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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
1 北海道
国立大学法人北海道大学

大学名
北海道大学

学部等名

学科等名

文学部

人文科学科

教育学部

教育学科

法学部

法学課程

経済学部

経済学科

専攻等名

経営学科

理学部

数学科
物理学科
化学科
生物科学科
地球惑星科学科

薬学部

薬科学科

工学部

応用理工系学科

情報エレクトロニクス学科

機械知能工学科
環境社会工学科
農学部

生物資源科学科
応用生命科学科
生物機能化学科
森林科学科
畜産科学科
生物環境工学科
農業経済学科

水産学部

海洋生物科学科
海洋資源科学科
増殖生命科学科
資源機能化学科

2 北海道

国立大学法人北海道教育大学

北海道教育大学

教育学部

教員養成課程
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コース名

サブコース名

定員
免許状の種類
185 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）
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（英語）
高等学校教諭一種免許状（英語）
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）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
200 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）
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）
高等学校教諭一種免許状（商業）
90 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）
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）
35 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）
75 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）
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）
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）
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）
160 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）
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（理科）
高等学校教諭一種免許状（情報）
120 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）
210 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）
36 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）
30 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）
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（農業）
36 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）
23 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）
30 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）
25 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（農業）
54 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）
53 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）
54 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）
54 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）
720 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（美術）
中学校教諭一種免許状（保健体育）

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

芸術・スポーツ文化学科

国際地域学科

3 北海道

国立大学法人小樽商科大学

小樽商科大学

商学部

経済学科

専攻等名

社会情報学科

定員

40

美術文化専攻

55

スポーツ文化専攻

60

地域協働専攻

240

地域教育専攻

45

昼間コース

昼間コース

夜間主コース

企業法学科

サブコース名

音楽文化専攻

夜間主コース
商学科

コース名

昼間コース

137
12
148

10

106

夜間主コース

12

昼間コース
夜間主コース

4 北海道

国立大学法人帯広畜産大学

帯広畜産大学

畜産学部

畜産科学課程

74
16
210

5 北海道

国立大学法人北見工業大学

北見工業大学

工学部

6 青森県

国立大学法人弘前大学

弘前大学

人文社会科学部

地球環境工学科
地域未来デザイン工学科
文化創生課程

190
220
110

社会経営課程

155

学校教育教員養成課程

150

教育学部
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免許状の種類
中学校教諭一種免許状（保健）
中学校教諭一種免許状（技術）
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（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（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（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）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（英語）
幼稚園教諭一種免許状
養護教諭一種免許状
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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（社会）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（商業）
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）
高等学校教諭一種免許状（商業）
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）
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（情報）
高等学校教諭一種免許状（農業）
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）
高等学校教諭一種免許状（工業）
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（地理歴史）
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（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）
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）

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

養護教諭養成課程

医学部
理工学部

農学生命科学部

7 岩手県

国立大学法人岩手大学

岩手大学

保健学科
数物科学科

コース名

サブコース名

定員

20

看護学専攻

80
78

物質創成化学科

52

地球環境防災学科

65

電子情報工学科
機械科学科
自然エネルギー学科

55
80
30

生物学科

40

分子生命科学科

40

食料資源学科

55

国際園芸農学科

50

地域環境工学科

30

人文社会科学部

人間文化課程

125

教育学部

地域政策課程
学校教育教員養成課程

75
160
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免許状の種類
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（技術）
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（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（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（工業）
高等学校教諭一種免許状（英語）
養護教諭一種免許状
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）
高等学校教諭一種免許状（看護）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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（地理歴史）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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（技術）
中学校教諭一種免許状（家庭）
中学校教諭一種免許状（英語）
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（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（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）
高等学校教諭一種免許状（英語）

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

理工学部

農学部

8 宮城県

国立大学法人東北大学

東北大学

学科等名

専攻等名

コース名

サブコース名

定員

化学・生命理工学科

90

物理・材料理工学科

80

システム創成工学科

270

植物生命科学科

40

応用生物化学科

40

森林科学科

30

食料生産環境学科

60

動物科学科

30

文学部

人文社会学科

210

教育学部

教育科学科

70

理学部

数学科

45

物理学科

78

宇宙地球物理学科

41

化学科

70

地圏環境科学科

30

地球惑星物質科学科

20

生物学科

40

薬学部

創薬科学科

60

工学部

機械知能・航空工学科

234

電気情報物理工学科

243

化学・バイオ工学科

113

材料科学総合学科

113

建築・社会環境工学科

107

農学部

生物生産科学科

90

応用生物化学科

60
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免許状の種類
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（理科）
高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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（地理歴史）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
高等学校教諭一種免許状（フランス語）
中学校教諭一種免許状（宗教）
高等学校教諭一種免許状（宗教）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（水産）
中学校教諭一種免許状（理科）

１．国立大学の学部等の課程
番号

都道府県名

9 宮城県

設置者名

国立大学法人宮城教育大学

大学名

宮城教育大学

学部等名

教育学部

学科等名

専攻等名

国立大学法人秋田大学

秋田大学

教育文化学部

サブコース名

定員

初等教育教員養成課程

188

中等教育教員養成課程

107

特別支援教育教員養成課程

10 秋田県

コース名

50

学校教育課程

110
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免許状の種類
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）
小学校教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
小学校教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
小学校教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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（音楽）

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

12 福島県

国立大学法人山形大学

国立大学法人福島大学

山形大学

福島大学

専攻等名

コース名

サブコース名

定員

地域文化学科

100

生命科学科
物質科学科

45
110

数理・電気電子情報学科

120

システムデザイン工学科

120

人文社会科学部

人文社会科学科

290

地域教育文化学部

地域教育文化学科

理工学部

11 山形県

学科等名

児童教育コース

80

文化創生コース

95

理学部

理学科

210

工学部

機械システム工学科
システム創成工学科
高分子・有機材料工学科
化学・バイオ工学科
情報・エレクトロニクス学科
建築・デザイン学科
人間発達文化学類

140
50
140
140
150
30
260

人文社会学群
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免許状の種類
高等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（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（保健体育）
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（数学）
高等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（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（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（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（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（理科）
高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
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）
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（地理歴史）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
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（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）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
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（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（地理歴史）
高等学校教諭一種免許状（公民）

１．国立大学の学部等の課程
番号

都道府県名

13 茨城県

設置者名

国立大学法人茨城大学

大学名

茨城大学

学部等名

学科等名

専攻等名

理工学群

経済経営学類
共生システム理工学類

220
160

人文社会科学部

現代社会学科

130

法律経済学科

120

人間文化学科

110

学校教育教員養成課程

240

理学部

理学科

工学部

機械システム工学科

農学部

情報工学科
電気電子システム工学科
都市システム工学科
物質科学工学科
食生命科学科

35

205

昼間コース
夜間主コース

地域総合農学科
筑波大学

定員

185

養護教諭養成課程

国立大学法人筑波大学

サブコース名

行政政策学類

教育学部

14 茨城県

コース名

人文・文化学群

130
40
80
125
60
110
80
80

人文学類

120
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免許状の種類
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）
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）
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（商業）
中学校教諭一種免許状（理科）
中学校教諭一種免許状（技術）
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）
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）
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）
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）
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（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（技術）
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（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（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（書道）
高等学校教諭一種免許状（家庭）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（英語）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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
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）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
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）
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（地理歴史）
高等学校教諭一種免許状（公民）

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

日本語・日本文化学類

40

社会・国際学群

社会学類
国際総合学類

80
80

人間学群

教育学類

35

生命環境学群

心理学類
障害科学類
生物学類

理工学群

情報学群

医学群
体育専門学群

15
50
35
80
120

地球学類

50

数学類

40

物理学類

60

化学類

50

応用理工学類

120

工学システム学類

130

情報科学類

80

情報メディア創成学類

50

知識情報・図書館学類

100

看護学類

70
240

芸術専門学群

筑波技術大学

定員

80

生物資源学類

国立大学法人筑波技術大学

サブコース名

比較文化学類

うち、初等教育学コース

15 茨城県

コース名

100

産業技術学部

産業情報学科

保健科学部

総合デザイン学科
保健学科

35

鍼灸学専攻

15
14

理学療法学専攻

10
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免許状の種類
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（地理歴史）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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（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）
小学校教諭一種免許状
高等学校教諭一種免許状（公民）
高等学校教諭一種免許状（福祉）
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）
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）
中学校教諭一種免許状（技術）
高等学校教諭一種免許状（農業）
高等学校教諭一種免許状（地理歴史）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
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）
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）
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）
養護教諭一種免許状
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
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）
高等学校教諭一種免許状（工芸）
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）
中学校教諭一種免許状（保健）

１．国立大学の学部等の課程
番号

都道府県名

16 栃木県

17 群馬県

設置者名

国立大学法人宇都宮大学

国立大学法人群馬大学

大学名

宇都宮大学

群馬大学

学部等名

地域デザイン科学部
国際学部

情報システム学科
コミュニティデザイン学科
国際学科

教育学部

学校教育教員養成課程

農学部

生物資源科学科
応用生命化学科
農業環境工学科
農業経済学科

国立大学法人埼玉大学

埼玉大学

専攻等名

コース名

サブコース名

定員
16
50
90
170

63
32
32
36

森林科学科
学校教育教員養成課程

32
220

教養学部

化学・生物化学科
機械知能システム理工学科
環境創生理工学科
電子情報理工学科
総合理工学科
教養学科

160
110
90
120
30
160

教育学部

学校教育教員養成課程

360

教育学部

理工学部

18 埼玉県

学科等名
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免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（保健）
高等学校教諭一種免許状（情報）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
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（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（技術）
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（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（美術）
高等学校教諭一種免許状（工芸）
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（工業）
高等学校教諭一種免許状（英語）
高等学校教諭一種免許状（農業）
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）
高等学校教諭一種免許状（公民）
高等学校教諭一種免許状（農業）
高等学校教諭一種免許状（農業）
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（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（技術）
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（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（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（情報）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（英語）
幼稚園教諭一種免許状
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）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
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（地理歴史）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
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）

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

理学部

19 千葉県

国立大学法人千葉大学

千葉大学

学科等名

専攻等名

国立大学法人東京大学

東京大学

サブコース名

定員

養護教諭養成課程

20

数学科

40

物理学科

40

基礎化学科

50

分子生物学科

40

生体制御学科

40

文学部

人文学科

170

理学部

数学・情報数理学科

44

物理学科

39

化学科

39

生物学科

39

地球科学科

39

工学部

総合工学科

620

園芸学部

園芸学科

64

応用生命化学科

31

緑地環境学科

66

食料資源経済学科
20 東京都

コース名

法学部
工学部

建築学科
都市工学科
機械情報工学科

29
400
60
50
40

航空宇宙工学科
電子情報工学科
物理工学科

52
40
50

計数工学科

55
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免許状の種類
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（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（技術）
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（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（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）
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
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（農業）
高等学校教諭一種免許状（公民）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
中学校教諭一種免許状（数学）

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

75
55
50
50
116
350

理学部

数学科

44

情報科学科
物理学科

24
69
5

地球惑星物理学科

32

地球惑星環境学科

19

化学科

44

生物化学科

15

生物学科

18

応用生命科学課程

152

環境資源科学課程

108

獣医学課程
経済学部
教養学部

東京学芸大学

定員

文学部

農学部

国立大学法人東京学芸大学

サブコース名

マテリアル工学科
応用化学科
化学システム工学科
化学生命工学科
システム創成学科
人文学科

天文学科

21 東京都

コース名

30

経済学科
経営学科
教養学科

170
100
65

統合自然科学科

50

学際科学科

25

教育学部

総合教育科学科

95

教育学部

初等教育教員養成課程

545
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免許状の種類
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）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
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（地理歴史）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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（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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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（公民）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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（公民）
高等学校教諭一種免許状（英語）
中学校教諭一種免許状（数学）
中学校教諭一種免許状（理科）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
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）
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）
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）
中学校教諭一種免許状（音楽）

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

中等教育教員養成課程

特別支援教育教員養成課程

養護教育教員養成課程
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コース名

サブコース名

定員

免許状の種類
高等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（美術）
高等学校教諭一種免許状（工芸）
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）
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）
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）
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）
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）
幼稚園教諭一種免許状
養護教諭一種免許状
230 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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
幼稚園教諭一種免許状
養護教諭一種免許状
40 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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
幼稚園教諭一種免許状
養護教諭一種免許状
10 小学校教諭一種免許状
中学校教諭一種免許状（国語）

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

教育支援課程

22 東京都

23 東京都

国立大学法人東京農工大学

国立大学法人東京芸術大学

東京農工大学

東京芸術大学

農学部

美術学部

音楽学部

専攻等名

教育支援専攻

コース名

サブコース名

定員

多文化共生教育コース 地域研究サブコース

20

多言語多文化サブコース

20

生涯スポーツコース

35

情報教育コース
生物生産学科

15
57

応用生物科学科

71

環境資源科学科

61

地域生態システム学科

76

絵画科

80

彫刻科

20

工芸科

30

デザイン科

45

建築科

15

先端芸術表現科

24

芸術学科

20

作曲科

15

声楽科

54

器楽科

98

指揮科

2
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免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（国語）
高等学校教諭一種免許状（書道）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
幼稚園教諭一種免許状
養護教諭一種免許状
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
中学校教諭一種免許状（音楽）

１．国立大学の学部等の課程
番号

都道府県名

24 東京都

25 東京都

設置者名

国立大学法人東京工業大学

国立大学法人東京海洋大学

大学名

東京工業大学

東京海洋大学

学部等名

学科等名

専攻等名

25

楽理科

23

音楽環境創造科

20
151

工学院

358

物質理工学院

183

情報理工学院

92

生命理工学院

150

環境・社会理工学院
海洋生命科学部

134
68

海洋生物資源学科
食品生産科学科

55

海洋政策文化学科

40

62

海洋資源エネルギー学科

43

海事システム工学科

59

海洋電子機械工学科

59

流通情報工学科
人文科学科

42
55

言語文化学科

80

人間社会科学科

40

芸術・表現行動学科

27

数学科

20

物理学科

20

化学科

20

生物学科

25

情報科学科

40

生活科学部

食物栄養学科
人間生活学科

36
39

情報理工学域

Ⅰ類（情報系）

文教育学部

理学部

27 東京都

国立大学法人電気通信大学

電気通信大学

7

海洋環境科学科

海洋工学部

お茶の水女子大学

定員

邦楽科

水産教員養成課程

国立大学法人お茶の水女子大学

サブコース名

理学院

海洋資源環境学部

26 東京都

コース名

210
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免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（音楽）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（商船）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（商船）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
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（中国語）
高等学校教諭一種免許状（中国語）
中学校教諭一種免許状（英語）
高等学校教諭一種免許状（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（公民）
小学校教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
栄養教諭一種免許状
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）
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）

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

29 神奈川県

30 新潟県

国立大学法人一橋大学

国立大学法人横浜国立大学

国立大学法人新潟大学

一橋大学

横浜国立大学

新潟大学

サブコース名

定員

Ⅱ類（融合系）

245

Ⅲ類（理工系）

235

先端工学基礎課程（夜間主）
28 東京都

コース名

30

法学部

法律学科

170

社会学部

社会学科

235

経済学部

経済学科

275

商学部
教育学部

経営学科
学校教育課程

137
230

理工学部

機械・材料・海洋系学科

185

化学・生命系学科

187

数物・電子情報系学科

287

都市科学部

環境リスク共生学科

人文学部

人文学科

225

56

教育学部

学校教員養成課程

220
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免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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（社会）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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（商業）
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）
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）
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）
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）
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）
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（書道）
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）
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）
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）
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（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）
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）
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）
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）
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（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）
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（フランス語）
高等学校教諭一種免許状（フランス語）
中学校教諭一種免許状（ロシア語）
高等学校教諭一種免許状（ロシア語）
中学校教諭一種免許状（中国語）
高等学校教諭一種免許状（中国語）
幼稚園教諭一種免許状

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

法学部
経済学部

学科等名

法学科
経済学科

経営学科

専攻等名

昼間コース

コース名

サブコース名

定員

180
160

夜間主コース

25

昼間コース
夜間主コース

理学部

理学科

105
15
200

530
175
17
17
12
13
10
11
160

170

31 新潟県

国立大学法人長岡技術科学大学

長岡技術科学大学

工学部
農学部
工学部

32 新潟県

国立大学法人上越教育大学

上越教育大学

学校教育学部

工学科
農学科
機械創造工学課程
電気電子情報工学課程
物質材料工学課程
環境社会基盤工学課程
生物機能工学課程
情報・経営システム工学課程
初等教育教員養成課程

33 富山県

国立大学法人富山大学

富山大学

人文学部

人文学科
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免許状の種類
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（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（技術）
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（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（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）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（商業）
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）
高等学校教諭一種免許状（農業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
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（地理歴史）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
中学校教諭一種免許状（技術）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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（地理歴史）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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（中国語）

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

人間発達科学部

理学部

学科等名

専攻等名

国立大学法人金沢大学

金沢大学

サブコース名

定員

発達教育学科

80

人間環境システム学科

90

数学科

50

物理学科

40

化学科

35

生物学科

35

生物圏環境科学科

34 石川県

コース名

30

工学部
芸術文化学部

工学科
芸術文化学科

365
110

都市デザイン学部

地球システム科学科

人間社会学域

都市・交通デザイン学科
材料デザイン工学科
人文学類

40
60
145

法学類

170

経済学類

135

学校教育学類

100

40

国際学類

85
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免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（中国語）
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）
中学校教諭一種免許状（ロシア語）
高等学校教諭一種免許状（ロシア語）
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（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）
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）
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）
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）
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）
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（数学）
高等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（理科）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
高等学校教諭一種免許状（ドイツ語）
高等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（中国語）
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）
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）
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（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（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（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）
中学校教諭一種免許状（国語）
中学校教諭一種免許状（社会）

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

理工学域

学科等名

専攻等名

36 山梨県

国立大学法人福井大学

国立大学法人山梨大学

福井大学

山梨大学

サブコース名

定員

数物科学類

84

物質化学類

81

機械工学類
フロンティア工学類
電子情報通信学類
地球社会基盤学類

35 福井県

コース名

100
110
80
100

生命理工学類

59

教育学部

学校教育課程

100

工学部

機械・システム工学科
電気電子情報工学科
建築・都市環境工学科
物質・生命化学科
応用物理学科
学校教育課程

155
125
60
135
50
125

教育学部
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免許状の種類
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
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）
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（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（保健）
中学校教諭一種免許状（技術）
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（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（美術）
高等学校教諭一種免許状（工芸）
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）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（英語）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（理科）
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（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（技術）
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（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（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（保健体育）
高等学校教諭一種免許状（家庭）

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
工学部

37 長野県

国立大学法人信州大学

信州大学

人文学部

学科等名

専攻等名

55
55
55

情報メカトロニクス工学科
土木環境工学科
応用化学科
先端材料理工学科

55
55
55
35

人文学科

哲学・芸術論コース
歴史学コース

20
25

英米言語文化コース

25

日本言語文化コース

25

学校教育教員養成課程

240

理学部

数学科

54

理学科

151

物質化学科

95

170

水環境・土木工学科

60

機械システム工学科

100

農学部

建築学科
農学生命科学科

60
170

繊維学部

先進繊維・感性工学科

65

機械・ロボット学科

60

化学・材料学科

105

応用生物科学科
岐阜大学

定員

機械工学科
電気電子工学科
コンピュータ理工学科

電子情報システム工学科

国立大学法人岐阜大学

サブコース名

教育学部

工学部

38 岐阜県

コース名

教育学部

50

学校教育教員養成課程

230
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免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（英語）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等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（公民）
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）
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）
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（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（技術）
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（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（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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
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）
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）
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）
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）
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）

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

工学部

応用生物科学部

39 静岡県

国立大学法人静岡大学

静岡大学

人文社会科学部

学科等名

社会基盤工学科
機械工学科
化学・生命工学科
電気電子・情報工学科

専攻等名

サブコース名

定員

応用生命科学課程

60
130
150
75
70
25
80

生産環境科学課程

80

社会学科

70

言語文化学科

75

法学科

電気電子コース
情報コース
応用物理コース

昼間コース
夜間主コース

経済学科

昼間コース
夜間主コース

教育学部

コース名

学校教育教員養成課程

90
30
155
30
300
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免許状の種類
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（技術）
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（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（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（情報）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（英語）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
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（農業）
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）
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）
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（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（ドイツ語）
高等学校教諭一種免許状（ドイツ語）
高等学校教諭一種免許状（中国語）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（保健）
高等学校教諭一種免許状（情報）

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

情報学部

理学部

学科等名

専攻等名

情報科学科
行動情報学科
情報社会学科
数学科

40 愛知県

国立大学法人名古屋大学

名古屋大学

物理学科

48

化学科

52

生物科学科

52

愛知教育大学

50

農学部

168
110
110
112
50
115

文学部

応用生命科学科
人文学科

70
125

教育学部

人間発達科学科

65

法学部

法律・政治学科

150

経済学部

経済学科
経営学科
数理学科

140
65
55

物理学科

90

化学科

50

生命理学科

50

地球惑星科学科

25

生物環境科学科

35

資源生物科学科

55

応用生命科学科

80

情報学部

自然情報学科

38

教育学部

コンピュータ科学科
初等教育教員養成課程

農学部

国立大学法人愛知教育大学

定員

機械工学科
電気電子工学科
電子物質科学科
化学バイオ工学科
数理システム工学科
生物資源科学科

理学部

41 愛知県

サブコース名

100
70
75
38

地球科学科
工学部

コース名

59
455
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免許状の種類
養護教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
高等学校教諭一種免許状（情報）
高等学校教諭一種免許状（情報）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
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（農業）
高等学校教諭一種免許状（理科）
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）
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（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（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）
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（公民）
高等学校教諭一種免許状（商業）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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（情報）
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（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（保健）
中学校教諭一種免許状（技術）
中学校教諭一種免許状（職業指導）
中学校教諭一種免許状（家庭）
中学校教諭一種免許状（英語）

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

中等教育教員養成課程

特別支援学校教員養成課程

22/273

コース名

サブコース名

定員

免許状の種類
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（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（書道）
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（工業）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
高等学校教諭一種免許状（職業指導）
養護教諭一種免許状
210 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（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（保健）
中学校教諭一種免許状（技術）
中学校教諭一種免許状（職業指導）
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（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（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（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（工業）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
高等学校教諭一種免許状（職業指導）
養護教諭一種免許状
30 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（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（保健）
中学校教諭一種免許状（技術）
中学校教諭一種免許状（職業指導）
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（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（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（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（工業）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）

１．国立大学の学部等の課程
番号

都道府県名

42 三重県

43 滋賀県

設置者名

国立大学法人三重大学

国立大学法人滋賀大学

大学名

三重大学

滋賀大学

学部等名

学科等名

専攻等名

コース名

サブコース名

定員

養護教諭養成課程

40

人文学部

文化学科

92

教育学部

学校教育教員養成課程

生物資源学部

資源循環学科

70

共生環境学科

70

生物圏生命化学科

80

教育学部

200

海洋生物資源学科
学校教育教員養成課程

40
230
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免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（職業指導）
養護教諭一種免許状
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（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（保健）
中学校教諭一種免許状（技術）
中学校教諭一種免許状（職業指導）
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（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（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（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（工業）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
高等学校教諭一種免許状（職業指導）
養護教諭一種免許状
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）
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（英語）
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）
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（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（技術）
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（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（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）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（水産）
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）

１．国立大学の学部等の課程
番号

都道府県名

44 京都府

設置者名

国立大学法人京都大学

大学名

京都大学

学部等名

学科等名

専攻等名

京都教育大学

定員

総合人間学科

120

文学部

人文学科

220

教育学部

教育科学科

60

330

理学部

理学科

工学部

情報学科

311

90

工業化学科

国立大学法人京都教育大学

サブコース名

総合人間学部

法学部

45 京都府

コース名

農学部

食料・環境経済学科
森林科学科

教育学部

学校教育教員養成課程

235
32
57
300
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免許状の種類
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（技術）
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（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（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（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（情報）
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（地理歴史）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
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）
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（地理歴史）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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（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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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（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（技術）
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（書道）
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）

１．国立大学の学部等の課程
番号

都道府県名

46 京都府

設置者名

国立大学法人京都工芸繊維大学

大学名

京都工芸繊維大学

学部等名

工芸科学部

学科等名

専攻等名

応用生物学課程

大阪大学

定員

169

電子システム工学課程

61

情報工学課程

61

機械工学課程
国立大学法人大阪大学

サブコース名

50

応用化学課程

47 大阪府

コース名

86

文学部

人文学科

165

人間科学部

人間科学科

137

外国語学部

外国語学科

580

法学部
経済学部

法学科
国際公共政策学科
経済・経営学科

170
80
220

理学部

数学科

47

物理学科

76

化学科

77

生物科学科
医学部
工学部

保健学科
応用自然科学科

55
看護学専攻
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80
217

免許状の種類
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）
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（工業）
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）
高等学校教諭一種免許状（農業）
幼稚園教諭一種免許状
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）
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）
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）
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）
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）
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（地理歴史）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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（ドイツ語）
高等学校教諭一種免許状（ドイツ語）
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）
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）
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（中国語）
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（韓国・朝鮮語）
高等学校教諭一種免許状（タイ語）
高等学校教諭一種免許状（アラビア語）
高等学校教諭一種免許状（ペルシア語）
中学校教諭一種免許状（ロシア語）
高等学校教諭一種免許状（ロシア語）
高等学校教諭一種免許状（デンマーク語）
高等学校教諭一種免許状（スウェーデン語）
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（フランス語）
高等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（スペイン語）
高等学校教諭一種免許状（ポルトガル語）
中学校教諭一種免許状（ウルドゥー語）
高等学校教諭一種免許状（ウルドゥー語）
高等学校教諭一種免許状（トルコ語）
高等学校教諭一種免許状（スワヒリ語）
高等学校教諭一種免許状（ハンガリー語）
高等学校教諭一種免許状（公民）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
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）
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）
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）
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）
養護教諭一種免許状
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）
中学校教諭一種免許状（理科）

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

コース名

248

電子情報工学科

162

75

地球総合工学科

118

電子物理科学科

99

化学応用科学科

84

システム科学科

169

情報科学科

48 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

定員

応用理工学科

環境・エネルギー工学科

基礎工学部

サブコース名

初等教育教員養成課程

83

幼児教育専攻
小学校教育専攻

15
昼間コース

45

夜間コース
学校教育教員養成課程

40
420

養護教諭養成課程
教育協働学科

30
350
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免許状の種類
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
中学校教諭一種免許状（国語）
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（地理歴史）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
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）
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）
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（書道）
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）
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）
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）
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）
養護教諭一種免許状
中学校教諭一種免許状（国語）
中学校教諭一種免許状（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）

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

コース名

サブコース名

定員

49 兵庫県

国立大学法人兵庫教育大学

兵庫教育大学

学校教育学部

学校教育教員養成課程

160

50 兵庫県

国立大学法人神戸大学

神戸大学

文学部

人文学科

100

国際人間科学部

グローバル文化学科

140

発達コミュニティ学科

100

理学部

農学部

51 奈良県

国立大学法人奈良教育大学

奈良教育大学

教育学部

環境共生学科

80

子ども教育学科

50

数学科

28

物理学科

35

化学科

30

生物学科

25

惑星学科

35

食科環境システム学科
資源生命科学科
生命機能科学科
学校教育教員養成課程

36
55
69
255
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免許状の種類
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
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（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（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（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）
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）
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（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（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（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）
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）
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）
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（数学）
高等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（理科）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（農業）
高等学校教諭一種免許状（農業）
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（美術）

１．国立大学の学部等の課程
番号

都道府県名

52 奈良県

設置者名

国立大学法人奈良女子大学

大学名

奈良女子大学

学部等名

文学部

理学部

生活環境学部

学科等名

専攻等名

コース名

サブコース名

定員

人文社会学科

60

言語文化学科

50

数物科学科

数学コース

23

物理学コース

27

化学生物環境学科

87

食物栄養学科

35

心身健康学科

生活健康学コース

16

スポーツ健康科学コース

12

衣環境学コース

18

生活情報通信科学コース
住環境学科

17
35

生活文化学科

30

情報衣環境学科

53 和歌山県

国立大学法人和歌山大学

和歌山大学

教育学部

学校教育教員養成課程

54 鳥取県

国立大学法人鳥取大学

鳥取大学

経済学部
システム工学部
地域学部

経済学科
システム工学科
地域学科

165

地域創造コース

300
305
60

人間形成コース

55
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免許状の種類
中学校教諭一種免許状（保健体育）
中学校教諭一種免許状（技術）
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（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（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（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（情報）
高等学校教諭一種免許状（英語）
高等学校教諭一種免許状（工業）
養護教諭一種免許状
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
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（数学）
高等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（理科）
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）
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）
栄養教諭一種免許状
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
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）
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（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（技術）
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（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（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）
高等学校教諭一種免許状（商業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
幼稚園教諭一種免許状

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
国際地域文化コース

工学部

55 島根県

国立大学法人島根大学

島根大学

国立大学法人岡山大学

岡山大学

サブコース名

定員
55

機械物理系学科

115

電気情報系学科

125

化学バイオ系学科

100

農学部

社会システム土木系学科
生命環境農学科

110
220

法文学部

法経学科

80

社会文化学科

50

言語文化学科

55

教育学部

学校教育課程

130

医学部
総合理工学部

看護学科
数理科学科

60
50

物質化学科

73

地球科学科

50

物理・マテリアル工学科

73

知能情報デザイン学科
機械・電気電子工学科
建築デザイン学科
環境共生科学科

50
64
40
70

生命科学科

70

農林生産学科

60

生物資源科学部

56 岡山県

コース名

文学部

人文学科

175
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免許状の種類
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（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）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
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）
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）
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（英語）
高等学校教諭一種免許状（英語）
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（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（技術）
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（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（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（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）
高等学校教諭一種免許状（工業）
幼稚園教諭一種免許状
養護教諭一種免許状
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
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）
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）
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）
中学校教諭一種免許状（国語）

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

教育学部

学科等名

専攻等名

学校教育教員養成課程

法学科

経済学部

経済学科

理学部

数学科

工学部

環境理工学部

国立大学法人広島大学

広島大学

定員

30

昼間コース
夜間主コース
昼間コース
夜間主コース

205
20
205
40
20

物理学科

35

化学科

30

生物学科

30

地球科学科

25

機械システム系学科
電気通信系学科

160
100

情報系学科
化学生命系学科
環境数理学科

60
140
20

環境デザイン工学科

57 広島県

サブコース名

250

養護教諭養成課程

法学部

コース名

50

農学部

環境管理工学科
環境物質工学科
総合農業科学科

40
40
120

総合科学部

総合科学科

120

文学部

人文学科

130

教育学部

第一類（学校教育系）

157
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免許状の種類
高等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（英語）
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（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（技術）
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（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（美術）
高等学校教諭一種免許状（工芸）
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）
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
高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
高等学校教諭一種免許状（商業）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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（理科）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等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（理科）
高等学校教諭一種免許状（農業）
高等学校教諭一種免許状（数学）
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（英語）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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（地理歴史）
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（ドイツ語）
高等学校教諭一種免許状（ドイツ語）
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）
小学校教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状

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
第二類（科学文化教育系）

専攻等名

第三類（言語文化教育系）

第四類（生涯活動教育系）

第五類（人間形成基礎系）
理学部

数学科
物理学科
化学科
生物科学科
地球惑星システム学科

医学部
歯学部
薬学部
工学部

保健学科
口腔健康科学科
薬科学科

看護学専攻
口腔保健学専攻

第一類（機械・輸送・材料・エネルギー系）

第二類（電気電子・システム情報系）
第三類（応用化学・生物工学・化学工学系）

58 山口県

国立大学法人山口大学

山口大学

生物生産学部
情報科学部

第四類（建設・環境系）
生物生産学科
情報科学科

人文学部

人文学科

教育学部

学校教育教員養成課程
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コース名

サブコース名

定員
免許状の種類
82 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）
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）
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）
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）
73 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（英語）
高等学校教諭一種免許状（英語）
81 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）
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）
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）
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）
52 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）
47 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）
66 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）
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）
34 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）
24 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）
60 養護教諭一種免許状
20 養護教諭一種免許状
22 高等学校教諭一種免許状（理科）
150 高等学校教諭一種免許状（工業）
90 高等学校教諭一種免許状（工業）
115 高等学校教諭一種免許状（工業）
90 高等学校教諭一種免許状（工業）
90 高等学校教諭一種免許状（理科）
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）
185 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（地理歴史）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
180 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（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（技術）
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（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（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（情報）
高等学校教諭一種免許状（英語）
幼稚園教諭一種免許状

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
経済学部
理学部

学科等名

専攻等名

経済学科
経営学科
数理科学科
物理・情報科学科

生物・化学科
地球圏システム科学科
工学部

59 徳島県

国立大学法人徳島大学

徳島大学

農学部
総合科学部

機械工学科
社会建設工学科
応用化学科
電気電子工学科
知能情報工学科
循環環境工学科
生物資源環境科学科
社会総合科学科

医学部
理工学部

保健学科
理工学科

看護学専攻
昼間コース

夜間主コース

60 徳島県

国立大学法人鳴門教育大学

鳴門教育大学

学校教育学部

学校教育教員養成課程

61 香川県

国立大学法人香川大学

香川大学

教育学部

学校教育教員養成課程
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コース名

サブコース名

定員
免許状の種類
130 高等学校教諭一種免許状（公民）
165 高等学校教諭一種免許状（商業）
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）
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（情報）
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）
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）
90 高等学校教諭一種免許状（工業）
80 高等学校教諭一種免許状（工業）
90 高等学校教諭一種免許状（工業）
80 高等学校教諭一種免許状（工業）
80 高等学校教諭一種免許状（情報）
55 高等学校教諭一種免許状（工業）
50 高等学校教諭一種免許状（農業）
170 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（地理歴史）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
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）
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）
70 養護教諭一種免許状
550 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）
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）
高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（工業）
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（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（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（技術）
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（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（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（情報）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（英語）
160 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（美術）

１．国立大学の学部等の課程
番号

都道府県名

62 愛媛県

63 高知県

設置者名

国立大学法人愛媛大学

国立大学法人高知大学

大学名

愛媛大学

高知大学

学部等名

学科等名

法学部

法学科

経済学部
医学部
創造工学部

経済学科
看護学科
創造工学科

農学部

応用生物科学科

法文学部

人文社会学科

専攻等名

昼間コース
夜間主コース
昼間コース

コース名

サブコース名

定員

150
10
240
60
330

150

昼間主コース

275

夜間主コース

90

教育学部

学校教育教員養成課程

医学部
農学部

特別支援教育教員養成課程
看護学科
食料生産学科
生命機能学科

20
60
70
45

生物環境学科

55

人文社会科学部

140

人文社会科学科

275
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免許状の種類
中学校教諭一種免許状（保健体育）
中学校教諭一種免許状（技術）
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（書道）
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（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）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
養護教諭一種免許状
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）
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）
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（地理歴史）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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（地理歴史）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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（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（技術）
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（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（美術）
高等学校教諭一種免許状（工芸）
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）
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）
小学校教諭一種免許状
養護教諭一種免許状
高等学校教諭一種免許状（農業）
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）
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）
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（地理歴史）

１．国立大学の学部等の課程
番号

都道府県名

64 福岡県

65 福岡県

設置者名

国立大学法人福岡教育大学

国立大学法人九州大学

大学名

福岡教育大学

九州大学

学部等名

学科等名

専攻等名

コース名

サブコース名

定員

教育学部

学校教育教員養成課程

理工学部

数学物理学科

55

情報科学科
生物科学科

30
45

化学生命理工学科

70

地球環境防災学科

40

医学部

看護学科

60

農林海洋科学部

農林資源環境科学科

90

農芸化学科

45

海洋資源科学科

65

教育学部

文学部

130

初等教育教員養成課程

385

中等教育教員養成課程

170

人文学科

151
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免許状の種類
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）
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）
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（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（技術）
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（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（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）
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）
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）
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）
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）
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（看護）
養護教諭一種免許状
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）
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）
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）
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（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（技術）
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（書道）
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（美術）
高等学校教諭一種免許状（工芸）
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）
高等学校教諭一種免許状（工業）
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）

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

教育学部

九州工業大学

経済学部

経済・経営学科

理学部

経済工学科
物理学科

85
55

化学科

62

地球惑星科学科

45

数学科

50

141

68 長崎県

国立大学法人佐賀大学

国立大学法人長崎大学

佐賀大学

長崎大学

46

農学部

生物資源環境学科

226

工学部

教育学部

機械知能工学科
建設社会工学科
電気電子工学科
応用化学科
マテリアル工学科
知能情報工学科
情報・通信工学科
知的システム工学科
物理情報工学科
生命化学情報工学科
学校教育課程

136
80
126
74
60
93
93
94
65
65
120

芸術地域デザイン学部

芸術地域デザイン学科

110

経済学部
多文化社会学部
教育学部

経営学科
多文化社会学科
学校教育教員養成課程

80
100
240

情報工学部

67 佐賀県

定員

189

生物学科

国立大学法人九州工業大学

サブコース名

46

法学部

66 福岡県

コース名
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免許状の種類
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（ドイツ語）
高等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（中国語）
中学校教諭一種免許状（社会）
高等学校教諭一種免許状（地理歴史）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
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（公民）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（水産）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（情報）
高等学校教諭一種免許状（情報）
高等学校教諭一種免許状（情報）
高等学校教諭一種免許状（情報）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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（技術）
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（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（書道）
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）
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）
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）
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）

１．国立大学の学部等の課程
番号

都道府県名

69 熊本県

設置者名

国立大学法人熊本大学

大学名

熊本大学

学部等名

学科等名

専攻等名

昼間コース
夜間主コース

コース名

サブコース名

定員

経済学部

総合経済学科

工学部

工学科

265
60
380

環境科学部
水産学部

環境科学科
水産学科

130
110

文学部

総合人間学科

55

歴史学科

35

文学科

50

コミュニケーション情報学科
教育学部

30

小学校教員養成課程

110

中学校教員養成課程

70
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免許状の種類
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（技術）
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（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（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（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（情報）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等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（商業）
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）
高等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）
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）
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）
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（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（英語）
高等学校教諭一種免許状（英語）
小学校教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
養護教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
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）
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）
中学校教諭一種免許状（数学）

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

特別支援教育教員養成課程

養護教諭養成課程

理学部

理学科
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コース名

サブコース名

定員

免許状の種類
高等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（理科）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
養護教諭一種免許状
20 小学校教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
養護教諭一種免許状
30 小学校教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
養護教諭一種免許状
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）
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）

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
工学部

学科等名
土木建築学科
機械数理工学科

専攻等名

情報電気工学科

70 大分県

国立大学法人大分大学

大分大学

教育学部

経済学部

理工学部

材料・応用化学科
学校教育教員養成課程

経済学科
経営システム学科
地域システム学科
創生工学科

共創理工学科

機械コース
電気電子コース
福祉メカトロニクスコース
建築学コース
数理科学コース
知能情報システムコース
自然科学コース
応用化学コース

71 宮崎県

国立大学法人宮崎大学

宮崎大学

教育学部

学校教育課程

工学部

環境応用化学科
社会環境システム工学科
環境ロボティクス学科
機械設計システム工学科
電子物理工学科

農学部

電気システム工学科
情報システム工学科
植物生産環境科学科
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コース名

サブコース名

定員
免許状の種類
124 高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
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）
131 高等学校教諭一種免許状（工業）
135 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（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（技術）
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）
90 高等学校教諭一種免許状（公民）
80 高等学校教諭一種免許状（商業）
80 高等学校教諭一種免許状（公民）
75 高等学校教諭一種免許状（工業）
75 高等学校教諭一種免許状（工業）
35 高等学校教諭一種免許状（工業）
50 高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
65 高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
55 高等学校教諭一種免許状（理科）
120 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（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（技術）
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（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（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（工業）
高等学校教諭一種免許状（英語）
58 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）
53 高等学校教諭一種免許状（工業）
49 高等学校教諭一種免許状（工業）
54 高等学校教諭一種免許状（工業）
53 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）
49 高等学校教諭一種免許状（工業）
54 高等学校教諭一種免許状（工業）
52 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）

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
森林緑地環境科学科

専攻等名

応用生物科学科
海洋生物環境学科
畜産草地科学科

72 鹿児島県

国立大学法人鹿児島大学

鹿児島大学

法文学部

獣医学科
法経社会学科

人文学科

教育学部

学校教育教員養成課程

理学部

数理情報科学科

物理科学科
生命化学科
地球環境科学科
工学部

機械工学科
電気電子工学科
建築学科
環境化学プロセス工学科
海洋土木工学科
情報生体システム工学科
化学生命工学科

農学部

農業生産科学科

食料生命科学科

農林環境科学科
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コース名

サブコース名

定員
免許状の種類
52 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）
57 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）
33 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）
61 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）
30 高等学校教諭一種免許状（農業）
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）
165 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（地理歴史）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
200 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（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（技術）
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（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（美術）
高等学校教諭一種免許状（工芸）
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）
高等学校教諭一種免許状（家庭）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（英語）
40 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）
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）
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）
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）
94 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）
78 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）
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）
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）
48 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）
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）
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）
75 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）
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）
60 中学校教諭一種免許状（理科）

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

コース名

サブコース名

定員

水産学部

水産学科

140

スポーツ総合課程

120

73 鹿児島県

国立大学法人鹿屋体育大学

鹿屋体育大学

体育学部

74 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

人文社会学部

人間社会学科
琉球アジア文化学科

教育学部

学校教育教員養成課程

理学部

数理科学科

40

物質地球科学科

65

海洋自然科学科

95

武道課程

医学部
工学部

保健学科
工学科

農学部

亜熱帯地域農学科
亜熱帯農林環境科学科
地域農業工学科
亜熱帯生物資源科学科

50
昼間主コース

265

夜間主コース

80
80
40
140

60
350
35
35
25
45
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免許状の種類
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）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
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（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（技術）
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（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（美術）
高等学校教諭一種免許状（工芸）
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）
高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
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）
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）
養護教諭一種免許状
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）
高等学校教諭一種免許状（農業）
高等学校教諭一種免許状（農業）
高等学校教諭一種免許状（農業）
高等学校教諭一種免許状（農業）

２．公立大学の学部等の課程
番号 都道府県名
設置者名
1 北海道
釧路公立大学事務組合

大学名
釧路公立大学

学部等名

学科等名

経済学部

専攻等名

経済学科

経営学科

2 北海道

名寄市

名寄市立大学

保健福祉学部

栄養学科
社会福祉学科

3 青森県
4 青森県

公立大学法人青森県立保健大学
公立大学法人青森公立大学

青森県立保健大学
青森公立大学

健康科学部
経営経済学部

5 岩手県

公立大学法人岩手県立大学

岩手県立大学

看護学部

6 宮城県
7 秋田県

公立大学法人宮城大学
公立大学法人秋田県立大学

宮城大学
秋田県立大学

ソフトウェア情報学部
看護学群
システム科学技術学部

社会保育学科
栄養学科
経営学科
経済学科
看護学科

生物資源科学部

ソフトウェア情報学科
看護学類
機械工学科
知能メカトロニクス学科
情報工学科
建築環境システム学科
経営システム工学科
応用生物科学科
生物生産科学科
生物環境科学科
アグリビジネス学科
美術学科

8 秋田県

公立大学法人秋田公立美術大学

秋田公立美術大学

美術学部

9 秋田県

公立大学法人国際教養大学

国際教養大学

国際教養学部

10 山形県
11 福島県

山形県公立大学法人
公立大学法人会津大学

山形県立米沢栄養大学
会津大学

健康栄養学部
コンピュータ理工学部

グローバル・ビジネス課程
グローバル・スタディズ課程
健康栄養学科
コンピュータ理工学科

12 群馬県

群馬県公立大学法人

群馬県立女子大学

文学部

国文学科
英米文化学科
美学美術史学科

13 群馬県

14 群馬県
15 埼玉県

16 千葉県
17 東京都

公立大学法人高崎経済大学

公立大学法人前橋工科大学
公立大学法人埼玉県立大学

千葉県
公立大学法人首都大学東京

高崎経済大学

前橋工科大学
埼玉県立大学

千葉県立保健医療大学
首都大学東京

経済学部

経済学科

地域政策学部

経営学科
地域政策学科
地域づくり学科
観光政策学科
生物工学科
看護学科
健康開発学科

工学部
保健医療福祉学部

社会福祉子ども学科
栄養学科
人間社会学科

健康科学部
人文社会学部

人文学科
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健康行動科学専攻
口腔保健科学専攻
福祉子ども学専攻

