  名古屋大学大学院  法学研究科　実務法曹養成専攻 80
13 〃  京都大学大学院  法学研究科　法曹養成専攻 200
14 〃  大阪大学大学院  高等司法研究科　法務専攻 100
15 〃  神戸大学大学院  法学研究科　実務法律専攻 100
16 〃  島根大学大学院  法務研究科　法曹養成専攻 30
17 〃  岡山大学大学院  法務研究科　法務専攻 60
18 〃  広島大学大学院  法務研究科　法務専攻 60
19 〃  香川大学・愛媛大学大学院（連合）  香川大学・愛媛大学連合法務研究科　法務専攻 30
20 〃  九州大学大学院  法務学教育部　実務法学専攻 100
21 〃  熊本大学大学院  法曹養成研究科　法曹養成専攻 30
22 〃  鹿児島大学大学院  司法政策研究科　法曹実務専攻 30
23 〃  琉球大学大学院  法務研究科　法務専攻 30

国立計 ２３大学 　 1,760 人
21 公  立  首都大学東京大学院  社会科学研究科  法曹養成専攻 65
22  〃  大阪市立大学大学院  法学研究科  法曹養成専攻 75

公立計 ２大学 140 人
23 私  立  北海学園大学大学院  法務研究科　法務専攻 　　　 30
24  東北学院大学大学院  法務研究科  法実務専攻  50
25  〃  白鷗大学大学院  法務研究科　法務専攻 　　　 30
26  〃  大宮法科大学院大学  法務研究科  法務専攻      100
27  〃  駿河台大学大学院  法務研究科  法曹実務専攻      60
28  〃  獨協大学大学院  法務研究科  法曹実務専攻 50
29  〃  青山学院大学大学院  法務研究科　法務専攻　       60
30  〃  学習院大学大学院  法務研究科  法務専攻　　　　  65
31  〃  慶應義塾大学大学院  法務研究科  法務専攻　　　　  260
32  〃  國學院大学大学院  法務研究科  法務職専攻       50
33  〃  駒澤大学大学院  法曹養成研究科  法曹養成専攻   50
34  〃  上智大学大学院  法学研究科　法曹養成専攻　　　　　 100
35  〃  成蹊大学大学院  法務研究科  法務専攻　　　　　　　　 50
36 〃  専修大学大学院  法務研究科　法務専攻 60
37  〃  創価大学大学院  法務研究科　法務専攻                 50
38  〃  大東文化大学大学院  法務研究科  法務専攻                 50
39  〃  中央大学大学院  法務研究科  法務専攻            300
40  〃  東海大学大学院  実務法学研究科  実務法律学専攻            50
41  〃  東洋大学大学院  法務研究科  法務専攻            50
42  〃  日本大学大学院  法務研究科  法務専攻            100
43  〃  法政大学大学院  法務研究科  法務専攻            100
44  〃  明治大学大学院  法務研究科  法務専攻             200
45  〃  明治学院大学大学院  法務職研究科　法務専攻  　　　　 80
46  〃  立教大学大学院  法務研究科  法務専攻　　　　　　 70
47  〃  早稲田大学大学院  法務研究科  法務専攻　　　　　　 300
48  〃  神奈川大学大学院  法務研究科  法務専攻               50
49  〃  関東学院大学大学院  法務研究科  実務法学専攻　　　　  60

入学定員
平成１７年４月１日現在



区 分 　大　学　院　名  研究科・専攻名  
人

50 私　立  桐蔭横浜大学大学院  法務研究科  法務専攻               70
51  〃  山梨学院大学大学院  法務研究科  法務専攻　　           40
52  〃  愛知大学大学院  法務研究科  法務専攻　　           40
53  〃  愛知学院大学大学院  法務研究科  法務専攻 　           35
54 〃  中京大学大学院  法務研究科  法務専攻                30
55 〃  南山大学大学院  法務研究科　法務専攻 　　　　 　　　 50
56  〃  名城大学大学院  法務研究科  法務専攻      　　　　　 50
57  〃  京都産業大学大学院  法務研究科  法務専攻                 60
58  〃  同志社大学大学院  司法研究科  法務専攻                150
59  〃  立命館大学大学院  法務研究科　法曹養成専攻　　　　　 150
60  〃  龍谷大学大学院  法務研究科  法務専攻                  60
61  〃  大阪学院大学大学院  法務研究科  法務専攻 　     50
62  〃  関西大学大学院  法務研究科  法曹養成専攻    130
63  〃  近畿大学大学院  法務研究科  法務専攻          60
64  〃  関西学院大学大学院  司法研究科　法務専攻 　　 　　 125
65  〃  甲南大学大学院  法学研究科  法務専攻　　　　　 60
66  〃  神戸学院大学大学院  実務法学研究科  実務法学専攻      60
67  〃  姫路獨協大学大学院  法務研究科  法務専攻                  40
68  〃  広島修道大学大学院  法務研究科  法務専攻               50
69  〃  久留米大学大学院  法務研究科  法務専攻               40
70  〃  西南学院大学大学院  法務研究科  法曹養成専攻  　     50
71  〃  福岡大学大学院  法曹実務研究科  法務専攻　 50

私立計 ４９大学 3,925 人

合　 計 ７４大学 5,825 人

入学定員