定員
免許状の種類
200 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（商業）
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）
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）
40 栄養教諭一種免許状
50 高等学校教諭一種免許状（公民）
高等学校教諭一種免許状（福祉）
50 幼稚園教諭一種免許状
30 栄養教諭一種免許状
130 高等学校教諭一種免許状（商業）
130 高等学校教諭一種免許状（公民）
90 高等学校教諭一種免許状（保健）
養護教諭一種免許状
160 高等学校教諭一種免許状（情報）
95 養護教諭一種免許状
60 高等学校教諭一種免許状（工業）
60 高等学校教諭一種免許状（工業）
40 高等学校教諭一種免許状（情報）
40 高等学校教諭一種免許状（工業）
40 高等学校教諭一種免許状（工業）
40 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）
40 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）
30 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）
40 高等学校教諭一種免許状（農業）
100 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）
70 高等学校教諭一種免許状（英語）
105 高等学校教諭一種免許状（英語）
42 栄養教諭一種免許状
240 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）
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）
40 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）
30 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）
200 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）
200 高等学校教諭一種免許状（商業）
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）
150 高等学校教諭一種免許状（公民）
120 高等学校教諭一種免許状（地理歴史）
43 高等学校教諭一種免許状（理科）
130 養護教諭一種免許状
45 養護教諭一種免許状
30 養護教諭一種免許状
20 幼稚園教諭一種免許状
25 栄養教諭一種免許状
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）
90 中学校教諭一種免許状（国語）

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

理学部

専攻等名

定員

数理科学科

45

物理学科

47

化学科

48

生命科学科

60

都市環境学部

地理環境学科

30

50
90
40
60
35

18 神奈川県

神奈川県

神奈川県立保健福祉大学

システムデザイン学部
保健福祉学部

19 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

情報科学科
看護学科
栄養学科
データサイエンス学科

20 新潟県

公立大学法人長岡造形大学

長岡造形大学

造形学部

美術・工芸学科

21 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

180

人間生活学部

子ども学科
健康栄養学科
生産科学科

40
40
40

環境科学科

40

食品科学科

40

22 石川県

23 石川県

石川県立公立大学法人

公立大学法人金沢美術工芸大学

石川県立大学

金沢美術工芸大学

生物資源環境学部

美術工芸学部

美術科

デザイン科

工芸科

24 福井県

公立大学法人福井県立大学

福井県立大学

経済学部

日本画専攻

15

油画専攻

25

彫刻専攻

15

芸術学専攻

15

視覚デザイン専攻

20

製品デザイン専攻

20

環境デザイン専攻

20
20

経済学科

100

経営学科

100

生物資源学部

生物資源学科

45

海洋生物資源学部

海洋生物資源学科

50
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免許状の種類
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）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
養護教諭一種免許状
栄養教諭一種免許状
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）
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）
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）
幼稚園教諭一種免許状
栄養教諭一種免許状
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（理科）

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

看護福祉学部
25 山梨県

公立大学法人都留文科大学

都留文科大学

公立大学法人山梨県立大学

山梨県立大学

50
30
120

英文学科

120

学校教育学科

180

地域社会学科

150

総合政策学科

40

国際コミュニケーション学科

40

福祉コミュニティ学科

50

人間形成学科

30

看護学部
社会福祉学部

看護学科
社会福祉学科

100
150

環境ツーリズム学部

環境ツーリズム学科

企業情報学部
健康発達学部
看護学部
食品栄養科学部
国際関係学部

企業情報学科
食健康学科
こども学科
看護学科
栄養生命科学科
国際言語文化学科

95
30
40
80
25
120

経営情報学部

経営情報学科

125

文化政策学部

国際文化学科

100

文化政策学科

55

文学部

国際政策学部

人間福祉学部

27 長野県

公立大学法人長野大学

長野大学

28 長野県

公立大学法人長野県立大学

長野県立大学

29 岐阜県
30 静岡県

公立大学法人岐阜県立看護大学
静岡県公立大学法人

岐阜県立看護大学
静岡県立大学

31 静岡県

32 愛知県

公立大学法人静岡文化芸術大学

愛知県公立大学法人

静岡文化芸術大学

愛知県立大学

定員

看護学科
社会福祉学科
国文学科

教養学部

26 山梨県

専攻等名

外国語学部

95

英米学科
ヨーロッパ学科

100

中国学科
国語国文学科

45
45
45
50
50

歴史文化学科

50

教育福祉学部

教育発達学科

40

情報科学部

社会福祉学科
情報科学科

50
90

日本文化学部
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フランス語圏専攻
スペイン語圏専攻
ドイツ語圏専攻

免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（水産）
養護教諭一種免許状
高等学校教諭一種免許状（福祉）
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（英語）
高等学校教諭一種免許状（英語）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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（家庭）
高等学校教諭一種免許状（家庭）
高等学校教諭一種免許状（福祉）
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
高等学校教諭一種免許状（地理歴史）
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（福祉）
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）
栄養教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
養護教諭一種免許状
栄養教諭一種免許状
高等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（情報）
高等学校教諭一種免許状（商業）
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）
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）
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）
高等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（スペイン語）
高等学校教諭一種免許状（ドイツ語）
高等学校教諭一種免許状（中国語）
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（地理歴史）
幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
高等学校教諭一種免許状（公民）
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）

２．公立大学の学部等の課程
番号 都道府県名
設置者名
33 愛知県
愛知県公立大学法人

大学名
愛知県立芸術大学

学部等名

学科等名

美術学部

美術科

専攻等名
日本画専攻

油画専攻

彫刻専攻

芸術学専攻

デザイン・工芸科

デザイン専攻

陶磁専攻

音楽学部

音楽科

作曲専攻
声楽専攻
器楽専攻

34 愛知県

公立大学法人名古屋市立大学

名古屋市立大学

人文社会学部

心理教育学科
現代社会学科

国際文化学科

35 滋賀県

公立大学法人滋賀県立大学

滋賀県立大学

総合生命理学部
環境科学部

総合生命理学科
環境生態学科
環境政策・計画学科
生物資源管理学科

工学部

材料科学科
機械システム工学科
電子システム工学科

人間文化学部

地域文化学科
生活デザイン学科
生活栄養学科

人間関係学科
国際コミュニケーション学科

36 京都府

公立大学法人京都市立芸術大学

京都市立芸術大学

人間看護学部
美術学部

人間看護学科
美術科

デザイン科

工芸科

総合芸術学科
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定員
免許状の種類
10 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）
25 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）
10 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）
5 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）
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）
10 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）
10 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）
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）
60 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）
59 幼稚園教諭一種免許状
67 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）
68 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）
40 高等学校教諭一種免許状（理科）
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）
40 高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
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）
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）
50 高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
30 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）
30 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）
栄養教諭一種免許状
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）
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）
70 養護教諭一種免許状
70 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）
30 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）
30 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）
5 中学校教諭一種免許状（美術）

２．公立大学の学部等の課程
番号

都道府県名

37 京都府

38 大阪府

設置者名

京都府公立大学法人

公立大学法人大阪市立大学

大学名

京都府立大学

大阪市立大学

学部等名

学科等名

専攻等名

定員

音楽学部

音楽学科

65

文学部

日本・中国文学科

30

欧米言語文化学科

30

歴史学科

40

公共政策学部

公共政策学科

50

生命環境学部

福祉社会学科
生命分子化学科

50
32

農学生命科学科

50

食保健学科
環境・情報科学科

25
25

森林科学科

36

商学部

商学科

170

経済学部

公共経営学科
経済学科

65
220

法学部

法学科

165

文学部

哲学歴史学科

32

人間行動学科

56

言語文化学科

43

数学科

24

物理学科

33

化学科

42

生物学科

31

地球学科

18

機械工学科
電子・物理工学科
電気情報工学科

56
42
48

理学部

工学部
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免許状の種類
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）
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）
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（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（社会）
高等学校教諭一種免許状（地理歴史）
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（福祉）
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）
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）
栄養教諭一種免許状
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）
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）
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（商業）
高等学校教諭一種免許状（商業）
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）
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）
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）
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）
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（中国語）
高等学校教諭一種免許状（中国語）
中学校教諭一種免許状（英語）
高等学校教諭一種免許状（英語）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）

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
化学バイオ工学科
建築学科
都市学科
食品栄養科学科

生活科学部

専攻等名

居住環境学科
39 大阪府

公立大学法人大阪府立大学

大阪府立大学

現代システム科学域

工学域

生命環境科学域

43

知識情報システム学類
環境システム学類

45
125

マネジメント学類
電気電子系学類

150
163

物質化学系学類

150

機械系学類

142

獣医学類

40

応用生命科学類

100

緑地環境科学類

50

理学類

地域保健学域

40 兵庫県

41 兵庫県

公立大学法人神戸市外国語大学

公立大学法人兵庫県立大学

神戸市外国語大学

兵庫県立大学

看護学類
総合リハビリテーション学類
教育福祉学類

外国語学部

定員
56
34
50
35

英米学科

149

栄養療法学専攻

120
30
55

140

ロシア学科

40

中国学科

50

イスパニア学科

40

国際関係学科

80

外国語学部（第２部）

英米学科

80

工学部

電気電子情報工学科

126

機械・材料工学科

126

応用化学工学科

100

理学部

物質科学科

46/273

90

免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
栄養教諭一種免許状
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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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（公民）
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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
養護教諭一種免許状
栄養教諭一種免許状
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（福祉）
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（ロシア語）
高等学校教諭一種免許状（ロシア語）
中学校教諭一種免許状（中国語）
高等学校教諭一種免許状（中国語）
中学校教諭一種免許状（イスパニア語）
高等学校教諭一種免許状（イスパニア語）
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（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（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）
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）
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）
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）
中学校教諭一種免許状（理科）

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

生命科学科

定員
85

環境人間学部

環境人間学科

205

看護学科
環境学科
保育教育学科

40

地域文化学科

70

40
40
20
200

うち、食環境栄養課程
42 鳥取県

公立大学法人公立鳥取環境大学

公立鳥取環境大学

看護学部
環境学部

43 島根県

公立大学法人島根県立大学

島根県立大学

人間文化学部

40
105
138

44 岡山県

公立大学法人岡山県立大学

岡山県立大学

看護栄養学部
保健福祉学部

45 広島県

公立大学法人尾道市立大学

尾道市立大学

経済情報学部

健康栄養学科
栄養学科
保健福祉学科
経済情報学科

芸術文化学部

日本文学科

50

美術学科

50

人間文化学部

国際文化学科

85

経営情報学部
生命環境学部

健康科学科
経営情報学科
生命科学科

35
40
110

46 広島県

公立大学法人県立広島大学

県立広島大学

子ども学専攻

環境科学科
47 広島県

公立大学法人広島市立大学

広島市立大学

55

国際学部

国際学科

情報科学部

情報工学科

60

知能工学科

60

システム工学科

60

医用情報科学科
美術学科

芸術学部

デザイン工芸学科

100

日本画専攻

30
10

油絵専攻

20

彫刻専攻

10
40

48 広島県

福山市

福山市立大学

教育学部

児童教育学科

49 山口県

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学

山陽小野田市立山口東京理科大学

工学部

機械工学科
電気工学科
応用化学科

50 山口県

公立大学法人下関市立大学

下関市立大学

経済学部

経済学科

195

国際商学科

195
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100
60
60
80

免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（理科）
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）
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）
栄養教諭一種免許状
養護教諭一種免許状
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）
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）
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）
中学校教諭一種免許状（英語）
栄養教諭一種免許状
栄養教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
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）
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（美術）
高等学校教諭一種免許状（美術）
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（地理歴史）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
栄養教諭一種免許状
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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（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（数学）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
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）
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）
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）
幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
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（商業）

２．公立大学の学部等の課程
番号

都道府県名

51 山口県

設置者名

公立大学法人山口県立大学

大学名

山口県立大学

学部等名

学科等名
公共マネジメント学科

国際文化学部

国際文化学科
文化創造学科

52 高知県

53 高知県

高知県公立大学法人

高知県公立大学法人

社会福祉学部
看護栄養学部

社会福祉学科
看護学科
栄養学科

高知県立大学

文化学部

文化学科

看護学科
健康栄養学科

高知工科大学

看護学部
健康栄養学部
システム工学群

環境理工学群

情報学群

経済・マネジメント学群

総合経済・マネジメントコース
数理経済・マネジメントコース

54 福岡県

公立大学法人北九州市立大学

北九州市立大学

外国語学部

英米学科
中国学科
国際関係学科

文学部

比較文化学科

人間関係学科

55 福岡県

56 福岡県

公立大学法人福岡県立大学

公立大学法人福岡女子大学

法学部

政策科学科

福岡県立大学

人間社会学部

公共社会学科

福岡女子大学

看護学部
国際文理学部

人間形成学科
看護学科
国際教養学科

環境科学科

57 長崎県

長崎県公立大学法人

長崎県立大学

経営学部
地域創造学部

食・健康学科
経営学科
公共政策学科

国際社会学部

実践経済学科
国際社会学科

看護栄養学部

看護学科
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専攻等名

定員
免許状の種類
60 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）
62 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）
52 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）
100 高等学校教諭一種免許状（福祉）
55 養護教諭一種免許状
40 高等学校教諭一種免許状（家庭）
栄養教諭一種免許状
150 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（英語）
高等学校教諭一種免許状（英語）
80 養護教諭一種免許状
40 栄養教諭一種免許状
170 高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
90 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）
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）
100 高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
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）
30 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）
135 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）
50 高等学校教諭一種免許状（中国語）
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）
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）
142 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（英語）
高等学校教諭一種免許状（英語）
80 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）
76 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 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 幼稚園教諭一種免許状
90 養護教諭一種免許状
135 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（英語）
高等学校教諭一種免許状（英語）
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）
35 栄養教諭一種免許状
140 高等学校教諭一種免許状（商業）
120 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）
130 高等学校教諭一種免許状（公民）
60 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）
60 養護教諭一種免許状

２．公立大学の学部等の課程
番号

都道府県名

58 熊本県

設置者名
公立大学法人熊本県立大学

大学名
熊本県立大学

学部等名

学科等名
栄養健康学科
日本語日本文学科

文学部

専攻等名

英語英米文学科
総合管理学部

総合管理学科

59 大分県
60 宮崎県

公立大学法人大分県立看護科学大学
公立大学法人宮崎公立大学

大分県立看護科学大学
宮崎公立大学

看護学部
人文学部

看護学科
国際文化学科

61 沖縄県

沖縄県

沖縄県立芸術大学

美術工芸学部

美術学科

絵画専攻
彫刻専攻
芸術学専攻

デザイン工芸学科

デザイン専攻
工芸専攻

音楽学部

音楽学科

音楽表現専攻
音楽文化専攻

琉球芸能専攻
62 沖縄県

公立大学法人名桜大学

名桜大学

国際学群

国際学類

人間健康学部

スポーツ健康学科
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定員
免許状の種類
40 栄養教諭一種免許状
45 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）
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）
280 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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
80 養護教諭一種免許状
200 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）
10 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）
5 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 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）
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）
24 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）
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）
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）
10 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）
280 中学校教諭一種免許状（英語）
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）
高等学校教諭一種免許状（英語）
95 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

３．私立大学の学部等の課程
番号 都道府県名
設置者名
1 北海道
学校法人旭川大学

2 北海道

学校法人札幌大学

大学名

学部等名

学科等名

旭川大学

経済学部

経営経済学科

札幌大学

保健福祉学部
地域共創学群

コミュニティ福祉学科
人間社会学域

専攻等名

経営学専攻
法学専攻
英語専攻
ロシア語専攻
歴史文化専攻
日本語・日本文化専攻
スポーツ文化専攻

3 北海道

学校法人札幌大谷学園

札幌大谷大学

芸術学部

音楽学科
美術学科

4 北海道

学校法人札幌学院大学

札幌学院大学

社会学部

地域社会学科

経営学部

経営学科
会計ファイナンス学科
人間科学科

人文学部

英語英米文学科

5 北海道

学校法人札幌国際大学

札幌国際大学

法学部

こども発達学科
法律学科

経済学部

経済学科

人文学部

現代文化学科
心理学科

6 北海道
7 北海道

学校法人吉田学園
学校法人千歳科学技術大学

札幌保健医療大学
千歳科学技術大学

スポーツ人間学部

スポーツ指導学科

保健医療学部
理工学部

栄養学科
応用化学生物学科

臨床心理専攻
子ども心理専攻

電子光工学科

情報システム工学科

8 北海道
9 北海道

学校法人天使学園
学校法人北海道星槎学園

天使大学
星槎道都大学

看護栄養学部
社会福祉学部

栄養学科
社会福祉学科

美術学部

デザイン学科

経営学部

建築学科
経営学科

10 北海道

学校法人野又学園

函館大学

商学部

商学科

11 北海道

学校法人藤学園

藤女子大学

文学部

英語文化学科
日本語・日本文学科

文化総合学科

人間生活学部

人間生活学科

食物栄養学科
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コース等名

経営・会計コース
情報経営コース

定員
免許状の種類
100 中学校教諭一種免許状（社会）
高等学校教諭一種免許状（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（商業）
40 高等学校教諭一種免許状（福祉）
100 高等学校教諭一種免許状（商業）
50 高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
60 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）
20 中学校教諭一種免許状（ロシア語）
高等学校教諭一種免許状（ロシア語）
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）
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）
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）
80 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）
70 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）
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）
120 高等学校教諭一種免許状（商業）
50 高等学校教諭一種免許状（商業）
130 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（福祉）
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）
50 小学校教諭一種免許状
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）
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）
60 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）
70 高等学校教諭一種免許状（公民）
50 幼稚園教諭一種免許状
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）
80 栄養教諭一種免許状
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）
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）
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）
85 栄養教諭一種免許状
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）
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）
40 高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
高等学校教諭一種免許状（商業）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（商業）
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）
80 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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
80 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）
80 高等学校教諭一種免許状（福祉）
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）
80 栄養教諭一種免許状

３．私立大学の学部等の課程
番号

都道府県名

12 北海道

設置者名
学校法人浅井学園

大学名
北翔大学

生涯スポーツ学部

学部等名

学科等名
保育学科
スポーツ教育学科

教育文化学部

教育学科

芸術学科
13 北海道

学校法人北星学園

北星学園大学

文学部

英文学科
心理・応用コミュニケーション学科

経済学部

経済学科

経営情報学科
経済法学科

14 北海道

学校法人北海学園

北海学園大学

社会福祉学部

福祉計画学科

経済学部一部

福祉臨床学科
福祉心理学科
経済学科

地域経済学科

経済学部二部

経済学科

地域経済学科

経営学部一部

経営学科

経営情報学科
経営学部二部

経営学科

法学部一部

法律学科

政治学科

法学部二部

法律学科

政治学科

人文学部一部

日本文化学科

英米文化学科

人文学部二部

日本文化学科

英米文化学科

工学部

社会環境工学科

建築学科

電子情報工学科

生命工学科

51/273

専攻等名

コース等名

定員
免許状の種類
80 幼稚園教諭一種免許状
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）
120 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（音楽）
高等学校教諭一種免許状（音楽）
養護教諭一種免許状
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）
113 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）
90 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）
152 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）
102 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）
110 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）
85 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）
85 中学校教諭一種免許状（社会）
64 高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
高等学校教諭一種免許状（商業）
140 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）
75 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（商業）
45 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）
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（商業）
140 高等学校教諭一種免許状（商業）
高等学校教諭一種免許状（情報）
100 中学校教諭一種免許状（社会）
高等学校教諭一種免許状（商業）
高等学校教諭一種免許状（情報）
155 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）
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）
高等学校教諭一種免許状（公民）
120 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）
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）
100 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）
高等学校教諭一種免許状（地理歴史）
95 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）
高等学校教諭一種免許状（地理歴史）
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）
高等学校教諭一種免許状（地理歴史）
30 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）
高等学校教諭一種免許状（地理歴史）
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）
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（工業）
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）
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）

３．私立大学の学部等の課程
番号 都道府県名
設置者名
15 北海道
学校法人北海学園

大学名
北海商科大学

商学部

学部等名

学科等名
商学科
観光産業学科

16 北海道

学校法人東日本学園

北海道医療大学

看護福祉学部

臨床福祉学科

17 北海道

学校法人北海道科学大学

北海道科学大学

工学部

機械工学科
情報工学科

18 北海道

学校法人電子開発学園

北海道情報大学

未来デザイン学部
経営情報学部

電気電子工学科
建築学科
都市環境学科
メディアデザイン学科
先端経営学科
システム情報学科

19 北海道

20 北海道

学校法人鶴岡学園

学校法人酪農学園

北海道文教大学

酪農学園大学

外国語学部

国際言語学科

人間科学部

健康栄養学科
こども発達学科

農食環境学群

循環農学類

食と健康学類

環境共生学類
21 北海道

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

22 青森県

学校法人青森山田学園

青森大学

総合経営学部

経営学科

社会学部

社会学科

ソフトウェア情報学部

ソフトウェア情報学科

23 青森県

学校法人青森田中学園

青森中央学院大学

経営法学部

経営法学科

24 青森県

学校法人柴田学園

東北女子大学

家政学部

健康栄養学科

児童学科
25 青森県

26 青森県

学校法人光星学院

学校法人八戸工業大学

八戸学院大学

八戸工業大学

地域経営学部

地域経営学科

健康医療学部

人間健康学科

工学部

機械工学科
電気電子工学科
システム情報工学科

生命環境科学科
土木建築工学科

27 青森県

学校法人弘前学院

弘前学院大学

感性デザイン学部

創生デザイン学科

文学部

英語・英米文学科
日本語・日本文学科

社会福祉学部

社会福祉学科

52/273

専攻等名

コース等名

定員
免許状の種類
120 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）
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（商業）
80 高等学校教諭一種免許状（福祉）
高等学校教諭一種免許状（公民）
92 高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
80 高等学校教諭一種免許状（工業）
80 高等学校教諭一種免許状（工業）
50 高等学校教諭一種免許状（工業）
80 高等学校教諭一種免許状（情報）
40 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）
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（数学）
中学校教諭一種免許状（数学）
100 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）
150 栄養教諭一種免許状
100 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
240 中学校教諭一種免許状（理科）
中学校教諭一種免許状（社会）
高等学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（公民）
高等学校教諭一種免許状（農業）
160 中学校教諭一種免許状（理科）
中学校教諭一種免許状（社会）
高等学校教諭一種免許状（理科）
高等学校教諭一種免許状（公民）
高等学校教諭一種免許状（農業）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
高等学校教諭一種免許状（商業）
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）
40 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）
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）
高等学校教諭一種免許状（商業）
40 栄養教諭一種免許状
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）
60 小学校教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
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)
80 養護教諭一種免許状
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（看護）
80 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）
60 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）
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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
60 高等学校教諭一種免許状（理科）
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）
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）
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）
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）
50 中学校教諭一種免許状（社会）

３．私立大学の学部等の課程
番号

都道府県名

28 岩手県

設置者名

学校法人富士大学

大学名

富士大学

学部等名

経済学部

学科等名

専攻等名

経済学科

30 宮城県

学校法人盛岡大学

学校法人専修大学

盛岡大学

石巻専修大学

文学部

栄養科学部
理工学部

120

英語文化学科

60

日本文学科

60

社会文化学科

60

児童教育学科

140

栄養科学科
生物科学科

80
55

機械工学科
情報電子工学科

40
35

経営学部

経営学科

人間学部

人間文化学科

190
英語教育コース

人間教育学科
31 宮城県

32 宮城県

学校法人朴沢学園

学校法人白百合学園

仙台大学

仙台白百合女子大学

体育学部

人間学部

学校法人東北学院

東北学院大学

文学部

40
300

健康福祉学科

100

運動栄養学科

80

スポーツ情報マスメディア学科

40

現代武道学科

40

子ども運動教育学科
人間発達学科

子ども発達専攻

40
80

心理福祉学科
健康栄養学科
グローバル・スタディーズ学科

心理コース
管理栄養専攻
イングリッシュインテンシブ・スタディコース

30
80
20

英文学科

20
180

総合人文学科

経済学部

15

体育学科

共生社会・スタディコース
33 宮城県

定員

70

経営法学科

29 岩手県

コース等名

50

歴史学科

170

教育学科

50

経済学科

440

共生社会経済学科

187

経営学部

経営学科

341

法学部

法律学科

358

工学部

機械知能工学科
電気電子工学科
環境建設工学科
情報基盤工学科
人間科学科

110
110
110
110
110

言語文化学科

110

情報科学科

110

教養学部
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免許状の種類
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（商業）
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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
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（地理歴史）
小学校教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
栄養教諭一種免許状
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）
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）
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）
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）
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（保健体育）
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（福祉）
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
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）
栄養教諭二種免許状
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）
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）
幼稚園教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
高等学校教諭一種免許状（公民）
栄養教諭一種免許状
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）
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）
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（宗教）
高等学校教諭一種免許状（宗教）
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）
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）
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）
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）
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）
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（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
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（数学）
高等学校教諭一種免許状（数学）

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

地域構想学科

34 宮城県

学校法人東北工業大学

東北工業大学

工学部

電気電子工学科
情報通信工学科
建築学科
都市マネジメント学科
環境エネルギー学科

ライフデザイン学部

35 宮城県

学校法人三島学園

東北生活文化大学

家政学部

36 宮城県

学校法人栴檀学園

東北福祉大学

総合福祉学部

クリエイティブデザイン学科
安全安心生活デザイン学科
経営コミュニケーション学科
家政学科

服飾文化専攻
健康栄養学専攻

教育学部

社会福祉学科
福祉心理学科
教育学科

初等教育専攻
中等教育専攻

37 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

幼児教育専攻
児童教育専攻

健康教育専攻

生活科学部

食品栄養学科
生活文化デザイン学科

学芸学部

日本文学科
英文学科
人間文化学科

心理行動科学科
音楽科
38 秋田県
39 秋田県

学校法人日本赤十字学園
学校法人ノースアジア大学

日本赤十字秋田看護大学
ノースアジア大学

看護学部
経済学部

看護学科
経済学科

40 山形県

学校法人東北芸術工科大学

東北芸術工科大学

芸術学部

歴史遺産学科
美術科

デザイン工学部

プロダクトデザイン学科
建築・環境デザイン学科
グラフィックデザイン学科
映像学科

41 山形県

学校法人東北公益文科大学

東北公益文科大学

公益学部

公益学科

42 山形県

学校法人富澤学園

東北文教大学

人間科学部

子ども教育学科

43 福島県

学校法人郡山開成学園

郡山女子大学

家政学部

人間生活学科

44 福島県

学校法人昌平黌

東日本国際大学

経済経営学部

食物栄養学科
経済経営学科

45 福島県
46 茨城県

学校法人福島学院
学校法人茨城キリスト教学園

福島学院大学
茨城キリスト教大学

福祉学部
文学部

こども学科
現代英語学科

うち、建築デザインコース

児童教育学科

児童教育専攻
幼児保育専攻

文化交流学科
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コース等名

定員

免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（情報）
110 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）
120 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）
120 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）
120 高等学校教諭一種免許状（工業）
80 高等学校教諭一種免許状（工業）
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（工業）
80 高等学校教諭一種免許状（工業）
80 高等学校教諭一種免許状（工業）
80 高等学校教諭一種免許状（商業）
18 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 栄養教諭一種免許状
400 高等学校教諭一種免許状（福祉）
120 養護教諭一種免許状
210 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
40 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）
90 幼稚園教諭一種免許状
50 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）
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）
養護教諭一種免許状
100 栄養教諭一種免許状
60 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）
100 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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（公民）
60 高等学校教諭一種免許状（公民）
25 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）
100 養護教諭一種免許状
120 高等学校教諭一種免許状（商業）
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）
32 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）
169 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）
62 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）
52 高等学校教諭一種免許状（工業）
68 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）
62 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）
235 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（地理歴史）
90 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
40 高等学校教諭一種免許状（福祉）
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）
10 高等学校教諭一種免許状（工業）
80 栄養教諭一種免許状
145 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）
40 幼稚園教諭一種免許状
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）
70 小学校教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
70 幼稚園教諭一種免許状
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）

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
生活科学部

学科等名

専攻等名

心理福祉学科

食物健康科学科

47 茨城県
48 茨城県

学校法人東京家政学院
学校法人常磐大学

筑波学院大学
常磐大学

看護学部
経営学部

看護学科
経営学科

経営情報学部
人間科学部

ビジネスデザイン学科
教育学科

初等教育コース
中等教育コース

現代社会学科
コミュニケーション学科

看護学部
経済学部

健康栄養学科
経営学科
法律行政学科
総合政策学科
看護学科
経済学科

社会学部

経営学科
社会学科

総合政策学部

49 茨城県

学校法人日通学園

流通経済大学

国際観光学科
流通情報学部
法学部

流通情報学科
ビジネス法学科
自治行政学科

スポーツ健康科学部

スポーツ健康科学科
スポーツコミュニケーション学科

50 栃木県

学校法人足利工業大学

足利大学

工学部

創生工学科

51 栃木県

学校法人須賀学園

宇都宮共和大学

看護学部
シティライフ学部

看護学科
シティライフ学科

52 栃木県

学校法人船田教育会

作新学院大学

子ども生活学部
経営学部
人間文化学部

子ども生活学科
経営学科
発達教育学科

53 栃木県

学校法人白鷗大学

白鷗大学

経営学部

経営学科

法学部

法律学科

教育学部

発達科学科

児童教育専攻
スポーツ健康専攻
英語教育専攻
心理学専攻

54 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
スポーツ教育専攻

55 群馬県

学校法人共愛学園

共愛学園前橋国際大学

国際社会学部

国際社会学科

56 群馬県

学校法人桐丘学園

桐生大学

医療保健学部

57 群馬県

学校法人昌賢学園

群馬医療福祉大学

社会福祉学部

看護学科
栄養学科
社会福祉学科

国際社会専攻

地域児童教育専攻

社会福祉専攻

こども専攻
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コース等名

定員
免許状の種類
60 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（福祉）
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）
栄養教諭一種免許状
80 養護教諭一種免許状
60 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）
200 高等学校教諭一種免許状（情報）
50 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
16 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）
90 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）
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）
80 栄養教諭一種免許状
85 高等学校教諭一種免許状（商業）
75 高等学校教諭一種免許状（公民）
85 高等学校教諭一種免許状（公民）
80 養護教諭一種免許状
220 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）
150 高等学校教諭一種免許状（商業）
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）
高等学校教諭一種免許状（福祉）
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）
130 高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
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）
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）
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）
300 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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
80 養護教諭一種免許状
60 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）
70 幼稚園教諭一種免許状
105 高等学校教諭一種免許状（商業）
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）
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）
270 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）
220 小学校教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
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）
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）
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）
50 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
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）
205 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（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（地理歴史）
50 小学校教諭一種免許状
80 養護教諭一種免許状
60 栄養教諭一種免許状
50 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（福祉）
40 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状

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
看護学部
ビジネス情報学部

学科等名
看護学科
スポーツ健康マネジメント学科

看護学部
健康福祉学部
保健医療学部
人間発達学部

国際ビジネス学科
看護学科
健康栄養学科
看護学科
子ども教育学科

58 群馬県

学校法人学文館

上武大学

59 群馬県

学校法人高崎健康福祉大学

高崎健康福祉大学

60 群馬県

学校法人高崎商科大学

高崎商科大学

商学部

61 群馬県

学校法人茶屋四郎次郎記念学園

東京福祉大学

保育児童学部

経営学科
会計学科
保育児童学科

社会福祉学部

社会福祉学科

教育学部

教育学科

62 埼玉県

学校法人跡見学園

跡見学園女子大学

文学部

人文学科

63 埼玉県

学校法人九里学園

浦和大学

こども学部

64 埼玉県

学校法人共栄学園

共栄大学

教育学部

こども学科
学校教育学科
教育学科

65 埼玉県

学校法人峯徳学園

埼玉学園大学

人間学部

人間文化学科

子ども発達学科

66 埼玉県

学校法人智香寺学園

埼玉工業大学

経済経営学部
工学部

経済経営学科
機械工学科
生命環境化学科
情報システム学科

67 埼玉県

学校法人十文字学園

十文字学園女子大学

人間社会学部

情報社会学科

人間生活学部

心理学科
幼児教育学科
児童教育学科

人間発達心理学科

健康栄養学科

食物栄養学科
文芸文化学科

68 埼玉県

学校法人城西大学

城西大学

現代政策学部

生活情報学科
社会経済システム学科

経済学部

経済学科

経営学部

マネジメント総合学科

理学部

数学科

化学科
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専攻等名

コース等名

定員
免許状の種類
80 養護教諭一種免許状
310 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）
100 高等学校教諭一種免許状（商業）
100 養護教諭一種免許状
80 栄養教諭一種免許状
100 養護教諭一種免許状
80 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）
130 高等学校教諭一種免許状（商業）
70 高等学校教諭一種免許状（商業）
230 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
360 高等学校教諭一種免許状（公民）
高等学校教諭一種免許状（福祉）
280 小学校教諭一種免許状
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
養護教諭一種免許状
160 中学校教諭一種免許状（国語）
中学校教諭一種免許状（美術）
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）
100 幼稚園教諭一種免許状
30 小学校教諭一種免許状
130 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
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）
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（地理歴史）
140 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
100 高等学校教諭一種免許状（商業）
120 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）
90 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）
150 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）
中学校教諭一種免許状（技術）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
50 高等学校教諭一種免許状（公民）
190 幼稚園教諭一種免許状
90 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）
高等学校教諭一種免許状（英語）
140 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
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）
栄養教諭二種免許状
120 栄養教諭一種免許状
70 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）
100 高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
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）
500 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）
120 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）
90 中学校教諭一種免許状（理科）

３．私立大学の学部等の課程
番号

都道府県名

69 埼玉県

設置者名

学校法人尚美学園

大学名

尚美学園大学

学部等名

学科等名

薬学部

薬科学科

芸術情報学部

医療栄養学科
情報表現学科
音楽表現学科

総合政策学部

総合政策学科

専攻等名

ライフマネジメント学科
70 埼玉県

学校法人香川栄養学園

女子栄養大学

栄養学部

実践栄養学科
保健栄養学科

栄養科学専攻
保健養護専攻

71 埼玉県

72 埼玉県

学校法人駿河台大学

学校法人聖学院

駿河台大学

聖学院大学

法学部

法律学科

経済経営学部

経済経営学科

現代文化学部

現代文化学科

人文学部

欧米文化学科

経済と社会コース

日本文化学科
児童学科
73 埼玉県

学校法人東京国際大学

東京国際大学

人間社会学部

人間スポーツ学科
スポーツ科学科

言語コミュニケーション学部

英語コミュニケーション学科

74 埼玉県
75 埼玉県

学校法人青淵学園
学校法人三室戸学園

東都医療大学
東邦音楽大学

管理栄養学部
音楽学部

管理栄養学科
音楽学科

76 埼玉県

学校法人獨協学園

獨協大学

外国語学部

ドイツ語学科
英語学科
フランス語学科
交流文化学科

国際教養学部

言語文化学科

経済学部

経済学科

経営学科

国際環境経済学科

77 埼玉県

学校法人日本工業大学

日本工業大学

法学部

法律学科

基幹工学部

機械工学科

電気電子通信工学科

先進工学部

応用化学科
ロボティクス学科
情報メディア工学科

78 埼玉県
79 埼玉県

学校法人早稲田医療学園
学校法人文教大学学園

人間総合科学大学
文教大学

建築学部

建築学科

人間科学部
教育学部

健康栄養学科
学校教育課程
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コース等名

定員

免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（理科）
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）
100 栄養教諭一種免許状
160 高等学校教諭一種免許状（情報）
100 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）
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）
高等学校教諭一種免許状（地理歴史）
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）
200 栄養教諭一種免許状
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）
50 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）
高等学校教諭一種免許状（看護）
養護教諭一種免許状
200 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）
80 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）
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）
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）
80 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）
100 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
230 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）
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）
250 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）
80 栄養教諭一種免許状
100 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）
120 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）
250 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）
95 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）
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）
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）
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）
280 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）
280 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）
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）
210 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）
200 中学校教諭一種免許状（数学）
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）
170 中学校教諭一種免許状（数学）
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）
80 高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
200 中学校教諭一種免許状（数学）
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）
250 中学校教諭一種免許状（数学）
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）
80 栄養教諭一種免許状
250 小学校教諭一種免許状

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

人間科学部

学科等名

専攻等名

コース等名

定員

心理教育課程
人間科学科

100
140

臨床心理学科

120

情報学部

情報システム学科

95

文学部

情報社会学科
メディア表現学科
日本語日本文学科

95
95
120

英米語英米文学科

100

中国語中国文学科

70

国際学部

国際理解学科

120

健康栄養学部
経営学部
法学部

管理栄養学科
経営学科
法学科

100
165
200

80 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

81 埼玉県

学校法人武蔵野学院

武蔵野学院大学

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

120

82 千葉県

学校法人植草学園

植草学園大学

発達教育学部

発達支援教育学科

140

83 千葉県

学校法人江戸川学園

江戸川大学

社会学部

人間心理学科

110

メディアコミュニケーション学部

現代社会学科

80

経営社会学科

120

マス・コミュニケーション学科

100

情報文化学科

80

84 千葉県

学校法人開智学園

開智国際大学

教育学部

こどもコミュニケーション学科
教育学科

85 千葉県

学校法人川村学園

川村学園女子大学

文学部

国際英語学科

30

史学科

40

心理学科
日本文化学科

40
30

幼児教育学科
児童教育学科
生活文化学科
英米語学科

80
40
60
400

アジア言語学科

168

教育学部

86 千葉県

学校法人佐野学園

神田外語大学

生活創造学部
外国語学部
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初等教育専攻
中等教育専攻

60
48
24

免許状の種類
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（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（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（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）
幼稚園教諭一種免許状
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（福祉）
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）
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（情報）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
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（中国語）
高等学校教諭一種免許状（中国語）
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）
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）
栄養教諭一種免許状
高等学校教諭一種免許状（商業）
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）
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）
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）
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（社会）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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（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）
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（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）
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）
幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
栄養教諭二種免許状
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）
中学校教諭一種免許状（英語）

３．私立大学の学部等の課程
番号

都道府県名

87 千葉県

設置者名

学校法人千葉敬愛学園

大学名

敬愛大学

学部等名

学科等名

専攻等名

コース等名

定員

イベロアメリカ言語学科

128

国際コミュニケーション学科

197

経済学部

経済学科

115

国際学部

経営学科
国際学科

110
98

こども教育学科
武道学科

72
80

88 千葉県

学校法人国際武道大学

国際武道大学

体育学部

体育学科

360

89 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

200

90 千葉県

学校法人大乗淑徳学園

淑徳大学

総合福祉学部

社会福祉学科

200

教育福祉学科

91 千葉県

学校法人城西大学

城西国際大学

学校教育コース

100

健康教育コース

50

教育学部

こども教育学科

看護栄養学部
人文学部

栄養学科
歴史学科

経営情報学部

総合経営学科

400

国際人文学部

国際文化学科

80

国際交流学科

120

福祉総合学部

100
80
60

福祉総合学科

昼間主コース

140
50
100
490

夜間主コース

10

うち、子ども福祉コース
92 千葉県

学校法人東京聖徳学園

聖徳大学

看護学部
児童学部

看護学科
児童学科

心理・福祉学部

社会福祉学科

文学部

文学科

人間栄養学部

80

人間栄養学科

日本語・日本文学コース

20

歴史文化コース

20

書道文化コース
英語・英文学コース

10
15
200
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免許状の種類
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）
高等学校教諭一種免許状（韓国語）
中学校教諭一種免許状（英語）
高等学校教諭一種免許状（英語）
高等学校教諭一種免許状（スペイン語）
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（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（商業）
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）
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）
小学校教諭一種免許状
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）
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）
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（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（英語）
小学校教諭一種免許状
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）
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）
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（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
幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
栄養教諭一種免許状
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）
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）
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）
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（地理歴史）
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（社会）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
高等学校教諭一種免許状（福祉）
幼稚園教諭一種免許状
養護教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
高等学校教諭一種免許状（福祉）
養護教諭一種免許状
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）
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（書道）
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（家庭）
高等学校教諭一種免許状（家庭）
中学校教諭一種免許状（保健）

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

音楽学部

学科等名

専攻等名

コース等名

定員

演奏学科

45

音楽総合学科

30

93 千葉県

学校法人君津学園

清和大学

法学部

法律学科

190

94 千葉県

学校法人加計学園

千葉科学大学

危機管理学部

動物危機管理学科
看護学科
経済学科

80
150

60

95 千葉県

学校法人千葉経済学園

千葉経済大学

看護学部
経済学部

96 千葉県

学校法人千葉工業大学

千葉工業大学

工学部

機械工学科
機械電子創成工学科
先端材料工学科
電気電子工学科
応用化学科

140
110
110
140
110

創造工学部
情報科学部

都市環境工学科
情報工学科

110
140

情報ネットワーク学科

140

経営情報科学科

110

プロジェクトマネジメント学科

110

商学科

430

経済学科

200

経営学科

180

商学部

商学科

360

法学部

法学科

260

社会システム科学部

97 千葉県

98 千葉県

99 千葉県

100 千葉県

学校法人千葉学園

学校法人中央学院

千葉商科大学

中央学院大学

商経学部

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
数理情報学系

学校法人東邦大学

東邦大学

理学部

化学科

80

生物学科

80

物理学科

70

生物分子科学科

80

情報科学科

100

生命圏環境科学科
101 千葉県

学校法人明海大学

明海大学

外国語学部

180
50

60

日本語学科

80

英米語学科

160

中国語学科

40

102 千葉県

学校法人了德寺大学

了德寺大学

健康科学部

整復医療・トレーナー学科

60

103 千葉県

学校法人廣池学園

麗澤大学

外国語学部

看護学科
外国語学科

100
300
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免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（保健）
栄養教諭一種免許状
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（地理歴史）
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）
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）
養護教諭一種免許状
高等学校教諭一種免許状（公民）
中学校教諭一種免許状（社会）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（商業）
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（商業）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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（英語）
高等学校教諭一種免許状（英語）
高等学校教諭一種免許状（商業）
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（商業）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
高等学校一種免許状（情報）
中学校一種免許状（数学）
高等学校一種免許状（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（理科）
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）
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）
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）
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）
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）
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（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（中国語）
高等学校教諭一種免許状（中国語）
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）
養護教諭一種免許状
中学校教諭一種免許状（英語）
中学校教諭一種免許状（ドイツ語）
中学校教諭一種免許状（中国語）
中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（ドイツ語）
高等学校教諭一種免許状（中国語）

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
経済学部

学科等名

専攻等名

経済学科
経営学科

104 千葉県

学校法人和洋学園

和洋女子大学

人文学部

日本文学文化学科

国際学科

家政学部

英語文化コミュニケーション専攻

こども発達学科
服飾造形学科
健康栄養学科
家政福祉学科

105 東京都

学校法人青山学院

青山学院大学

文学部

英米文学科
フランス文学科
日本文学科
史学科

理工学部

物理・数理学科

化学・生命科学科

106 東京都

学校法人亜細亜学園

亜細亜大学

社会情報学部

電気電子工学科
機械創造工学科
情報テクノロジー学科
社会情報学科

教育人間科学部

教育学科

国際関係学部

国際関係学科

経済学部

経済学科

法学部

法律学科

経営学部

経営学科

音楽学科

107 東京都

学校法人上野学園

上野学園大学

音楽学部

108 東京都

学校法人桜美林学園

桜美林大学

芸術文化学群

健康福祉学群
うち、保育専修
リベラルアーツ学群

109 東京都

学校法人大妻学院

大妻女子大学

家政学部

被服学科
食物学科

食物学専攻
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コース等名

定員

免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（国語）
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）
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）
110 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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
60 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）
70 幼稚園教諭一種免許状
60 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）
120 栄養教諭一種免許状
110 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）
300 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）
115 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）
120 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）
120 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）
130 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）
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）
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）
120 高等学校教諭一種免許状（工業）
95 高等学校教諭一種免許状（工業）
95 高等学校教諭一種免許状（情報）
220 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）
188 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）
140 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）
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）
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）
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）
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）
110 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）
400 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）
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）
300 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）
50 幼稚園教諭一種免許状
950 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（地理歴史）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
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）
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（中国語）
高等学校教諭一種免許状（中国語）
110 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）
80 中学校教諭一種免許状（家庭）

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

管理栄養士専攻
児童学専攻
児童教育専攻

児童学科
文学部

専攻等名

日本文学科
英語英文学科

110 東京都

学校法人学習院

学習院大学

120
社会生活情報学専攻
情報デザイン専攻
環境情報学専攻

法学部

法学科

250

政治学科

230

経済学科

250

経営学科

250

哲学科

理学部

85

日本語日本文学科

110

英語英米文化学科

115

ドイツ語圏文化学科

50

フランス語圏文化学科

80

心理学科

90

教育学科
物理学科

50
48

化学科

54

数学科

60

生命科学科

112 東京都

学校法人共立女子学園

共立女子大学

48

国際社会科学部

国際社会科学科

200

国際文化交流学部

日本文化学科

140

国際コミュニケーション学科

170

英語コミュニケーション学科

45

被服学科

90

家政学部

食物栄養学科

113 東京都

学校法人杏林学園

杏林大学

100
100
100

95

史学科

学習院女子大学

50
80
50
120

社会情報学科

文学部

学校法人学習院

定員

社会情報学部

経済学部

111 東京都

コース等名

食物学専攻

55

管理栄養士専攻

50

建築・デザイン学科

100

児童学科

150

文芸学部

文芸学科

350

国際学部

国際学科

250

保健学部

健康福祉学科

50
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免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（家庭）
栄養教諭二種免許状
栄養教諭一種免許状
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）
高等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（英語）
高等学校教諭一種免許状（情報）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
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（ドイツ語）
高等学校教諭一種免許状（ドイツ語）
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）
中学校教諭一種免許状（職業指導）
高等学校教諭一種免許状（職業指導）
小学校教諭一種免許状
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）
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）
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）
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）
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）
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（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（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（家庭）
高等学校教諭一種免許状（家庭）
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）
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）
栄養教諭一種免許状
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）
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）
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）
高等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（英語）
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）
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（情報）
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）
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）

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

総合政策学部

学科等名

看護学科
総合政策学科

専攻等名

看護養護教育学専攻

企業経営学科

114 東京都

学校法人国立音楽大学

国立音楽大学

学校法人慶應義塾

慶應義塾大学

学校法人工学院大学

工学院大学

50
150
80

英語学科

130

音楽学部

演奏・創作学科

300
音楽文化教育専攻

80

幼児音楽教育専攻

20
800

文学部

人文社会学科

経済学部

経済学科

1200

法学部

法律学科

600

政治学科

600

商学部

商学科

理工学部

機械工学科

1000

133

電子工学科

89

応用化学科

118

物理情報工学科

103

管理工学科

99

数理科学科

60

物理学科

41

化学科

40

システムデザイン工学科

116 東京都

定員

外国語学部

音楽文化教育学科

115 東京都

コース等名

118

情報工学科

88

生命情報学科

43

総合政策学部

総合政策学科

425

環境情報学部
先進工学部

環境情報学科
生命化学科

425
70

工学部

応用化学科

95

環境化学科

70

応用物理学科

65

機械理工学科
機械工学科

65
154
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免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（保健）
養護教諭一種免許状
養護教諭一種免許状
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）
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）
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（音楽）
高等学校教諭一種免許状（音楽）
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）
幼稚園教諭一種免許状
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）
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）
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（ドイツ語）
高等学校教諭一種免許状（ドイツ語）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
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）
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）
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（商業）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
中学校教諭一種免許状（技術）

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

機械システム工学科
電気電子工学科

情報学部

情報通信工学科

コンピュータ科学科

情報デザイン学科

システム数理学科

建築学部

117 東京都

学校法人國學院大學

國學院大學

文学部

まちづくり学科
建築学科

建築デザイン学科
哲学科
史学科
日本文学科

中国文学科
外国語文化学科
法学部

法律学科

経済学部

経済学科

神道文化学部

経営学科
神道文化学科

人間開発学部

初等教育学科

（昼間主コース）
（夜間主コース）

健康体育学科

118 東京都

学校法人国際基督教大学

国際基督教大学

教養学部

子ども支援学科
アーツ・サイエンス学科

119 東京都

学校法人国士舘

国士舘大学

政経学部

政治行政学科

経済学科

体育学部

体育学科
武道学科
スポーツ医科学科

こどもスポーツ教育学科

法学部

法律学科
現代ビジネス法学科
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コース等名

定員

免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（工業）
105 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）
120 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）
90 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）
90 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）
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）
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）
85 高等学校教諭一種免許状（工業）
145 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）
115 高等学校教諭一種免許状（工業）
65 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）
190 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）
255 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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
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）
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）
500 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）
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）
150 高等学校教諭一種免許状（商業）
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）
60 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）
100 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
130 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）
100 幼稚園教諭一種免許状
620 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）
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）
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）
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（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（宗教）
高等学校教諭一種免許状（宗教）
175 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）
360 高等学校教諭一種免許状（情報）
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（商業）
220 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）
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）
150 養護教諭一種免許状
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）
80 小学校教諭一種免許状
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）
200 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）
200 中学校教諭一種免許状（社会）

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
文学部

学科等名
教育学科

専攻等名
中等教育課程

初等教育課程
史学地理学科
文学科

120 東京都
121 東京都

学校法人宝仙学園
学校法人駒澤大学

こども教育宝仙大学
駒澤大学

２１世紀アジア学部

２１世紀アジア学科

理工学部

理工学科

経営学部

経営学科

こども教育学部
仏教学部

幼児教育学科
禅学科

仏教学科

文学部

国文学科

英米文学科
地理学科

地域文化研究専攻

地域環境研究専攻

歴史学科

日本史学専攻

外国史学専攻

考古学専攻

社会学科

社会学専攻
社会福祉学専攻

経済学部

心理学科
経済学科

商学科

現代応用経済学科

法学部

法律学科

昼間主コース

夜間主コース

65/273

コース等名

定員

免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（公民）
80 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）
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
40 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
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）
100 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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
350 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）
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）
335 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）
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）
中学校教諭一種免許状（技術）
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）
270 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）
100 幼稚園教諭一種免許状
80 中学校教諭一種免許状（宗教）
高等学校教諭一種免許状（宗教）
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）
112 中学校教諭一種免許状（宗教）
高等学校教諭一種免許状（宗教）
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）
134 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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
134 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）
69 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）
64 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）
92 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）
66 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）
35 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）
64 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）
83 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）
85 高等学校教諭一種免許状（公民）
350 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（商業）
246 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（商業）
152 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）
309 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）
150 中学校教諭一種免許状（社会）

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

経営学部

学科等名

専攻等名

コース等名

定員

政治学科

205

経営学科

340

市場戦略学科

185
300

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

122 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

123 東京都

学校法人実践女子学園

実践女子大学

文学部

国文学科

110

英文学科

110

英語コミュニケーション専攻

美学美術史学科
生活科学部

生活文化学科

124 東京都

学校法人芝浦工業大学

芝浦工業大学

工学部

システム理工学部

50

90

食生活科学科

食物科学専攻

75

管理栄養士専攻
健康栄養専攻

70
40
80

生活心理専攻

40

幼児保育専攻

45

生活環境学科

人間社会学部

60

現代生活学科

60

人間社会学科

100

現代社会学科

100

機械工学科

115

機械機能工学科

115

材料工学科
応用化学科

105
105

電気工学科

105

情報通信工学科

105

電子工学科

105

土木工学科

105

情報工学科

115

電子情報システム学科

115

機械制御システム学科

90

環境システム学科

90

生命科学科

115
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免許状の種類
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）
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）
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（商業）
高等学校教諭一種免許状（商業）
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（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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
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（美術）
高等学校教諭一種免許状（美術）
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）
栄養教諭一種免許状
栄養教諭二種免許状
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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
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（家庭）
高等学校教諭一種免許状（家庭）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
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）
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）
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）
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）

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
数理科学科

125 東京都

学校法人順天堂

順天堂大学

デザイン工学部
スポーツ健康科学部

デザイン工学科
スポーツ科学科
健康学科

126 東京都

学校法人上智学院

上智大学

国際教養学部

国際教養学科

神学部

神学科

文学部

哲学科
史学科

国文学科
英文学科
ドイツ文学科
フランス文学科

総合人間科学部

新聞学科
教育学科

心理学科
社会学科
社会福祉学科

総合グローバル学部

看護学科
総合グローバル学科

経済学部

経済学科

外国語学部

経営学科
英語学科
ドイツ語学科
フランス語学科

理工学部

イスパニア語学科
ロシア語学科
ポルトガル語学科
物質生命理工学科
機能創造理工学科

情報理工学科

127 東京都

学校法人昭和女子大学

昭和女子大学

人間文化学部

日本語日本文学科

歴史文化学科
人間社会学部

心理学科
福祉社会学科
現代教養学科
初等教育学科

生活科学部

環境デザイン学科
管理栄養学科
健康デザイン学科

128 東京都

学校法人白梅学園

白梅学園大学

国際学部

英語コミュニケーション学科

子ども学部

子ども学科
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専攻等名

コース等名

定員
免許状の種類
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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
160 高等学校教諭一種免許状（工業）
250 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）
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
240 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）
40 中学校教諭一種免許状（宗教）
高等学校教諭一種免許状（宗教）
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）
60 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）
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）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
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）
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）
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）
120 高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
55 高等学校教諭一種免許状（公民）
60 高等学校教諭一種免許状（公民）
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（福祉）
70 養護教諭一種免許状
220 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）
165 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）
165 高等学校教諭一種免許状（商業）
180 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）
60 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）
70 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）
70 高等学校教諭一種免許状（イスパニア語）
60 高等学校教諭一種免許状（ロシア語）
60 高等学校教諭一種免許状（ポルトガル語）
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）
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）
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）
130 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）
120 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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
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）
100 高等学校教諭一種免許状（公民）
80 高等学校教諭一種免許状（福祉）
100 高等学校教諭一種免許状（公民）
120 小学校教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
210 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）
72 栄養教諭一種免許状
75 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）
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）
199 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）
135 小学校教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状

３．私立大学の学部等の課程
番号

都道府県名

129 東京都

設置者名
学校法人白百合学園

大学名
白百合女子大学

学部等名
文学部

学科等名

専攻等名

発達臨床学科
国語国文学科
フランス語フランス文学科
英語英文学科

人間総合学部

初等教育学科

130 東京都

学校法人杉野学園

杉野服飾大学

服飾学部

服飾学科

131 東京都

学校法人成蹊学園

成蹊大学

経済学部

経済経営学科

理工学部

物質生命理工学科

情報科学科

システムデザイン学科

文学部

英語英米文学科
日本文学科
国際文化学科

現代社会学科

法学部

法律学科

政治学科

132 東京都

学校法人成城学園

成城大学

経済学部

経済学科

経営学科

文芸学部

文化史学科

国文学科
英文学科
ヨーロッパ文化学科

133 東京都

学校法人聖心女子学院

聖心女子大学

法学部

法律学科

現代教養学部

英語文化コミュニケーション学科
日本語日本文学科
哲学科

史学科
教育学科

初等教育学専攻
教育学専攻

134 東京都

学校法人清泉女子大学

清泉女子大学

文学部

日本語日本文学科
英語英文学科
スペイン語スペイン文学科
文化史学科
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コース等名

定員
免許状の種類
50 幼稚園教諭一種免許状
100 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）
100 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）
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）
75 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
200 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）
500 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）
133 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）
134 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）
133 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）
130 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）
90 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）
110 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）
110 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）
280 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）
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）
180 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）
180 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）
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）
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）
75 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）
60 中学校教諭一種免許状（ドイツ語）
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（ドイツ語）
高等学校教諭一種免許状（フランス語）
240 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）
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）
45 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）
40 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）
中学校教諭一種免許状（宗教）
高等学校教諭一種免許状（宗教）
55 高等学校教諭一種免許状（地理歴史）
50 小学校教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
25 高等学校教諭一種免許状（公民）
80 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）
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）
50 中学校教諭一種免許状（イスパニア語）
高等学校教諭一種免許状（イスパニア語）
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）
高等学校教諭一種免許状（公民）
中学校教諭一種免許状（宗教）

３．私立大学の学部等の課程
番号

都道府県名

135 東京都
136 東京都

設置者名
学校法人聖路加国際大学
学校法人専修大学

大学名
聖路加国際大学
専修大学

学部等名
看護学部
経済学部一部

学科等名
看護学科
経済学科

国際経済学科

経済学部二部

経済学科

法学部一部

法律学科

政治学科

法学部二部

法律学科

経営学部

経営学科

商学部一部

マーケティング学科

商学部二部

会計学科
マーケティング学科

文学部

日本語学科
日本文学文化学科

英語英米文学科
哲学科

歴史学科

環境地理学科

人間科学部

心理学科
社会学科

137 東京都

学校法人創価大学

創価大学

ネットワーク情報学部

ネットワーク情報学科

教育学部

教育学科
児童教育学科

理工学部

情報システム工学科

共生創造理工学科

138 東京都

学校法人大正大学

大正大学

文学部

人間学科

仏教学部

仏教学科

文学部

人文学科

日本文学科
歴史学科
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専攻等名

コース等名

定員

免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（宗教）
100 養護教諭一種免許状
490 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）
205 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）
76 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）
562 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）
153 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）
76 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）
373 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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
455 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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
220 高等学校教諭一種免許状（商業）
76 中学校教諭一種免許状（社会）
高等学校教諭一種免許状（商業）
高等学校教諭一種免許状（公民）
71 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）
114 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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
142 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）
71 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）
132 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）
51 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）
72 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）
122 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）
235 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）
80 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）
100 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
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）
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）
370 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（地理歴史）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
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）
中学校教諭一種免許状（宗教）
高等学校教諭一種免許状（宗教）
65 高等学校教諭一種免許状（公民）
中学校教諭一種免許状（宗教）
高等学校教諭一種免許状（宗教）
70 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）
160 中学校教諭一種免許状（社会）

３．私立大学の学部等の課程
番号

都道府県名

139 東京都

設置者名

学校法人大東文化学園

大学名

大東文化大学

学部等名

学科等名

人間学部

教育人間学科

文学部

日本文学科

専攻等名

中国文学科

英米文学科
教育学科
書道学科
歴史文化学科
経済学部

社会経済学科

外国語学部

中国語学科
英語学科
日本語学科

140 東京都

141 東京都

学校法人高千穂学園

学校法人拓殖大学

高千穂大学

拓殖大学

法学部

政治学科

スポーツ・健康科学部

スポーツ科学科

経営学部
商学部

経営学科
商学科

経営学部

経営学科

人間科学部
商学部

人間科学科
経営学科

児童教育専攻

国際ビジネス学科

政経学部

会計学科
法律政治学科

経済学科

外国語学部

英米語学科
中国語学科
スペイン語学科

工学部

機械システム工学科
情報工学科

国際学部

電子システム工学科
デザイン学科
国際学科

142 東京都

学校法人田村学園

多摩大学

経営情報学部
グローバルスタディーズ学部

経営情報学科
グローバルスタディーズ学科

143 東京都

学校法人玉川学園

玉川大学

教育学部

教育学科

文学部

乳幼児発達学科
英語教育学科
国語教育学科

農学部

生産農学科
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コース等名

定員

免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（地理歴史）
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）
150 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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
70 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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
130 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）
120 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
60 高等学校教諭一種免許状（書道）
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）
205 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）
70 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）
230 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）
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）
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）
125 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）
365 高等学校教諭一種免許状（商業）
230 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（商業）
230 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）
20 小学校教諭一種免許状
380 高等学校教諭一種免許状（商業）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
高等学校教諭一種免許状（商業）
70 高等学校教諭一種免許状（商業）
230 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）
450 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）
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）
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）
50 中学校教諭一種免許状（イスパニア語）
高等学校教諭一種免許状（イスパニア語）
80 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）
80 高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（情報）
80 高等学校教諭一種免許状（工業）
80 高等学校教諭一種免許状（工業）
300 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）
118 高等学校教諭一種免許状（情報）
147 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）
240 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（社会）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
75 幼稚園教諭一種免許状
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）
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）
165 中学校教諭一種免許状（理科）

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

工学部

芸術学部

144 東京都

学校法人多摩美術大学

多摩美術大学

美術学部

学科等名

学校法人中央大学

中央大学

法学部

経済学部

商学部

理工学部

コース等名

定員

マネジメントサイエンス学科

60

ソフトウェアサイエンス学科

60

情報通信工学科

60

芸術教育学科

音楽コース

30

美術・工芸コース

20

絵画学科

195

彫刻学科

30

グラフィックデザイン学科

184

情報デザイン学科
環境デザイン学科

122
80

生産デザイン学科

104

工芸学科

145 東京都

専攻等名

60

芸術学科

40

法律学科

882

国際企業関係法学科

168

政治学科

389

経済学科

467

経済情報システム学科

180

公共・環境経済学科

150

経営学科

350

会計学科

367

商業・貿易学科
金融学科
数学科

323
130
70

物理学科

70

都市環境学科

90

精密機械工学科

145

電気電子情報通信工学科

135

応用化学科

145

経営システム工学科

115
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免許状の種類
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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（商業）
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）
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）
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（商業）
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）
高等学校教諭一種免許状（商業）
高等学校教諭一種免許状（商業）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
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）

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
情報工学科

生命科学科
文学部

人文社会学科

総合政策学部

政策科学科
国際政策文化学科

146 東京都

学校法人津田塾大学

津田塾大学

学芸学部

英語英文学科
国際関係学科

数学科

情報科学科

147 東京都

学校法人帝京大学

帝京大学

文学部

日本文化学科

史学科

社会学科

経済学部

心理学科
経済学科

経営学科

観光経営学科

地域経済学科

法学部

法律学科

理工学部

機械・精密システム工学科

航空宇宙工学科

バイオサイエンス学科
情報電子工学科

外国語学部

外国語学科
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専攻等名

コース等名

定員

免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
75 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）
990 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（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（ドイツ語）
高等学校教諭一種免許状（ドイツ語）
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）
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）
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）
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）
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）
220 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）
200 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（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）
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（情報）
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（情報）
120 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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
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）
213 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）
208 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）
200 高等学校教諭一種免許状（公民）
550 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（商業）
550 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（商業）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
高等学校教諭一種免許状（商業）
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）
高等学校教諭一種免許状（公民）
375 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）
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）
高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
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）
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（工業）
高等学校教諭一種免許状（情報）
300 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）

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
医療技術学部

学科等名
スポーツ医療学科

専攻等名

柔道整復学科
教育学部

教育文化学科

初等教育学科
148 東京都

学校法人帝京科学大学

帝京科学大学

生命環境学部

生命科学科
自然環境学科
アニマルサイエンス学科

教育人間科学部

こども学科
幼児保育学科
学校教育学科

小学校コース
中高理科コース
中高保健体育コース

149 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

健康メディカル学部
ヒューマンケア学部

健康栄養学科
柔道整復学科

健康医療スポーツ学部

柔道整復学科
医療スポーツ学科

150 東京都

151 東京都

学校法人青葉学園

学校法人東京音楽大学

東京医療保健大学

医療保健学部

東京音楽大学

和歌山看護学部
千葉看護学部
音楽学部

医療栄養学科
看護学科
看護学科
看護学科
音楽学科

器楽専攻
声楽専攻
作曲指揮専攻
音楽教育専攻

152 東京都

学校法人渡辺学園

東京家政大学

家政学部

児童学科

児童学専攻
育児支援専攻
栄養学専攻

栄養学科

管理栄養士専攻

服飾美術学科
環境教育学科
造形表現学科
児童教育学科
子ども学部
人文学部

子ども支援学科
英語コミュニケーション学科
心理カウンセリング学科
教育福祉学科

153 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

児童学科
現代家政学科
生活デザイン学科
食物学科

154 東京都

学校法人東京経済大学

東京経済大学

人間栄養学部
経済学部

人間栄養学科
経済学科
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コース等名

定員
免許状の種類
390 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
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）
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）
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（公民）
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）
230 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
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）
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）
290 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）
50 小学校教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
100 幼稚園教諭一種免許状
40 小学校教諭一種免許状
20 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）
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）
200 小学校教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
77 栄養教諭一種免許状
119 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）
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）
190 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）
100 栄養教諭一種免許状
100 養護教諭一種免許状
90 養護教諭一種免許状
100 養護教諭一種免許状
193 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）
47 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 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）
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）
105 幼稚園教諭一種免許状
105 幼稚園教諭一種免許状
120 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）
160 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）
栄養教諭一種免許状
175 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）
75 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）
120 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）
85 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
120 幼稚園教諭一種免許状
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）
80 養護教諭一種免許状
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）
90 小学校教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
130 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）
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）
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
140 栄養教諭一種免許状
375 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）

３．私立大学の学部等の課程
番号

都道府県名

155 東京都

設置者名

学校法人東京工芸大学

大学名

東京工芸大学

学部等名

学科等名

専攻等名

学校法人東京純心女子学園
学校法人東京女子大学

東京純心大学
東京女子大学

定員

経営学部

経営学科

385

コミュニケーション学部

流通マーケティング学科
コミュニケーション学科

180
225

現代法学部

現代法学科

250

工学部

工学科

総合工学系

建築学系

156 東京都
157 東京都

コース等名

化学・材料コース

50

情報コース
電気電子コース

110
50

建築コース

芸術学部

デザイン学科

140
165

現代文化学部
現代教養学部

インタラクティブメディア学科
こども文化学科
国際英語学科

60
60
155

人文学科

200

国際社会学科

270

数理科学科

70

158 東京都
159 東京都

学校法人東京女子医科大学
学校法人藤村学園

東京女子医科大学
東京女子体育大学

看護学部
体育学部

看護学科
体育学科

90
340

160 東京都

学校法人東京神学大学

東京神学大学

神学部

神学科

161 東京都
162 東京都

学校法人東京聖栄大学
学校法人東京成徳学園

東京聖栄大学
東京成徳大学

健康栄養学部
子ども学部

管理栄養学科
子ども学科

80
140

163 東京都

学校法人桑沢学園

東京造形大学

造形学部

デザイン学科

285

7

美術学科

164 東京都

学校法人東京電機大学

東京電機大学

工学部

工学部第二部

理工学部

95

電気電子工学科

120

電子システム工学科

90

応用化学科

80

機械工学科

110

先端機械工学科

100

情報通信工学科

110

電気電子工学科

60

機械工学科

60

情報通信工学科

60

理工学科

600
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免許状の種類
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）
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（商業）
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）
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）
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（社会）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
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）
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（情報）
幼稚園教諭一種免許状
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）
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（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（宗教）
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）
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）
養護教諭一種免許状
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）
中学校教諭一種免許状（宗教）
高等学校教諭一種免許状（宗教）
栄養教諭一種免許状
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（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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
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）

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

システムデザイン工学部

情報システム工学科
デザイン工学科

未来科学部

建築学科

情報メディア学科

ロボット・メカトロニクス学科

165 東京都

学校法人五島育英会

東京都市大学

工学部

機械工学科

機械システム工学科

電気電子通信工学科

建築学科

エネルギー化学科

都市工学科

医用工学科

原子力安全工学科

知識工学部

情報科学科

知能情報工学科

自然科学科

人間科学部
メディア情報学部
166 東京都

学校法人東京農業大学

東京農業大学

農学部

児童学科
社会メディア学科
情報システム学科
農学科

動物科学科

生物資源開発学科

応用生物科学部

デザイン農学科
農芸化学科

醸造科学科
食品安全健康学科

栄養科学科
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専攻等名

コース等名

定員

免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（情報）
130 高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
130 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）
110 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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
110 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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
120 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）
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）
110 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）
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）
150 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）
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）
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）
120 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）
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）
75 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）
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）
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）
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）
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）
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 中学校教諭一種免許状（理科）
中学校教諭一種免許状（技術）
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）
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）
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）
60 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）
100 幼稚園教諭一種免許状
90 高等学校教諭一種免許状（情報）
90 高等学校教諭一種免許状（情報）
170 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）
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）
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）
123 高等学校教諭一種免許状（農業）
150 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）
150 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）
150 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）
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）

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
生命科学部

学科等名

専攻等名

バイオサイエンス学科

分子生命化学科

分子微生物学科

地域環境科学部

森林総合科学科

生産環境工学科

造園科学科

国際食料情報学部

地域創成科学科
国際農業開発学科

食料環境経済学科

生物産業学部

国際バイオビジネス学科
国際食農科学科
北方圏農学科
海洋水産学科
食香粧化学科
自然資源経営学科

167 東京都

学校法人三幸学園

東京未来大学

168 東京都

学校法人東京薬科大学

東京薬科大学

こども心理学部

こども心理学科

こども保育・教育専攻

モチベーション行動科学部

モチベーション行動科学科

生命科学部

分子生命科学科
応用生命科学科
生命医科学科

169 東京都

学校法人東京理科大学

東京理科大学

理学部第一部

数学科

物理学科

化学科
応用数学科

応用物理学科
応用化学科
理学部第二部

数学科

物理学科

化学科
理工学部

数学科

物理学科

情報科学科
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コース等名

定員

免許状の種類
栄養教諭一種免許状
150 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）
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）
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）
130 中学校教諭一種免許状（理科）
中学校教諭一種免許状（技術）
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）
130 中学校教諭一種免許状（理科）
中学校教諭一種免許状（技術）
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）
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）
100 高等学校教諭一種免許状（農業）
150 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）
190 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（農業）
150 高等学校教諭一種免許状（農業）
110 高等学校教諭一種免許状（農業）
100 高等学校教諭一種免許状（農業）
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）
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）
90 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）
200 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
60 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）
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）
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）
90 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）
120 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）
120 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）
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）
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）
120 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）
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）
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）
120 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）
120 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）
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）
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）
120 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）
120 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）
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）
120 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）

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

応用生物科学科
基礎工学部

生物工学科

170 東京都

学校法人桐朋学園

桐朋学園大学

音楽学部

音楽学科

171 東京都

学校法人東洋大学

東洋大学

文学部第１部

哲学科

東洋思想文化学科

仏教思想コース

日本文学文化学科

英米文学科
国際文化コミュニケーション学科
史学科

文学部第２部

教育学科

人間発達専攻

東洋思想文化学科

初等教育専攻
仏教思想コース

日本文学文化学科

教育学科

経済学部第１部

経済学科

国際経済学科

総合政策学科

経済学部第２部

経済学科

経営学部第１部

経営学科
マーケティング学科
会計ファイナンス学科
経営学科
法律学科

経営学部第２部
法学部第１部

企業法学科

法学部第２部

法律学科

社会学部第１部

社会学科

社会文化システム学科

社会学部第２部

社会学科

理工学部

機械工学科

生体医工学科

電気電子情報工学科
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コース等名

定員

免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
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）
180 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）
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）
高等学校教諭一種免許状（公民）
22 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）
133 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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
133 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）
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）
133 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）
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）
高等学校教諭一種免許状（公民）
50 小学校教諭一種免許状
7 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）
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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
40 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）
250 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（商業）
183 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）
183 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）
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）
高等学校教諭一種免許状（商業）
316 高等学校教諭一種免許状（商業）
150 高等学校教諭一種免許状（商業）
216 高等学校教諭一種免許状（商業）
110 高等学校教諭一種免許状（商業）
250 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）
250 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）
120 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）
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）
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）
130 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）
180 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）
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）
113 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）
113 中学校教諭一種免許状（数学）

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

生命科学部

食環境科学部

学科等名

専攻等名

定員

応用化学科

146

都市環境デザイン学科
建築学科
生命科学科

113
146
113

応用生物科学科

113

食環境科学科

フードサイエンス専攻
スポーツ・食品機能専攻

ライフデザイン学部

コース等名

健康栄養学科
生活支援学科
健康スポーツ学科

子ども支援学専攻

70
50
100
100
180

人間環境デザイン学科

160

172 東京都

学校法人東洋学園

東洋学園大学

総合情報学部
グローバル・コミュニケーション学部

総合情報学科
英語コミュニケーション学科

260
120

173 東京都

学校法人二松学舎

二松学舎大学

文学部

国文学科

300

中国文学科

174 東京都

学校法人日本大学

日本大学

90

国際政治経済学部

国際政治経済学科

160

法学部第一部

法律学科

533

政治経済学科

350

新聞学科

200

経営法学科

200

公共政策学科

250

法学部第二部

法律学科

200

文理学部

哲学科

88

史学科

133

国文学科

133

中国語中国文化学科

英文学科

70

133

ドイツ文学科

80

社会学科

210

教育学科

120

体育学科

200

地理学科

80

78/273

免許状の種類
高等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（理科）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
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）
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）
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）
栄養教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
養護教諭一種免許状
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工芸）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
中学校教諭一種免許状（宗教）
高等学校教諭一種免許状（宗教）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
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（中国語）
高等学校教諭一種免許状（中国語）
中学校教諭一種免許状（英語）
高等学校教諭一種免許状（英語）
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）
中学校教諭一種免許状（社会）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
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）
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）

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

商学部

芸術学部

コース等名

定員

地球科学科

80

数学科

73

情報科学科

80

物理学科

70

生命科学科

70

化学科
経済学部

専攻等名

90

経済学科

916

産業経営学科

450

商業学科
経営学科
会計学科
美術学科

666
350
250
60

音楽学科

90

文芸学科

120

デザイン学科

100

国際関係学部

国際教養学科

283

理工学部

土木工学科

220

交通システム工学科

120

建築学科

250

海洋建築工学科

120

機械工学科

160

精密機械工学科

140

航空宇宙工学科

120

電気工学科

160

電子工学科

100

物質応用化学科

200
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免許状の種類
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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（商業）
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）
高等学校教諭一種免許状（商業）
高等学校教諭一種免許状（商業）
高等学校教諭一種免許状（商業）
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）
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）
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（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）
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（数学）
高等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（理科）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
中学校教諭一種免許状（理科）

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

生産工学部

工学部

生物資源科学部

学科等名

専攻等名

コース等名

定員

物理学科

140

数学科

100

まちづくり工学科
応用情報工学科

100
100

機械工学科

198

電気電子工学科

176

土木工学科

198

建築工学科

198

応用分子化学科

176

マネジメント工学科
数理情報工学科

176
154

環境安全工学科

132

創生デザイン学科

132

土木工学科

150

建築学科

180

機械工学科

180

電気電子工学科

180

生命応用化学科

160

情報工学科

180

生命農学科

130

生命化学科

130

獣医学科

120

動物資源科学科

136

食品ビジネス学科

136

森林資源科学科

130

海洋生物資源科学科

136

生物環境工学科

130

食品生命学科

136

国際地域開発学科

130

応用生物科学科

126
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免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（理科）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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（農業）
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）
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）
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）
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）
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（農業）
中学校教諭一種免許状（理科）

３．私立大学の学部等の課程
番号

都道府県名

175 東京都
176 東京都

設置者名
学校法人日本社会事業大学
学校法人日本医科大学

大学名
日本社会事業大学
日本獣医生命科学大学

学部等名
社会福祉学部
獣医学部

学科等名

専攻等名

福祉計画学科
獣医学科

獣医保健看護学科
応用生命科学部

動物科学科

食品科学科

177 東京都

学校法人日本女子大学

日本女子大学

家政学部

児童学科

食物学科

食物学専攻

住居学科

管理栄養士専攻
居住環境デザイン専攻
建築デザイン専攻

被服学科
家政経済学科

文学部

日本文学科
英文学科
史学科

人間社会学部

現代社会学科

社会福祉学科
教育学科

文化学科
理学部

数物科学科

物質生物科学科
178 東京都

学校法人二階堂学園

日本女子体育大学

体育学部

運動科学科

スポーツ科学専攻
舞踊学専攻

スポーツ健康学科

健康スポーツ学専攻
幼児発達学専攻

179 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
健康学科

児童スポーツ教育学部

児童スポーツ教育学科

スポーツ文化学部

武道教育学科

児童スポーツ教育コース
幼児教育保育コース

スポーツ国際学科
スポーツマネジメント学部

スポーツマネジメント学科
スポーツライフマネジメント学科

180 東京都

学校法人柏樹式胤学園

日本文化大學

法学部

法学科

181 東京都

学校法人文化学園

文化学園大学

服装学部

ファッションクリエイション学科
ファッション社会学科
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コース等名

定員

免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（理科）
55 高等学校教諭一種免許状（福祉）
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（農業）
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）
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（農業）
90 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）
97 幼稚園教諭一種免許状
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）
31 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）
50 栄養教諭一種免許状
55 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）
37 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）
92 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）
85 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）
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）
134 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）
146 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）
97 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）
97 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）
97 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）
97 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）
小学校教諭一種免許状
121 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）
92 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）
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）
97 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）
220 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）
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）
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）
40 幼稚園教諭一種免許状
750 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）
195 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
150 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
50 幼稚園教諭一種免許状
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）
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）
145 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）
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）
200 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）
300 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）
140 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）

３．私立大学の学部等の課程
番号

都道府県名

182 東京都

183 東京都

設置者名

学校法人文京学園

学校法人法政大学

大学名

文京学院大学

法政大学

造形学部

学部等名

学科等名
デザイン・造形学科

人間学部

児童発達学科

外国語学部

英語コミュニケーション学科

法学部

法律学科

政治学科

国際政治学科

文学部

哲学科

日本文学科
英文学科
史学科

地理学科

心理学科
経済学部

経済学科

国際経済学科

現代ビジネス学科

社会学部

社会政策科学科

社会学科

メディア社会学科

経営学部

経営学科

経営戦略学科
市場経営学科
国際文化学部

国際文化学科

人間環境学部

人間環境学科

現代福祉学部

キャリアデザイン学部

福祉コミュニティ学科
臨床心理学科
コンピュータ科学科
ディジタルメディア学科
キャリアデザイン学科

理工学部

機械工学科

情報科学部

電気電子工学科
応用情報工学科

経営システム工学科
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専攻等名

コース等名

定員
免許状の種類
120 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）
130 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
260 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）
483 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）
172 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）
149 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）
77 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）
187 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）
126 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）
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）
高等学校教諭一種免許状（公民）
99 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）
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）
66 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）
482 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）
244 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）
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）
216 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）
316 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）
210 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）
316 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）
232 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）
213 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）
249 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（中国語）
高等学校教諭一種免許状（中国語）
333 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）
147 中学校教諭一種免許状（社会）
84 高等学校教諭一種免許状（公民）
78 高等学校教諭一種免許状（情報）
78 高等学校教諭一種免許状（情報）
294 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）
143 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）
110 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）
110 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）
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）

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
創生科学科

生命科学部

生命機能学科
環境応用化学科
応用植物科学科

184 東京都

学校法人根津育英会武蔵学園

武蔵大学

グローバル教養学部

グローバル教養学科

スポーツ健康学部

スポーツ健康学科

経済学部

経済学科

経営学科

金融学科

人文学部

英語英米文化学科
ヨーロッパ文化学科

日本・東アジア文化学科

社会学部

社会学科

メディア社会学科

185 東京都

学校法人武蔵野大学

武蔵野大学

文学部

日本文学文化学科

工学部

環境システム学科
数理工学科

教育学部

教育学科

こども発達学科
看護学科
演奏学科

186 東京都

学校法人武蔵野音楽学園

武蔵野音楽大学

看護学部
音楽学部

187 東京都

学校法人武蔵野美術大学

武蔵野美術大学

造形学部

音楽総合学科
日本画学科

油絵学科

彫刻学科

視覚伝達デザイン学科

工芸工業デザイン学科
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専攻等名

コース等名

定員
免許状の種類
110 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）
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）
72 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）
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）
78 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）
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）
165 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）
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）
高等学校教諭一種免許状（商業）
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）
高等学校教諭一種免許状（商業）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
高等学校教諭一種免許状（商業）
115 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）
105 中学校教諭一種免許状（英語）
中学校教諭一種免許状（ドイツ語）
中学校教諭一種免許状（フランス語）
中学校教諭一種免許状（社会）
高等学校教諭一種免許状（英語）
高等学校教諭一種免許状（ドイツ語）
高等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（地理歴史）
105 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（地理歴史）
高等学校教諭一種免許状（公民）
137 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）
117 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）
220 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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
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）
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）
120 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（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（理科）
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）
100 幼稚園教諭一種免許状
145 養護教諭一種免許状
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）
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）
39 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）
140 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）
31 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）
117 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）
120 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）

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
空間演出デザイン学科

芸術文化学科

188 東京都

学校法人明治大学

明治大学

法学部

法律学科

商学部

商学科

政治経済学部

政治学科

経済学科

地域行政学科

文学部

文学科

史学地理学科

心理社会学科
理工学部

電気電子生命学科
機械工学科
機械情報工学科

建築学科
応用化学科
情報科学科

数学科
物理学科

農学部

農学科

食料環境政策学科

農芸化学科

生命科学科
経営学部

経営学科

会計学科

公共経営学科

情報コミュニケーション学部

情報コミュニケーション学科
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専攻等名

コース等名

定員

免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（工芸）
108 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）
72 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）
920 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）
1150 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（商業）
290 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）
695 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）
165 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）
465 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（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（ドイツ語）
高等学校教諭一種免許状（ドイツ語）
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）
290 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）
155 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）
236 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）
138 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）
138 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）
173 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）
127 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）
127 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）
63 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）
63 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）
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）
150 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）
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）
高等学校教諭一種免許状（農業）
150 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）
150 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）
485 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（商業）
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）
高等学校教諭一種免許状（商業）
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）
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）
520 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）

３．私立大学の学部等の課程
番号

都道府県名

189 東京都

設置者名

学校法人明治学院

大学名

明治学院大学

学部等名

定員

総合数理学部

現象数理学科

文学部

先端メディアサイエンス学科
ネットワークデザイン学科
英文学科

120
90
225

フランス文学科

115

経済学科

325

経営学科

210

国際経営学科

155

社会学科

265

社会福祉学科

225

法律学科

200

消費情報環境法学科

225

政治学科

155

国際学部

国際学科

245

心理学部

心理学科

175

教育発達学科

145

理工学部

総合理工学科

400

人文学部

国際コミュニケーション学科

100

法学部

明星大学

コース等名

国際日本学科

社会学部

学校法人明星学苑

専攻等名

国際日本学部

経済学部

190 東京都

学科等名

400

90

人間社会学科

80

日本文化学科

100

情報学部

情報学科

140

経済学部

経済学科

260

教育学部

教育学科

350
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免許状の種類
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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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（公民）
高等学校教諭一種免許状（英語）
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（情報）
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（フランス語）
高等学校教諭一種免許状（フランス語）
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（商業）
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（商業）
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（商業）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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（数学）
高等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（理科）
高等学校教諭一種免許状（工業）
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（社会）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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（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）
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）
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）
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（地理歴史）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
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）
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）
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）
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）

３．私立大学の学部等の課程
番号

都道府県名

191 東京都

192 東京都

設置者名

学校法人目白学園

学校法人立教学院

大学名

目白大学

立教大学

学部等名

人間学部

学科等名

外国語学部

英米語学科

80

中国語学科

40

韓国語学科

60

日本語・日本語教育学科

40

キリスト教学科

49

文学部

140
50
80

史学科

214

教育学科

100

文学科

537

経済学科
経済政策学科

330
175

会計ファイナンス学科
数学科

175
66

物理学科

77

化学科

77

生命理学科
社会学部

72

社会学科

170

現代文化学科

170

メディア社会学科

170

法学部

法学科

360

観光学部

政治学科
交流文化学科

110
175

福祉学科
コミュニティ政策学科

154
154

コミュニティ福祉学部

立正大学

定員

子ども学科
児童教育学科
地域社会学科

理学部

学校法人立正大学学園

コース等名

社会学部

経済学部

193 東京都

専攻等名

スポーツウエルネス学科

110

異文化コミュニケーション学部

異文化コミュニケーション学科

145

仏教学部

宗学科

50

仏教学科

55

哲学科

95

史学科

155

社会学科

155

文学部
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免許状の種類
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）
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（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）
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（中国語）
高等学校教諭一種免許状（中国語）
中学校教諭一種免許状（韓国・朝鮮語）
高等学校教諭一種免許状（韓国・朝鮮語）
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（地理歴史）
高等学校教諭一種免許状（公民）
中学校教諭一種免許状（宗教）
高等学校教諭一種免許状（宗教）
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）
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）
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）
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（ドイツ語）
高等学校教諭一種免許状（ドイツ語）
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）
高等学校教諭一種免許状（地理歴史）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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（地理歴史）
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（福祉）
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）
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）
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（宗教）
高等学校教諭一種免許状（宗教）
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）
中学校教諭一種免許状（宗教）
高等学校教諭一種免許状（宗教）
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）
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）
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）
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）

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

文学科

経済学部

経済学科

経営学部
法学部

経営学科
法学科

社会福祉学部

社会福祉学科
子ども教育福祉学科

地球環境科学部

環境システム学科

地理学科

194 東京都

学校法人和光学園

和光大学

心理学部

臨床心理学科

現代人間学部

心理教育学科

子ども教育専修

現代社会学科

人間科学科
表現学部

芸術学科
総合文化学科

経済経営学部

経済学科

経営学科
195 東京都

学校法人早稲田大学

早稲田大学

政治経済学部

政治学科

経済学科

国際政治経済学科

文化構想学部

文化構想学科

法学部

文学部

文学科

教育学部

教育学科

教育学専攻

初等教育学専攻
国語国文学科
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コース等名

定員

免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（公民）
155 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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
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）
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（商業）
330 高等学校教諭一種免許状（商業）
340 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）
200 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）
100 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
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（情報）
130 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）
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）
100 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
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）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
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）
123 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（英語）
高等学校教諭一種免許状（英語）
130 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）
130 高等学校教諭一種免許状（商業）
高等学校教諭一種免許状（情報）
300 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）
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）
200 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）
860 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（地理歴史）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
740 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）
660 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（地理歴史）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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（ドイツ語）
高等学校教諭一種免許状（ドイツ語）
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）
中学校教諭一種免許状（ロシア語）
高等学校教諭一種免許状（ロシア語）
中学校教諭一種免許状（中国語）
高等学校教諭一種免許状（中国語）
180 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）
30 小学校教諭一種免許状
135 中学校教諭一種免許状（国語）

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
英語英文学科
社会科

理学科
数学科

複合文化学科

商学部

基幹理工学部

数学科
応用数理学科

創造理工学部

情報理工学科
電子物理システム学科
表現工学科
情報通信学科
社会環境工学科
環境資源工学科

先進理工学部

物理学科

応用物理学科

化学・生命化学科
応用化学科
生命医科学科
電気・情報生命工学科
社会科学部

社会科学科

人間科学部

人間環境科学科

健康福祉科学科
人間情報科学科

196 神奈川県

学校法人麻布獣医学園

麻布大学

スポーツ科学部

スポーツ科学科

国際教養学部

国際教養学科

獣医学部

獣医学科

動物応用科学科

生命・環境科学部

臨床検査技術学科
食品生命科学科
環境科学科

197 神奈川県

学校法人神奈川大学

神奈川大学

法学部

法律学科
自治行政学科

88/273

専攻等名

コース等名

定員

免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（国語）
135 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）
255 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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
70 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）
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）
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）
900 高等学校教諭一種免許状（商業）
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）
55 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）
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）
95 高等学校教諭一種免許状（情報）
80 高等学校教諭一種免許状（情報）
60 高等学校教諭一種免許状（情報）
95 高等学校教諭一種免許状（情報）
90 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）
65 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）
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）
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）
90 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）
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）
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）
135 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）
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）
145 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）
630 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（商業）
高等学校教諭一種免許状（情報）
200 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）
200 高等学校教諭一種免許状（福祉）
160 高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
400 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）
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）
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（農業）
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）
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）
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）
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）
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）
200 中学校教諭一種免許状（社会）

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
経済学部

学科等名
経済学科

現代ビジネス学科

経営学部

国際経営学科

外国語学部

英語英文学科
中国語学科

人間科学部

人間科学科

理学部

数理・物理学科

情報科学科

化学科
生物科学科
工学部

機械工学科

電気電子情報工学科

物質生命化学科

情報システム創成学科

経営工学科

建築学科

198 神奈川県

学校法人幾徳学園

神奈川工科大学

工学部

機械工学科

電気電子情報工学科

応用化学科

情報学部

情報工学科
情報ネットワーク・コミュニケーション学科

情報メディア学科
創造工学部

自動車システム開発工学科
ロボット・メカトロニクス学科
ホームエレクトロニクス開発学科

199 神奈川県

学校法人鎌倉女子大学

鎌倉女子大学

応用バイオ科学部

応用バイオ科学科

家政学部

栄養生命科学科
家政保健学科

児童学部

管理栄養学科
児童学科

89/273

専攻等名

コース等名

定員

免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（公民）
750 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（商業）
350 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（商業）
530 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）
200 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）
60 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）
300 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）
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）
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）
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）
110 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）
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）
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）
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（工業）
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）
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（工業）
120 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）
90 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）
145 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）
120 中学校教諭一種免許状（数学）
中学校教諭一種免許状（技術）
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）
78 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）
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）
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（工業）
155 高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
165 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）
55 高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
40 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）
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）
80 栄養教諭一種免許状
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）
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
120 栄養教諭一種免許状
170 幼稚園教諭一種免許状

３．私立大学の学部等の課程
番号

都道府県名

200 神奈川県

設置者名

学校法人関東学院

大学名

関東学院大学

学部等名

学科等名

教育学部

教育学科

教育学部

こども発達学科

国際文化学部

英語文化学科

専攻等名

比較文化学科

社会学部

現代社会学科

経済学部

経済学科

法学部

法学科

理工学部

理工学科

生命学系
数物学系
化学学系

機械学系
電気学系
情報学系
土木学系

201 神奈川県

学校法人北里研究所

北里大学

建築・環境学部
栄養学部
海洋生命科学部

建築・環境学科
管理栄養学科
海洋生命科学科

理学部

物理学科
化学科
生物科学科

202 神奈川県
203 神奈川県

学校法人国際医療福祉大学
学校法人相模女子大学

国際医療福祉大学
相模女子大学

獣医学部

動物資源科学科

看護学部
小田原保健医療学部
学芸学部

生物環境科学科
看護学科
看護学科
日本語日本文学科

英語文化コミュニケーション学科
子ども教育学科

204 神奈川県

学校法人松蔭学園

松蔭大学

栄養科学部

メディア情報学科
健康栄養学科

経営文化学部

管理栄養学科
ビジネスマネジメント学科

コミュニケーション文化学部

異文化コミュニケーション学科
日本文化コミュニケーション学科

205 神奈川県

学校法人湘南工科大学

湘南工科大学

観光メディア文化学部
工学部

子ども学科
メディア情報文化学科
機械工学科

総合デザイン学科
電気電子工学科

情報工学科

90/273

コース等名

定員

免許状の種類
小学校教諭一種免許状
80 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）
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）
140 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
138 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）
138 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）
195 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）
352 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（商業）
215 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）
63 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）
31 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）
63 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）
96 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）
68 高等学校教諭一種免許状（工業）
104 高等学校教諭一種免許状（工業）
55 高等学校教諭一種免許状（工業）
138 高等学校教諭一種免許状（工業）
100 栄養教諭一種免許状
180 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）
53 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）
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）
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）
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）
90 高等学校教諭一種免許状（農業）
120 養護教諭一種免許状
80 養護教諭一種免許状
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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
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）
100 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
80 高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
100 栄養教諭一種免許状
85 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）
48 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）
48 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）
48 幼稚園教諭一種免許状
48 高等学校教諭一種免許状（情報）
110 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）
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）
45 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）
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）
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）
145 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）
中学校教諭一種免許状（技術）

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

人間環境学科

206 神奈川県

207 神奈川県

学校法人東成学園

学校法人女子美術大学

昭和音楽大学

女子美術大学

音楽学部

芸術学部

コース等名

定員

55

コンピュータ応用学科

100

音楽芸術表現学科

175

音楽芸術運営学科

100

美術学科

190

デザイン・工芸学科

220

アート・デザイン表現学科

160

208 神奈川県

学校法人洗足学園

洗足学園音楽大学

音楽学部

音楽学科

530

209 神奈川県

学校法人総持学園

鶴見大学

文学部

日本文学科

90

英語英米文学科

90

文化財学科

60
60
60

210 神奈川県

学校法人調布学園

田園調布学園大学

人間福祉学部

ドキュメンテーション学科
心理福祉学科

211 神奈川県

学校法人桐蔭学園

桐蔭横浜大学

子ども未来学部
法学部

子ども未来学科
法律学科

スポーツ健康政策学部

スポーツ教育学科

100
180
80

スポーツテクノロジー学科

110

スポーツ健康政策学科
212 神奈川県

学校法人東海大学

東海大学

文学部

英語文化コミュニケーション学科
歴史学科

文化社会学部

80
90
日本史専攻

50

西洋史専攻

50

考古学専攻

30

日本文学科

90

文明学科

60

アジア学科

70

ヨーロッパ・アメリカ学科

70

広報メディア学科

100

心理・社会学科
政治経済学部

90

政治学科

160

経済学科

160

法学部

法律学科

教養学部

人間環境学科

300

芸術学科

体育学部

自然環境課程

65

社会環境課程

95

音楽学課程

32

美術学課程

20

体育学科

110

競技スポーツ学科

140

武道学科

60

生涯スポーツ学科

110
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免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
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（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（情報）
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（福祉）
幼稚園教諭一種免許状
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）
小学校教諭一種免許状
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）
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）
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）
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（社会）
高等学校教諭一種免許状（地理歴史）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）

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

理学部

学科等名
スポーツ･レジャーマネジメント学科

専攻等名

数学科
物理学科
化学科
情報数理学科

情報理工学部
工学部

情報科学科
コンピュータ応用工学科
生命化学科
応用化学科
光・画像工学科
原子力工学科

海洋学部

電気電子工学科
材料科学科
建築学科
土木工学科
精密工学科
機械工学科
動力機械工学科
航空宇宙学科
海洋地球科学科

航空宇宙学専攻

水産学科
海洋生物学科

医学部
基盤工学部
農学部

国際文化学部

航海工学科
看護学科
電気電子情報工学科
応用植物科学科
応用動物科学科
バイオサイエンス学科
地域創造学科

国際コミュニケーション学科
生物学部

生物学科
海洋生物科学科

213 神奈川県

学校法人東洋英和女学院

東洋英和女学院大学

人間科学部

人間科学科

国際社会学部

保育子ども学科
国際社会学科

国際コミュニケーション学科
214 神奈川県

学校法人フェリス女学院

フェリス女学院大学

文学部

英語英米文学科
日本語日本文学科

音楽学部

音楽芸術学科

国際交流学部

国際交流学科

商学科
看護学科
幼児教育学科
美術・デザイン学科

215 神奈川県
216 神奈川県

学校法人横浜商科大学
学校法人堀井学園

横浜商科大学
横浜創英大学

217 神奈川県

学校法人トキワ松学園

横浜美術大学

商学部
看護学部
こども教育学部
美術学部

218 神奈川県

学校法人都築第一学園

横浜薬科大学

薬学部

薬科学科

219 新潟県

学校法人敬和学園

敬和学園大学

人文学部

英語文化コミュニケーション学科
国際文化学科

220 新潟県

学校法人新潟総合学園

新潟医療福祉大学

健康科学部

健康栄養学科
健康スポーツ学科
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海洋機械工学専攻

コース等名

定員
免許状の種類
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）
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）
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）
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）
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）
100 高等学校教諭一種免許状（情報）
100 高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
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）
60 高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
140 高等学校教諭一種免許状（工業）
80 高等学校教諭一種免許状（工業）
200 高等学校教諭一種免許状（工業）
120 高等学校教諭一種免許状（工業）
80 高等学校教諭一種免許状（工業）
140 高等学校教諭一種免許状（工業）
150 高等学校教諭一種免許状（工業）
90 高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
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）
90 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）
60 高等学校教諭一種免許状（工業）
85 養護教諭一種免許状
80 高等学校教諭一種免許状（工業）
80 高等学校教諭一種免許状（農業）
80 高等学校教諭一種免許状（農業）
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）
110 高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
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）
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）
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）
140 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）
100 幼稚園教諭一種免許状
120 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）
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）
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）
90 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）
75 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）
197 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）
140 高等学校教諭一種免許状（商業）
80 養護教諭一種免許状
80 幼稚園教諭一種免許状
190 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）
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）
60 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）
80 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（地理歴史）
40 栄養教諭一種免許状
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）

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

221 新潟県

学校法人加茂暁星学園

新潟経営大学

看護学部
経営情報学部

看護学科
経営情報学科

222 新潟県
223 新潟県
224 新潟県

学校法人新潟工科大学
学校法人新潟青陵学園
学校法人新潟科学技術学園

新潟工科大学
新潟青陵大学
新潟薬科大学

工学部
看護学部
応用生命科学部

工学科
看護学科
応用生命科学科

225 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

226 石川県

学校法人金沢学院大学

金沢学院大学

文学部

文学科

専攻等名

日本文学専攻
英米文学専攻
歴史学専攻

教育学科

227 石川県

学校法人金沢工業大学

金沢工業大学

経営情報学部

経営情報学科

芸術学部

芸術学科

人間健康学部

スポーツ健康学科

工学部

情報フロンティア学部

健康栄養学科
機械工学科
航空システム工学科
ロボティクス学科
電気電子工学科
情報工学科

環境土木工学科
メディア情報学科
経営情報学科

建築学部
バイオ・化学部

心理科学科
建築学科
応用化学科

応用バイオ学科

228 石川県

学校法人稲置学園

金沢星稜大学

経済学部

経済学科

人間科学部

経営学科
スポーツ学科
こども学科

人文学部

国際文化学科

229 石川県

学校法人金城学園

金城大学

社会福祉学部

社会福祉学科

230 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

子ども福祉学科
国際コミュニケーション学科

経済経営学部

マネジメント学科

231 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

232 福井県

学校法人福井仁愛学園

仁愛大学

人間学部

コミュニケーション学科

人間生活学部

健康栄養学科
子ども教育学科

保健医療学部
工学部

環境情報学部

看護学科
電気電子工学科
機械工学科
建築土木工学科
原子力技術応用工学科
環境・食品科学科

スポーツ健康科学部

経営情報学科
デザイン学科
スポーツ健康科学科

233 福井県
234 福井県

学校法人新田塚学園
学校法人金井学園

福井医療大学
福井工業大学
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コース等名

定員
免許状の種類
107 養護教諭一種免許状
120 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）
200 高等学校教諭一種免許状（工業）
90 養護教諭一種免許状
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）
90 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
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）
30 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）
40 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）
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）
180 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）
70 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）
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）
80 栄養教諭一種免許状
200 高等学校教諭一種免許状（工業）
60 高等学校教諭一種免許状（工業）
100 高等学校教諭一種免許状（工業）
240 高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
高等学校教諭一種免許状（工業）
80 高等学校教諭一種免許状（工業）
120 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）
60 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）
60 高等学校教諭一種免許状（情報）
200 高等学校教諭一種免許状（工業）
80 高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
80 高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
270 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）
170 高等学校教諭一種免許状（商業）
75 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）
68 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
75 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）
90 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（福祉）
70 幼稚園教諭一種免許状
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）
230 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（公民）
高等学校教諭一種免許状（保健体育）
70 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）
75 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）
75 栄養教諭一種免許状
70 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
60 養護教諭一種免許状
80 高等学校教諭一種免許状（工業）
80 高等学校教諭一種免許状（工業）
60 高等学校教諭一種免許状（工業）
30 高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
80 高等学校教諭一種免許状（情報）
50 高等学校教諭一種免許状（工業）
70 中学校教諭一種免許状（保健体育）

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

235 山梨県

学校法人身延山学園

身延山大学

仏教学部

仏教学科

236 山梨県

学校法人山梨学院

山梨学院大学

法学部

法学科

経営学部
健康栄養学部
スポーツ科学部

政治行政学科
経営学科
管理栄養学科
スポーツ科学科

237 長野県

学校法人清泉女学院

清泉女学院大学

人間学部

心理コミュニケーション学科

238 長野県

学校法人松商学園

松本大学

総合経営学部

総合経営学科

専攻等名

観光ホスピタリティ学科

239 岐阜県

240 岐阜県

学校法人朝日大学

学校法人大垣総合学園

朝日大学

岐阜経済大学

人間健康学部

健康栄養学科
スポーツ健康学科

教育学部

学校教育学科

法学部

法学科

経営学部
保健医療学部

経営学科
健康スポーツ科学科

経済学部

経済学科
公共政策学科

経営学部

情報メディア学科
スポーツ経営学科

241 岐阜県

学校法人華陽学園

岐阜女子大学

家政学部

生活科学科

生活科学専攻
住居学専攻

健康栄養学科
文化創造学部

文化創造学科

文化創造学専攻

初等教育学専攻
242 岐阜県

学校法人聖徳学園

岐阜聖徳学園大学

243 岐阜県

学校法人岐阜済美学院

中部学院大学

244 岐阜県

学校法人神谷学園

東海学院大学

教育学部

学校教育課程

外国語学部

外国語学科

経済情報学部

経済情報学科

看護学部
教育学部

看護学科
子ども教育学科

スポーツ健康科学部

スポーツ健康科学科

健康福祉学部

総合福祉学科
管理栄養学科
心理学科

人間関係学部

94/273

コース等名

定員

免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（保健体育）
30 高等学校教諭一種免許状（宗教）
高等学校教諭一種免許状（公民）
200 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）
150 高等学校教諭一種免許状（公民）
220 高等学校教諭一種免許状（商業）
40 栄養教諭一種免許状
190 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）
48 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）
90 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）
80 高等学校教諭一種免許状（公民）
中学校教諭一種免許状（社会）
70 栄養教諭一種免許状
100 高等学校教諭一種免許状（保健体育）
中学校教諭一種免許状（保健体育）
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
80 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）
80 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）
100 高等学校教諭一種免許状（商業）
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）
90 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）
40 高等学校教諭一種免許状（公民）
高等学校教諭一種免許状（福祉）
70 高等学校教諭一種免許状（商業）
高等学校教諭一種免許状（情報）
150 高等学校教諭一種免許状（商業）
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）
20 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）
20 高等学校教諭一種免許状（家庭）
160 高等学校教諭一種免許状（家庭）
栄養教諭一種免許状
45 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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
70 小学校教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
330 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）
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）
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）
150 高等学校教諭一種免許状（商業）
高等学校教諭一種免許状（情報）
80 養護教諭一種免許状
80 小学校教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
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）
80 高等学校教諭一種免許状（福祉）
80 栄養教諭一種免許状
110 中学校教諭一種免許状（社会）

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

子ども発達学科
245 静岡県

学校法人静岡英和学院

静岡英和学院大学

人間社会学部

246 静岡県
247 静岡県

学校法人静岡精華学園
学校法人静岡理工科大学

静岡福祉大学
静岡理工科大学

子ども学部
理工学部

248 静岡県

学校法人聖隷学園

聖隷クリストファー大学

249 静岡県

学校法人常葉大学

常葉大学

人間社会学科

コミュニティ福祉学科

情報学部

子ども学科
機械工学科
電気電子工学科
物質生命科学科
コンピュータシステム学科

看護学部
社会福祉学部
教育学部

看護学科
こども教育福祉学科
初等教育課程

生涯学習学科

250 静岡県

学校法人興誠学園

浜松学院大学

生涯スポーツ専攻

外国語学部

英米語学科

造形学部

造形学科

経営学部
健康プロデュ－ス学部

経営学科
健康栄養学科
こども健康学科
心身マネジメント学科

社会環境学部

社会環境学科

保育学部
現代コミュニケーション学部

保育学科
子どもコミュニケーション学科

環境・自然再生コース

地域共創学科
251 愛知県

学校法人愛知大学

愛知大学

文学部

人文社会学科

経済学部

経済学科

国際コミュニケーション学部

英語学科
国際教養学科

252 愛知県

学校法人愛知学院

愛知学院大学

法学部

法学科

経営学部

経営学科

現代中国学部

会計ファイナンス学科
現代中国学科

地域政策学部

地域政策学科

文学部

宗教文化学科

95/273

コース等名

定員

免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（公民）
50 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（公民）
80 高等学校教諭一種免許状（福祉）
幼稚園教諭一種免許状
70 幼稚園教諭一種免許状
75 高等学校教諭一種免許状（工業）
65 高等学校教諭一種免許状（工業）
60 高等学校教諭一種免許状（理科）
50 高等学校教諭一種免許状（情報）
高等学校教諭一種免許状（数学）
150 養護教諭一種免許状
40 幼稚園教諭一種免許状
110 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）
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（音楽）
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）
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）
100 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）
300 高等学校教諭一種免許状（商業）
80 栄養教諭一種免許状
50 幼稚園教諭一種免許状
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）
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）
160 幼稚園教諭一種免許状
100 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
60 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）
290 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）
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（英語）
高等学校教諭一種免許状（英語）
330 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（商業）
115 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）
115 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）
315 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）
250 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（商業）
高等学校教諭一種免許状（情報）
125 高等学校教諭一種免許状（商業）
180 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）
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）
220 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）
70 中学校教諭一種免許状（宗教）

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

歴史学科

英語英米文化学科
日本文化学科

グローバル英語学科
心身科学部

心理学科
健康科学科

商学部

健康栄養学科
商学科

経営学部

経営学科

経済学部
法学部

経済学科
法律学科
現代社会法学科

253 愛知県

学校法人安城学園

愛知学泉大学

総合政策学部

総合政策学科

家政学部

家政学科

家政学専攻
管理栄養士専攻
こどもの生活専攻

254 愛知県

学校法人名古屋電気学園

愛知工業大学

工学部

電気学科

経営学部

応用化学科
機械学科
土木工学科
建築学科
経営学科

255 愛知県

学校法人愛知産業大学

愛知産業大学

情報科学部
造形学部
経営学部

情報科学科
建築学科
総合経営学科

256 愛知県

学校法人愛知淑徳学園

愛知淑徳大学

文学部

国文学科
総合英語学科

257 愛知県

学校法人東邦学園

愛知東邦大学

人間情報学部
健康医療科学部

教育学科
人間情報学科
スポーツ・健康医科学科

福祉貢献学部
交流文化学部

健康栄養学科
福祉貢献学科
交流文化学科

ビジネス学部
グローバル・コミュニケーション学部

ビジネス学科
グローバル・コミュニケーション学科

人間健康学部

人間健康学科

教育学部

子ども発達学科

子ども福祉専攻

258 愛知県

学校法人足立学園

愛知文教大学

人文学部

人文学科

259 愛知県

学校法人瀬木学園

愛知みずほ大学

人間科学部

心身健康科学科

260 愛知県

学校法人桜花学園

桜花学園大学

保育学部

保育学科

学芸学部

国際教養こども学科
英語学科
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コース等名

定員

免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（宗教）
130 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）
110 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）
110 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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
110 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）
140 高等学校教諭一種免許状（公民）
155 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）
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
80 栄養教諭一種免許状
250 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）
290 高等学校教諭一種免許状（商業）
高等学校教諭一種免許状（公民）
250 高等学校教諭一種免許状（公民）
190 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）
105 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）
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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
40 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）
80 栄養教諭一種免許状
70 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
270 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）
135 高等学校教諭一種免許状（理科）
250 高等学校教諭一種免許状（工業）
120 高等学校教諭一種免許状（工業）
220 高等学校教諭一種免許状（工業）
130 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）
190 高等学校教諭一種免許状（情報）
70 高等学校教諭一種免許状（工業）
120 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）
95 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）
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）
100 小学校教諭一種免許状
200 高等学校教諭一種免許状（情報）
130 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）
80 栄養教諭一種免許状
50 幼稚園教諭一種免許状
280 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）
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）
230 高等学校教諭一種免許状（商業）
60 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）
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）
80 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
110 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（英語）
高等学校教諭一種免許状（英語）
130 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）
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
130 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
45 幼稚園教諭一種免許状
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）

３．私立大学の学部等の課程
番号 都道府県名
設置者名
261 愛知県
学校法人清光学園
262 愛知県

学校法人金城学院

大学名
岡崎女子大学

学部等名
子ども教育学部

子ども教育学科

学科等名

金城学院大学

文学部

日本語日本文化学科

専攻等名

英語英米文化学科
外国語コミュニケーション学科
音楽芸術学科
生活環境学部

生活マネジメント学科

環境デザイン学科
食環境栄養学科

国際情報学部

国際情報学科

グローバルスタディーズコース

人間科学部

現代子ども教育学科

メディアスタディーズコース

多元心理学科

263 愛知県

学校法人至学館

至学館大学

薬学部

コミュニティ福祉学科
薬学科

健康科学部

健康スポーツ科学科
栄養科学科
こども健康・教育学科

264 愛知県
265 愛知県

学校法人修文学院
学校法人椙山女学園

修文大学
椙山女学園大学

健康栄養学部
生活科学部

管理栄養学科
管理栄養学科

生活環境デザイン学科
国際コミュニケーション学部

国際言語コミュニケーション学科
表現文化学科

人間関係学部

人間関係学科

心理学科
文化情報学部
現代マネジメント学部

文化情報学科
メディア情報学科
現代マネジメント学科

教育学部

子ども発達学科

266 愛知県

学校法人名古屋石田学園

星城大学

看護学部
経営学部

看護学科
経営学科

267 愛知県

学校法人大同学園

大同大学

工学部

機械工学科

機械システム工学科

電気電子工学科

建築学科

情報学部

情報システム学科
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コース等名

定員
免許状の種類
100 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
70 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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
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）
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）
45 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）
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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
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）
栄養教諭一種免許状
85 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）
85 高等学校教諭一種免許状（情報）
120 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）
110 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）
75 高等学校教諭一種免許状（福祉）
150 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）
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）
80 栄養教諭一種免許状
60 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（保健体育）
80 栄養教諭一種免許状
120 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）
栄養教諭一種免許状
132 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）
115 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）
95 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）
110 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）
110 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）
120 高等学校教諭一種免許状（情報）
100 高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
170 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（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）
100 養護教諭一種免許状
300 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）
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）
120 高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
110 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）
90 高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
165 高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
120 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）

３．私立大学の学部等の課程
番号

都道府県名

268 愛知県

設置者名
学校法人梅村学園

大学名
中京大学

学部等名
文学部

学科等名

専攻等名

日本文学科

言語表現学科

歴史文化学科
国際英語学部

国際英語学科

国際教養学部

国際教養学科

心理学部

心理学科

現代社会学部

現代社会学科

法学部

法律学科

総合政策学部

総合政策学科

経済学部

経済学科

経営学部

経営学科

工学部
スポーツ科学部

電気電子工学科
スポーツ教育学科
競技スポーツ科学科
スポーツ健康科学科

269 愛知県

学校法人中部大学

中部大学

工学部

機械工学科
電気電子システム工学科
都市建設工学科
建築学科
応用化学科
情報工学科

経営情報学部
国際関係学部

経営総合学科
国際学科

人文学部

日本語日本文化学科
英語英米文化学科
コミュニケーション学科
心理学科
歴史地理学科

応用生物学部

応用生物化学科
環境生物科学科
食品栄養科学科

食品栄養科学専攻
管理栄養科学専攻

生命健康科学部
現代教育学部

保健看護学科
幼児教育学科
現代教育学科

現代教育専攻
中等教育国語数学専攻

270 愛知県

学校法人東海学園

東海学園大学

経営学部

経営学科

人文学部

人文学科

教育学部

教育学科

98/273

コース等名

定員

免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（情報）
68 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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
72 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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
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）
180 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）
110 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）
175 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）
265 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）
320 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）
220 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）
320 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（商業）
325 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（商業）
86 高等学校教諭一種免許状（工業）
137 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）
269 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）
84 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）
160 高等学校教諭一種免許状（工業）
160 高等学校教諭一種免許状（工業）
80 高等学校教諭一種免許状（工業）
110 高等学校教諭一種免許状（工業）
90 高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（理科）
120 高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（情報）
300 高等学校教諭一種免許状（商業）
140 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）
80 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）
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）
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）
90 高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
110 高等学校教諭一種免許状（農業）
高等学校教諭一種免許状（理科）
110 高等学校教諭一種免許状（農業）
高等学校教諭一種免許状（理科）
60 高等学校教諭一種免許状（農業）
高等学校教諭一種免許状（理科）
80 栄養教諭一種免許状
100 養護教諭一種免許状
80 幼稚園教諭一種免許状
60 小学校教諭一種免許状
中学校教諭一種免許状（理科）
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）
230 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）
100 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）
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（保健）
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）
高等学校教諭一種免許状（英語）

３．私立大学の学部等の課程
番号

都道府県名

271 愛知県

設置者名

学校法人同朋学園

大学名

同朋大学

学部等名

学科等名

スポーツ健康科学部

スポーツ健康科学科

健康栄養学部
文学部

管理栄養学科
仏教学科

専攻等名

人文学科

社会福祉学部

社会福祉学科

272 愛知県

学校法人同朋学園

名古屋音楽大学

音楽学部

音楽学科

273 愛知県

学校法人中西学園

名古屋外国語大学

外国語学部

英米語学科

子ども学専攻
社会福祉専攻

フランス語学科
中国語学科
現代国際学部

グローバルビジネス学科

現代英語学科
国際教養学科
274 愛知県

学校法人名古屋学院大学

名古屋学院大学

経済学部

経済学科

現代社会学部

現代社会学科

商学部

商学科
経営情報学科

外国語学部

英米語学科

スポーツ健康学部

スポーツ健康学科
こどもスポーツ教育学科

275 愛知県

学校法人中西学園

名古屋学芸大学

管理栄養学部
ヒューマンケア学部

管理栄養学科
子どもケア学科

子どもケア専攻

幼児保育専攻
276 愛知県

277 愛知県

学校法人市邨学園

学校法人名古屋自由学院

名古屋経済大学

名古屋芸術大学

経営学部

経営学科

法学部

ビジネス法学科

人間生活科学部

教育保育学科

人間発達学部

管理栄養学科
子ども発達学科

芸術学部

芸術学科

278 愛知県

学校法人菊武学園

名古屋産業大学

現代ビジネス学部

現代ビジネス学科

279 愛知県

学校法人栗本学園

名古屋商科大学

経営学部
経済学部

家政学部

経営学科
経済学科
総合政策学科
マーケティング学科
会計ファイナンス学科
英語学科
グローバル教養学科
生活環境学科

文学部

児童教育学科

商学部
国際学部
280 愛知県

学校法人越原学園

名古屋女子大学

児童教育学専攻

幼児保育学専攻
281 愛知県

学校法人同朋学園

名古屋造形大学

造形学部

造形学科

282 愛知県

学校法人滝川学園

名古屋文理大学

情報メディア学部

情報メディア学科
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コース等名

定員

免許状の種類
養護教諭一種免許状
260 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）
120 栄養教諭一種免許状
10 中学校教諭一種免許状（宗教）
高等学校教諭一種免許状（宗教）
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）
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）
60 幼稚園教諭一種免許状
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）
高等学校教諭一種免許状（福祉）
120 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）
400 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）
75 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）
65 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）
99 高等学校教諭一種免許状（商業）
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）
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）
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）
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）
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）
200 高等学校教諭一種免許状（商業）
95 高等学校教諭一種免許状（商業）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
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）
50 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
160 栄養教諭一種免許状
100 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
120 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
150 高等学校教諭一種免許状（商業）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
100 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
80 栄養教諭一種免許状
140 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
445 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）
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）
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）
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）
171 高等学校教諭一種免許状（商業）
99 高等学校教諭一種免許状（商業）
99 高等学校教諭一種免許状（公民）
99 高等学校教諭一種免許状（商業）
99 高等学校教諭一種免許状（商業）
85 高等学校教諭一種免許状（英語）
49 高等学校教諭一種免許状（英語）
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）
120 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）
160 幼稚園教諭一種免許状
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）
100 高等学校教諭一種免許状（情報）

３．私立大学の学部等の課程
番号

都道府県名

283 愛知県

設置者名
学校法人南山学園

大学名
南山大学

学部等名
健康生活学部
人文学部

学科等名

専攻等名

健康栄養学科
キリスト教学科
人類文化学科
心理人間学科
日本文化学科

外国語学部

英米学科
スペイン・ラテンアメリカ学科
フランス学科
ドイツ学科
アジア学科

284 愛知県

285 愛知県
286 愛知県

学校法人日本福祉大学

学校法人河原学園
学校法人名城大学

日本福祉大学

人間環境大学
名城大学

経済学部

経済学科

経営学部
法学部

経営学科
法律学科

総合政策学部

総合政策学科

理工学部

システム数理学科

社会福祉学部
子ども発達学部

ソフトウェア工学科
社会福祉学科
子ども発達学科

経済学部

経済学科

国際福祉開発学部

国際福祉開発学科

スポーツ科学部

スポーツ科学科

看護学部
法学部

看護学科
法学科

経営学部

経営学科
国際経営学科
経済学科

経済学部

産業社会学科

理工学部

数学科

情報工学科
電気電子工学科

材料機能工学科

応用化学科

機械工学科

交通機械工学科

メカトロニクス工学科
社会基盤デザイン工学科

環境創造学科
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保育専修
学校教育専修

コース等名

定員
免許状の種類
80 栄養教諭一種免許状
20 中学校教諭一種免許状（宗教）
高等学校教諭一種免許状（宗教）
110 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）
110 高等学校教諭一種免許状（公民）
100 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）
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）
60 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）
60 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）
60 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）
60 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）
275 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）
270 高等学校教諭一種免許状（商業）
275 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）
275 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）
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）
80 高等学校教諭一種免許状（情報）
400 高等学校教諭一種免許状（福祉）
120 幼稚園教諭一種免許状
95 小学校教諭一種免許状
中学校教諭一種免許状（社会）
200 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）
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）
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）
95 養護教諭一種免許状
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）
215 高等学校教諭一種免許状（商業）
95 高等学校教諭一種免許状（商業）
210 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（商業）
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）
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）
90 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）
150 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）
150 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）
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（工業）
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（工業）
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（工業）
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（工業）
80 高等学校教諭一種免許状（工業）
90 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）
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（工業）

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

建築学科

農学部

生物資源学科

応用生物化学科

生物環境科学科

287 三重県

学校法人皇學館

皇學館大学

都市情報学部

都市情報学科

人間学部

人間学科

外国語学部

国際英語学科

文学部

神道学科
国文学科

国史学科

コミュニケーション学科
教育学部

教育学科

288 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

289 滋賀県

学校法人京都成安学園

成安造形大学

芸術学部

芸術学科

290 滋賀県

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

291 滋賀県

学校法人大阪成蹊学園

びわこ成蹊スポーツ大学

スポーツ学部

スポーツ学科

292 京都府

学校法人真宗大谷学園

大谷大学

文学部

真宗学科

幼児教育学専攻
養護教育学専攻

スポーツ教育学科

哲学科
歴史学科
文学科
国際文化学科

293 京都府

学校法人京都外国語大学

京都外国語大学

教育学部

教育学科

外国語学部

英米語学科

初等教育コース
幼児教育コース

スペイン語学科
フランス語学科
ドイツ語学科
ブラジルポルトガル語学科
中国語学科
日本語学科
イタリア語学科
294 京都府

学校法人佛教教育学園

京都華頂大学

現代家政学部

現代家政学科

健康科学部

食物栄養学科
健康栄養学科

うち、児童学専攻

295 京都府

学校法人光華女子学園

京都光華女子大学

管理栄養士専攻
健康スポーツ栄養専攻
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コース等名

定員
免許状の種類
145 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）
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）
高等学校教諭一種免許状（農業）
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）
高等学校教諭一種免許状（農業）
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）
高等学校教諭一種免許状（農業）
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（公民）
220 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（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）
130 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）
70 中学校教諭一種免許状（宗教）
高等学校教諭一種免許状（宗教）
80 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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
80 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）
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）
210 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（保健体育）
高等学校教諭一種免許状（保健体育）
40 幼稚園教諭一種免許状
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
200 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）
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
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）
360 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）
60 中学校教諭一種免許状（宗教）
高等学校教諭一種免許状（宗教）
50 高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
70 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）
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）
50 小学校教諭一種免許状
80 幼稚園教諭一種免許状
350 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）
60 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）
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）
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）
50 中学校教諭一種免許状（ポルトガル語）
高等学校教諭一種免許状（ポルトガル語）
60 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）
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）
50 中学校教諭一種免許状（イタリア語）
高等学校教諭一種免許状（イタリア語）
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）
50 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
60 栄養教諭一種免許状
80 栄養教諭一種免許状
40 中学校教諭一種免許状（保健体育）

３．私立大学の学部等の課程
番号

都道府県名

296 京都府

設置者名

学校法人京都産業大学

大学名

京都産業大学

学部等名

学科等名

専攻等名

看護学科
こども教育学科

経済学部

経済学科

625

法学部

法律学科

410

法政策学科

185

現代社会学科

300

健康スポーツ社会学科

100

英語学科

120

ヨーロッパ言語学科

175

アジア言語学科

125

京都文化学科

100

国際文化学科

170

外国語学部

文化学部

理学部

85
80

数理科学科

55

物理科学科

40

宇宙物理・気象学科
学校法人京都女子学園

京都女子大学

文学部

発達教育学部

40

国文学科

130

英文学科

125

史学科

130

教育学科

教育学専攻
音楽教育学専攻

家政学部

298 京都府

学校法人京都精華大学

京都精華大学

定員

こども教育学部

現代社会学部

297 京都府

コース等名

95
35

児童学科
食物栄養学科

105
120

生活造形学科

120

現代社会学部

現代社会学科

290

法学部

法学科

120

人文学部

総合人文学科

300

芸術学部

造形学科

240

デザイン学部

ビジュアルデザイン学科

64

イラスト学科

64

プロダクトデザイン学科

48

マンガ学部

マンガ学科

168

アニメーション学科

102/273

64

免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（保健体育）
栄養教諭二種免許状
養護教諭一種免許状
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（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（商業）
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）
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）
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）
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）
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（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（ドイツ語）
高等学校教諭一種免許状（ドイツ語）
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）
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（中国語）
高等学校教諭一種免許状（中国語）
中学校教諭一種免許状（社会）
高等学校教諭一種免許状（地理歴史）
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（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）
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）
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）
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）
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（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（社会）
高等学校教諭一種免許状（地理歴史）
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（音楽）
高等学校教諭一種免許状（音楽）
幼稚園教諭一種免許状
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）
栄養教諭一種免許状
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（地理歴史）
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）
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）
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）
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）
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）
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）

３．私立大学の学部等の課程
番号 都道府県名
設置者名
299 京都府
学校法人京都学園

大学名
京都先端科学大学

学部等名

学科等名

人文学部

歴史文化学科

健康医療学部

健康スポーツ学科

バイオ環境学部

バイオサイエンス学科

専攻等名

バイオ環境デザイン学科

300 京都府

学校法人瓜生山学園

京都造形芸術大学

芸術学部

食農学科
美術工芸学科

アートプロデュース学科
マンガ学科
キャラクターデザイン学科
情報デザイン学科
空間演出デザイン学科
プロダクトデザイン学科
環境デザイン学科
こども芸術学科
歴史遺産学科
301 京都府

学校法人京都橘学園

京都橘大学

文学部

日本語日本文学科

歴史学科
歴史遺産学科
発達教育学部

児童教育学科

国際英語学部

国際英語学科

現代ビジネス学部

経営学科
都市環境デザイン学科

302 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

看護学部
健康科学部
国際言語文化学部

看護学科
心理学科
英語英文学科
国際日本文化学科

現代人間学部

こども教育学科
福祉生活デザイン学科

303 京都府

学校法人京都文教学園

京都文教大学

総合社会学部

総合社会学科

304 京都府

学校法人大覚寺学園

嵯峨美術大学

臨床心理学部
芸術学部

教育福祉心理学科
臨床心理学科
造形学科

305 京都府

学校法人同志社

同志社大学

神学部

神学科

文学部

英文学科

小学校教員養成コース

デザイン学科

哲学科

美学芸術学科

文化史学科

国文学科
社会学部

社会学科
社会福祉学科

103/273

コース等名

定員
免許状の種類
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）
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）
65 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）
55 高等学校教諭一種免許状（理科）
中学校教諭一種免許状（理科）
70 高等学校教諭一種免許状（農業）
170 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）
25 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）
45 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）
90 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）
180 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）
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）
45 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）
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）
30 幼稚園教諭一種免許状
30 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）
85 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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
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）
55 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）
140 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
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）
180 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）
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）
95 養護教諭一種免許状
90 高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
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）
70 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
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）
200 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 小学校教諭一種免許状
150 高等学校教諭一種免許状（公民）
45 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）
90 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）
63 中学校教諭一種免許状（宗教）
高等学校教諭一種免許状（宗教）
315 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）
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）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
高等学校教諭一種免許状（公民）
125 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）
125 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）
90 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）
98 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（福祉）

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

メディア学科
産業関係学科
教育文化学科

法学部

法律学科

政治学科

経済学部

経済学科

商学部

商学科

政策学部

政策学科

文化情報学部

文化情報学科

理工学部

インテリジェント情報工学科

情報システムデザイン学科

電気工学科
電子工学科
機械システム工学科

エネルギー機械工学科

機能分子・生命化学科
化学システム創成工学科

環境システム学科
数理システム学科

生命医科学部

医工学科

医情報学科

医生命システム学科

306 京都府

学校法人同志社

同志社女子大学

スポーツ健康科学部

スポーツ健康科学科

心理学部

心理学科

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

グローバル地域文化学部

グローバル地域文化学科

学芸学部

音楽学科

現代社会学部

メディア創造学科
社会システム学科

英語コース

演奏専攻
音楽文化専攻

104/273

コース等名

定員
免許状の種類
88 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）
87 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）
79 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）
683 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）
210 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）
893 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）
893 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（商業）
420 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）
294 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）
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）
83 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）
83 高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
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）
86 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）
96 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）
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）
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）
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）
83 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）
83 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）
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）
51 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）
41 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）
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）
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）
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）
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）
65 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）
221 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）
158 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）
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）
190 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）
75 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）
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）
120 高等学校教諭一種免許状（情報）
300 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）

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

コース等名

現代こども学科
看護学部
表象文化学部

看護学科
英語英文学科
日本語日本文学科

生活科学部

人間生活学科
食物栄養科学科

食物科学専攻
管理栄養士専攻

307 京都府

学校法人花園学園

花園大学

文学部

仏教学科
日本史学科

日本文学科

社会福祉学部

社会福祉学科

臨床心理学科
児童福祉学科
308 京都府

学校法人佛教教育学園

佛教大学

仏教学部

仏教学科

文学部

日本文学科

中国学科

英米学科
歴史学部

歴史学科

歴史文化学科

教育学部

教育学科

臨床心理学科
社会学部

現代社会学科

公共政策学科

309 京都府

学校法人立命館

立命館大学

社会福祉学部

社会福祉学科

法学部

法学科

経済学部

経済学科

産業社会学部

現代社会学科

子ども社会専攻
現代社会専攻、メディア社会専攻、人間福祉専攻、スポーツ社会専攻

文学部

人文学科
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定員

免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（公民）
100 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
80 養護教諭一種免許状
145 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）
120 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）
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）
55 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）
80 栄養教諭一種免許状
35 中学校教諭一種免許状（宗教）
高等学校教諭一種免許状（宗教）
65 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）
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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
80 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（福祉）
85 高等学校教諭一種免許状（福祉）
80 幼稚園教諭一種免許状
養護教諭一種免許状
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）
中学校教諭一種免許状（宗教）
高等学校教諭一種免許状（宗教）
120 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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
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）
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）
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）
110 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）
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）
高等学校教諭一種免許状（公民）
130 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（社会）
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）
60 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）
200 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）
120 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）
270 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（福祉）
755 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）
795 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）
50 小学校教諭一種免許状
760 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）
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）
980 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（地理歴史）
高等学校教諭一種免許状（公民）

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

映像学部
理工学部

学科等名

専攻等名

映像学科
数理科学科

310 京都府

学校法人龍谷大学

龍谷大学

定員

160
97

物理科学科

情報理工学部
生命科学部

コース等名

86

電気電子工学科

154

電子情報工学科

102

機械工学科
ロボティクス学科
環境都市工学科
建築都市デザイン学科
情報理工学科
応用化学科

173
90
166
91
475
111

生物工学科

86

生命情報学科

64

生命医科学科

64

スポーツ健康科学部

スポーツ健康科学科

235

文学部

真宗学科

135

仏教学科

110

哲学科

臨床心理学科
歴史学科

日本語日本文学科

69

教育学専攻

69

日本史学専攻

92
75

東洋史学専攻

69

仏教史学専攻

60

文化遺産学専攻

44
94

英語英米文学科
経済学部

哲学専攻

94

現代経済学科

342

国際経済学科

228

経営学部

経営学科

493

法学部

法律学科

420

理工学部

数理情報学科

95

電子情報学科

95

機械システム工学科
物質化学科
情報メディア学科
環境ソリューション工学科
社会学部

105
95
95
95

社会学科

200

コミュニティマネジメント学科

145

現代福祉学科

185

政策学部

政策学科

292

国際学部

国際文化学科

353
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免許状の種類
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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
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）
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）
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）
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）
中学校教諭一種免許状（宗教）
高等学校教諭一種免許状（宗教）
中学校教諭一種免許状（宗教）
高等学校教諭一種免許状（宗教）
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）
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（公民）
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）
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）
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）
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）
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（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（社会）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
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（商業）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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（福祉）
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）
中学校教諭一種免許状（英語）

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
グローバルスタディーズ学科

農学部

植物生命科学科

資源生物科学科

311 大阪府

学校法人藍野大学

藍野大学

医療保健学部

食品栄養学科
食料農業システム学科
看護学科

312 大阪府

学校法人追手門学院

追手門学院大学

経済学部

経済学科

経営学部

経営学科

地域創造学部

地域創造学科

社会学部

社会学科

心理学部

心理学科

国際教養学部

国際日本学科
国際教養学科

313 大阪府

学校法人大阪青山学園

大阪青山大学

健康科学部

健康栄養学科
子ども教育学科

314 大阪府

学校法人大谷学園

大阪大谷大学

文学部

日本語日本文学科

歴史文化学科
教育学部

教育学科

人間社会学部

人間社会学科

スポーツ健康学科
315 大阪府

学校法人大阪音楽大学

大阪音楽大学

音楽学部

音楽学科

316 大阪府

学校法人大阪学院大学

大阪学院大学

商学部
経営学部
経済学部

商学科
経営学科
経済学科

法学部

法学科

外国語学部

英語学科

国際学部

国際学科

317 大阪府

学校法人明浄学院

大阪観光大学

情報学部
観光学部

情報学科
観光学科

318 大阪府

学校法人大阪経済大学

大阪経済大学

経済学部

経済学科

地域政策学科

経営学部第１部（昼間学部）

経営学科

ビジネス法学科
経営学部第２部（夜間学部）
情報社会学部

経営学科
情報社会学科
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専攻等名

コース等名

定員

免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（英語）
128 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）
84 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）
126 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）
80 栄養教諭一種免許状
126 高等学校教諭一種免許状（農業）
90 高等学校教諭一種免許状（看護）
養護教諭一種免許状
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（商業）
443 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）
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）
230 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）
220 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）
180 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）
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）
80 栄養教諭一種免許状
80 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
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）
230 小学校教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
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）
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）
80 高等学校教諭一種免許状（福祉）
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）
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）
210 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）
150 高等学校教諭一種免許状（商業）
280 高等学校教諭一種免許状（商業）
450 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）
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）
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）
80 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）
100 高等学校教諭一種免許状（情報）
130 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（商業）
450 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）
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）
高等学校教諭一種免許状（商業）
330 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）
180 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）
110 高等学校教諭一種免許状（商業）
250 高等学校教諭一種免許状（商業）

３．私立大学の学部等の課程
番号

都道府県名

319 大阪府

320 大阪府

設置者名

学校法人大阪経済法律学園

学校法人塚本学院

大学名

大阪経済法科大学

大阪芸術大学

学部等名

学科等名

人間科学部

人間科学科

経済学部

経済学科

法学部

法律学科

芸術学部

美術学科

デザイン学科

文芸学科
音楽学科
工芸学科

演奏学科
初等芸術教育学科
321 大阪府

学校法人常翔学園

大阪工業大学

工学部

都市デザイン工学科

建築学科

機械工学科

電気電子システム工学科

電子情報システム工学科

応用化学科

環境工学科

生命工学科

ロボティクス＆デザイン工学部

情報科学部

ロボット工学科
システムデザイン工学科
空間デザイン学科
情報知能学科

情報システム学科

情報メディア学科

ネットワークデザイン学科

322 大阪府

323 大阪府

学校法人大阪国際学園

学校法人大阪産業大学

大阪国際大学

大阪産業大学

人間科学部

スポーツ行動学科

国際教養学部

国際コミュニケーション学科

国際学部

国際学科

スポーツ健康学部

スポーツ健康学科

経営学部

経営学科
商学科

経済学部

経済学科
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専攻等名

コース等名

定員

免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（情報）
175 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）
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）
200 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）
260 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）
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）
高等学校教諭一種免許状（工芸）
190 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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
45 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）
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）
80 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）
30 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
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（工業）
150 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）
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（工業）
125 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）
110 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）
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（工業）
75 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）
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（工業）
90 高等学校教諭一種免許状（工業）
90 高等学校教諭一種免許状（工業）
100 高等学校教諭一種免許状（工業）
105 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）
105 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）
105 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）
105 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）
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）
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）
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）
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）
295 高等学校教諭一種免許状（商業）
190 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）
250 中学校教諭一種免許状（社会）

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

デザイン工学部

学科等名

専攻等名

学校法人樟蔭学園

大阪樟蔭女子大学

225

情報システム学科

105

建築・環境デザイン学科

105

80

工学部

機械工学科
交通機械工学科
都市創造工学科
電子情報通信工学科

学芸学部

国文学科

105
130
90
100

80

国際英語学科

40

化粧ファッション学科

120

ライフプランニング学科

325 大阪府

学校法人谷岡学園

大阪商業大学

定員

国際経済学科

環境理工学科

324 大阪府

コース等名

40

児童教育学部

児童教育学科

健康栄養学部

健康栄養学科

経済学部

経済学科

300

総合経営学部

経営学科

400

商学科

150

公共学部

公共学科

250

150

326 大阪府

学校法人大阪女学院

大阪女学院大学

国際・英語学部

国際・英語学科

327 大阪府

学校法人大阪成蹊学園

大阪成蹊大学

マネジメント学部

マネジメント学科

芸術学部

造形芸術学科

教育学部

教育学科

170
管理栄養士専攻
食物栄養専攻

120
40

70
190
初等教育専攻

120

中等教育専攻

60

328 大阪府

学校法人城南学園

大阪総合保育大学

児童保育学部

児童保育学科

110

329 大阪府

学校法人浪商学園

大阪体育大学

体育学部

スポーツ教育学科

320

健康・スポーツマネジメント学科

200

教育学部

教育学科

125

工学部

電気電子工学科

80

電子機械工学科

80

機械工学科

90

330 大阪府

学校法人大阪電気通信大学

大阪電気通信大学
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免許状の種類
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
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（家庭）
高等学校教諭一種免許状（家庭）
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）
幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
栄養教諭一種免許状
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
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（商業）
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（商業）
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（商業）
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）
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（社会）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
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（保健体育）
高等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（英語）
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（保健体育）
高等学校教諭一種免許状（保健体育）
中学校教諭一種免許状（保健体育）
高等学校教諭一種免許状（保健体育）
小学校教諭一種免許状
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
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）
中学校教諭一種免許状（技術）

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

基礎理工学科

環境科学科

医療福祉工学部

医療福祉工学科

健康スポーツ科学科
情報通信工学部

情報工学科

通信工学科

総合情報学部

情報学科

331 大阪府

学校法人薫英学園

大阪人間科学大学

人間科学部

子ども保育学科
健康心理学科

332 大阪府

学校法人関西大学

関西大学

法学部

法学政治学科

文学部

総合人文学科

経済学部

経済学科

商学部

商学科

社会学部

社会学科

うち、初等教育学専修

社会学専攻

心理学専攻

メディア専攻
社会システムデザイン専攻

政策創造学部

政策学科

外国語学部

国際アジア法政策学科
外国語学科

人間健康学部

人間健康学科

総合情報学部

総合情報学科

社会安全学部

安全マネジメント学科

システム理工学部

数学科
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コース等名

定員

免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
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）
90 中学校教諭一種免許状（理科）
中学校教諭一種免許状（技術）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
高等学校教諭一種免許状（工業）
90 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）
95 幼稚園教諭一種免許状
90 高等学校教諭一種免許状（公民）
中学校教諭一種免許状（社会）
715 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）
770 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（地理歴史）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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（フランス語）
高等学校教諭一種免許状（フランス語）
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）
50 小学校教諭一種免許状
726 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）
726 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（商業）
198 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）
198 高等学校教諭一種免許状（公民）
中学校教諭一種免許状（職業指導）
高等学校教諭一種免許状（職業指導）
198 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）
198 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）
中学校教諭一種免許状（職業指導）
高等学校教諭一種免許状（職業指導）
270 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（地理歴史）
80 高等学校教諭一種免許状（公民）
165 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）
330 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）
500 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（情報）
275 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）
33 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）

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
物理・応用物理学科

専攻等名

機械工学科

電気電子情報工学科

環境都市工学部

建築学科
都市システム工学科

エネルギー・環境工学科

化学生命工学部

化学・物質工学科

生命・生物工学科
333 大阪府

学校法人関西外国語大学

関西外国語大学

英語キャリア学部

英語キャリア学科

外国語学部

英米語学科

小学校教員コース

スペイン語学科

334 大阪府

335 大阪府

学校法人玉手山学園

学校法人近畿大学

関西福祉科学大学

近畿大学

英語国際学部

英語国際学科

社会福祉学部
健康福祉学部

社会福祉学科
健康科学科

教育学部

福祉栄養学科
教育学科

法学部

法律学科

経済学部

経済学科

子ども教育専攻
発達支援教育専攻

総合経済政策学科

国際経済学科

経営学部

経営学科

昼間主コース

夜間主コース

商学科

会計学科

キャリア・マネジメント学科
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コース等名

定員
免許状の種類
66 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）
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）
220 高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
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）
182 高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
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）
105 高等学校教諭一種免許状（工業）
132 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）
88 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）
242 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）
105 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）
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）
30 小学校教諭一種免許状
1170 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）
250 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）
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）
700 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）
140 高等学校教諭一種免許状（福祉）
80 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
80 栄養教諭一種免許状
50 幼稚園教諭一種免許状
50 小学校教諭一種免許状
500 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）
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）
420 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（商業）
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）
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）
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）
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）
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）
425 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）
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（商業）
405 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）
175 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）
175 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）

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
理工学部

学科等名

専攻等名

理学科

生命科学科
応用化学科
機械工学科

電気電子工学科

社会環境工学科
情報学科
薬学部

医療薬学科
創薬科学科

文芸学部

文学科

日本文学専攻
英語英米文学専攻

芸術学科

舞台芸術専攻
造形芸術専攻

文化・歴史学科

総合社会学部

総合社会学科

農学部

農業生産科学科

水産学科

応用生命化学科

食品栄養学科

環境管理学科

生物機能科学科

生物理工学部

生物工学科
遺伝子工学科
食品安全工学科
生命情報工学科

人間環境デザイン工学科

工学部

医用工学科
化学生命工学科

機械工学科
情報学科
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コース等名

定員
免許状の種類
225 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）
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）
95 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）
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）
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）
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）
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）
190 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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
190 高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（情報）
150 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）
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）
120 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）
60 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）
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）
65 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）
140 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（地理歴史）
510 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）
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（農業）
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（水産）
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（農業）
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）
栄養教諭一種免許状
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（農業）
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（農業）
90 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）
90 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）
90 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）
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）
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）
55 高等学校教諭一種免許状（理科）
85 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）
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）
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）
90 中学校教諭一種免許状（技術）

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

建築学科

学校法人四天王寺学園

四天王寺大学

100
90

ロボティクス学科

80

生物環境化学科

75

電気電子工学科

65

建築･デザイン学科
情報学科

90
70

国際学部

経営ビジネス学科
国際学科

120
500

人文社会学部

日本学科

100

国際キャリア学科

90

社会学科

160

人間福祉学科

337 大阪府

学校法人常翔学園

摂南大学

健康福祉専攻

教育学科

理工学部

生命科学科

90

住環境デザイン学科

70

建築学科

70

240

90

都市環境工学科

70

外国語学部

外国語学科

220

経営学部

経営学科
経営情報学科

170
100

法学部

法律学科

250
250

経済学部

経済学科

学校法人金蘭会学園

千里金蘭大学

生活科学部

食物栄養学科
児童教育学科

339 大阪府

学校法人相愛学園

相愛大学

音楽学部

音楽学科

人文学部

人文学科

341 大阪府

学校法人帝塚山学院

太成学院大学

帝塚山学院大学

110

電気電子工学科

338 大阪府

学校法人天満学園

70

教育学部

機械工学科

340 大阪府

定員

電子情報工学科

産業理工学部

336 大阪府

コース等名

人間発達学部

子ども発達学科

経営学部
人間学部

発達栄養学科
現代ビジネス学科
子ども発達学科

看護学部
リベラルアーツ学部

80
70
100
日本文学コース

25

仏教文化コース

10
80

初等教育コース

80
40
25

健康スポーツ学科

140

看護学科
リベラルアーツ学科

80
120
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免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
高等学校教諭一種免許状（商業）
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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
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（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（公民）
高等学校教諭一種免許状（福祉）
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）
高等学校教諭一種免許状（英語）
養護教諭一種免許状
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（商業）
高等学校教諭一種免許状（商業）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
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）
栄養教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
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）
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（宗教）
高等学校教諭一種免許状（宗教）
小学校教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
栄養教諭一種免許状
高等学校教諭一種免許状（情報）
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（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
中学校教諭一種免許状（国語）

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
人間科学部

学科等名

専攻等名

キャリア英語学科
心理学科

342 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

食物栄養学科
国際こども教育学科

343 大阪府

学校法人梅花学園

梅花女子大学

文化表現学部

国際英語学科

管理栄養士課程

日本文化創造学科

心理こども学部

こども学科

食文化学部

心理学科
食文化学科

看護保健学部
344 大阪府

学校法人羽衣学園

羽衣国際大学

現代社会学部
人間生活学部

345 大阪府

学校法人阪南大学

阪南大学

管理栄養学科
看護学科
口腔保健学科
放送・メディア映像学科
現代社会学科
食物栄養学科
人間生活学科

流通学部
経済学部

流通学科
経済学科

経営情報学部

経営情報学科

国際コミュニケーション学部
国際観光学部

国際コミュニケーション学科
国際観光学科

346 大阪府

学校法人村上学園

東大阪大学

こども学部

こども学科

347 大阪府

学校法人平安女学院

平安女学院大学

子ども教育学部

子ども教育学科

348 大阪府

学校法人桃山学院

桃山学院教育大学

教育学部

教育学科

349 大阪府

学校法人桃山学院

桃山学院大学

国際教養学部

英語・国際文化学科

社会学部

社会学科

法学部

法律学科

経済学部

経済学科

経営学部

経営学科

350 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

鍼灸学科

351 大阪府

学校法人西大和学園

大和大学

教育学部

看護学科
教育学科

352 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

353 兵庫県

学校法人大手前学園

大手前大学

経営教育学科

総合文化学部

総合文化学科

生活総合専攻

スポーツ特修コース

児童教育学科
経営教育学部

公民専攻
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コース等名

定員

免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（国語）
30 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）
130 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
80 栄養教諭一種免許状
118 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）
30 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）
30 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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
70 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
55 高等学校教諭一種免許状（公民）
60 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 栄養教諭一種免許状
90 養護教諭一種免許状
70 養護教諭一種免許状
55 高等学校教諭一種免許状（情報）
20 高等学校教諭一種免許状（公民）
70 栄養教諭一種免許状
40 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）
230 高等学校教諭一種免許状（商業）
280 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）
220 高等学校教諭一種免許状（商業）
高等学校教諭一種免許状（情報）
170 高等学校教諭一種免許状（英語）
155 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）
60 小学校教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
90 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
175 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（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
275 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）
260 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）
200 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）
360 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（商業）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
高等学校教諭一種免許状（商業）
20 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）
90 養護教諭一種免許状
190 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）
高等学校教諭一種免許状（国語）
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）
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）
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）
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）
30 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
100 中学校教諭一種免許状（技術）
高等学校教諭一種免許状（情報）
190 中学校教諭一種免許状（社会）

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

354 兵庫県

学校法人濱名学院

関西国際大学

355 兵庫県

学校法人関西金光学園

関西福祉大学

356 兵庫県

学校法人関西学院

関西学院大学

学部等名

学科等名

専攻等名

コース等名

定員

メディア・芸術学部

メディア・芸術学科

180

健康栄養学部
人間科学部

管理栄養学科
人間心理学科

80
125

教育学部

教育福祉学科

看護学部
教育学部

看護学科
児童教育学科

85
80

保健教育学科

80

こども学専攻

神学部

文学部

120

30

文化歴史学科

275

総合心理科学科
文学言語学科

175
320

社会学部

社会学科

650

法学部

法律学科

520

政治学科

160

経済学部

680

商学部

650

理工学部

総合政策学部

数理科学科

75

物理学科

75

先進エネルギーナノ工学科

80

化学科

75

環境・応用化学科

80

生命科学科

80

生命医化学科

80

情報科学科

75

人間システム工学科

80

総合政策学科

245
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免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（地理歴史）
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（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）
栄養教諭一種免許状
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）
小学校教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
養護教諭一種免許状
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（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
中学校教諭一種免許状（宗教）
高等学校教諭一種免許状（宗教）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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（公民）
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（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（フランス語）
高等学校教諭一種免許状（フランス語）
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）
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）
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）
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（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）
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）
高等学校教諭一種免許状（商業）
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）
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（数学）
高等学校教諭一種免許状（数学）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）

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
メディア情報学科
都市政策学科

専攻等名

国際政策学科
人間福祉学部

社会起業学科
人間科学科

教育学部

教育学科

国際学部

国際学科

357 兵庫県

学校法人甲子園学院

甲子園大学

栄養学部

358 兵庫県

学校法人甲南学園

甲南大学

文学部

栄養学科
フードデザイン学科
日本語日本文学科
英語英米文学科
社会学科
人間科学科

歴史文化学科
理工学部

物理学科
生物学科
機能分子化学科

359 兵庫県

学校法人甲南女子学園

甲南女子大学

経済学部

経済学科

法学部

法学科

経営学部

経営学科

知能情報学部

知能情報学科

医療栄養学部
文学部

医療栄養学科
日本語日本文化学科
英語文化学科

人間科学部

総合子ども学科

360 兵庫県

学校法人都築学園

神戸医療福祉大学

看護リハビリテーション学部
社会福祉学部

看護学科
健康スポーツコミュニケーション学科

361 兵庫県

学校法人海星女子学院

神戸海星女子学院大学

現代人間学部

英語観光学科

362 兵庫県

学校法人神戸学院

神戸学院大学

法学部

法律学科

経済学部

経済学科

経営学部

経営学科

人文学部

人文学科

心理学部
現代社会学部

心理学科
現代社会学科

心理こども学科

社会防災学科
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
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（うち英語コース）

コース等名

定員
免許状の種類
120 高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
125 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）
70 高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
350 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（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）
300 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）
120 栄養教諭一種免許状
80 栄養教諭二種免許状
70 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）
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）
90 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）
95 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）
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）
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）
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）
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）
345 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）
345 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）
345 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）
120 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）
80 栄養教諭一種免許状
80 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）
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）
150 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
100 養護教諭一種免許状
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）
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）
50 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
450 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）
340 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）
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）
300 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（地理歴史）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
150 高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
90 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）
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）

３．私立大学の学部等の課程
番号

都道府県名

363 兵庫県

364 兵庫県

365 兵庫県

設置者名

学校法人谷岡学園

学校法人八代学院

学校法人松蔭女子学院

大学名

神戸芸術工科大学

神戸国際大学

神戸松蔭女子学院大学

学部等名
総合リハビリテーション学部
栄養学部
芸術工学部

経済学部

文学部

学科等名
社会リハビリテーション学科
栄養学科
環境デザイン学科
プロダクト・インテリアデザイン学科

専攻等名
（うち管理栄養学専攻）

学校法人神戸女学院

神戸女学院大学

50
80

まんが表現学科

45

映像表現学科

45

アート・クラフト学科

40

経済経営学科

180

国際文化ビジネス・観光学科

120

英語学科

100
60

人間科学部

都市生活学科

100

文学部

英文学科

150

総合文化学科

200

音楽学部

音楽学科

器楽専攻

29

声楽専攻

8

ミュージック・クリエィション専攻

367 兵庫県

学校法人行吉学園

神戸女子大学

環境・バイオサイエンス学科

80

家政学部

家政学科

80

文学部

60

英語英米文学科

60

国際教養学科

40

60

教育学科

神戸親和女子大学

150

日本語日本文学科

史学科

学校法人親和学園

2

人間科学部

管理栄養士養成課程

368 兵庫県

定員
90
95
70
70

ファッションデザイン学科
ビジュアルデザイン学科

日本語日本文化学科

366 兵庫県

コース等名

165

健康福祉学部
看護学部
文学部

健康スポーツ栄養学科
看護学科
総合文化学科

発達教育学部

児童教育学科

80
90
60

215

ジュニアスポーツ教育学科

80

369 兵庫県

学校法人玉田学園

神戸常盤大学

保健科学部
教育学部

看護学科
こども教育学科

75
80

370 兵庫県

学校法人園田学園

園田学園女子大学

人間健康学部

総合健康学科

95

人間教育学部

人間看護学科
食物栄養学科
児童教育学科

80
80
95
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免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（福祉）
栄養教諭一種免許状
高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
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）
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（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）
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（音楽）
高等学校教諭一種免許状（音楽）
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）
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）
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）
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）
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）
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（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（社会）
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）
幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
栄養教諭二種免許状
養護教諭一種免許状
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）
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）
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（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
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（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
養護教諭一種免許状
栄養教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状

３．私立大学の学部等の課程
番号 都道府県名
設置者名
371 兵庫県
学校法人弘徳学園

372 兵庫県

学校法人獨協学園

大学名

学部等名

学科等名

姫路大学

教育学部

こども未来学科

姫路獨協大学

人間社会学群

国際言語文化学類

専攻等名

現代法律学類
産業経営学類
373 兵庫県

374 兵庫県

学校法人睦学園

学校法人武庫川学院

兵庫大学

武庫川女子大学

健康科学部

栄養マネジメント学科
健康システム学科

看護学部
生涯福祉学部
現代ビジネス学部

看護学科
社会福祉学科
こども福祉学科
現代ビジネス学科

文学部

日本語日本文学科

英語文化学科
健康・スポーツ科学部

健康・スポーツ科学科

生活環境学部

生活環境学科

音楽学部

食物栄養学科
情報メディア学科
演奏学科
応用音楽学科

375 兵庫県
376 奈良県

377 奈良県

378 奈良県

学校法人中内学園
学校法人冬木学園

学校法人帝塚山学園

学校法人天理大学

流通科学大学
畿央大学

帝塚山大学

天理大学

薬学部

健康生命薬科学科

商学部
健康科学部

マーケティング学科
看護医療学科
健康栄養学科
人間環境デザイン学科

教育学部

現代教育学科

文学部

日本文化学科

経済経営学部

経済経営学科

現代生活学部

食物栄養学科
居住空間デザイン学科

教育学部

こども教育学科

人間学部

宗教学科
人間関係学科
国文学国語学科

社会福祉専攻

文学部
国際学部

外国語学科

英米語専攻
中国語専攻
韓国・朝鮮語専攻

379 奈良県

学校法人奈良大学

奈良大学

体育学部

体育学科

文学部

国文学科
史学科
地理学科
文化財学科

380 奈良県

学校法人奈良学園

奈良学園大学

社会学部

総合社会学科

人間教育学部

人間教育学科

人間教育学専攻
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コース等名

定員
免許状の種類
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
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）
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）
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）
80 栄養教諭一種免許状
40 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）
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）
養護教諭一種免許状
90 養護教諭一種免許状
30 高等学校教諭一種免許状（福祉）
50 幼稚園教諭一種免許状
120 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）
150 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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
200 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）
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）
165 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）
200 栄養教諭一種免許状
150 高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
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）
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）
200 高等学校教諭一種免許状（商業）
94 養護教諭一種免許状
90 栄養教諭一種免許状
60 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）
195 養護教諭一種免許状
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）
小学校教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
110 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）
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）
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）
120 栄養教諭一種免許状
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）
100 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
40 中学校教諭一種免許状（宗教）
高等学校教諭一種免許状（宗教）
30 高等学校教諭一種免許状（福祉）
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）
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）
30 高等学校教諭一種免許状（中国語）
30 高等学校教諭一種免許状（韓国・朝鮮語）
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）
90 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）
135 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）
95 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）
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）
90 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）
120 幼稚園教諭一種免許状

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

中等（数学・音楽）専攻

コース等名

定員

30

381 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

30

382 岡山県
383 岡山県

学校法人原田学園
学校法人吉備学園

岡山学院大学
岡山商科大学

人間生活学部
法学部

食物栄養学科
法学科

40
75

経済学部

経済学科

70

経営学部

経営学科

140

理学部

商学科
応用数学科

100
110

384 岡山県

学校法人加計学園

岡山理科大学

化学科

75

応用物理学科

工学部

物理科学専攻

45

臨床工学専攻

30

基礎理学科

90

生物化学科

95

臨床生命科学科

95

動物学科

45

バイオ・応用化学科

85

機械システム工学科

90

電気電子システム学科

70

情報工学科

95

知能機械工学科

55

生命医療工学科

60

建築学科

385 岡山県

386 岡山県

学校法人川崎学園

学校法人創志学園

川崎医療福祉大学

環太平洋大学

情報科学科

100

生物地球学部

生物地球学科

140

教育学部

初等教育学科
中等教育学科

70
60

経営学部

経営学科

130

医療福祉学部
医療技術学部

医療福祉学科
子ども医療福祉学科
健康体育学科

136
80
80

体育学部

臨床栄養学科
体育学科

50
300

次世代教育学部

387 岡山県

学校法人順正学園

吉備国際大学

75

総合情報学部

こども発達学科
教育経営学科

社会科学部

スポーツ社会学科

保健医療福祉学部

看護学科

小学校教育専攻
中高英語教育専攻

80
100
20
100
60
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免許状の種類
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）
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）
中学校教諭一種免許状（宗教）
高等学校教諭一種免許状（宗教）
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）
栄養教諭一種免許状
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（商業）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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（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（福祉）
幼稚園教諭一種免許状
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
栄養教諭一種免許状
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（看護）

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
心理学部

学科等名

専攻等名

心理学科
子ども発達教育学科

388 岡山県

学校法人加計学園

倉敷芸術科学大学

外国語学部

外国学科

芸術学部

メディア映像学科
デザイン芸術学科

生命科学部

生命科学科
健康科学科

動物生命科学科
生命医科学科
389 岡山県

学校法人作陽学園

くらしき作陽大学

音楽学部

音楽学科

食文化学部

現代食文化学科

子ども教育学部

栄養学科
子ども教育学科

390 岡山県

学校法人山陽学園

山陽学園大学

看護学部
総合人間学部

看護学科
生活心理学科
言語文化学科

391 岡山県

学校法人就実学園

就実大学

人文科学部

表現文化学科
実践英語学科
総合歴史学科

392 岡山県

学校法人中国学園

中国学園大学

393 岡山県

学校法人ノートルダム清心学園

ノートルダム清心女子大学

教育学部

初等教育学科

現代生活学部
子ども学部

教育心理学科
人間栄養学科
子ども学科

国際教養学部

国際教養学科

文学部

英語英文学科
日本語日本文学科

現代社会学科

人間生活学部

人間生活学科

児童学科

394 岡山県

学校法人美作学園

美作大学

生活科学部

食品栄養学科
児童学科
食物学科

395 広島県

学校法人エリザベト音楽大学

エリザベト音楽大学

音楽学部

社会福祉学科
音楽文化学科
うち、幼児音楽教育専修
演奏学科

396 広島県

学校法人比治山学園

比治山大学

現代文化学部

広島経済大学

健康栄養学部
経済学部

言語文化学科

子ども発達教育学科

397 広島県

学校法人石田学園

管理栄養学科
経済学科
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コース等名

定員

免許状の種類
養護教諭一種免許状
50 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）
40 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
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）
50 高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
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）
80 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）
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）
55 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）
55 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）
60 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）
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）
80 栄養教諭一種免許状
150 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
80 養護教諭一種免許状
30 高等学校教諭一種免許状（公民）
30 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）
75 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）
75 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）
75 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）
75 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
60 養護教諭一種免許状
80 栄養教諭一種免許状
100 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（福祉）
120 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
80 栄養教諭一種免許状
80 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
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）
栄養教諭一種免許状
50 高等学校教諭一種免許状（福祉）
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）
10 幼稚園教諭一種免許状
60 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）
120 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（英語）
高等学校教諭一種免許状（英語）
70 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
70 栄養教諭一種免許状
330 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）

３．私立大学の学部等の課程
番号

都道府県名

398 広島県

設置者名

学校法人鶴学園

大学名

広島工業大学

学部等名
経営学部
メディアビジネス学部
工学部

学科等名
経営学科
ビジネス情報学科
電子情報工学科

専攻等名

電気システム工学科
機械システム工学科
知能機械工学科

環境学部

建築工学科
環境土木工学科
情報工学科
知的情報システム学科
地球環境学科

建築デザイン学科
食品生命科学科
医療栄養学科
生産工学科

情報学部

399 広島県
400 広島県

学校法人常翔学園
学校法人広島国際学院

広島国際大学
広島国際学院大学

生命学部
医療栄養学部
工学部

401 広島県

学校法人修道学園

広島修道大学

情報文化学部
商学部
経済科学部

情報デザイン学科
商学科
経営学科
現代経済学科
経済情報学科

人文学部

人間関係学科

社会学専攻

教育学科

英語英文学科
法学部

法律学科

人間環境学部

人間環境学科

健康科学部

心理学科
健康栄養学科
国際政治学科

国際コミュニティ学部

地域行政学科
402 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
日本文化学科

人間生活学部

生活デザイン学科
管理栄養学科

児童教育学科
403 広島県

学校法人古沢学園

広島都市学園大学

子ども教育学部

子ども教育学科

404 広島県

学校法人広島文化学園

広島文化学園大学

看護学部

看護学科

学芸学部

子ども学科
音楽学科

405 広島県
406 広島県

学校法人武田学園
学校法人福山大学

広島文教大学
福山大学

人間健康学部

スポーツ健康福祉学科

人間科学部
経済学部

人間栄養学科
経済学科

人間文化学部

国際経済学科
税務会計学科
人間文化学科

工学部

メディア・映像学科
スマートシステム学科
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コース等名

定員
免許状の種類
310 高等学校教諭一種免許状（商業）
80 高等学校教諭一種免許状（情報）
70 高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（情報）
90 高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（情報）
120 高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（情報）
90 高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（情報）
110 高等学校教諭一種免許状（工業）
70 高等学校教諭一種免許状（工業）
110 高等学校教諭一種免許状（情報）
100 高等学校教諭一種免許状（情報）
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（情報）
100 高等学校教諭一種免許状（工業）
80 高等学校教諭一種免許状（理科）
60 栄養教諭一種免許状
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）
80 高等学校教諭一種免許状（情報）
155 高等学校教諭一種免許状（商業）
140 高等学校教諭一種免許状（商業）
115 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）
115 高等学校教諭一種免許状（商業）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
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（社会）
高等学校教諭一種免許状（地理歴史）
110 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）
195 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）
115 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）
80 高等学校教諭一種免許状（公民）
80 栄養教諭一種免許状
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）
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）
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）
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）
65 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）
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）
栄養教諭一種免許状
90 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
78 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
130 養護教諭一種免許状
高等学校教諭一種免許状（看護）
80 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
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）
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）
70 栄養教諭一種免許状
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）
高等学校教諭一種免許状（公民）
50 高等学校教諭一種免許状（公民）
50 高等学校教諭一種免許状（商業）
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）
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）
50 高等学校教諭一種免許状（情報）
50 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
番号

都道府県名

設置者名

大学名

学部等名

生命工学部

407 広島県

学校法人福山大学

福山平成大学

学科等名
建築学科
情報工学科
機械システム工学科
生物工学科

専攻等名

学校法人安田学園

安田女子大学

50
100

薬学部

薬学科

150

経営学部
福祉健康学部

経営学科
福祉学科
こども学科

50
60
50

看護学科

80

文学部

日本文学科

90

書道学科

30

英語英米文学科

110

教育学部

児童教育学科

150

心理学部

現代心理学科

60

家政学部

生活デザイン学科

130

管理栄養学科

120

学校法人香川学園
学校法人萩至誠館

宇部フロンティア大学
至誠館大学

人間健康学部
ライフデザイン学部

看護学科
ライフデザイン学科

411 山口県

学校法人東亜大学学園

東亜大学

人間科学部

学校法人徳山教育財団

徳山大学

100

看護学部

409 山口県
410 山口県

412 山口県

子ども生活学専攻
スポーツ健康福祉専攻

80
50
50

心理臨床・子ども学科

児童教育専攻

30

スポーツ健康学科

保健体育専攻

50

芸術学部

アート・デザイン学科

20

経済学部

現代経済学科

80

ビジネス戦略学科

413 山口県

学校法人梅光学院

梅光学院大学

414 山口県

学校法人宇部学園

山口学芸大学

415 徳島県

学校法人四国大学

四国大学

定員
70
50
50
50

生命栄養科学科
海洋生物科学科

健康スポーツ科学科

408 広島県

コース等名

150

福祉情報学部

人間コミュニケーション学科

文学部

人文学科

子ども学部

子ども未来学科

教育学部

教育学科

文学部

経営情報学部

生活科学部

50
210

100
初等幼児教育専攻

60

中等教育専攻

10

日本文学科

45

書道文化学科

30

国際文化学科

40

経営情報学科

75

メディア情報学科

50

管理栄養士養成課程

70
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免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
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）
栄養教諭一種免許状
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）
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（商業）
高等学校教諭一種免許状（福祉）
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（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
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）
高等学校教諭一種免許状（看護）
養護教諭一種免許状
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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
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）
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
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）
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）
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）
栄養教諭一種免許状
養護教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
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）
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（保健体育）
高等学校教諭一種免許状（保健体育）
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）
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（地理歴史）
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）
高等学校教諭一種免許状（商業）
高等学校教諭一種免許状（福祉）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
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）
高等学校教諭一種免許状（商業）
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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
栄養教諭一種免許状

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

児童学科

416 徳島県

学校法人村崎学園

徳島文理大学

看護学部

看護学科

人間生活学部

人間生活学科

食物栄養学科

児童学科
メディアデザイン学科
建築デザイン学科

音楽学部

心理学科
音楽学科

総合政策学部
文学部

総合政策学科
日本文学科

英語英米文化学科
文化財学科
理工学部

機械創造工学科
電子情報工学科

ナノ物質工学科
保健福祉学部
417 香川県

学校法人四国学院

四国学院大学

文学部

人間福祉学科
看護学科
人文学科

うち、初等教育コース

418 香川県

学校法人四国高松学園

高松大学

社会学部

カルチュラル・マネジメント学科

社会福祉学部

社会福祉学科

経営学部

経営学科

発達科学部

子ども発達学科

419 愛媛県

学校法人聖カタリナ学園

聖カタリナ大学

人間健康福祉学部

健康スポーツ学科

420 愛媛県

学校法人松山大学

松山大学

経済学部

経済学科

経営学部

経営学科

人文学部

英語英米文学科
社会学科

421 愛媛県
422 福岡県
423 福岡県

学校法人松山東雲学園
学校法人東筑紫学園
学校法人福原学園

松山東雲女子大学
九州栄養福祉大学
九州共立大学

法学部

法学科

人文科学部
食物栄養学部
経済学部

心理子ども学科
食物栄養学科
経済・経営学科

スポーツ学部

スポーツ学科

424 福岡県

学校法人九州国際大学

九州国際大学

法学部
現代ビジネス学部

法律学科
地域経済学科
国際社会学科

425 福岡県

学校法人中村産業学園

九州産業大学

経済学部

経済学科

子ども専攻
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コース等名

定員
免許状の種類
120 小学校教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
100 高等学校教諭一種免許状（看護）
養護教諭一種免許状
40 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）
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
90 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）
栄養教諭一種免許状
110 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
30 高等学校教諭一種免許状（情報）
40 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）
90 養護教諭一種免許状
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）
80 高等学校教諭一種免許状（公民）
30 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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
30 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）
30 高等学校教諭一種免許状（地理歴史）
中学校教諭一種免許状（社会）
30 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）
40 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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
40 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）
40 高等学校教諭一種免許状（福祉）
90 養護教諭一種免許状
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）
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（地理歴史）
50 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
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）
80 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（福祉）
95 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）
80 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
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）
390 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）
390 高等学校教諭一種免許状（商業）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
120 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）
210 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）
50 幼稚園教諭一種免許状
100 栄養教諭一種免許状
300 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（商業）
250 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）
150 高等学校教諭一種免許状（公民）
250 高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
400 中学校教諭一種免許状（社会）

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

428 福岡県

学校法人久留米大学

久留米大学

理工学部

情報科学科

140

生命科学部

機械工学科
電気工学科
生命科学科

130
100
110

建築学科
住居・インテリア学科
都市デザイン工学科
芸術表現学科

75
65
60
65

写真・映像メディア学科

50

ビジュアルデザイン学科

75

生活環境デザイン学科

70

ソーシャルデザイン学科

40

国際文化学科

80

日本文化学科

60

人間科学部

子ども教育学科
スポーツ健康科学科

80
80

経営情報学部
家政学部

経営情報学科
人間生活学科

50
40

人間科学部

栄養学科
人間発達学科

文学部

人間基礎学専攻

60

国際文化学科

100

社会福祉学科

51

人間健康学部

総合子ども学科
スポーツ医科学科

50
70

法学部

法律学科

220
60

経済学科

152

文化経済学科

久留米工業大学

90
130

84
51

経済学部

学校法人久留米工業大学

人間発達学専攻

心理学科
情報社会学科

国際政治学科

429 福岡県

定員

500
150
130

国際文化学部

九州情報大学
九州女子大学

コース等名

経営・流通学科
観光学科
地域づくり学科（昼夜開講制）

芸術学部

学校法人麻生教育学園
学校法人福原学園

専攻等名

商学部
地域共創学部

建築都市工学部

426 福岡県
427 福岡県

学科等名

93

商学部

商学科

240

工学部

機械システム工学科
交通機械工学科
建築・設備工学科
情報ネットワーク工学科

124/273

50
70
70
70

免許状の種類
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（商業）
中学校教諭一種免許状（社会）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
幼稚園教諭一種免許状
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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
栄養教諭一種免許状
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）
高等学校教諭一種免許状（国語）
高等学校教諭一種免許状（書道）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
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（地理歴史）
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（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（福祉）
幼稚園教諭一種免許状
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
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（商業）
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）
高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（工業）
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
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

教育創造工学科

430 福岡県

学校法人西南学院

西南学院大学

神学部

神学科

文学部

英文学科
外国語学科

英語専攻
フランス語専攻

商学部

商学科

経営学科

経済学部

経済学科

国際経済学科

法学部

法律学科

国際関係法学科

人間科学部

児童教育学科
社会福祉学科

431 福岡県

432 福岡県

学校法人西南女学院

学校法人筑紫女学園

西南女学院大学

筑紫女学園大学

国際文化学部

国際文化学科

保健福祉学部

看護学科

人文学部

福祉学科
栄養学科
英語学科

文学部

日本語・日本文学科
英語学科
アジア文化学科

人間科学部

人間科学科

心理・社会福祉専攻

栄養科学部

栄養科学科

教育学部

児童幼児教育学科

工学部

総合システム工学科

デザイン学部
経済学部

情報デザイン学科
建築学科
経済学科

経営学部

商学科
経営法学科
経営学科

人文学部

文化学科

初等教育・保育専攻
433 福岡県

学校法人中村学園

中村学園大学

434 福岡県

学校法人西日本工業学園

西日本工業大学

435 福岡県

学校法人都築育英学園

日本経済大学

436 福岡県

学校法人福岡大学

福岡大学

歴史学科

125/273

コース等名

定員

免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
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）
10 中学校教諭一種免許状（宗教）
高等学校教諭一種免許状（宗教）
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）
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）
60 高等学校教諭一種免許状（フランス語）
180 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（商業）
180 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（商業）
240 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）
120 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）
315 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）
95 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）
100 小学校教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
110 高等学校教諭一種免許状（公民）
高等学校教諭一種免許状（福祉）
180 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）
90 高等学校教諭一種免許状（看護）
養護教諭一種免許状
80 養護教諭一種免許状
100 栄養教諭一種免許状
60 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）
90 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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
高等学校教諭一種免許状（福祉）
170 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
200 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）
栄養教諭一種免許状
220 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
230 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）
45 高等学校教諭一種免許状（情報）
75 高等学校教諭一種免許状（工業）
140 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）
100 高等学校教諭一種免許状（商業）
60 高等学校教諭一種免許状（公民）
780 高等学校教諭一種免許状（商業）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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）

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
日本語日本文学科
教育・臨床心理学科
英語学科
ドイツ語学科
フランス語学科
東アジア地域言語学科

法学部

法律学科

経営法学科

経済学部

経済学科

産業経済学科

商学部

商学科
経営学科
貿易学科

商学部第二部

商学科

理学部

応用数学科

物理科学科

化学科
地球圏科学科
工学部

機械工学科
電気工学科
電子情報工学科

医学部

化学システム工学科
社会デザイン工学科
建築学科
看護学科

スポーツ科学部

スポーツ科学科
健康運動科学科

437 福岡県

学校法人福岡工業大学

福岡工業大学

工学部

情報工学部

電子情報工学科
生命環境化学科

知能機械工学科
電気工学科
情報工学科

情報通信工学科

情報システム工学科

システムマネジメント学科

126/273

専攻等名

コース等名

定員

免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（公民）
70 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）
110 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）
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）
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）
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）
65 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）
中学校教諭一種免許状（朝鮮語）
高等学校教諭一種免許状（朝鮮語）
430 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）
200 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）
460 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）
200 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）
245 高等学校教諭一種免許状（商業）
高等学校教諭一種免許状（情報）
240 高等学校教諭一種免許状（商業）
高等学校教諭一種免許状（情報）
180 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）
165 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（商業）
高等学校教諭一種免許状（情報）
65 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）
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（情報）
65 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）
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）
110 高等学校教諭一種免許状（工業）
110 高等学校教諭一種免許状（工業）
150 高等学校教諭一種免許状（工業）
高等学校教諭一種免許状（情報）
110 高等学校教諭一種免許状（工業）
110 高等学校教諭一種免許状（工業）
110 高等学校教諭一種免許状（工業）
110 養護教諭一種免許状
高等学校教諭一種免許状（看護）
225 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）
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）
90 高等学校教諭一種免許状（工業）
90 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）
110 高等学校教諭一種免許状（工業）
90 高等学校教諭一種免許状（工業）
130 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）
90 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）
90 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）
65 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）

３．私立大学の学部等の課程
番号

都道府県名

438 福岡県

設置者名

学校法人福岡女学院

大学名

福岡女学院大学

学部等名

学科等名

社会環境学部

社会環境学科

人文学部

現代文化学科
言語芸術学科

人間関係学部

専攻等名

英語教職コース

心理学科
子ども発達学科

439 佐賀県

440 長崎県

学校法人永原学園

学校法人活水学院

西九州大学

活水女子大学

国際キャリア学部

国際英語学科

健康栄養学部
健康福祉学部

健康栄養学科
社会福祉学科
スポーツ健康福祉学科

子ども学部

子ども学科

看護学部
国際文化学部

看護学科
英語学科
日本文化学科

音楽学部

音楽学科

健康生活学部

食生活健康学科
生活デザイン学科
子ども学科

441 長崎県

学校法人鎮西学院

長崎ウエスレヤン大学

現代社会学部

社会福祉学科
経済政策学科
外国語学科

442 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

443 長崎県

学校法人九州文化学園

長崎国際大学

人間社会学部

国際観光学科

444 長崎県

学校法人純心女子学園

長崎純心大学

健康管理学部
人文学部

社会福祉学科
健康栄養学科
地域包括支援学科
こども教育保育学科
文化コミュニケーション学科

445 長崎県

446 熊本県

学校法人長崎総合科学大学

学校法人熊本城北学園

長崎総合科学大学

九州看護福祉大学

工学部
総合情報学部

工学科
総合情報学科

看護福祉学部

看護学科

知能情報コース
マネジメント工学コース
生命環境工学コース

社会福祉学科
鍼灸スポーツ学科

447 熊本県

学校法人九州ルーテル学院

九州ルーテル学院大学

人文学部

口腔保健学科
人文学科

キャリア・イングリッシュ専攻
こども専攻

448 熊本県

学校法人熊本学園

熊本学園大学

商学部
経済学部

心理臨床学科
商学科
経済学科

リーガルエコノミクス学科
外国語学部

英米学科
東アジア学科
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コース等名

定員
免許状の種類
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）
100 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）
10 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）
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）
120 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
60 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）
120 栄養教諭一種免許状
80 高等学校教諭一種免許状（福祉）
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）
80 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
90 養護教諭一種免許状
40 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）
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）
35 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）
60 栄養教諭一種免許状
35 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）
45 幼稚園教諭一種免許状
養護教諭一種免許状
50 高等学校教諭一種免許状（福祉）
高等学校教諭一種免許状（公民）
50 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）
40 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）
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）
180 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）
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）
80 高等学校教諭一種免許状（福祉）
80 栄養教諭一種免許状
100 高等学校教諭一種免許状（福祉）
100 小学校教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
80 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（英語）
高等学校教諭一種免許状（英語）
150 高等学校教諭一種免許状（工業）
35 高等学校教諭一種免許状（情報）
30 高等学校教諭一種免許状（商業）
20 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）
100 高等学校教諭一種免許状（看護）
養護教諭一種免許状
80 高等学校教諭一種免許状（福祉）
養護教諭一種免許状
40 高等学校教諭一種免許状（保健体育）
中学校教諭一種免許状（保健体育）
50 養護教諭一種免許状
35 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）
50 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
65 高等学校教諭一種免許状（公民）
240 高等学校教諭一種免許状（商業）
260 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）
110 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）
115 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）
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）
中学校教諭一種免許状（韓国語）

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
社会福祉学部第一部

学科等名

専攻等名

社会福祉学科
福祉環境学科

子ども家庭福祉学科
ライフ・ウェルネス学科
449 熊本県
450 熊本県

学校法人尚絅学園
学校法人君が淵学園

尚絅大学
崇城大学

生活科学部
工学部

芸術学部

栄養科学科
機械工学科
ナノサイエンス学科
建築学科
宇宙航空システム工学科
美術学科
デザイン学科

情報学部

情報学科

生物生命学部

応用微生物工学科
応用生命科学科

451 熊本県

学校法人御船学園

平成音楽大学

音楽学部

452 大分県

学校法人文理学園

日本文理大学

工学部

453 大分県

学校法人別府大学

別府大学

音楽学科

経営経済学部

こども学科
機械電気工学科
建築学科
航空宇宙工学科
情報メディア学科
経営経済学科

文学部

国際言語・文化学科

史学・文化財学科

食物栄養科学部

人間関係学科
食物栄養学科
発酵食品学科

国際経営学部

国際経営学科

454 宮崎県

学校法人順正学園

九州保健福祉大学

社会福祉学部

スポーツ健康福祉学科

455 宮崎県

学校法人南九州学園

南九州大学

環境園芸学部

臨床福祉学科
環境園芸学科

456 宮崎県

学校法人宮崎学園

宮崎国際大学

457 宮崎県

学校法人大淀学園

宮崎産業経営大学

458 鹿児島県

学校法人津曲学園

鹿児島国際大学

健康栄養学部

管理栄養学科
食品開発科学科

人間発達学部

子ども教育学科

国際教養学部

比較文化学科

教育学部

児童教育学科

法学部

法律学科

経営学部

経営学科

経済学部

経済学科

臨床福祉専攻

経営学科

福祉社会学部

社会福祉学科

128/273

コース等名

定員

免許状の種類
高等学校教諭一種免許状（韓国語）
80 高等学校教諭一種免許状（福祉）
80 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）
80 幼稚園教諭一種免許状
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）
70 栄養教諭一種免許状
70 高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
50 高等学校教諭一種免許状（工業）
90 高等学校教諭一種免許状（工業）
30 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）
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）
130 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）
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）
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）
60 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）
40 幼稚園教諭一種免許状
60 高等学校教諭一種免許状（工業）
60 高等学校教諭一種免許状（工業）
60 高等学校教諭一種免許状（工業）
80 高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
高等学校教諭一種免許状（商業）
高等学校教諭一種免許状（福祉）
100 中学校教諭一種免許状（国語）
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（英語）
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）
高等学校教諭一種免許状（公民）
70 高等学校教諭一種免許状（公民）
70 栄養教諭一種免許状
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（商業）
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）
45 高等学校教諭一種免許状（福祉）
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）
60 栄養教諭一種免許状
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）
高等学校教諭一種免許状（農業）
80 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
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）
50 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
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）
高等学校教諭一種免許状（公民）
100 高等学校教諭一種免許状（商業）
高等学校教諭一種免許状（情報）
200 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（商業）
180 高等学校教諭一種免許状（情報）
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（商業）
100 高等学校教諭一種免許状（福祉）

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

国際文化学部

459 鹿児島県

460 鹿児島県

461 鹿児島県

462 沖縄県

学校法人鹿児島純心女子学園

学校法人志學館学園

学校法人都築教育学園

学校法人沖縄大学

鹿児島純心女子大学

志學館大学

第一工業大学

沖縄大学

学科等名

専攻等名

コース等名

定員

児童学科

120

国際文化学科

120

音楽学科

35

看護学科

45

健康栄養学科

40

人間関係学部

心理臨床学科
人間文化学科

130
50

法学部

法律学科

工学部

情報電子システム工学科

看護栄養学部

70
150

機械システム工学科

50

自然環境工学科

50

建築デザイン学科

50

法経学部

法経学科

220

人文学部

国際コミュニケーション学科
福祉文化学科

80
社会福祉専攻
健康スポーツ福祉専攻

75
45

463 沖縄県

学校法人沖縄キリスト教学院

沖縄キリスト教学院大学

人文学部

こども文化学科
英語コミュニケーション学科

464 沖縄県

学校法人沖縄国際大学

沖縄国際大学

法学部

法律学科

110

地域行政学科

110

日本文化学科

110

英米言語文化学科

120

総合文化学部

50
90

社会文化学科

80

人間福祉学科

社会福祉専攻
心理カウンセリング専攻

経済学部

産業情報学部

80
75

経済学科

115

地域環境政策学科

115

企業システム学科

115

産業情報学科

115
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免許状の種類
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）
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（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）
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）
高等学校教諭一種免許状（看護）
養護教諭一種免許状
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）
栄養教諭一種免許状
養護教諭一種免許状
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）
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（社会）
高等学校教諭一種免許状（地理歴史）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（福祉）
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）
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）
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）
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）
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（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（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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）

４．私立大学の学部等の通信課程

番号 都道府県名
設置者名
1 北海道
学校法人電子開発学園

大学名
北海道情報大学

通信教育部

学部等名
経営情報学部

学科等名
経営ネットワーク学科
システム情報学科

専攻等名

コース等名

うち、情報数理専攻
2 栃木県
3 群馬県

4 埼玉県
5 千葉県

学校法人帝京大学
学校法人茶屋四郎次郎記念学園

学校法人早稲田医療学園
学校法人東京聖徳学園

帝京大学
東京福祉大学

人間総合科学大学
聖徳大学

理工学部
保育児童学部

情報科学科通信教育課程
保育児童学科通信教育課程

社会福祉学部

社会福祉学科通信教育課程

教育学部

教育学科通信教育課程

人間科学部
通信教育部

心身健康科学科通信教育課程
児童学部

養護教諭養成コース
児童学科

心理・福祉学部

心理学科
社会福祉学科

文学部

文学科

日本語・日本文学コース
歴史文化コース

書道文化コース
英語・英文学コース
6 東京都

学校法人慶應義塾

慶應義塾大学

通信教育部

文学部

経済学部

法学部

7 東京都

学校法人創価大学

創価大学

通信教育部

教育学部

児童教育学科

8 東京都

学校法人玉川学園

玉川大学

教育学部

教育学科通信教育課程

9 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

経営マネージメント学科通信教育課程

10 東京都

学校法人三幸学園

東京未来大学

通信教育課程

こども心理学部

こども心理学科

11 東京都

学校法人日本大学

日本大学

通信教育部

法学部

法律学科、政治経済学科

文理学部

文学専攻、哲学専攻、史学専攻
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定員
免許状の種類
400 高等学校教諭一種免許状（商業）
800 高等学校教諭一種免許状（情報）
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）
200 高等学校教諭一種免許状（情報）
100 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
520 高等学校教諭一種免許状（福祉）
高等学校教諭一種免許状（公民）
300 小学校教諭一種免許状
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）
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）
高等学校教諭一種免許状（情報）
養護教諭一種免許状
100 養護教諭一種免許状
200 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
100 高等学校教諭一種免許状（公民）
200 高等学校教諭一種免許状（福祉）
養護教諭一種免許状
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）
30 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）
20 高等学校教諭一種免許状（書道）
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）
3000 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（地理歴史）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
4000 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）
2000 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）
350 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
1500 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（社会）
高等学校教諭一種免許状（公民）
220 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（商業）
高等学校教諭一種免許状（情報）
75 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
3000 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）
3000 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（英語）

４．私立大学の学部等の通信課程

番号

都道府県名

12 東京都

13 東京都

設置者名

学校法人日本女子大学

学校法人法政大学

大学名

日本女子大学

法政大学

学部等名

通信教育課程

通信教育部

学科等名

専攻等名

コース等名

定員

経済学部

経済学科

1500

商学部
家政学部

商業学科
児童学科
食物学科

1500
1000
1000

生活芸術学科

1000

法学部

法律学科

3000

文学部

日本文学科、史学科、地理学科

3000

経済学部

経済学科、商業学科

3000

14 東京都

学校法人武蔵野大学

武蔵野大学

通信教育部

教育学部

教育学科

17

15 東京都

学校法人武蔵野美術大学

武蔵野美術大学

通信教育課程

造形学部

油絵学科

200

芸術文化学科

16 東京都

学校法人明星学苑

明星大学

通信教育課程

教育学部

教育学科

17 神奈川県

学校法人国際学園

星槎大学

共生科学部

共生科学科

共生科学専攻

131/273

60

2000

650

スポーツ身体表現専攻

50

初等教育専攻

50

免許状の種類
高等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（公民）
高等学校教諭一種免許状（地理歴史）
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（商業）
幼稚園教諭一種免許状
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）
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）
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）
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）
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（地理歴史）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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（商業）
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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
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（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）
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）
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）
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（地理歴史）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
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）
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）
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）
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（社会）
高等学校教諭一種免許状（公民）
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）
幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状

４．私立大学の学部等の通信課程

番号 都道府県名
設置者名
18 京都府
学校法人佛教教育学園

大学名
佛教大学

学部等名
通信教育課程

学科等名

専攻等名

仏教学部

仏教学科

文学部

日本文学科

中国学科

英米学科
歴史学部

歴史学科

歴史文化学科

教育学部

教育学科

社会学部

現代社会学科

公共政策学科

19 大阪府
20 大阪府

学校法人大阪学院大学
学校法人塚本学院

大阪学院大学
大阪芸術大学

通信教育部
通信教育部

社会福祉学部

社会福祉学科

商学部
芸術学部

商学科
美術学科

デザイン学科
文芸学科
音楽学科
初等芸術教育学科
21 兵庫県

学校法人弘徳学園

姫路大学

教育学部

こども未来学科通信教育課程

教員養成コース

22 兵庫県

学校法人親和学園

神戸親和女子大学

通信教育部

発達教育学部

児童教育学科

23 岡山県

学校法人創志学園

環太平洋大学

次世代教育学部

教育経営学科（通信教育課程）

初等教育専攻
中高英語教育専攻
中高数学教育専攻

24 岡山県

学校法人順正学園

吉備国際大学

通信教育部

心理学部

子ども発達教育学科

25 宮崎県

学校法人順正学園

九州保健福祉大学

通信教育部

社会福祉学部

臨床福祉学科
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コース等名

定員
免許状の種類
300 中学校教諭一種免許状（社会）
中学校教諭一種免許状（宗教）
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（宗教）
300 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）
高等学校教諭一種免許状（書道）
150 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（中国語）
高等学校教諭一種免許状（中国語）
300 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）
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）
300 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）
1000 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（社会）
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）
500 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）
500 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）
1200 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（福祉）
1000 高等学校教諭一種免許状（商業）
150 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）
100 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）
150 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）
200 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）
100 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
400 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
200 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
20 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
20 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）
20 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）
50 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状
500 高等学校教諭一種免許状（福祉）

５．公立短期大学の学科等の課程

番号 都道府県名
設置者名
1 山形県
山形県公立大学法人

2
3
4
5
6

福島県
静岡県
島根県
岡山県
大分県

7 鹿児島県

大学名
山形県立米沢女子短期大学

公立大学法人会津大学
静岡県公立大学法人
公立大学法人島根県立大学
倉敷市
公立大学法人大分県立芸術文化短期大学

会津大学短期大学部
静岡県立大学短期大学部
島根県立大学短期大学部
倉敷市立短期大学
大分県立芸術文化短期大学

学科名
国語国文学科
英語英文学科
日本史学科
幼児教育学科
こども学科
保育学科
保育学科
美術科

鹿児島県

鹿児島県立短期大学

音楽科
文学科
生活科学科
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専攻名

美術専攻
デザイン専攻
日本語日本文学専攻
英語英文学専攻
食物栄養専攻
生活科学専攻

定員
100
50
50
50
30
40
50
25
50
65
30
30
30
30

免許状の種類
中学校教諭二種免許状（国語）
中学校教諭二種免許状（英語）
中学校教諭二種免許状（社会）
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
中学校教諭二種免許状（美術）
中学校教諭二種免許状（美術）
中学校教諭二種免許状（音楽）
中学校教諭二種免許状（国語）
中学校教諭二種免許状（英語）
栄養教諭二種免許状
中学校教諭二種免許状（家庭）

６．私立短期大学の学科等の課程

番号
1
2
3
4

都道府県名
北海道
北海道
北海道
北海道

設置者名
学校法人旭川大学
学校法人帯広大谷学園
学校法人緑ヶ岡学園
学校法人光塩学園

大学名
旭川大学短期大学部
帯広大谷短期大学
釧路短期大学
光塩学園女子短期大学

学校法人國學院大學

國學院大學北海道短期大学部

学校法人札幌大谷学園
学校法人札幌国際大学
学校法人拓殖大学
学校法人函館大谷学園
学校法人野又学園

札幌大谷大学短期大学部
札幌国際大学短期大学部
拓殖大学北海道短期大学
函館大谷短期大学
函館短期大学

保育科
幼児教育保育学科
保育学科
こども学科
食物栄養学科

100
140
80
70
90

11 北海道

学校法人浅井学園

北翔大学短期大学部

保育学科
こども学科

90
140

12 青森県
13 青森県

学校法人明の星学園
学校法人青森田中学園

青森明の星短期大学
青森中央短期大学

14 青森県
15 青森県
16 岩手県

学校法人柴田学園
学校法人光星学院
学校法人健康科学大学

東北女子短期大学
八戸学院大学短期大学部
修紅短期大学

17
18
19
20
21
22

岩手県
宮城県
宮城県
宮城県
宮城県
秋田県

学校法人盛岡大学
学校法人聖和学園
学校法人北杜学園
学校法人三島学園
学校法人誠真学園
学校法人聖霊学園

盛岡大学短期大学部
聖和学園短期大学
仙台青葉学院短期大学
東北生活文化大学短期大学部
宮城誠真短期大学
聖霊女子短期大学

23
24
25
26
27
28

秋田県
山形県
山形県
福島県
福島県
福島県

学校法人聖園学園
学校法人羽陽学園
学校法人富澤学園
学校法人昌平黌
学校法人郡山開成学園

聖園学園短期大学
羽陽学園短期大学
東北文教大学短期大学部
いわき短期大学
郡山女子大学短期大学部
学校法人コングレガシオン・ド・ノートルダム 桜の聖母短期大学

保育科
幼児教育科
子ども学科
幼児教育科
幼児教育学科
生活科学科

29
30
31
32
33
34
35

福島県
茨城県
茨城県
茨城県
栃木県
栃木県
栃木県

学校法人福島学院
学校法人大成学園
学校法人霞ヶ浦学園
学校法人常磐大学
学校法人足利工業大学
学校法人須賀学園
学校法人國學院大學栃木学園

保育学科
保育科
保育科
幼児教育保育学科
こども学科
音楽科
日本文化学科

5 北海道

6
7
8
9
10

北海道
北海道
北海道
北海道
北海道

福島学院大学短期大学部
茨城女子短期大学
つくば国際短期大学
常磐短期大学
足利短期大学
宇都宮短期大学
國學院大學栃木短期大学

学科名
幼児教育学科
社会福祉科
幼児教育学科
食物栄養科
保育科
国文学科
総合教養学科
幼児・児童教育学科

子ども福祉未来学科
食物栄養学科
幼児保育学科
保育科
幼児保育学科
食物栄養学科
幼児教育学科
幼児教育科
保育学科
こども学科
生活文化学科
保育科
生活文化科

人間教育学科

学科・専攻等名
子ども福祉専攻

保育専攻

子ども生活専攻
生活こども専攻
健康栄養専攻

福祉こども専攻
食物栄養専攻

日本文学フィールド
言語文化フィールド
日本史フィールド
子ども教育フィールド
生活健康フィールド

36 栃木県
37 栃木県

学校法人船田教育会
学校法人佐野日本大学学園

作新学院大学女子短期大学部
佐野日本大学短期大学

幼児教育科
総合キャリア教育学科

38 群馬県

学校法人群馬育英学園

育英短期大学

39 群馬県

学校法人桐丘学園

桐生大学短期大学部

現代コミュニケーション学科
保育学科
生活科学科
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保育士養成課程
栄養士養成課程

定員
100
70
50
150
150
75
75
75

60
60
100
100
100
35
55
150
90
100
60
50
50
60
100
100
100
100
140
50
50
170
100
150
140
100
40
50
30
40
100
30
145
100
60
100
240
40

免許状の種類
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
栄養教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
中学校教諭二種免許状（国語）
中学校教諭二種免許状（英語）
幼稚園教諭二種免許状
小学校教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
中学校教諭二種免許状（家庭）
栄養教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
小学校教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
栄養教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
栄養教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
栄養教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
栄養教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
中学校教諭二種免許状（音楽）
中学校教諭二種免許状（国語）
中学校教諭二種免許状（国語）
中学校教諭二種免許状（社会）
幼稚園教諭二種免許状
小学校教諭二種免許状
中学校教諭二種免許状（家庭）
養護教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
栄養教諭二種免許状
中学校教諭二種免許状（英語）
幼稚園教諭二種免許状
中学校教諭二種免許状（家庭）
栄養教諭二種免許状

６．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

40 群馬県
41 群馬県
42 群馬県

学校法人茶屋四郎次郎記念学園
学校法人新島学園
学校法人平方学園

東京福祉大学短期大学部
新島学園短期大学
明和学園短期大学

43 埼玉県

学校法人秋草学園

秋草学園短期大学

44 埼玉県

学校法人峯徳学園

川口短期大学

45 埼玉県

学校法人国際学院

国際学院埼玉短期大学

学科名
アート・デザイン学科
こども学科
コミュニティ子ども学科
生活学科

学科・専攻等名
保育・幼児教育専攻
こども学専攻
栄養専攻

幼児教育学科第一部
幼児教育学科第二部
地域保育学科
こども学科

46 埼玉県
47 埼玉県
48 埼玉県

学校法人純真学園
学校法人小池学園
学校法人後藤学園

埼玉純真短期大学
埼玉東萌短期大学
武蔵丘短期大学

幼児保育学科
健康栄養学科
こども学科
幼児保育学科
健康生活学科

49
50
51
52

学校法人武蔵野学院
学校法人山村学園
学校法人植草学園
学校法人昭和学院

武蔵野短期大学
山村学園短期大学
植草学園短期大学
昭和学院短期大学

幼児教育学科
子ども学科
福祉学科
人間生活学科

53 千葉県

学校法人東京聖徳学園

聖徳大学短期大学部

54 千葉県
55 千葉県

学校法人君津学園
学校法人千葉敬愛学園

56 千葉県

定員
50
75
65
50
50
150
100
100
190

清和大学短期大学部
千葉敬愛短期大学

ヘルスケア栄養学科
保育科第一部
保育科第二部
こども学科
現代子ども学科

180
80
150
80
80
80
100
100
100
30
80
80
200
30
100
200

学校法人千葉経済学園

千葉経済大学短期大学部

こども学科

200

57 千葉県
58 千葉県
59 東京都

学校法人千葉明徳学園
学校法人創志学園
学校法人三浦学園

千葉明徳短期大学
東京経営短期大学
有明教育芸術短期大学

保育創造学科
こども教育学科
子ども教育学科

150
60
100

60
61
62
63
64
65
66
67
68

学校法人上野学園
学校法人駒澤学園
学校法人大乗淑徳学園
学校法人香川栄養学園
学校法人女子美術大学
学校法人白梅学園
学校法人星美学園
学校法人明泉学園
学校法人帝京大学

上野学園大学短期大学部
駒沢女子短期大学
淑徳大学短期大学部
女子栄養大学短期大学部
女子美術大学短期大学部
白梅学園短期大学
星美学園短期大学
鶴川女子短期大学
帝京大学短期大学

69 東京都

学校法人冲永学園

帝京短期大学

音楽科
保育科
こども学科
食物栄養学科
造形学科
保育科
幼児保育学科
国際こども教育学科
人間文化学科
現代ビジネス学科
生活科学科

70 東京都
71 東京都

学校法人貞静学園
学校法人渡辺学園

貞静学園短期大学
東京家政大学短期大学部

こども教育学科
保育学科
栄養科

50
130
250
160
180
95
100
150
50
50
70
100
50
150
80

72 東京都

学校法人藤村学園

東京女子体育短期大学

保育科
保健体育学科
児童教育学科

73
74
75
76
77
78

学校法人東京成徳学園
学校法人堀之内学園
学校法人桐朋学園
学校法人新渡戸文化学園
学校法人和泉短期大学
学校法人三幸学園

東京成徳短期大学
東京立正短期大学
桐朋学園芸術短期大学
新渡戸文化短期大学
和泉短期大学
小田原短期大学

幼児教育科
現代コミュニケーション学科
芸術科
生活学科
児童福祉学科
食物栄養学科

埼玉県
埼玉県
千葉県
千葉県

東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都

東京都
東京都
東京都
東京都
神奈川県
神奈川県
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食物栄養専攻

健康栄養専攻
健康スポーツ専攻

児童障害福祉専攻
生活クリエイション専攻
こども発達専攻

生活科学専攻
食物栄養専攻
こども教育専攻

120
50
110

幼児教育専攻
音楽専攻
児童生活専攻

180
50
50
50
250
80

免許状の種類
中学校教諭二種免許状（美術）
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
栄養教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
小学校教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
栄養教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
栄養教諭二種免許状
中学校教諭二種免許状（保健体育）
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
中学校教諭二種免許状（家庭）
幼稚園教諭二種免許状
栄養教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
小学校教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
小学校教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
小学校教諭二種免許状
中学校教諭二種免許状（音楽）
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
栄養教諭二種免許状
中学校教諭二種免許状（美術）
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
中学校教諭二種免許状（英語）
中学校教諭二種免許状（社会）
養護教諭二種免許状
栄養教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
中学校教諭二種免許状（家庭）
栄養教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
中学校教諭二種免許状（保健体育）
幼稚園教諭二種免許状
小学校教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
中学校教諭二種免許状（音楽）
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
栄養教諭二種免許状

６．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

学科名

79 神奈川県

学校法人鎌倉女子大学

鎌倉女子大学短期大学部

80
81
82
83
84
85
86
87
88

学校法人ソニー学園
学校法人東成学園
学校法人大和学園
学校法人洗足学園
学校法人総持学園
学校法人白峰学園
学校法人新潟青陵学園
学校法人加茂暁星学園
学校法人富山国際学園

湘北短期大学
昭和音楽大学短期大学部
聖セシリア女子短期大学
洗足こども短期大学
鶴見大学短期大学部
横浜女子短期大学
新潟青陵大学短期大学部
新潟中央短期大学
富山短期大学

89 富山県
90 石川県

学校法人浦山学園
学校法人金沢学院大学

富山福祉短期大学
金沢学院短期大学

91
92
93
94
95

学校法人金城学園
学校法人北陸学院
学校法人福井仁愛学園
学校法人帝京学園
学校法人山梨学院

金城大学短期大学部
北陸学院大学短期大学部
仁愛女子短期大学
帝京学園短期大学
山梨学院短期大学

保育学科
音楽科
幼児教育学科
幼児教育保育科
保育科
保育科
幼児教育学科
幼児教育科
食物栄養学科
幼児教育学科
幼児教育学科
食物栄養学科
幼児教育学科
幼児教育学科
食物栄養学科
幼児教育学科
保育科
保育科

96 長野県

学校法人高松学園

飯田女子短期大学

家政学科

97 長野県

学校法人北野学園

上田女子短期大学

98 長野県
99 長野県

学校法人豊南学園
学校法人清泉女学院

信州豊南短期大学
清泉女学院短期大学

100 長野県
101 岐阜県
102 岐阜県

学校法人松本学園
学校法人大垣総合学園
学校法人聖徳学園

松本短期大学
大垣女子短期大学
岐阜聖徳学園大学短期大学部

103 岐阜県

学校法人安達学園

中京学院大学短期大学部

104 岐阜県
105 岐阜県
106 静岡県

学校法人岐阜済美学院
学校法人神谷学園
学校法人東海大学

中部学院大学短期大学部
東海学院大学短期大学部
東海大学短期大学部

107
108
109
110
111

学校法人常葉大学
学校法人興誠学園
学校法人安城学園
学校法人愛知江南学園
学校法人足立学園

常葉大学短期大学部
浜松学院大学短期大学部
愛知学泉短期大学
愛知江南短期大学
愛知文教女子短期大学

112 愛知県

学校法人瀬木学園

愛知みずほ短期大学

113 愛知県

学校法人清光学園

岡崎女子短期大学

114 愛知県
115 愛知県

学校法人至学館
学校法人修文学院

至学館大学短期大学部
修文大学短期大学部

116 愛知県
117 愛知県

学校法人藤ノ花学園
学校法人菊武学園

豊橋創造大学短期大学部
名古屋経営短期大学

神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
新潟県
新潟県
富山県

石川県
石川県
福井県
山梨県
山梨県

静岡県
静岡県
愛知県
愛知県
愛知県

学科・専攻等名

保育学科
初等教育学科

家政専攻
食物栄養専攻

幼児教育学科
幼児教育学科
総合文化学科
幼児教育学科
国際コミュニケーション科
幼児教育科
幼児保育学科
幼児教育学科
幼児教育学科第一部
幼児教育学科第三部
健康栄養学科
保育科
幼児教育学科
幼児教育学科
食物栄養学科
児童教育学科
保育科
幼児教育科
幼児教育学科
こども健康学科
生活文化学科
幼児教育学科第一部
幼児教育学科第三部
生活学科
現代幼児教育学科
幼児教育学科第一部
幼児教育学科第三部
体育学科
幼児教育学科第一部
幼児教育学科第三部
幼児教育・保育科
子ども学科
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保育専攻
食物栄養専攻

生活文化専攻
食物栄養専攻

定員
免許状の種類
140 幼稚園教諭二種免許状
200 幼稚園教諭二種免許状
小学校教諭二種免許状
135 幼稚園教諭二種免許状
100 中学校教諭二種免許状（音楽）
100 幼稚園教諭二種免許状
300 幼稚園教諭二種免許状
200 幼稚園教諭二種免許状
200 幼稚園教諭二種免許状
130 幼稚園教諭二種免許状
100 幼稚園教諭二種免許状
80 栄養教諭二種免許状
80 幼稚園教諭二種免許状
50 幼稚園教諭二種免許状
60 栄養教諭二種免許状
50 幼稚園教諭二種免許状
150 幼稚園教諭二種免許状
80 栄養教諭二種免許状
120 幼稚園教諭二種免許状
50 幼稚園教諭二種免許状
150 幼稚園教諭二種免許状
小学校教諭二種免許状
40 養護教諭二種免許状
50 栄養教諭二種免許状
80 幼稚園教諭二種免許状
120 幼稚園教諭二種免許状
60 中学校教諭二種免許状（国語）
100 幼稚園教諭二種免許状
100 中学校教諭二種免許状（英語）
100 幼稚園教諭二種免許状
100 幼稚園教諭二種免許状
50 幼稚園教諭二種免許状
100 幼稚園教諭二種免許状
50 幼稚園教諭二種免許状
70 中学校教諭二種免許状（家庭）
栄養教諭二種免許状
100 幼稚園教諭二種免許状
100 幼稚園教諭二種免許状
100 幼稚園教諭二種免許状
100 栄養教諭二種免許状
100 幼稚園教諭二種免許状
小学校教諭二種免許状
150 幼稚園教諭二種免許状
140 幼稚園教諭二種免許状
120 幼稚園教諭二種免許状
100 幼稚園教諭二種免許状
40 栄養教諭二種免許状
80 幼稚園教諭二種免許状
70 幼稚園教諭二種免許状
30 養護教諭二種免許状
40 栄養教諭二種免許状
50 幼稚園教諭二種免許状
172 幼稚園教諭二種免許状
80 幼稚園教諭二種免許状
120 中学校教諭二種免許状（保健体育）
120 幼稚園教諭二種免許状
100 幼稚園教諭二種免許状
100 幼稚園教諭二種免許状
50 幼稚園教諭二種免許状
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番号

都道府県名

設置者名

大学名

学科名

118 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

119 愛知県

学校法人桜花学園

名古屋短期大学

120 愛知県
121 愛知県
122 三重県

学校法人滝川学園
学校法人柳城学院
学校法人享栄学園

名古屋文理大学短期大学部
名古屋柳城短期大学
鈴鹿大学短期大学部

保育科
英語コミュニケーション学科
食物栄養学科
保育科
生活コミュニケーション学科

123 三重県
124 三重県
125 滋賀県

学校法人高田学苑
学校法人大橋学園
学校法人純美禮学園

高田短期大学
ユマニテク短期大学
滋賀短期大学

126 滋賀県

学校法人松翠学園

滋賀文教短期大学

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

学校法人滋賀学園
学校法人池坊学園
学校法人佛教教育学園
学校法人京都西山学園
学校法人京都文教学園
学校法人龍谷大学
学校法人大阪音楽大学
学校法人大阪キリスト教学院
学校法人塚本学院
学校法人みどり学園

びわこ学院大学短期大学部
池坊短期大学
華頂短期大学
京都西山短期大学
京都文教短期大学
龍谷大学短期大学部
大阪音楽大学短期大学部
大阪キリスト教短期大学
大阪芸術大学短期大学部
大阪健康福祉短期大学

137 大阪府

学校法人大阪国際学園

大阪国際大学短期大学部

138 大阪府
139 大阪府
140 大阪府

学校法人城南学園
学校法人大阪女学院
学校法人大阪信愛女学院

大阪城南女子短期大学
大阪女学院短期大学
大阪信愛学院短期大学

141 大阪府

学校法人大阪成蹊学園

大阪成蹊短期大学

142
143
144
145

大阪府
大阪府
大阪府
大阪府

学校法人千代田学園
学校法人大阪夕陽丘学園
学校法人関西外国語大学
学校法人玉手山学園

大阪千代田短期大学
大阪夕陽丘学園短期大学
関西外国語大学短期大学部
関西女子短期大学

146
147
148
149
150

大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府

学校法人近畿大学
学校法人四條畷学園
学校法人四天王寺学園
学校法人常磐会学園
学校法人村上学園

近畿大学短期大学部
四條畷学園短期大学
四天王寺大学短期大学部
常磐会短期大学
東大阪大学短期大学部

151
152
153
154

大阪府
大阪府
兵庫県
兵庫県

学校法人プール学院
学校法人平安女学院
学校法人甲子園学院
学校法人行吉学園

プール学院短期大学
平安女学院大学短期大学部
甲子園短期大学
神戸女子短期大学

155
156
157
158

兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県

学校法人夙川学院
学校法人頌栄保育学院
学校法人関西学院
学校法人園田学園

夙川学院短期大学
頌栄短期大学
聖和短期大学
園田学園女子大学短期大学部

滋賀県
京都府
京都府
京都府
京都府
京都府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府

学科・専攻等名
第一部
第三部

栄養士専攻
こども学専攻
食物栄養学専攻

子ども学科
幼児保育学科
生活学科
幼児教育保育学科
子ども学科
ライフデザイン学科
幼児保育学科
幼児教育学科
仏教学科
幼児教育学科
こども教育学科
音楽科
幼児教育学科
保育学科
子ども福祉学科
保育・幼児教育学科
ライフデザイン総合学科
幼児保育学科
総合保育学科
英語科
子ども教育学科

児童学コース

仏教保育専攻

定員
150
50
240
80
150
200
50
40
150
100
80
150
50
30
100
180
50
150
135
100
200
100
70
40
140
150
170
100
120

幼児教育学科
グローバルコミュニケーション学科
生活デザイン学科
栄養学科
幼児教育科
食物栄養学科
英米語学科
保育学科
養護保健学科

300
30
50
120
150
120
800
120
40

商経科
保育学科
保育科
幼児教育科
実践食物学科

80
100
120
300
40

実践保育学科
幼児教育保育学科
保育科
幼児教育保育学科
総合生活学科
食物栄養学科
幼児教育学科
こども学科
保育科
保育科
幼児教育学科
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栄養士コース

80
90
100
80
120
120
100
130
150
150
120

免許状の種類
小学校教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
中学校教諭二種免許状（英語）
栄養教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
栄養教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
栄養教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
小学校教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
中学校教諭二種免許状（音楽）
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
栄養教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
中学校教諭二種免許状（英語）
幼稚園教諭二種免許状
小学校教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
中学校教諭二種免許状（国語）
中学校教諭二種免許状（家庭）
栄養教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
栄養教諭二種免許状
中学校教諭二種免許状（英語）
幼稚園教諭二種免許状
中学校教諭二種免許状（保健）
養護教諭二種免許状
中学校教諭二種免許状（社会）
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
中学校教諭二種免許状（家庭）
栄養教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
中学校教諭二種免許状（家庭）
栄養教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
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番号
159
160
161

都道府県名
設置者名
兵庫県
学校法人弘徳学園
兵庫県
学校法人日ノ本学園
兵庫県
学校法人睦学園

162 兵庫県

学校法人湊川相野学園

湊川短期大学

163 兵庫県

学校法人武庫川学院

武庫川女子大学短期大学部

164 奈良県
165 奈良県

学校法人聖心学園
学校法人佐保会学園

奈良芸術短期大学
奈良佐保短期大学

学科名
学科・専攻等名
こども学科
幼児教育科
保育科第一部
保育科第三部
人間生活学科
人間健康専攻
幼児教育保育学科
日本語文化学科
英語キャリア・コミュニケーション学科
幼児教育学科
健康・スポーツ学科
食生活学科
美術科
地域こども学科

166 奈良県

学校法人西大和学園

白鳳短期大学

総合人間学科

167 和歌山県
168 鳥取県

学校法人和歌山信愛女学院
学校法人藤田学院

和歌山信愛女子短期大学
鳥取短期大学

169
170
171
172
173
174
175

学校法人原田学園
学校法人作陽学園
学校法人山陽学園
学校法人就実学園
学校法人中国学園
学校法人美作学園
学校法人比治山学園

岡山短期大学
作陽音楽短期大学
山陽学園短期大学
就実短期大学
中国短期大学
美作大学短期大学部
比治山大学短期大学部

176 広島県

学校法人広島文化学園

広島文化学園短期大学

177
178
179
180
181
182

学校法人安田学園
学校法人高水学園
学校法人香川学園
学校法人河野学園
学校法人宇部学園
学校法人第二麻生学園

安田女子短期大学
岩国短期大学
宇部フロンティア大学短期大学部
下関短期大学
山口芸術短期大学
山口短期大学

保育科
生活学科
幼児教育保育学科
幼児教育学科
音楽学科
幼児教育学科
幼児教育学科
保育学科
幼児教育学科
総合生活デザイン学科
幼児教育科
美術科
コミュニティ生活学科
食物栄養学科
保育学科
保育科
幼児教育科
保育学科
保育学科
保育学科
児童教育学科

183 徳島県

学校法人四国大学

四国大学短期大学部

184 徳島県

学校法人村崎学園

徳島文理大学短期大学部

岡山県
岡山県
岡山県
岡山県
岡山県
岡山県
広島県

広島県
山口県
山口県
山口県
山口県
山口県

大学名
豊岡短期大学
姫路日ノ本短期大学
兵庫大学短期大学部

人間健康科
幼児教育保育科
言語コミュニケーション学科
生活科学科

185 香川県

学校法人尽誠学園

香川短期大学

186
187
188
189
190

学校法人四国高松学園
学校法人今治明徳学園
学校法人聖カタリナ学園
学校法人松山東雲学園
学校法人高知学園

高松短期大学
今治明徳短期大学
聖カタリナ大学短期大学部
松山東雲短期大学
高知学園短期大学

191 福岡県
192 福岡県

学校法人真宗大谷学園
学校法人福原学園

九州大谷短期大学
九州女子短期大学

保育科
音楽科
子ども学科第Ⅰ部
子ども学科第Ⅲ部
保育学科
幼児教育学科
保育学科
保育科
生活科学学科
幼児保育学科
看護学科
幼児教育学科
子ども健康学科

193 福岡県

学校法人近畿大学

近畿大学九州短期大学

保育科

香川県
愛媛県
愛媛県
愛媛県
高知県
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こども教育専攻

食物栄養専攻

幼児教育専攻

初等教育学専攻
幼児教育学専攻
食物栄養専攻

生活科学専攻
食物専攻

幼稚園教諭養成課程
養護教諭養成課程

定員
40
70
100
80
40
100
100
100
150
80
160
130
100
100
100
50
145
100
40
100
100
120
70
100
100
70
80
50
100
150
80
80
50
120
50
50
40
80
20
40
40
70
20
60
40
80
40
100
100
80
80
60
100
80
70
70

免許状の種類
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
養護教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
中学校教諭二種免許状（国語）
中学校教諭二種免許状（英語）
幼稚園教諭二種免許状
中学校教諭二種免許状（保健体育）
栄養教諭二種免許状
中学校教諭二種免許状（美術）
幼稚園教諭二種免許状
小学校教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
小学校教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
栄養教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
中学校教諭二種免許状（家庭）
幼稚園教諭二種免許状
中学校教諭二種免許状（美術）
中学校教諭二種免許状（家庭）
栄養教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
小学校教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
栄養教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
中学校教諭二種免許状（国語）
中学校教諭二種免許状（英語）
中学校教諭二種免許状（家庭）
栄養教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
中学校教諭二種免許状（音楽）
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
栄養教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
養護教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
養護教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状

６．私立短期大学の学科等の課程

番号
194
195
196
197

都道府県名
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県

設置者名
学校法人久留米信愛女学院
学校法人山内学園
学校法人純真学園
学校法人精華学園

大学名
久留米信愛女学院短期大学
香蘭女子短期大学
純真短期大学
精華女子短期大学

福岡県
福岡県
福岡県
福岡県

学校法人西南女学院
学校法人中村学園
学校法人西日本短期大学
学校法人東筑紫学園

西南女学院大学短期大学部
中村学園大学短期大学部
西日本短期大学
東筑紫短期大学

202 福岡県

学校法人都築育英学園

福岡こども短期大学

203 福岡県

学校法人九州学園

福岡女子短期大学

204 佐賀県
205 佐賀県

学校法人佐賀龍谷学園
学校法人旭学園

九州龍谷短期大学
佐賀女子短期大学

198
199
200
201

学科名
幼児教育学科
保育学科
こども学科
生活科学科
幼児保育学科
保育科
幼児保育学科
保育学科
食物栄養学科
保育学科
こども教育学科

佐賀県
長崎県
長崎県
熊本県
熊本県
大分県
大分県

学校法人永原学園
学校法人鶴鳴学園
学校法人九州文化学園
学校法人尚絅学園
学校法人八商学園
学校法人扇城学園
学校法人別府大学

西九州大学短期大学部
長崎女子短期大学
長崎短期大学
尚絅大学短期大学部
中九州短期大学
東九州短期大学
別府大学短期大学部

食物栄養専攻

健康栄養学科
音楽科
文化教養学科
子ども学科
保育学科
こども未来学科
地域みらい学科

206
207
208
209
210
211
212

学科・専攻等名

幼児保育学科
幼児教育学科
保育学科
幼児教育学科
幼児保育学科
幼児教育学科
食物栄養科

定員
100
150
100
100
150
150
190
100
100
150
300
70
80
70
70
75
100

健康とホスピタリティコース
食とヘルスマネジメントコース

保育専攻

30
30
90
100
100
150
80
50
50

初等教育科

200

食物栄養学科
幼児教育学科
保育科
生活学科

60
70
210
65
40
60
100
240

213 大分県

学校法人溝部学園

別府溝部学園短期大学

214 宮崎県
215 鹿児島県

学校法人宮崎学園
学校法人鹿児島純心女子学園

宮崎学園短期大学
鹿児島純心女子短期大学

216 鹿児島県

学校法人志學館学園

鹿児島女子短期大学

英語科
生活科学科
児童教育学科

217 鹿児島県
218 沖縄県
219 沖縄県

学校法人都築教育学園
学校法人沖縄キリスト教学院
学校法人嘉数女子学園

第一幼児教育短期大学
沖縄キリスト教短期大学
沖縄女子短期大学

幼児教育科
保育科
児童教育学科
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こども学専攻
食物栄養専攻
食物栄養学専攻

100
100
175

免許状の種類
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
栄養教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
栄養教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
養護教諭二種免許状
栄養教諭二種免許状
中学校教諭二種免許状（音楽）
中学校教諭二種免許状（国語）
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
小学校教諭二種免許状
養護教諭二種免許状
栄養教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
中学校教諭二種免許状（家庭）
栄養教諭二種免許状
小学校教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
栄養教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
栄養教諭二種免許状
中学校教諭二種免許状（英語）
栄養教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
小学校教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
小学校教諭二種免許状

７．私立短期大学の学科等の通信課程

番号 都道府県名
設置者名
大学名
学校法人茶屋四郎次郎記念学園 東京福祉大学短期大学部
1 群馬県
2
3
4
5
6

千葉県
東京都
神奈川県
愛知県
大阪府

学部等名
通信教育課程

学科名

専攻等名
幼児教育専攻
こども教育・保育専攻

こども学科

学校法人東京聖徳学園
学校法人冲永学園
学校法人三幸学園
学校法人愛知産業大学
学校法人塚本学院

聖徳大学短期大学部
帝京短期大学
小田原短期大学
愛知産業大学短期大学
大阪芸術大学短期大学部

通信教育部
保育科
こども教育学科
こども教育専攻通信教育課程
保育学科通信教育課程
通信教育部
国際コミュニケーション学科
通信教育部
保育学科

7 兵庫県

学校法人弘徳学園

豊岡短期大学

通信教育部

こども学科

8 福岡県

学校法人近畿大学

近畿大学九州短期大学

通信教育部

保育科
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幼稚園コース
保育コース
幼児専攻
保育専攻

コース名

幼稚園教諭免許コース
幼稚園教諭免許・保育士資格コース

定員
150
200
200
200
2200
600
250
250
650
500
600

免許状の種類
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
中学校教諭二種免許状（英語）
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状
幼稚園教諭二種免許状

８．国立大学の大学院の課程

番号 都道府県名
設置者名
1 北海道
国立大学法人北海道大学

大学名
北海道大学

法学研究科

研究科等名

専攻等名
法学政治学専攻

経済学院

現代経済経営専攻

水産科学院

海洋生物資源科学専攻
海洋応用生命科学専攻
環境起学専攻

環境科学院

地球圏科学専攻
生物圏科学専攻
環境物質科学専攻
理学院

数学専攻
物性物理学専攻
宇宙理学専攻
自然史科学専攻

2 北海道

国立大学法人北海道教育大学

北海道教育大学

生命科学院

生命科学専攻

教育学院

教育学専攻

工学院

総合化学院

応用物理学専攻
材料科学専攻
機械宇宙工学専攻
人間機械システムデザイン専攻
エネルギー環境システム専攻
量子理工学専攻
環境フィールド工学専攻
北方圏環境政策工学専攻
建築都市空間デザイン専攻
空間性能システム専攻
環境創生工学専攻
環境循環システム専攻
総合化学専攻

教育学研究科

学校教育専攻
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専修等名

定員
免許状の種類
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）
35 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）
43 高等学校教諭専修免許状（水産）
47 高等学校教諭専修免許状（水産）
44 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）
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）
52 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）
28 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）
44 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）
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）
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）
39 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）
116 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）
45 中学校教諭専修免許状（社会）
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（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（保健体育）
33 高等学校教諭専修免許状（理科）
39 高等学校教諭専修免許状（理科）
27 高等学校教諭専修免許状（工業）
26 高等学校教諭専修免許状（工業）
26 高等学校教諭専修免許状（理科）
20 高等学校教諭専修免許状（理科）
24 高等学校教諭専修免許状（理科）
26 高等学校教諭専修免許状（工業）
22 高等学校教諭専修免許状（工業）
27 高等学校教諭専修免許状（工業）
28 高等学校教諭専修免許状（理科）
18 高等学校教諭専修免許状（理科）
129 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）
24 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（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）

８．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

研究科等名

専攻等名

教科教育専攻

養護教育専攻

学校臨床心理専攻
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専修等名

定員

免許状の種類
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）
養護教諭専修免許状
96 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）
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）
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（数学）
高等学校教諭専修免許状（数学）
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）
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）
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）
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）
中学校教諭専修免許状（美術）
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）
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）
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）
6 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
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（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（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）

８．国立大学の大学院の課程

番号

都道府県名

3 北海道

設置者名

国立大学法人室蘭工業大学

大学名

室蘭工業大学

研究科等名

工学研究科

専攻等名

専修等名

定員

高度教職実践専攻

45

環境創成工学系専攻

73

生産システム工学系専攻

84

情報電子工学系専攻

67

4 北海道

国立大学法人小樽商科大学

小樽商科大学

商学研究科

現代商学専攻

10

5 北海道
6 北海道

国立大学法人帯広畜産大学
国立大学法人北見工業大学

帯広畜産大学
北見工業大学

畜産学研究科
工学研究科

7 青森県

国立大学法人弘前大学

弘前大学

人文社会科学研究科

畜産科学専攻
機械工学専攻
社会環境工学専攻
電気電子工学専攻
情報システム工学専攻
バイオ環境化学専攻
マテリアル工学専攻
文化科学専攻

48
22
20
20
16
18
16
10

応用社会学専攻

教育学研究科

学校教育専攻
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6

16

免許状の種類
養護教諭専修免許状
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（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）
養護教諭専修免許状
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（商業）
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（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
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）
高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
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）
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）

８．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

研究科等名

専攻等名

教職実践専攻

8 岩手県

国立大学法人岩手大学

岩手大学

専修等名

定員

16

保健学研究科
理工学研究科

保健学専攻
理工学専攻

農学生命科学研究科

農学生命科学専攻

60

教育学研究科

教職実践専攻

16
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30
120

免許状の種類
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（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（職業指導）
高等学校教諭専修免許状（英語）
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
高等学校教諭専修免許状（看護）
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）
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）
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）
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）

８．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

研究科等名

総合科学研究科

専攻等名

地域創生専攻
総合文化学専攻

理工学専攻

9 宮城県

国立大学法人東北大学

東北大学

専修等名

定員

54
10

180

農学専攻

50

教育学研究科

総合教育科学専攻

45

理学研究科

数学専攻

38

物理学専攻

91

天文学専攻

9

地球物理学専攻

26

化学専攻

66

地学専攻

32
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免許状の種類
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）
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（中国語）
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（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（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）
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（工業）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）

８．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

研究科等名
薬学研究科

専攻等名
分子薬科学専攻
生命薬科学専攻

工学研究科

機械機能創成専攻
ファインメカニクス専攻
航空宇宙工学専攻
量子エネルギー工学専攻
電気エネルギーシステム専攻
通信工学専攻
電子工学専攻
応用物理学専攻
応用化学専攻
化学工学専攻
バイオ工学専攻
金属フロンティア工学専攻
知能デバイス材料学専攻
材料システム工学専攻
土木工学専攻
都市・建築学専攻
ロボティクス専攻

農学研究科

資源生物科学専攻

応用生命科学専攻
生物産業創成科学専攻
国際文化研究科

国際文化研究専攻

情報科学研究科

情報基礎科学専攻

システム情報科学専攻

人間社会情報科学専攻

応用情報科学専攻

10 宮城県

国立大学法人宮城教育大学

宮城教育大学

生命科学研究科

生態発生適応科学専攻

医工学研究科

医工学専攻

環境科学研究科

先端環境創成学専攻

教育学研究科

教科教育専攻
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専修等名

定員
免許状の種類
22 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）
32 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）
40 高等学校教諭専修免許状（工業）
46 高等学校教諭専修免許状（工業）
50 高等学校教諭専修免許状（工業）
38 高等学校教諭専修免許状（理科）
32 高等学校教諭専修免許状（工業）
31 高等学校教諭専修免許状（工業）
51 高等学校教諭専修免許状（工業）
32 高等学校教諭専修免許状（工業）
26 高等学校教諭専修免許状（工業）
34 高等学校教諭専修免許状（工業）
19 高等学校教諭専修免許状（理科）
26 高等学校教諭専修免許状（工業）
37 高等学校教諭専修免許状（工業）
30 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）
43 高等学校教諭専修免許状（工業）
45 高等学校教諭専修免許状（工業）
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）
36 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）
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）
38 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）
35 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）
38 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）
37 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）
30 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）
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（情報）
35 高等学校教諭専修免許状（情報）
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）
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）
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）
60 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）
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）
22 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）
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）
高等学校教諭専修免許状（公民）
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．国立大学の大学院の課程

番号

都道府県名

11 秋田県

設置者名

国立大学法人秋田大学

大学名

秋田大学

研究科等名

専攻等名

専修等名

定員

高度教職実践専攻

32

教育学研究科

教職実践専攻

20

理工学研究科

生命科学専攻
物質科学専攻

15
42

数理・電気電子情報学専攻

45
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免許状の種類
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）
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）
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）
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）
中学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（美術）
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）
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）
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（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）
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（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（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）
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）

８．国立大学の大学院の課程

番号

都道府県名

12 山形県

設置者名

国立大学法人山形大学

大学名

山形大学

研究科等名

社会文化システム研究科

専攻等名
システムデザイン工学専攻
共同ライフサイクルデザイン工学専攻
文化システム専攻

社会システム専攻
地域教育文化研究科

文化創造専攻

理工学研究科

理学専攻

物質化学工学専攻
バイオ化学工学専攻
応用生命システム工学専攻
情報科学専攻

13 福島県

国立大学法人福島大学

福島大学

教育実践研究科

電気電子工学専攻
機械システム工学専攻
教職実践専攻

人間発達文化研究科

教職実践専攻
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専修等名

定員
免許状の種類
36 高等学校教諭専修免許状（工業）
12 高等学校教諭専修免許状（工業）
6 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）
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）
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）
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）
53 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）
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）
38 高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（理科）
28 高等学校教諭専修免許状（理科）
23 高等学校教諭専修免許状（工業）
28 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）
34 高等学校教諭専修免許状（工業）
50 高等学校教諭専修免許状（工業）
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）
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）
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（技術）

８．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

研究科等名

専攻等名

専修等名

定員

地域文化創造専攻

17

学校臨床心理専攻

7

地域政策科学研究科

地域政策科学専攻

20

経済学研究科

経済学専攻

10

共生システム理工学研究科

経営学専攻
共生システム理工学専攻

12
53

149/273

免許状の種類
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
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）
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）
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（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）
中学校教諭専修免許状（理科）
中学校教諭専修免許状（技術）
高等学校教諭専修免許状（理科）

８．国立大学の大学院の課程

番号

都道府県名

14 茨城県

設置者名

国立大学法人茨城大学

大学名

茨城大学

研究科等名

人文社会科学研究科

教育学研究科

専攻等名

専修等名

定員

文化科学専攻

13

社会科学専攻

12

教科教育専攻

22

養護教育専攻

3

教育実践高度化専攻
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15

免許状の種類
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）
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）
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）
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（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）
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
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（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（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

８．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

研究科等名
理工学研究科

専攻等名
量子線科学専攻
理学専攻

15 茨城県

国立大学法人筑波大学

筑波大学

農学研究科
教育研究科

機械システム工学専攻
電気電子システム工学専攻
情報工学専攻
都市システム工学専攻
農学専攻
スクールリーダーシップ開発専攻

教科教育専攻
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専修等名

定員
免許状の種類
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）
45 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）
86 高等学校教諭専修免許状（工業）
58 高等学校教諭専修免許状（工業）
30 高等学校教諭専修免許状（工業）
27 高等学校教諭専修免許状（工業）
48 高等学校教諭専修免許状（農業）
20 小学校教諭専修免許状
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）
高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
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）
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）
中学校教諭専修免許状（美術）
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）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（看護）
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（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）
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）
高等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（英語）
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（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（フランス語）
中学校教諭専修免許状（中国語）
高等学校教諭専修免許状（中国語）
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）
養護教諭専修免許状
栄養教諭専修免許状
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）
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（数学）

８．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

研究科等名

人文社会科学研究科

数理物質科学研究科

システム情報工学研究科

生命環境科学研究科

専攻等名

哲学・思想専攻

定員

6

歴史・人類学専攻

12

文芸・言語専攻

20

現代語・現代文化専攻

10

国際地域研究専攻

36

数学専攻

27

物理学専攻

50

化学専攻

48

電子・物理工学専攻

54

物性・分子工学専攻

61

リスク工学専攻
コンピュータサイエンス専攻

30
113

知能機能システム専攻

108

構造エネルギー工学専攻

68

地球科学専攻

39

生物科学専攻

49

生物資源科学専攻

人間総合科学研究科

専修等名

106

環境科学専攻

69

環境バイオマス共生学専攻

21

スポーツ健康システム・マネジメント専攻

24

教育学専攻

18

152/273

免許状の種類
高等学校教諭専修免許状（数学）
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）
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（理科）
高等学校教諭専修免許状（理科）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
養護教諭専修免許状
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）

８．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

研究科等名

専攻等名

生涯発達専攻
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専修等名

定員

免許状の種類
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（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（中国語）
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（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（中国語）
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
46 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（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（中国語）
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）

８．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

研究科等名

専攻等名

体育学専攻

専修等名

定員

115

芸術専攻

60

16 茨城県

国立大学法人筑波技術大学

筑波技術大学

図書館情報メディア研究科
技術科学研究科

図書館情報メディア専攻
産業技術学専攻

37
4

17 栃木県

国立大学法人宇都宮大学

宇都宮大学

教育学研究科

保健科学専攻
教育実践高度化専攻

3
18

18 群馬県

国立大学法人群馬大学

群馬大学

教育学研究科

教科教育実践専攻

20
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免許状の種類
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（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（中国語）
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
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）
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）
養護教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状（美術）
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（情報）
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（情報）
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）
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）
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）
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）

８．国立大学の大学院の課程

番号

都道府県名

19 埼玉県

設置者名

国立大学法人埼玉大学

大学名

埼玉大学

研究科等名

人文社会科学研究科

教育学研究科

専攻等名

専修等名

定員

教職リーダー専攻

16

文化環境専攻

20

国際日本アジア専攻

38

学校教育専攻

15
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免許状の種類
高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（情報）
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）
中学校教諭専修免許状（美術）
高等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（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（家庭）
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（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）
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（英語）
高等学校教諭専修免許状（英語）
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）
養護教諭専修免許状
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）
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）

８．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

研究科等名

理工学研究科

専攻等名

専修等名

定員

教科教育専攻

27

教職実践専攻

20

生命科学系専攻

55

物理機能系専攻

59
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免許状の種類
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（英語）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
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）
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）
中学校教諭専修免許状（美術）
高等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（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）
高等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（英語）
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（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（福祉）
高等学校教諭専修免許状（英語）
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）
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．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

研究科等名

専攻等名
化学系専攻
数理電子情報系専攻

機械科学系専攻
環境システム工学系専攻

20 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

教育学研究科

学校教育学専攻

高度教職実践専攻

157/273

専修等名

定員
免許状の種類
65 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）
108 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）
高等学校教諭専修免許状（工業）
59 高等学校教諭専修免許状（工業）
62 高等学校教諭専修免許状（工業）
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）
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）
59 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（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）
養護教諭専修免許状
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）

８．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

研究科等名

融合理工学府

21 東京都

国立大学法人東京大学

東京大学

専攻等名

専修等名

定員

数学情報科学専攻

74

地球環境科学専攻

81

先進理化学専攻

207

園芸学研究科

環境園芸学専攻

105

人文社会系研究科

基礎文化研究専攻

55

日本文化研究専攻

28

アジア文化研究専攻

38

欧米系文化研究専攻

33

社会文化研究専攻

16

韓国朝鮮文化研究専攻

12

総合教育科学専攻

67

学校教育高度化専攻

21

言語情報科学専攻

30

超域文化科学専攻

40

地域文化研究専攻

44

国際社会科学専攻

37

教育学研究科

総合文化研究科
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免許状の種類
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（工業）
高等学校教諭専修免許状（英語）
養護教諭専修免許状
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）
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）
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）
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）
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（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）
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）
高等学校教諭専修免許状（公民）
中学校教諭専修免許状（中国語）
高等学校教諭専修免許状（中国語）
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）
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）
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（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（フランス語）
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）
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）
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（保健体育）
高等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）
高等学校教諭専修免許状（保健）
小学校教諭専修免許状
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（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）
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）
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）

８．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

研究科等名

専攻等名
広域科学専攻

理学系研究科

物理学専攻

天文学専攻

地球惑星科学専攻
化学専攻
生物科学専攻
工学系研究科

都市工学専攻
精密工学専攻

航空宇宙工学専攻
物理工学専攻

農学生命科学研究科

マテリアル工学専攻
生産・環境生物学専攻

応用生命化学専攻
応用生命工学専攻
森林科学専攻

水圏生物科学専攻

農業・資源経済学専攻
生物・環境工学専攻

生物材料科学専攻
農学国際専攻

生圏システム学専攻
応用動物科学専攻
医学系研究科

健康科学・看護学専攻

数理科学研究科

数理科学専攻

新領域創成科学研究科

物質系専攻
複雑理工学専攻
先端生命科学専攻
自然環境学専攻
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専修等名

定員
免許状の種類
118 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）
130 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）
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）
23 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）
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）
99 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）
72 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）
84 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）
37 高等学校教諭専修免許状（工業）
27 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）
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）
37 高等学校教諭専修免許状（工業）
42 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）
45 高等学校教諭専修免許状（工業）
28 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）
34 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）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（農業）
30 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（水産）
17 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）
17 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）
17 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）
43 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）
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）
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）
19 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）
25 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
53 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）
38 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）
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）
54 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）
46 中学校教諭専修免許状（社会）

８．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

研究科等名

情報理工学系研究科

22 東京都

国立大学法人東京外国語大学

東京外国語大学

学際情報学府
総合国際学研究科

23 東京都

国立大学法人東京農工大学

東京農工大学

工学府

24 東京都

国立大学法人東京芸術大学

東京芸術大学

専攻等名

環境システム学専攻

18

社会文化環境学専攻

32

コンピュータ科学専攻
数理情報学専攻

27
25

システム情報学専攻
電子情報学専攻
知能機械情報学専攻
学際情報学専攻
世界言語社会専攻

生物システム応用科学府

電気電子工学専攻
情報工学専攻
生物機能システム科学専攻

66
42
59

美術研究科

絵画専攻

50

彫刻専攻

13

工芸専攻

26

デザイン専攻

30

建築専攻

18

芸術学専攻

21

先端芸術表現専攻

22

文化財保存学専攻

18

作曲専攻

7

声楽専攻

12
8

器楽専攻

45

指揮専攻

3

邦楽専攻

9

音楽文化学専攻
東京工業大学

25
28
24
100
102

58
78
70
26

オペラ専攻

国立大学法人東京工業大学

定員

生命工学専攻
応用化学専攻
機械システム工学専攻
物理システム工学専攻

音楽研究科

25 東京都

専修等名

理学院

29
154
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免許状の種類
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（情報）
高等学校教諭専修免許状（情報）
高等学校教諭専修免許状（情報）
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）
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（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（理科）
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（理科）
高等学校教諭専修免許状（情報）
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）
中学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（美術）
中学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（美術）
中学校教諭専修免許状（美術）
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）
中学校教諭専修免許状（美術）
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）
中学校教諭専修免許状（美術）
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）
中学校教諭専修免許状（美術）
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）
中学校教諭専修免許状（美術）
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）
中学校教諭専修免許状（美術）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
中学校教諭専修免許状（数学）

８．国立大学の大学院の課程

番号

都道府県名

26 東京都

設置者名

国立大学法人東京海洋大学

大学名

東京海洋大学

研究科等名

専攻等名

国立大学法人お茶の水女子大学

お茶の水女子大学

定員

工学院

477

物質理工学院

347

情報理工学院

135

生命理工学院

168

環境・社会理工学院
海洋科学技術研究科

海洋生命資源科学専攻

人間文化創成科学研究科

263
50

食機能保全科学専攻

32

海洋資源環境学専攻

65

海洋管理政策学専攻

22

海洋システム工学専攻

19

海運ロジスティクス専攻

32

食品流通安全管理専攻
27 東京都

専修等名

8

比較社会文化学専攻

60

人間発達科学専攻

27
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免許状の種類
高等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（理科）
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）
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）
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）
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）
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（水産）
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（水産）
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（水産）
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（商船）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（商船）
高等学校教諭専修免許状（工業）
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）
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（中国語）
高等学校教諭専修免許状（中国語）
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）
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）
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）
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）
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）
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（フランス語）
中学校教諭専修免許状（中国語）
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）

８．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

研究科等名

専攻等名

29 東京都

30 神奈川県

国立大学法人電気通信大学

国立大学法人一橋大学

国立大学法人横浜国立大学

電気通信大学

一橋大学

横浜国立大学

情報理工学研究科

定員

ジェンダー社会科学専攻

18

ライフサイエンス専攻

40

理学専攻

70

生活工学共同専攻
28 東京都

専修等名

7

情報学専攻

110

情報・ネットワーク工学専攻

150

法学研究科

機械知能システム学専攻
基盤理工学専攻
法学・国際関係専攻

105
135
15

社会学研究科

総合社会科学専攻

70

言語社会研究科

言語社会専攻

49

教育学研究科

教育実践専攻

85
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免許状の種類
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（フランス語）
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（宗教）
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（家庭）
高等学校教諭専修免許状（家庭）
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）
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）
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）
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）
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（数学）
高等学校教諭専修免許状（情報）
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）
高等学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（理科）
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）
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（英語）
高等学校教諭専修免許状（英語）
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（書道）
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）

８．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

研究科等名

専攻等名

高度教職実践専攻

理工学府

化学・生命系理工学専攻
数物・電子情報系理工学専攻
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専修等名

定員

免許状の種類
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（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）
養護教諭専修免許状
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）
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
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）
146 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）

８．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

研究科等名

環境情報学府

31 新潟県

国立大学法人新潟大学

新潟大学

専攻等名

専修等名

定員

人工環境専攻

75

自然環境専攻

33

情報環境専攻

65

教育実践学研究科

教育実践開発専攻

20

現代社会文化研究科

現代文化専攻

10

社会文化専攻

20

法政社会専攻

10

経済経営専攻

20
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免許状の種類
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）
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）
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）
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）
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）
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（ロシア語）
中学校教諭専修免許状（中国語）
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（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（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（ロシア語）
高等学校教諭専修免許状（中国語）
養護教諭専修免許状
栄養教諭専修免許状
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（情報）
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）
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）
中学校教諭専修免許状（社会）

８．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

研究科等名

自然科学研究科

専攻等名

数理物質科学専攻

材料生産システム専攻
電気情報工学専攻

専修等名

定員

63

143
122

生命・食料科学専攻

70

環境科学専攻

89

96
96
50
47
35
20
60
8

32 新潟県

国立大学法人長岡技術科学大学

長岡技術科学大学

工学研究科

33 富山県

国立大学法人富山大学

富山大学

人文科学研究科

機械創造工学専攻
電気電子情報工学専攻
物質材料工学専攻
生物機能工学専攻
情報・経営システム工学専攻
原子力システム安全工学専攻
環境社会基盤工学専攻
人文科学専攻

人間発達科学研究科

発達教育専攻

6

発達環境専攻

6

芸術文化学研究科

芸術文化学専攻

8

理工学教育部

数学専攻

8

物理学専攻

12

化学専攻

12

生物学専攻

12

地球科学専攻

10

生物圏環境科学専攻

10

電気電子システム工学専攻
知能情報工学専攻

33
27
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免許状の種類
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）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
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（工業）
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（中国語）
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（中国語）
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（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（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（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（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）
中学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（美術）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（工業）

８．国立大学の大学院の課程

番号

都道府県名

34 石川県

設置者名

国立大学法人金沢大学

大学名

金沢大学

研究科等名

教職実践開発研究科

専攻等名
機械知能システム工学専攻
生命工学専攻
環境応用化学専攻
材料機能工学専攻
教職実践開発専攻

教職実践研究科

教職実践高度化専攻
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専修等名

定員
33
18
22
20
14

免許状の種類
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
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（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（中国語）
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）
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（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（中国語）
高等学校教諭専修免許状（ロシア語）
高等学校教諭専修免許状（宗教）
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（ドイツ語）

８．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

研究科等名

人間社会環境研究科

自然科学研究科

35 福井県

国立大学法人福井大学

福井大学

教育学研究科

専攻等名

人文学専攻

専修等名

定員

23

法学・政治学専攻

8

経済学専攻

6

地域創造学専攻

14

国際学専攻

10

数物科学専攻

56

物質化学専攻

57

機械科学専攻
電子情報科学専攻
環境デザイン学専攻
自然システム学専攻

90
67
40
67

学校教育専攻

27
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免許状の種類
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（中国語）
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（職業指導）
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（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）
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（宗教）
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）
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（中国語）
中学校教諭専修免許状（社会）
高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
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（公民）
高等学校教諭専修免許状（保健体育）
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）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
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）
幼稚園教諭専修免許状

８．国立大学の大学院の課程

番号

都道府県名

36 山梨県
37 長野県

設置者名

国立大学法人山梨大学
国立大学法人信州大学

大学名

山梨大学
信州大学

研究科等名

専攻等名

専修等名

定員

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

40

工学研究科

機械工学専攻
電気・電子工学専攻
情報・メディア工学専攻
建築建設工学専攻
材料開発工学専攻
生物応用化学専攻
物理工学専攻

32
30
31
28
24
21
18

医工農学総合教育部
人文科学研究科

知能システム工学専攻
繊維先端工学専攻
原子力・エネルギー安全工学専攻
工学専攻
地域文化専攻
168/273

27
15
27
181
5

免許状の種類
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
中学校教諭専修免許状（社会）

８．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

研究科等名

教育学研究科

総合理工学研究科

専攻等名

専修等名

定員

言語文化専攻

5

学校教育専攻

20

高度教職実践専攻

20

理学専攻

75

工学専攻

240

繊維学専攻

160
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免許状の種類
高等学校教諭専修免許状（公民）
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）
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）
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（ドイツ語）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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．国立大学の大学院の課程

番号

都道府県名

38 岐阜県

設置者名

国立大学法人岐阜大学

大学名

岐阜大学

研究科等名

教育学研究科

専攻等名

専修等名

定員

農学専攻

65

生命医工学専攻

35

教職実践開発専攻

25

心理発達支援専攻

10
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免許状の種類
高等学校教諭専修免許状（工業）
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）
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）
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（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（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（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（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（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）
高等学校教諭専修免許状（情報）
高等学校教諭専修免許状（福祉）
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（ドイツ語）
中学校教諭専修免許状（フランス語）

８．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

研究科等名

専攻等名

総合教科教育専攻
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専修等名

定員

免許状の種類
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（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（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（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）
高等学校教諭専修免許状（情報）
高等学校教諭専修免許状（福祉）
養護教諭専修免許状
34 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（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（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（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（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（ドイツ語）

８．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

研究科等名

自然科学技術研究科
39 静岡県

国立大学法人静岡大学

静岡大学

人文社会科学研究科

教育学研究科

専攻等名

専修等名

定員

生命科学・化学専攻
生物生産環境科学専攻
臨床人間科学専攻

82
44
11

比較地域文化専攻

10

経済専攻

15

学校教育研究専攻

52

教育実践高度化専攻

20
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免許状の種類
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）
高等学校教諭専修免許状（情報）
高等学校教諭専修免許状（福祉）
養護教諭専修免許状
栄養教諭専修免許状
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）
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）
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）
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）
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）
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）
養護教諭専修免許状
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）

８．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

研究科等名

総合科学技術研究科

40 愛知県

41 愛知県

国立大学法人名古屋大学

国立大学法人愛知教育大学

名古屋大学

愛知教育大学

専攻等名

情報学専攻
理学専攻

専修等名

定員

60
70

工学専攻

262

農学専攻

87

人文学研究科

人文学専攻

教育発達科学研究科

教育科学専攻

32

心理発達科学専攻

22

法学研究科

総合法政専攻

35

経済学研究科
理学研究科

社会経済システム専攻
素粒子宇宙物理学専攻

30
66

物質理学専攻

63

生命理学専攻

42

多元数理科学研究科

多元数理科学専攻

47

環境学研究科

地球環境科学専攻

53

社会環境学専攻

27

情報学研究科

数理情報学専攻

14

教育学研究科

複雑系科学専攻
発達教育科学専攻

36
20
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104

免許状の種類
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（情報）
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）
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（数学）
高等学校教諭専修免許状（工業）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
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）
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）
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（公民）
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）
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）
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）
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）
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）
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（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）
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（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）

８．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

研究科等名

専攻等名

専修等名

定員

養護教育専攻

3

学校教育臨床専攻

8

国語教育専攻

5

社会科教育専攻

9

数学教育専攻

7

理科教育専攻

13

芸術教育専攻

14

保健体育専攻

6
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免許状の種類
高等学校教諭専修免許状（福祉）
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）
幼稚園教諭専修免許状
養護教諭専修免許状
養護教諭専修免許状
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）
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（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（福祉）
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）
幼稚園教諭専修免許状
養護教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状（国語）
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）
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（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）
小学校教諭専修免許状
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）
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（理科）
高等学校教諭専修免許状（理科）
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）
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）
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（保健体育）
中学校教諭専修免許状（保健）
高等学校教諭専修免許状（保健体育）
高等学校教諭専修免許状（保健）
幼稚園教諭専修免許状
養護教諭専修免許状

８．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

研究科等名

専攻等名
技術教育専攻
家政教育専攻

英語教育専攻

42 三重県

国立大学法人三重大学

三重大学

教育実践研究科

教職実践専攻

人文社会科学研究科

地域文化論専攻

教育学研究科

教育科学専攻
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専修等名

定員
免許状の種類
3 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）
3 小学校教諭専修免許状
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）
4 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）
50 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（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（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（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）
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）
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（英語）
高等学校教諭専修免許状（英語）
27 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）

８．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

研究科等名

生物資源学研究科

43 滋賀県

国立大学法人滋賀大学

滋賀大学

教育学研究科

専攻等名

専修等名

定員

教職実践高度化専攻

14

資源循環学専攻

23

共生環境学専攻

26

生物圏生命科学専攻

39

学校教育専攻

35
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免許状の種類
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（水産）
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）

８．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

研究科等名

専攻等名

高度教職実践専攻
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専修等名

定員

免許状の種類
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（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（職業指導）
高等学校教諭専修免許状（英語）
幼稚園教諭専修免許状
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）
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）

８．国立大学の大学院の課程

番号

都道府県名

44 京都府

設置者名
国立大学法人京都大学

大学名
京都大学

研究科等名
文学研究科

京都教育大学

定員

文献文化学専攻

33

思想文化学専攻

20

歴史文化学専攻

20

行動文化学専攻

18

現代文化学専攻

9

教育学環専攻

42

理学研究科

数学・数理解析専攻

52

人間・環境学研究科

共生人間学専攻

69

共生文明学専攻

57

相関環境学専攻

38

知能情報学専攻
社会情報学専攻
先端数理科学専攻

37
36
20

数理工学専攻

22

システム科学専攻
通信情報システム専攻
統合生命科学専攻

32
42
40

高次生命科学専攻

35

学校教育専攻

17

生命科学研究科

国立大学法人京都教育大学

専修等名

教育学研究科

情報学研究科

45 京都府

専攻等名

教育学研究科
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免許状の種類
高等学校教諭専修免許状（宗教）
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）
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（社会）
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）
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（社会）
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）
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（数学）
高等学校教諭専修免許状（数学）
中学校教諭専修免許状（社会）
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）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
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（情報）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（情報）
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）
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）
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）

８．国立大学の大学院の課程

番号

都道府県名

46 京都府

47 大阪府

設置者名

国立大学法人京都工芸繊維大学

国立大学法人大阪大学

大学名

京都工芸繊維大学

大阪大学

研究科等名

工芸科学研究科

文学研究科

専攻等名

専修等名

定員

教科教育専攻

35

応用生物学専攻

40

材料創製化学専攻

33

材料制御化学専攻

32

物質合成化学専攻

33

機能物質化学専攻

32

電子システム工学専攻

50

情報工学専攻

46

先端ファイブロ科学専攻

35

バイオベースマテリアル学専攻

22

建築学専攻
機械物理学専攻

75
37

機械設計学専攻

30

文化形態論専攻

38

文化表現論専攻

37
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免許状の種類
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（英語）
幼稚園教諭専修免許状
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
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）
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）
中学校教諭専修免許状（美術）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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（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）
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）
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（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（フランス語）

８．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

研究科等名

専攻等名
文化動態論専攻

人間科学研究科

人間科学専攻

法学研究科
経済学研究科

法学・政治学専攻
経済学専攻

理学研究科

数学専攻
物理学専攻
化学専攻
生物科学専攻
高分子科学専攻
宇宙地球科学専攻

医学系研究科
工学研究科

保健学専攻
生命先端工学専攻
応用化学専攻
精密科学・応用物理学専攻
機械工学専攻
マテリアル生産科学専攻
電気電子情報工学専攻

環境・エネルギー工学専攻

基礎工学研究科

地球総合工学専攻
ビジネスエンジニアリング専攻
物質創成専攻
機能創成専攻

システム創成専攻

言語文化研究科

言語文化専攻

言語社会専攻

180/273

専修等名

定員
免許状の種類
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）
89 中学校専修免許状（社会）
高等学校専修免許状（地理歴史）
高等学校専修免許状（公民）
35 高等学校教諭専修免許状（公民）
50 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）
32 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）
68 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）
60 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）
54 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）
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）
28 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）
81 養護教諭専修免許状
85 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）
77 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）
60 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）
80 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）
106 高等学校教諭専修免許状（工業）
143 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）
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）
76 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）
98 高等学校教諭専修免許状（工業）
33 高等学校教諭専修免許状（工業）
113 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）
59 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）
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）
95 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）
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）
32 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）
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（ドイツ語）
25 中学校教諭専修免許状（中国語）
高等学校教諭専修免許状（中国語）
中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（韓国・朝鮮語）
中学校教諭専修免許状（ロシア語）
高等学校教諭専修免許状（ロシア語）
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（ドイツ語）
中学校教諭専修免許状（英語）

８．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

研究科等名

49 兵庫県

国立大学法人大阪教育大学

国立大学法人兵庫教育大学

大阪教育大学

兵庫教育大学

専修等名

定員

日本語・日本文化専攻

10

情報基礎数学専攻

12

情報数理学専攻

14

コンピュータサイエンス専攻

20

情報システム工学専攻

20

情報ネットワーク学専攻

20

マルチメディア工学専攻

20

バイオ情報工学専攻

17

生命機能研究科

生命機能専攻

55

教育学研究科

健康科学専攻

21

総合基礎科学専攻

16

国際文化専攻

12

芸術文化専攻

12

情報科学研究科

48 大阪府

専攻等名

学校教育研究科

人間発達教育専攻
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115

免許状の種類
高等学校教諭専修免許状（英語）
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（スペイン語）
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（数学）
高等学校教諭専修免許状（数学）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
養護教諭専修免許状
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）
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）
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）
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）
中学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（美術）
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（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（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）

８．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

研究科等名

専攻等名

教育実践高度化専攻

50 兵庫県

国立大学法人神戸大学

神戸大学

人文学研究科

文化構造専攻
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専修等名

定員

免許状の種類
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（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（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（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）
高等学校教諭専修免許状（情報）
高等学校教諭専修免許状（福祉）
幼稚園教諭専修免許状
養護教諭専修免許状
155 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（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（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（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（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（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）
高等学校教諭専修免許状（情報）
高等学校教諭専修免許状（福祉）
17 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）
中学校教諭専修免許状（国語）

８．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

研究科等名

国際文化学研究科

人間発達環境学研究科

理学研究科

農学研究科

51 奈良県

国立大学法人奈良教育大学

奈良教育大学

教育学研究科

専攻等名

専修等名

定員

社会動態専攻

27

文化相関専攻

18

グローバル文化専攻

29

人間発達専攻

51

人間環境学専攻

36

数学専攻

22

物理学専攻

24

化学専攻

28

生物学専攻

24

惑星学専攻

24

食科共生システム学専攻
資源生命科学専攻
生命機能科学専攻
教科教育専攻

26
42
52
36

教職開発専攻

25
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免許状の種類
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）
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（英語）
高等学校教諭専修免許状（英語）
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）
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）
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（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（保健体育）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（農業）
高等学校教諭専修免許状（農業）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
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）
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）
中学校教諭専修免許状（美術）
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）
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）
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）
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）
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）

８．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

研究科等名

専攻等名

人間発達専攻

52 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

人文社会学専攻
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専修等名

定員

免許状の種類
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（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（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（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（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（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）
高等学校教諭専修免許状（情報）
高等学校教諭専修免許状（福祉）
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（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（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）
24 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）

８．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

研究科等名

専攻等名

18

人間科学専攻

12

食物栄養学専攻

13

心身健康学専攻

22

情報衣環境学専攻
住環境学専攻

10
13

和歌山大学

教育学研究科

9

数物科学専攻

28

化学生物環境学専攻

42

生活工学共同専攻
国立大学法人和歌山大学

定員

言語文化学専攻

生活文化学専攻

53 和歌山県

専修等名

7

学校教育専攻

22

教職開発専攻

23
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免許状の種類
高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
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（家庭）
高等学校教諭専修免許状（家庭）
栄養教諭専修免許状
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）
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（情報）
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）
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）
中学校教諭専修免許（数学）
高等学校教諭専修免許（数学）
中学校教諭専修免許（理科）
高等学校教諭専修免許（理科）
中学校教諭専修免許（理科）
高等学校教諭専修免許状（理科）
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）
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（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）
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（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（中国語）

８．国立大学の大学院の課程

番号

都道府県名

54 鳥取県

55 島根県

設置者名

国立大学法人鳥取大学

国立大学法人島根大学

大学名

鳥取大学

島根大学

研究科等名

システム工学研究科
持続性社会創生科学研究科

人文社会科学研究科

教育学研究科

専攻等名

システム工学専攻
地域学専攻

専修等名

定員

地域創生コース

129
10

人間形成コース

10

工学専攻

165

農学専攻

46

国際乾燥地科学専攻

20

法経専攻

6

言語・社会文化専攻

6

教育実践開発専攻
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17

免許状の種類
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（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（中国語）
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）
高等学校教諭専修免許状（工業）
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）
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（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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
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）

８．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

研究科等名

自然科学研究科

56 岡山県

国立大学法人岡山大学

岡山大学

教育学研究科

専攻等名

専修等名

定員

環境システム科学専攻

78

農生命科学専攻

43

理工学専攻

79

教育科学専攻

37

教職実践専攻

45
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免許状の種類
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（英語）
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）
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）
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）
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）
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
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）

８．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

研究科等名

社会文化科学研究科

専攻等名

14

日本・アジア文化専攻

12

人間社会文化専攻

30

法政理論専攻

15

11
38

分子科学専攻

24

生物科学専攻

22

地球科学専攻

16

機械システム工学専攻
電子情報システム工学専攻
社会基盤環境学専攻
生命環境学専攻

98
90
30
23

総合科学研究科

資源循環学専攻
生物資源科学専攻
生物生産科学専攻
総合科学専攻

43
25
38
50

文学研究科

人文学専攻

64

環境生命科学研究科

広島大学

6

組織経営専攻
数理物理科学専攻

自然科学研究科

国立大学法人広島大学

定員

国際社会専攻

経済理論・政策専攻

57 広島県

専修等名
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免許状の種類
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
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（理科）
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（農業）
高等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）
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（理科）
高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
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）
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（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（フランス語）

８．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

研究科等名
教育学研究科

専攻等名
教職開発専攻

学習開発学専攻

教科教育学専攻
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専修等名

定員
免許状の種類
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）
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（商業）
高等学校教諭専修免許状（英語）
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（工業）
高等学校教諭専修免許状（英語）
80 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）

８．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

研究科等名

専攻等名

専修等名

定員

日本語教育学専攻

14

教育学専攻

14

数学専攻

22

物理科学専攻

30

化学専攻

23

生物科学専攻

24

地球惑星システム学専攻

10

数理分子生命理学専攻

23

先端物質科学研究科

量子物質科学専攻

25

医歯薬保健学研究科
工学研究科

分子生命機能科学専攻
半導体集積科学専攻
保健学専攻
機械システム工学専攻
機械物理工学専攻
システムサイバネティクス専攻

24
15
34
28
30
34

情報工学専攻

37

化学工学専攻
応用化学専攻
社会基盤環境工学専攻
輸送・環境システム専攻
建築学専攻
生物資源科学専攻

24
26
20
20
21
30

生物機能開発学専攻

24

理学研究科

生物圏科学研究科
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免許状の種類
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）
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（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（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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（工業）
養護教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（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（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（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
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）
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．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

研究科等名

国際協力研究科

専攻等名
環境循環系制御学専攻
開発科学専攻

教育文化専攻

58 山口県

国立大学法人山口大学

山口大学

人文科学研究科

人文科学専攻

経済学研究科

経済学専攻
企業経営専攻
基盤科学系専攻

創成科学研究科

地球圏生命物質科学系専攻

59 徳島県

国立大学法人徳島大学

徳島大学

保健科学教育部
先端技術科学教育部

60 香川県

国立大学法人香川大学

香川大学

教育学研究科

農学系専攻
保健学専攻
知的力学システム工学専攻
物質生命システム工学専攻
システム創生工学専攻
学校教育専攻

高度教職実践専攻
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専修等名

定員
免許状の種類
19 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）
43 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）
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）
28 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）
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）
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（英語）
高等学校教諭専修免許状（英語）
16 高等学校教諭専修免許状（公民）
10 高等学校教諭専修免許状（商業）
38 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）
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）
42 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）
42 高等学校教諭専修免許状（農業）
27 養護教諭専修免許状
103 高等学校教諭専修免許状（工業）
73 高等学校教諭専修免許状（工業）
152 高等学校教諭専修免許状（工業）
12 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）
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）
幼稚園教諭専修免許状
14 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）

８．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

研究科等名

法学研究科
経済学研究科
医学系研究科
工学研究科

61 愛媛県

国立大学法人愛媛大学

愛媛大学

農学研究科
地域マネジメント研究科
法文学研究科

専攻等名

専修等名

定員

教科教育専攻

18

法律学専攻
経済学専攻
看護学専攻
安全システム建設工学専攻
信頼性情報システム工学専攻

8
10
16
18
24

知能機械システム工学専攻
材料創造工学専攻
応用生物・希少糖科学専攻
地域マネジメント専攻
総合法政策専攻

18
18
60
30
15

人文科学専攻

10

192/273

免許状の種類
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（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（英語）
養護教諭専修免許状
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）
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）
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）
養護教諭専修免許状
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）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
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）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（公民）
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）

８．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

研究科等名
教育学研究科

専攻等名
教育実践高度化専攻

教科教育専攻

学校臨床心理専攻
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専修等名

定員
免許状の種類
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（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（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（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）
20 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）
高等学校教諭専修免許状（書道）
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（数学）
高等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（理科）
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）
中学校教諭専修免許状（美術）
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）
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）
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）
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）
9 小学校教諭専修免許状

８．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

研究科等名

国立大学法人高知大学

高知大学

専修等名

定員

医学系研究科

看護学専攻

16

理工学研究科

生産環境工学専攻
物質生命工学専攻

62
61

電子情報工学専攻

59

数理物質科学専攻

40

環境機能科学専攻

28

食料生産学専攻
生命機能学専攻

26
23

生物環境学専攻
人文社会科学専攻

23
10

教育学専攻

12

農学研究科

62 高知県

専攻等名

総合人間自然科学研究科
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免許状の種類
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）
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（英語）
幼稚園教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状（看護）
養護教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状（工業）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
小学校教諭専修免許状
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）
高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
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）
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）
中学校教諭専修免許状（美術）
高等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（保健体育）
中学校教諭専修免許状（技術）

８．国立大学の大学院の課程

番号

都道府県名

63 福岡県

設置者名

国立大学法人福岡教育大学

大学名

福岡教育大学

研究科等名

教育学研究科

専攻等名

専修等名

定員

理学専攻

75

看護学専攻

12

農学専攻

59

教職実践高度化専攻

15

教育科学専攻

40
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免許状の種類
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）
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）
幼稚園教諭専修免許状
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）
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（看護）
養護教諭専修免許状
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）
高等学校教諭専修免許状（水産）
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）
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）

８．国立大学の大学院の課程

番号

都道府県名

64 福岡県

設置者名

国立大学法人九州大学

大学名

九州大学

研究科等名

専攻等名

専修等名

定員

教職実践専攻

40

人文基礎専攻

16

歴史空間論専攻

20

言語・文学専攻

20

地球社会統合科学府

地球社会統合科学専攻

60

人間環境学府

教育システム専攻

19

法学府

法政理論専攻

72

経済学府

経済工学専攻
経済システム専攻

20
27

人文科学府
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免許状の種類
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）
養護教諭専修免許状
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（工業）
高等学校教諭専修免許状（英語）
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）
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）
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）
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（中国語）
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）
高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
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）
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（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（公民）
中学校教諭専修免許状（社会）

８．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

研究科等名
理学府

66 長崎県

国立大学法人佐賀大学

国立大学法人長崎大学

佐賀大学

長崎大学

専修等名

定員

物理学専攻

41

化学専攻

62

地球惑星科学専攻

41

システム生命科学府

システム生命科学専攻

54

数理学府

数理学専攻

54

総合理工学府

量子プロセス理工学専攻

37

物質理工学専攻

37

先端エネルギー理工学専攻

34

環境エネルギー工学専攻
大気海洋環境システム学専攻

26
30

資源生物科学専攻

66

環境農学専攻
農業資源経済学専攻
生命機能科学専攻

66
13
99

学校教育学研究科

教育実践探究専攻

20

地域デザイン研究科

地域デザイン専攻

20

多文化社会学研究科
教育学研究科

多文化社会学専攻
教職実践専攻

10
28

生物資源環境科学府

65 佐賀県

専攻等名
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免許状の種類
高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（工業）
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）
高等学校教諭専修免許状（水産）
高等学校教諭専修免許状（農業）
高等学校教諭専修免許状（農業）
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）
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）
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（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（英語）
養護教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状（美術）
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（商業）
高等学校教諭専修免許状（英語）
幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状

８．国立大学の大学院の課程

番号

都道府県名

67 熊本県

設置者名

国立大学法人熊本大学

大学名

熊本大学

研究科等名

経済学研究科
工学研究科
水産・環境科学総合研究科
教育学研究科

専攻等名

専修等名

定員

経済経営政策専攻
総合工学専攻
水産学専攻
学校教育実践専攻

15
220
35
5

教科教育実践専攻

23
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免許状の種類
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）
高等学校教諭専修免許状（商業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（水産）
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
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（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）
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）
中学校教諭専修免許状（社会）

８．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

研究科等名

社会文化科学教育部

自然科学教育部

68 大分県

国立大学法人大分大学

大分大学

保健学教育部
教育学研究科

専攻等名

専修等名

定員

教職実践開発専攻

15

現代社会人間学専攻

18

文化学専攻

18

理学専攻

110

土木建築学専攻
機械数理工学専攻

75
65

情報電気工学専攻

103

材料・応用化学専攻
保健学専攻
学校教育専攻
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90
24
21

免許状の種類
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（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）
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）
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
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（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）
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）
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）
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）
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）
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（工業）
高等学校教諭専修免許状（看護）
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）

８．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

研究科等名

専攻等名

教職開発専攻

経済学研究科

69 宮崎県

国立大学法人宮崎大学

宮崎大学

専修等名

定員

10

工学研究科

経済社会政策専攻
地域経営政策専攻
工学専攻

8
12
135

福祉社会科学研究科
教育学研究科

福祉社会科学専攻
学校教育支援専攻

12
8
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免許状の種類
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（工業）
高等学校教諭専修免許状（英語）
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）
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）
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）
幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状

８．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

研究科等名

専攻等名

教職実践開発専攻

70 鹿児島県

国立大学法人鹿児島大学

鹿児島大学

専修等名

定員

28

工学研究科

工学専攻

134

農学研究科

農学専攻

68

人文社会科学研究科

法学専攻

5

経済社会システム専攻

教育学研究科

10

人間環境文化論専攻

5

国際総合文化論専攻

8

教育実践総合専攻
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22

免許状の種類
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（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）
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（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）
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）
高等学校教諭専修免許状（農業）
高等学校教諭専修免許状（水産）
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）
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）
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（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）
高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
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）

８．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

研究科等名

理工学研究科

専攻等名

専修等名

定員

学校教育実践高度化専攻

16

機械工学専攻
電気電子工学専攻
建築学専攻
化学生命・化学工学専攻
海洋土木工学専攻
情報生体システム工学専攻
数理情報科学専攻

50
45
25
42
18
42
14

物理・宇宙専攻

15

生命化学専攻

18

地球環境科学専攻

17
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免許状の種類
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（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
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（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）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（情報）
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）
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）
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）
中学校教諭専修免許状（理科）

８．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

研究科等名

専攻等名

専修等名

定員

71 鹿児島県

国立大学法人鹿屋体育大学

鹿屋体育大学

体育学研究科

体育学専攻

15

72 沖縄県

国立大学法人琉球大学

琉球大学

人文社会科学研究科

総合社会システム専攻

17

人間科学専攻

16

国際言語文化専攻

12

教育学研究科

学校教育専攻

3

教科教育専攻

9

高度教職実践専攻
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20

免許状の種類
高等学校教諭専修免許状（理科）
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）
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）
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（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）
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（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（情報）
高等学校教諭専修免許状（英語）
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（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）
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）

８．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

研究科等名

保健学研究科
理工学研究科

73 大阪府

74 奈良県

国立大学法人総合研究大学院大学

総合研究大学院大学

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

農学研究科
文化科学研究科

先端科学技術研究科

専攻等名

専修等名

定員

保健学専攻
機械システム工学専攻
環境建設工学専攻
電気電子工学専攻
情報工学専攻
数理科学専攻

10
27
24
24
18
10

物質地球科学専攻

16

海洋自然科学専攻

26

亜熱帯農学専攻
地域文化学専攻

35
3

比較文化学専攻

3

先端科学技術専攻
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350

免許状の種類
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）
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（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（英語）
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
養護教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（情報）
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）
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）
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）
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）
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）
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）

９．公立大学の大学院の課程

番号 都道府県名
設置者名
1 青森県
公立大学法人青森公立大学

大学名
青森公立大学

研究科名

専攻名

経営経済学研究科

経営経済学専攻

看護学研究科
社会福祉学研究科
ソフトウェア情報学研究科
システム科学技術研究科

2 岩手県

公立大学法人岩手県立大学

岩手県立大学

3 秋田県

公立大学法人秋田県立大学

秋田県立大学

生物資源科学研究科

看護学専攻
社会福祉学専攻
ソフトウェア情報学専攻
機械知能システム学専攻
電子情報システム学専攻
建築環境システム学専攻
経営システム工学専攻
共同ライフサイクルデザイン工学専攻
生物資源科学専攻

4 秋田県

公立大学法人国際教養大学

国際教養大学

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

5 福島県

公立大学法人会津大学

会津大学

コンピュータ理工学研究科

コンピュータ・情報システム学専攻

6 群馬県

群馬県公立大学法人

群馬県立女子大学

文学研究科

日本文学専攻
英米文化専攻
芸術学専攻

7 群馬県

公立大学法人高崎経済大学

高崎経済大学

地域政策研究科

地域政策専攻

経済・経営研究科

現代社会経済システム専攻

現代経営ビジネス専攻

8 群馬県
9 東京都

公立大学法人前橋工科大学
公立学校法人首都大学東京

前橋工科大学
首都大学東京

工学研究科
人文科学研究科

生物工学専攻
社会行動学専攻
人間科学専攻

文化基礎論専攻

文化関係論専攻

理学研究科

数理科学専攻
物理学専攻
化学専攻
生命科学専攻

10 神奈川県

公立大学法人横浜市立大学

横浜市立大学

都市環境科学研究科

都市環境科学専攻

システムデザイン研究科
生命ナノシステム科学研究科

システムデザイン専攻
物質システム科学専攻
生命環境システム科学専攻

生命医科学研究科

生命医科学専攻
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コース名

定員
免許状の種類
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）
10 養護教諭専修免許状
15 高等学校教諭専修免許状（福祉）
40 高等学校教諭専修免許状（情報）
17 高等学校教諭専修免許状（工業）
17 高等学校教諭専修免許状（工業）
6 高等学校教諭専修免許状（工業）
5 高等学校教諭専修免許状（工業）
5 高等学校教諭専修免許状（工業）
28 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）
30 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）
100 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）
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）
5 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）
5 中学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（美術）
20 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）
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）
高等学校教諭専修免許状（商業）
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）
高等学校教諭専修免許状（商業）
6 高等学校教諭専修免許状（理科）
14 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）
17 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（公民）
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）
13 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）
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（英語）
高等学校教諭専修免許状（英語）
中学校教諭専修免許状（中国語）
高等学校教諭専修免許状（中国語）
25 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）
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）
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）
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）
165 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）
215 高等学校教諭専修免許状（情報）
30 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）
30 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）
40 中学校教諭専修免許状（理科）

９．公立大学の大学院の課程

番号

都道府県名

11 石川県

12 石川県

13 福井県

設置者名
石川県公立大学法人

公立大学法人金沢美術工芸大学

公立学校法人福井県立大学

大学名
石川県立大学

金沢美術工芸大学

福井県立大学

研究科名
生物資源環境学研究科

美術工芸研究科

経済・経営学研究科
生物資源学研究科
看護福祉学研究科

14 山梨県

公立大学法人都留文科大学

都留文科大学

文学研究科

専攻名
生産科学専攻
環境科学専攻
食品科学専攻
応用生命科学専攻
絵画専攻

コース名

定員
8
8
8
8
10

彫刻専攻

4

芸術学専攻

4

工芸専攻

9

デザイン専攻

10

地域・国際経済政策専攻
経営学専攻
生物資源学専攻
海洋生物資源学専攻
看護学専攻
社会福祉学専攻
国文学専攻

12
12
12
12
10
6
5

社会学地域社会研究専攻

5

英語英米文学専攻

5

臨床教育実践学専攻

5
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免許状の種類
高等学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（理科）
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（理科）
高等学校教諭専修免許状（理科）
中学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（美術）
中学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（美術）
中学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（美術）
中学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（工芸）
中学校教諭専修免許状（美術）
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（公民）
高等学校教諭専修免許状（商業）
高等学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（理科）
養護教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
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（宗教）
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）
中学校教諭専修免許状（中国語）
中学校教諭専修免許状（朝鮮語）
中学校教諭専修免許状（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（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）

９．公立大学の大学院の課程

番号

都道府県名

15 岐阜県
16 静岡県

17 愛知県

18 愛知県

設置者名

公立大学法人岐阜県立看護大学
静岡県公立大学法人

愛知県公立大学法人

愛知県公立大学法人

大学名

岐阜県立看護大学
静岡県立大学

愛知県立大学

愛知県立芸術大学

研究科名

専攻名

コース名

定員

看護学研究科
国際関係学研究科

看護学専攻
比較文化専攻

12
5

経営情報イノベーション研究科

経営情報イノベーション専攻

10

国際文化研究科

国際文化専攻

10

日本文化専攻

5

人間発達学研究科

人間発達学専攻

10

情報科学研究科

美術研究科

情報システム専攻
メディア情報専攻
システム科学専攻
美術専攻

10
10
10
40

音楽研究科

音楽専攻

30

19 愛知県

公立大学法人名古屋市立大学

名古屋市立大学

人間文化研究科

人間文化専攻

35

20 滋賀県

公立大学法人滋賀県立大学

滋賀県立大学

環境科学研究科

環境動態学専攻

18

工学研究科

環境計画学専攻
材料科学専攻
機械システム工学専攻

18
18
18

電子システム工学専攻
地域文化学専攻

18
9

人間文化学研究科

生活文化学専攻
21 京都府

公立大学法人京都市立芸術大学

京都市立芸術大学

美術研究科

絵画専攻

26

彫刻専攻

5

デザイン専攻

9

工芸専攻

音楽研究科

7

13

芸術学専攻

3

保存修復専攻

2

作曲・指揮専攻

3

器楽専攻

10

声楽専攻

5

音楽学専攻

3
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免許状の種類
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（宗教）
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）
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（朝鮮語）
高等学校教諭専修免許状（スペイン語）
養護教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状（国語）
高等学校教諭専修免許状（英語）
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）
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）
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）
幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状（公民）
高等学校教諭専修免許状（情報）
高等学校教諭専修免許状（情報）
高等学校教諭専修免許状（情報）
中学校教諭専修免許状（美術）
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）
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）
幼稚園教諭専修免許状
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（英語）
高等学校教諭専修免許状（英語）
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（公民）
高等学校教諭専修免許状（工業）
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）
高等学校教諭専修免許状（工業）
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）
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）
中学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（美術）
中学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（美術）
中学校教諭専修免許状（美術）
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）
中学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（工芸）
中学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（美術）
中学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（美術）
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）
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）
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）
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）

９．公立大学の大学院の課程

番号 都道府県名
設置者名
22 京都府
京都府公立大学法人

大学名
京都府立大学

研究科名
文学研究科

専攻名
国文学中国文学専攻
英語英米文学専攻
史学専攻

公共政策学研究科

公共政策学専攻

生命環境科学研究科

福祉社会学専攻
応用生命科学専攻

環境科学専攻
23 大阪府

公立大学法人大阪市立大学

大阪市立大学

経営学研究科
経済学研究科

グローバルビジネス専攻
現代経済専攻

法学研究科

法学政治学専攻

文学研究科

哲学歴史学専攻

人間行動学専攻

言語文化学専攻

アジア都市文化学専攻
理学研究科

数物系専攻

物質分子系専攻
生物地球系専攻
工学研究科

生活科学研究科

24 大阪府

公立大学法人大阪府立大学

大阪府立大学

工学研究科

機械物理系専攻
電子情報系専攻
化学生物系専攻
都市系専攻
生活科学専攻

機械系専攻
航空宇宙海洋系専攻
電子・数物系専攻
電気・情報系専攻

生命環境科学研究科

物質・化学系専攻
応用生命科学専攻
緑地環境科学専攻

理学系研究科

数理科学専攻
物理科学専攻
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コース名

定員
免許状の種類
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）
5 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）
8 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）
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）
6 高等学校教諭専修免許状（福祉）
50 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）
栄養教諭専修免許状
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）
20 高等学校教諭専修免許状（商業）
20 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）
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）
14 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）
16 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）
22 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（中国語）
高等学校教諭専修免許状（中国語）
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）
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（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（フランス語）
8 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）
29 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）
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）
34 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）
29 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）
33 高等学校教諭専修免許状（工業）
56 高等学校教諭専修免許状（工業）
33 高等学校教諭専修免許状（工業）
47 高等学校教諭専修免許状（工業）
53 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）
栄養教諭専修免許状
50 高等学校教諭専修免許状（工業）
35 高等学校教諭専修免許状（工業）
45 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）
83 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）
120 高等学校教諭専修免許状（工業）
63 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）
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 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）
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）

９．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

研究科名

専攻名

コース名

分子科学専攻
生物科学専攻
経済学研究科
人間社会システム科学研究科

経済学専攻
経営学専攻
人間社会学専攻

現代システム科学専攻
25 兵庫県

公立大学法人神戸市外国語大学

神戸市外国語大学

外国語学研究科

英語学専攻
ロシア語学専攻
中国語学専攻
イスパニア語学専攻
英語教育学専攻

26 兵庫県

公立大学法人兵庫県立大学

兵庫県立大学

工学研究科

物質理学研究科

電気物性工学専攻
電子情報工学専攻
機械工学専攻
材料・放射光工学専攻
応用化学専攻
化学工学専攻
物質科学専攻

生命理学研究科

生命科学専攻

看護学研究科
会計研究科

看護学専攻
会計専門職専攻

27 広島県

公立大学法人尾道市立大学

尾道市立大学

経済情報研究科
日本文学研究科

経済情報専攻
日本文学専攻

28 広島県

公立大学法人県立広島大学

県立広島大学

総合学術研究科

人間文化学専攻

情報マネジメント専攻
生命システム科学専攻
29 広島県

公立大学法人広島市立大学

広島市立大学

国際学研究科

国際学専攻

情報科学研究科

情報工学専攻
知能工学専攻
システム工学専攻

芸術学研究科

医用情報科学専攻
造形芸術専攻

30 広島県

福山市

福山市立大学

教育学研究科

児童教育学専攻

31 山口県

公立大学法人下関市立大学

下関市立大学

経済学研究科

経済・経営専攻

32 高知県

高知県公立大学法人

高知県立大学

看護学研究科

看護学専攻

人間生活学研究科

人間生活学専攻

209/273

英語・領域教育コース

定員
免許状の種類
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）
27 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 高等学校教諭専修免許状（公民）
30 高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
35 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）
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）
5 中学校教諭専修免許状（ロシア語）
高等学校教諭専修免許状（ロシア語）
5 中学校教諭専修免許状（中国語）
高等学校教諭専修免許状（中国語）
5 中学校教諭専修免許状（イスパニア語）
高等学校教諭専修免許状（イスパニア語）
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）
25 高等学校教諭専修免許状（工業）
25 高等学校教諭専修免許状（工業）
25 高等学校教諭専修免許状（工業）
25 高等学校教諭専修免許状（工業）
25 高等学校教諭専修免許状（工業）
25 高等学校教諭専修免許状（工業）
32 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）
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）
17 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）
25 養護教諭専修免許状
40 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）
8 高等学校教諭専修免許状（商業）
6 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）
10 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）
高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
10 高等学校教諭専修免許状（情報）
30 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 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）
23 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）
23 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）
23 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）
15 高等学校教諭専修免許状（情報）
30 中学校教諭専修免許状（美術）
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）
8 幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
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）
15 高等学校教諭専修免許状（看護）
養護教諭専修免許状
6 中学校教諭専修免許状（英語）

９．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

研究科名

専攻名

コース名
栄養・領域教育コース

定員
2
150

33 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

34 福岡県

公立大学法人北九州市立大学

北九州市立大学

法学研究科

法律学専攻

10

社会システム研究科

文化・言語専攻

10

35 福岡県

36 熊本県

公立大学法人福岡女子大学

公立大学法人熊本県立大学

福岡女子大学

熊本県立大学

東アジア専攻

8

人文社会科学研究科

言語文化専攻

4

人間環境科学研究科

人間環境科学専攻

文学研究科

日本語日本文学専攻
英語英米文学専攻

37 沖縄県

沖縄県

沖縄県立芸術大学

公立大学法人名桜大学

名桜大学

5
5

アドミニストレーション研究科

アドミニストレーション専攻

20

環境共生学研究科

環境共生学専攻

20

造形芸術研究科

生活造形専攻

9

環境造形専攻

6

比較芸術学専攻

3

舞台芸術専攻

4

演奏芸術専攻

8

音楽学専攻

3

国際文化システム専攻

6

音楽芸術研究科

38 沖縄県

12

国際文化研究科
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免許状の種類
高等学校教諭専修免許状（英語）
栄養教諭専修免許状
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
栄養教諭専修免許状
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）
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）
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）
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）
中学校教諭専修免許状（美術）
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）
中学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（美術）
中学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（美術）
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）
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）
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）
中学校教諭専修免許状（英語）
高等学校教諭専修免許状（商業）
高等学校教諭専修免許状（英語）

１０．私立大学の大学院の課程

番号 都道府県名
設置者名
1 北海道
学校法人旭川大学

大学名

研究科名

専攻名

旭川大学

地域政策研究科

地域政策専攻

2 北海道

学校法人札幌学院大学

札幌学院大学

法学研究科

法学専攻

3 北海道

学校法人札幌国際大学

札幌国際大学

スポーツ健康指導研究科

スポーツ健康指導専攻

4 北海道
5 北海道

学校法人天使学園
学校法人藤学園

天使大学
藤女子大学

看護栄養学研究科
人間生活学研究科

栄養管理学専攻
人間生活学専攻

6 北海道

学校法人浅井学園

北翔大学

生涯学習学研究科

食物栄養学専攻
生涯学習学専攻

生涯スポーツ学研究科

生涯スポーツ学専攻

社会福祉学研究科

社会福祉学専攻

文学研究科

言語文化コミュニケーション専攻

経済学研究科

経済学専攻

経済学研究科

経済政策専攻

経営学研究科
法学研究科

経営学専攻
法律学専攻

7 北海道

8 北海道

学校法人北星学園

学校法人北海学園

北星学園大学

北海学園大学

政治学専攻
文学研究科

日本文化専攻

英米文化専攻

9 北海道

10 北海道

学校法人北海道科学大学

北海道科学大学

工学研究科
工学研究科

学校法人酪農学園

酪農学園大学

酪農学研究科

建設工学専攻
機械工学専攻
電気電子工学専攻
情報工学専攻
都市環境学専攻
建築学専攻
酪農学専攻

フードシステム専攻
食品栄養科学専攻

11 青森県

学校法人八戸工業大学

八戸工業大学

工学研究科

機械・生物化学工学専攻
電子電気・情報工学専攻
社会基盤工学専攻

211/273

コース名

定員
免許状の種類
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）
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）
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）
3 栄養教諭専修免許状
8 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）
8 栄養教諭専修免許状
6 小学校教諭専修免許状
幼稚園教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（美術）
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）
6 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）
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）
8 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）
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）
高等学校教諭専修免許状（商業）
15 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）
7 高等学校教諭専修免許状（商業）
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）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）
5 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）
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）
6 高等学校教諭専修免許状（工業）
5 高等学校教諭専修免許状（工業）
4 高等学校教諭専修免許状（工業）
4 高等学校教諭専修免許状（情報）
4 高等学校教諭専修免許状（工業）
4 高等学校教諭専修免許状（工業）
6 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）
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）
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）
6 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）
5 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）
5 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）
5 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）

１０．私立大学の大学院の課程

番号 都道府県名
設置者名
12 青森県
学校法人弘前学院
13 宮城県

学校法人専修大学

大学名
弘前学院大学

文学研究科

研究科名
日本文学専攻

専攻名

石巻専修大学

理工学研究科

物質工学専攻

機械システム工学専攻
生命科学専攻
経営学研究科

経営学専攻

14 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

15 宮城県

学校法人朴沢学園

仙台大学

スポーツ科学研究科

スポーツ科学専攻

16 宮城県

学校法人東北学院

東北学院大学

文学研究科

英語英文学専攻
ヨーロッパ文化史専攻

アジア文化史専攻
経済学研究科

経済学専攻

経営学研究科

経営学専攻

法学研究科

法律学専攻

工学研究科

機械工学専攻
電気工学専攻
電子工学専攻
環境建設工学専攻
人間情報学専攻

人間情報学研究科

17 宮城県

学校法人東北工業大学

東北工業大学

工学研究科

18 宮城県

学校法人栴檀学園

東北福祉大学

ライフデザイン学研究科
教育学研究科

電子工学専攻
通信工学専攻
建築学専攻
土木工学専攻
環境情報工学専攻
デザイン工学専攻
教育学専攻

19 宮城県

学校法人宮城学院

宮城学院女子大学

人文科学研究科

英語・英米文学専攻
日本語・日本文学専攻
人間文化学専攻

生活文化デザイン学専攻

20 山形県

学校法人東北芸術工科大学

東北芸術工科大学

健康栄養学研究科

健康栄養学専攻

芸術工学研究科

芸術文化専攻
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コース名

定員
免許状の種類
10 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）
5 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）
5 高等学校教諭専修免許状（工業）
5 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）
5 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）
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）
23 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）
養護教諭専修免許状
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）
5 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）
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）
5 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）
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）
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）
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）
8 高等学校教諭専修免許状（工業）
8 高等学校教諭専修免許状（工業）
8 高等学校教諭専修免許状（工業）
8 高等学校教諭専修免許状（工業）
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）
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（情報）
5 高等学校教諭専修免許状（工業）
5 高等学校教諭専修免許状（工業）
5 高等学校教諭専修免許状（工業）
5 高等学校教諭専修免許状（工業）
5 高等学校教諭専修免許状（工業）
5 高等学校教諭専修免許状（工業）
10 小学校教諭専修免許状
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）
4 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）
4 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）
4 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）
4 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）
4 養護教諭専修免許状
栄養教諭専修免許状
25 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）

１０．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

研究科名

専攻名

コース名

定員

21 山形県

学校法人東北公益文科大学

東北公益文科大学

公益学研究科

デザイン工学専攻
公益学専攻

22 福島県

学校法人いわき明星

いわき明星大学

理工学研究科

物質理学専攻

7

人文学研究科

物理工学専攻
日本文学専攻

7
5

社会学専攻

5

英米文学専攻

5

23 福島県

学校法人郡山開成学園

郡山女子大学

24 茨城県

学校法人茨城キリスト教学園 茨城キリスト教大学

13
30

人間生活学研究科

人間生活学専攻

10

文学研究科

英語英米文学専攻

10

教育学専攻

10

生活科学研究科

食物健康科学専攻

5

25 茨城県

学校法人常磐大学

常磐大学

人間科学研究科

人間科学専攻

10

26 茨城県

学校法人日通学園

流通経済大学

スポーツ健康科学研究科

スポーツ科学専攻

10

27 栃木県

学校法人足利工業大学

足利大学

工学研究科

28 栃木県
29 栃木県

学校法人船田教育会
学校法人白鷗大学

作新学院大学
白鷗大学

経営学研究科
経営学研究科

情報・生産工学専攻
建設・環境工学専攻
経営学専攻
経営学専攻

20
15
20
20

法学研究科

法律学専攻

10

健康福祉学研究科
商学研究科
社会福祉学研究科
教育学研究科

食品栄養学専攻博士前期課程
商学専攻
社会福祉学専攻
児童学専攻
教育学専攻

4
5
10
10
10

30 群馬県
31 群馬県
32 群馬県

学校法人高崎健康福祉大学
学校法人高崎商科大学

高崎健康福祉大学
高崎商科大学
学校法人茶屋四郎次郎記念学園 東京福祉大学

33 埼玉県

学校法人峯徳学園

埼玉学園大学

子ども教育学研究科

子ども教育学専攻

5

34 埼玉県

学校法人智香寺学園

埼玉工業大学

工学研究科

機械工学専攻

6

情報システム専攻

7

生命環境化学専攻

7

人間社会研究科
35 埼玉県
36 埼玉県

学校法人十文字学園
学校法人城西大学

十文字学園女子大学
城西大学

人間生活学研究科
経済学研究科

情報社会専攻
心理学専攻
食物栄養学専攻
経済政策専攻

10
15
5
10

経営学研究科

ビジネス・イノベーション専攻

25

理学研究科

数学専攻

15

物質科学専攻

12

薬科学専攻

32

薬学研究科
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免許状の種類
中学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（工業）
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）
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）
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（公民）
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）
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）
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）
小学校教諭専修免許状
幼稚園教諭専修免許状
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）
栄養教諭専修免許状
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（工業）
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）
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）
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）
栄養教諭専修免許状
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）
幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
養護教諭専修免許状
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（技術）
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）
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）
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（公民）
栄養教諭専修免許状
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）
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）
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）
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）
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．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

研究科名

37 埼玉県

学校法人尚美学園

尚美学園大学

芸術情報研究科

38 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

専攻名
医療栄養学専攻
情報表現専攻
音楽表現専攻

コース名

栄養学専攻

保健学専攻

39 埼玉県

学校法人三室戸学園

東邦音楽大学

音楽研究科

音楽表現専攻

40 埼玉県

学校法人獨協学園

獨協大学

法学研究科

法律学専攻

外国語学研究科

ドイツ語学専攻
英語学専攻
フランス語学専攻

41 埼玉県

学校法人日本工業大学

日本工業大学

経済学研究科

経済・経営情報専攻

工学研究科

環境共生システム学専攻
機械システム工学専攻
電子情報メディア工学専攻

42 埼玉県

43 埼玉県

学校法人文教大学学園

学校法人佐藤栄学園

文教大学

平成国際大学

教育学研究科

建築デザイン学専攻
学校教育専攻

言語文化研究科

言語文化専攻

法学研究科

法律学専攻
政治・行政専攻

44 千葉県

学校法人川村学園

川村学園女子大学

人文科学研究科

心理学専攻
教育学専攻
比較文化専攻
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情報コース
経済・経営コース

定員
免許状の種類
20 栄養教諭専修免許状
10 高等学校教諭専修免許状（情報）
10 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）
10 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）
栄養教諭専修免許状
10 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
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）
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）
3 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（ドイツ語）
9 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）
3 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（フランス語）
2 高等学校教諭専修免許状（情報）
12 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）
15 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）
35 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）
25 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）
高等学校教諭専修免許状（情報）
25 高等学校教諭専修免許状（工業）
10 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（家庭）
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（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）
10 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）
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）
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）
10 高等学校教諭専修免許状（公民）
5 小学校教諭専修免許状
5 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）
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）

１０．私立大学の大学院の課程

番号 都道府県名
設置者名
45 千葉県
学校法人国際武道大学

大学名
国際武道大学

研究科名
武道・スポーツ研究科

専攻名
武道・スポーツ専攻

46 千葉県

学校法人城西大学

城西国際大学

人文科学研究科

国際文化専攻

47 千葉県

学校法人東京聖徳学園

聖徳大学

児童学研究科

児童学専攻（通学の課程）

言語文化研究科

日本文化専攻
英米文化専攻

人間栄養学研究科

人間栄養学専攻

音楽文化研究科

音楽表現専攻
音楽教育専攻

48 千葉県

49 千葉県

学校法人加計学園

学校法人千葉工業大学

千葉科学大学

千葉工業大学

教職研究科

教職実践専攻

薬学研究科

薬科学専攻

危機管理学研究科

危機管理学専攻

工学研究科

機械サイエンス専攻
電気電子情報工学専攻
生命環境科学専攻

情報科学研究科

建築都市環境学専攻
デザイン科学専攻
未来ロボティクス専攻
情報科学専攻

50 千葉県
51 千葉県
52 千葉県

学校法人千葉学園
学校法人中央学院
学校法人東京農業大学

千葉商科大学
中央学院大学
東京情報大学

社会システム科学研究科
商学研究科
商学研究科
総合情報学研究科

マネジメント工学専攻
商学専攻
商学専攻
総合情報学専攻

53 千葉県

学校法人東邦大学

東邦大学

理学研究科

化学専攻
生物学専攻
物理学専攻
生物分子科学専攻
情報科学専攻

環境科学専攻
54 千葉県

学校法人明海大学

明海大学

応用言語学研究科

応用言語学専攻

55 千葉県

学校法人廣池学園

麗澤大学

言語教育研究科

日本語教育学専攻
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コース名

定員
免許状の種類
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）
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（社会）
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）
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）
50 幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
6 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）
6 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）
10 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）
栄養教諭専修免許状
5 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 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）
15 幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
10 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）
5 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）
80 高等学校教諭専修免許状（工業）
70 高等学校教諭専修免許状（工業）
80 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）
80 高等学校教諭専修免許状（工業）
40 高等学校教諭専修免許状（工業）
30 高等学校教諭専修免許状（工業）
70 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）
40 高等学校教諭専修免許状（工業）
10 高等学校教諭専修免許状（商業）
10 高等学校教諭専修免許状（商業）
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）
高等学校教諭専修免許状（情報）
16 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 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）
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）
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）
18 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）
6 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 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）
中学校教諭専修免許状（中国語）
高等学校教諭専修免許状（中国語）
6 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）

１０．私立大学の大学院の課程

番号

都道府県名

56 千葉県

設置者名

学校法人和洋学園

大学名

和洋女子大学

研究科名

専攻名

経済研究科

経営学専攻

学校教育研究科

道徳教育専攻

人文科学研究科

英語文学専攻
日本文学専攻

57 東京都

学校法人青山学院

青山学院大学

総合生活研究科

総合生活専攻

文学研究科

英米文学専攻
フランス文学・語学専攻
日本文学・日本語専攻
史学専攻

教育人間科学研究科

教育学専攻
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コース名

定員
免許状の種類
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）
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 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）
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）
8 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）
20 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）
6 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（フランス語）
6 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）
8 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）
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）

１０．私立大学の大学院の課程

番号

都道府県名

58 東京都

59 東京都

60 東京都

設置者名

学校法人亜細亜学園

学校法人桜美林学園

学校法人大妻学院

大学名

亜細亜大学

桜美林大学

大妻女子大学

研究科名

専攻名

コース名

定員

理工学研究科

理工学専攻

180

経済学研究科

経済学専攻

15

法学研究科

法律学専攻

15

国際学研究科

国際学専攻

10

言語教育研究科

日本語教育専攻

30

英語教育専攻

10

人間生活科学専攻

12

人間文化研究科

言語文化学専攻

8

6
8

61 東京都

学校法人佐野学園

神田外語大学

言語科学研究科

現代社会研究専攻
英語学専攻

62 東京都

学校法人学習院

学習院大学

政治学研究科

政治学専攻

15

経済学研究科

経済学専攻

10

経営学研究科

経営学専攻

10

人文科学研究科

哲学専攻

10

史学専攻

15

日本語日本文学専攻

20

英語英米文学専攻

10

自然科学研究科

ドイツ語ドイツ文学専攻

5

フランス文学専攻

5

教育学専攻
物理学専攻

20
15

化学専攻

15

数学専攻

6

生命科学専攻
63 東京都

学校法人共立女子学園

共立女子大学

家政学研究科

15

被服学専攻

8

食物学専攻

8

建築・デザイン専攻

8
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免許状の種類
高等学校教諭専修免許状（英語）
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）
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）
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）
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）
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（地理歴史）
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）
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（家庭）
高等学校教諭専修免許状（家庭）
栄養教諭専修免許状
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）
高等学校教諭専修免許状（情報）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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（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（フランス語）
小学校教諭専修免許状
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）

１０．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

研究科名

専攻名

文芸学研究科

児童学専攻
文芸学専攻

国際学研究科

国際学専攻

64 東京都

学校法人杏林学園

杏林大学

保健学研究科

保健学専攻

65 東京都

学校法人国立音楽大学

国立音楽大学

音楽研究科

声楽専攻
器楽専攻
作曲専攻
音楽学専攻
音楽教育学専攻

66 東京都

学校法人慶應義塾

慶應義塾大学

文学研究科

哲学・倫理学専攻
美学美術史学専攻
史学専攻
国文学専攻
中国文学専攻
英米文学専攻
独文学専攻
仏文学専攻
図書館・情報学専攻

経済学研究科

経済学専攻

法学研究科

民事法学専攻
公法学専攻

政治学専攻

社会学研究科

社会学専攻

心理学専攻

教育学専攻
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コース名

定員
免許状の種類
8 幼稚園教諭専修免許状
20 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）
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）
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）
7 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
8 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）
16 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）
4 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）
4 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）
4 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）
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）
25 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）
20 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）
20 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）
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）
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）
10 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（ドイツ語）
10 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（フランス語）
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）
70 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）
50 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）
50 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）
50 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）
25 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）
5 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）
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）

１０．私立大学の大学院の課程

番号

都道府県名

67 東京都

68 東京都

69 東京都

設置者名

学校法人工学院大学

学校法人國學院大學

学校法人国際基督教大学

大学名

工学院大学

國學院大學

国際基督教大学

研究科名

専攻名

コース名

定員

商学研究科

商学専攻

理工学研究科

基礎理工学専攻

200

総合デザイン工学専攻

200

開放環境科学専攻

200

政策・メディア研究科

政策・メディア専攻

200

工学研究科

機械工学専攻

80

化学応用学専攻

50

電気・電子工学専攻

60

情報学専攻

30

建築学専攻
神道学・宗教学専攻

60
20

文学専攻

30

史学専攻

40

法学研究科

法律学専攻

10

経済学研究科

経済学専攻

10

アーツ・サイエンス研究科

心理・教育学専攻

28

文学研究科
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80

免許状の種類
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（情報）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（情報）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（情報）
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（情報）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（工業）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
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）
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）
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）

１０．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

研究科名

専攻名
公共政策・社会研究専攻

比較文化専攻

理学専攻

70 東京都

学校法人国士舘

国士舘大学

政治学研究科

政治学専攻

経済学研究科

経済学専攻

スポーツ・システム研究科

スポーツ・システム専攻

工学研究科

法学研究科

機械工学専攻
電気工学専攻
建設工学専攻
法学専攻

総合知的財産法学研究科

総合知的財産法学専攻

人文科学研究科

人文科学専攻

教育学専攻

71 東京都

学校法人駒澤大学

駒澤大学

グローバルアジア研究科

グローバルアジア専攻

人文科学研究科

仏教学専攻
国文学専攻
英米文学専攻
地理学専攻
歴史学専攻
社会学専攻

経済学研究科

心理学専攻
経済学専攻

商学研究科
法学研究科

商学専攻
公法学専攻
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コース名

定員
免許状の種類
30 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（地理歴史）
17 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（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（宗教）
9 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）
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）
20 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）
20 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）
30 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）
8 高等学校教諭専修免許状（工業）
8 高等学校教諭専修免許状（工業）
10 高等学校教諭専修免許状（工業）
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）
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）
20 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）
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）
高等学校教諭専修免許状（書道）
15 小学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状（社会）
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（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（保健体育）
幼稚園教諭専修免許状
30 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）
20 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）
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）
5 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）
5 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）
15 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）
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）
10 高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
15 高等学校教諭専修免許状（商業）
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）

１０．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

研究科名

専攻名
私法学専攻

72 東京都

学校法人実践女子学園

実践女子大学

経営学研究科
文学研究科

経営学専攻
国文学専攻
英文学専攻
美術史学専攻

生活科学研究科

食物栄養学専攻
生活環境学専攻

73 東京都

学校法人芝浦工業大学

芝浦工業大学

人間社会研究科

人間社会専攻

理工学研究科

電気電子情報工学専攻
材料工学専攻
応用化学専攻
機械工学専攻
建設工学専攻
システム理工学専攻

74 東京都

学校法人順天堂

順天堂大学

スポーツ健康科学研究科

スポーツ健康科学専攻

75 東京都

学校法人上智学院

上智大学

神学研究科

神学専攻

文学研究科

哲学専攻
史学専攻
国文学専攻
英米文学専攻
ドイツ文学専攻
フランス文学専攻

総合人間科学研究科

新聞学専攻
教育学専攻

経済学研究科

心理学専攻
社会学専攻
社会福祉学専攻
経済学専攻

言語科学研究科

経営学専攻
言語学専攻
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コース名

定員
免許状の種類
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）
10 高等学校教諭専修免許状（商業）
10 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）
6 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）
6 中学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（美術）
6 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）
6 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）
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）
100 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）
30 高等学校教諭専修免許状（工業）
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）
65 高等学校教諭専修免許状（工業）
90 高等学校教諭専修免許状（工業）
50 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（工業）
61 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）
20 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）
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）
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）
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）
10 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）
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）
10 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（ドイツ語）
10 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（フランス語）
10 高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
20 高等学校教諭専修免許状（公民）
10 高等学校教諭専修免許状（公民）
10 高等学校教諭専修免許状（福祉）
15 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）
15 高等学校教諭専修免許状（商業）
33 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）
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（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（フランス語）
中学校教諭専修免許状（イスパニア語）
高等学校教諭専修免許状（イスパニア語）

１０．私立大学の大学院の課程

番号

都道府県名

76 東京都

設置者名

学校法人昭和女子大学

大学名

昭和女子大学

研究科名

専攻名

コース名

定員

グローバル・スタディーズ研究科

国際関係論専攻

理工学研究科

理工学専攻

文学研究科

日本文学専攻

5

英米文学専攻

5

生活機構研究科

15
250

言語教育・コミュニケーション専攻

10

生活文化研究専攻

10

心理学専攻
生活科学研究専攻

20
5

福祉社会研究専攻

5

環境デザイン研究専攻

5

人間教育学専攻

10
15

77 東京都

学校法人白梅学園

白梅学園大学

子ども学研究科

子ども学専攻

78 東京都

学校法人白百合学園

白百合女子大学

文学研究科

国語国文学専攻

6

フランス語フランス文学専攻

6

英語英文学専攻

6

経済学専攻

6

経営学専攻

10

理工学研究科

理工学専攻

70

法学政治学研究科

法律学専攻

8

政治学専攻

4

英米文学専攻

8

日本文学専攻

8

社会文化論専攻

8

79 東京都

学校法人成蹊学園

成蹊大学

経済経営研究科

文学研究科

80 東京都

学校法人成城学園

成城大学

経済学研究科

経済学専攻

10

文学研究科

国文学専攻

10

英文学専攻

10
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免許状の種類
中学校教諭専修免許状（ロシア語）
高等学校教諭専修免許状（ロシア語）
中学校教諭専修免許状（ポルトガル語）
高等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（社会）
高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（情報）
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）
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）
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（家庭）
高等学校教諭専修免許状（家庭）
中学校教諭専修免許状（社会）
高等学校教諭専修免許状（福祉）
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）
幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
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）
高等学校教諭専修免許状（国語）
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（フランス語）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（公民）
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（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）

１０．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

研究科名

専攻名
日本常民文化専攻
ヨーロッパ文化専攻

81 東京都

学校法人聖心女子学院

聖心女子大学

法学研究科

法律学専攻

文学研究科

英語英文学専攻
日本語日本文学専攻
史学専攻
人間科学専攻

哲学専攻

社会文化学専攻
82 東京都

学校法人清泉女子大学

清泉女子大学

人文科学研究科

言語文化専攻

思想文化専攻

83 東京都

学校法人専修大学

専修大学

経済学研究科

経済学専攻

法学研究科

法学専攻

文学研究科

日本語日本文学専攻
英語英米文学専攻
哲学専攻
歴史学専攻
地理学専攻
社会学専攻

経営学研究科
商学研究科
84 東京都

学校法人創価大学

創価大学

文学研究科

心理学専攻
経営学専攻
商学専攻
会計学専攻
英文学専攻
教育学専攻

国際言語教育専攻
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コース名

定員
免許状の種類
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）
10 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（ドイツ語）
高等学校教諭専修免許状（フランス語）
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）
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）
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）
5 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）
12 小学校教諭専修免許状
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）
幼稚園教諭専修免許状
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）
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）
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）
6 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）
中学校教諭専修免許状（イスパニア語）
高等学校教諭専修免許状（イスパニア語）
6 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）
30 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）
25 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）
10 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）
5 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）
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）
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）
5 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）
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）
10 高等学校教諭専修免許状（公民）
20 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）
10 高等学校教諭専修免許状（商業）
15 高等学校教諭専修免許状（商業）
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）
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）
小学校教諭専修免許状
15 中学校教諭専修免許状（国語）

１０．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

研究科名

工学研究科

85 東京都

学校法人大正大学

大正大学

専攻名

30

環境共生工学専攻

25

教職研究科

教職専攻

25

仏教学研究科

仏教学専攻

30

人間学研究科

社会福祉学専攻

5

臨床心理学専攻
人間科学専攻

18
3

宗教学専攻
史学専攻

学校法人大東文化学園

大東文化大学

文学研究科

外国語学研究科

87 東京都
88 東京都

学校法人高千穂学園
学校法人拓殖大学

高千穂大学
拓殖大学

定員

情報システム工学専攻

文学研究科

86 東京都

コース名

5
10

国文学専攻

3

比較文化専攻

3

日本文学専攻

3

中国学専攻

3

英文学専攻

5

書道学専攻
教育学専攻
中国言語文化学専攻

7
5
5

英語学専攻

5

日本言語文化学専攻

5

経営学研究科
スポーツ・健康科学研究科

経営学専攻
スポーツ・健康科学専攻

10
10

経営学研究科
工学研究科

経営学専攻
機械・電子システム工学専攻

40
18
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免許状の種類
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）
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）
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）
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（ロシア語）
中学校教諭専修免許状（宗教）
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）
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（公民）
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）
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）
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）
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）
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（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）
高等学校教諭専修免許状（書道）
小学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状（中国語）
高等学校教諭専修免許状（中国語）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（商業）
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）
高等学校教諭専修免許状（商業）
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）

１０．私立大学の大学院の課程

番号

都道府県名

89 東京都

設置者名

学校法人玉川学園

大学名

玉川大学

研究科名

専攻名
情報・デザイン工学専攻

言語教育研究科

英語教育学専攻

文学研究科

人間学専攻
英語教育専攻

農学研究科

資源生物学専攻

工学研究科

機械工学専攻
電子情報工学専攻

教育学研究科

教育学専攻
教職専攻

90 東京都

学校法人多摩美術大学

多摩美術大学

美術研究科

絵画専攻
彫刻専攻
デザイン専攻
芸術学専攻
工芸専攻

91 東京都

学校法人中央大学

中央大学

法学研究科

公法専攻
民事法専攻
刑事法専攻
国際企業関係法専攻
政治学専攻
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コース名

定員
免許状の種類
18 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）
8 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）
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 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）
12 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）
16 高等学校教諭専修免許状（工業）
16 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）
10 幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
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（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（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）
43 中学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（美術）
10 中学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（美術）
62 中学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（美術）
5 中学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（美術）
9 中学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（美術）
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）
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）
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）
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）
15 中学校教諭専修免許状（社会）

１０．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

研究科名

専攻名

コース名

定員

経済学研究科

経済学専攻

50

商学研究科

商学専攻

25

理工学研究科

数学専攻

25

物理学専攻

25

都市人間環境学専攻
精密工学専攻
電気電子情報通信工学専攻
応用化学専攻

60
52
45
45

経営システム工学専攻
情報工学専攻
生命科学専攻

30
40
25

国文学専攻

10

英文学専攻

10

独文学専攻

5

仏文学専攻

5

中国言語文化専攻

5

日本史学専攻

7

東洋史学専攻

5

西洋史学専攻

5

哲学専攻

5

社会学専攻

5

社会情報学専攻
教育学専攻

5
5

心理学専攻

8

文学研究科
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免許状の種類
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（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（社会）
高等学校教諭専修免許状（商業）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
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（情報）
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）
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）
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（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（フランス語）
中学校教諭専修免許状（中国語）
高等学校教諭専修免許状（中国語）
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）
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）
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）
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）
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（情報）
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（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）
中学校教諭専修免許状（中国語）
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（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（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）
高等学校教諭専修免許状（中国語）
中学校教諭専修免許状（社会）
高等学校教諭専修免許状（公民）

１０．私立大学の大学院の課程

番号

都道府県名

92 東京都

設置者名

学校法人津田塾大学

大学名

津田塾大学

研究科名

専攻名

総合政策研究科

総合政策専攻

文学研究科

英文学専攻

理学研究科

数学専攻

コース名

情報科学専攻

93 東京都

学校法人帝京大学

帝京大学

国際関係学研究科

国際関係論専攻

文学研究科

日本文化専攻
日本史･文化財学専攻

経済学研究科

経済学専攻
経営学専攻

法学研究科

法律学専攻

理工学研究科

総合理工学専攻

医療技術学研究科

柔道整復学専攻

教職研究科

教職実践専攻
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教職専修工業コース
教職専修理科コース

定員
免許状の種類
40 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）
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）
5 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）
5 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）
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）
10 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）
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）
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）
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（情報）
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）
15 高等学校教諭専修免許状（工業）
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）
6 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）
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）
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）

１０．私立大学の大学院の課程

番号

都道府県名

94 東京都

95 東京都

設置者名

学校法人東京音楽大学

学校法人渡辺学園

大学名

東京音楽大学

東京家政大学

研究科名

専攻名

コース名

定員

外国語研究科

超域文化専攻

10

音楽研究科

器楽専攻

36

声楽専攻

21

人間生活学総合研究科

作曲指揮専攻

5

音楽教育専攻

8

児童学児童教育学専攻

5

健康栄養学専攻

5

造形学専攻

4

英語・英語教育研究専攻

4

96 東京都

学校法人東京家政学院

東京家政学院大学

人間生活学研究科

臨床心理学専攻
教育福祉学専攻
生活文化専攻

97 東京都

学校法人東京経済大学

東京経済大学

経済学研究科

経済学専攻

10

経営学研究科
現代法学研究科

経営学専攻
現代法学専攻

10
10

人間科学研究科

人間文化科学専攻

22

人間社会科学専攻

20

98 東京都

99 東京都

学校法人東京女子大学

学校法人東京神学大学

東京女子大学

東京神学大学

8
4
10

理学研究科

数学専攻

6

神学研究科

聖書神学専攻

15

組織神学専攻

15

100 東京都

学校法人桑沢学園

東京造形大学

造形研究科

造形専攻

50

101 東京都

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

物質工学専攻

25

機械工学専攻
情報通信工学専攻

55
30

理学専攻

15

理工学研究科
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免許状の種類
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）
養護教諭専修免許状
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）
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）
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）
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）
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）
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（家庭）
高等学校教諭専修免許状（家庭）
中学校教諭専修免許状（美術）
中学校教諭専修免許状（家庭）
高等学校教諭専修免許状（美術）
高等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（英語）
高等学校教諭専修免許状（公民）
高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
栄養教諭専修免許状
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）
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）
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（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（英語）
高等学校教諭専修免許状（宗教）
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（数学）
中学校教諭専修免許状（数学）
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）
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）
中学校教諭専修免許状（美術）
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（工業）
高等学校教諭専修免許状（情報）
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）
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）
中学校教諭専修免許状（数学）

１０．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

研究科名

情報環境学研究科
未来科学研究科

102 東京都

103 東京都

学校法人五島育英会

学校法人東京農業大学

東京都市大学

東京農業大学

総合理工学研究科

農学研究科

生物産業学研究科

専攻名

コース名

定員

生命理工学専攻

25

情報学専攻

35

電子・機械工学専攻
建築・都市環境学専攻
情報環境学専攻
建築学専攻
情報メディア学専攻
ロボット・メカトロニクス学専攻
機械専攻

35
12
40
60
35
50
60

電気・化学専攻

66

情報専攻
建築・都市専攻
共同原子力専攻

66
54
15

農学専攻
畜産学専攻
バイオセラピー学専攻
バイオサイエンス専攻

14
12
10
30

農芸化学専攻

25

醸造学専攻

12

食品栄養学専攻

12

林学専攻
農業工学専攻
造園学専攻
国際農業開発学専攻
農業経済学専攻
国際バイオビジネス学専攻
生物生産学専攻
アクアバイオ学専攻

12
8
12
12
10
12
7
5

食品香粧学専攻

5

産業経営学専攻

3

104 東京都

学校法人東京薬科大学

東京薬科大学

生命科学研究科

生命科学専攻

65

105 東京都

学校法人東京理科大学

東京理科大学

理学研究科

数学専攻

15

物理学専攻

40

化学専攻

理工学研究科

120

応用数学専攻

25

応用物理学専攻

40

科学教育専攻

40

数学専攻

10
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免許状の種類
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）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（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（情報）
高等学校教諭専修免許状（工業）
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）
高等学校教諭専修免許状（工業）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（農業）
高等学校教諭専修免許状（農業）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（農業）
高等学校教諭専修免許状（農業）
高等学校教諭専修免許状（農業）
高等学校教諭専修免許状（農業）
高等学校教諭専修免許状（農業）
高等学校教諭専修免許状（農業）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
中学校教諭専修免許状（数学）

１０．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

研究科名

専攻名

コース名

定員

物理学専攻

30

情報科学専攻

40

応用生物科学専攻

60

基礎工学研究科

建築学専攻
先端化学専攻
電気工学専攻
経営工学専攻
機械工学専攻
土木工学専攻
生物工学専攻

60
70
60
30
60
30
50

生命科学研究科

生命科学専攻

15

106 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

107 東京都

学校法人東洋大学

東洋大学

文学研究科

哲学専攻

5

インド哲学仏教学専攻

4

日本文学文化専攻

学校法人二松学舎

二松学舎大学

中国哲学専攻

4

英文学専攻

5

史学専攻

6

教育学専攻

20

社会学研究科

社会学専攻

10

法学研究科

社会心理学専攻
私法学専攻

12
10

公法学専攻

10

生体医工学専攻

18

応用化学専攻

12

機能システム専攻

15

電気電子情報専攻

11

経済学研究科

都市環境デザイン専攻
建築学専攻
経済学専攻

8
14
10

生命科学研究科

生命科学専攻

20

文学研究科

国文学専攻

16

中国学専攻

16

理工学研究科

108 東京都

10
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免許状の種類
高等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（理科）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
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）
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）
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）
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）
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）
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（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）
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）
小学校教諭専修免許状
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（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（公民）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（工業）
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（理科）
高等学校教諭専修免許状（理科）
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）
高等学校教諭専修免許状（書道）
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）
高等学校教諭専修免許状（書道）

１０．私立大学の大学院の課程

番号

都道府県名

109 東京都

設置者名

学校法人日本大学

大学名

日本大学

研究科名

専攻名

コース名

定員

国際政治経済学研究科

国際政治経済学専攻

10

法学研究科

公法学専攻

30

私法学専攻

30

政治学専攻

15

新聞学研究科

新聞学専攻

10

文学研究科

哲学専攻

10

史学専攻

20

国文学専攻

15

中国学専攻

10

英文学専攻

20

ドイツ文学専攻

5

社会学専攻

15

教育学専攻

10

地球情報数理科学専攻

12

相関理化学専攻

23

経済学研究科

経済学専攻

30

商学研究科

商学専攻
経営学専攻
会計学専攻
文芸学専攻

30
30
30
20

造形芸術専攻

15

音楽芸術専攻

10

土木工学専攻
交通システム工学専攻
建築学専攻
海洋建築工学専攻
機械工学専攻

40
20
50
30
35

精密機械工学専攻

25

航空宇宙工学専攻

25

電気工学専攻

35

電子工学専攻

35

総合基礎科学研究科

芸術学研究科

理工学研究科
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免許状の種類
中学校教諭専修免許状（中国語）
高等学校教諭専修免許状（中国語）
中学校教諭専修免許状（社会）
高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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（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）
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（ドイツ語）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（商業）
高等学校教諭専修免許状（商業）
高等学校教諭専修免許状（商業）
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（美術）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（情報）

１０．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

研究科名

生産工学研究科

工学研究科

生物資源科学研究科

110 東京都

学校法人日本女子大学

日本女子大学

家政学研究科

文学研究科

専攻名

コース名

定員

情報科学専攻
物質応用化学専攻

15
40

物理学専攻

25

数学専攻

20

地理学専攻

20

量子理工学専攻

20

機械工学専攻

30

電気電子工学専攻

20

土木工学専攻
建築工学専攻
応用分子化学専攻

20
20
20

マネジメント工学専攻
数理情報工学専攻

20
10

土木工学専攻
建築学専攻
機械工学専攻

20
30
30

電気電子工学専攻

20

生命応用化学専攻

20

情報工学専攻

20

生物資源生産科学専攻

27

生物資源利用科学専攻

22

応用生命科学専攻

22

生物環境科学専攻

22

生物資源経済学専攻

22

児童学専攻

10

食物・栄養学専攻

10

住居学専攻

10

被服学専攻

10

生活経済専攻

8

日本文学専攻

10
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免許状の種類
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）
高等学校教諭専修免許状（情報）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（工業）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（工業）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
小学校教諭専修免許状
幼稚園教諭専修免許状
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）
栄養教諭専修免許状
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）
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）
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）
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）
中学校教諭専修免許状（国語）

１０．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

研究科名

専攻名
英文学専攻
史学専攻

人間社会研究科

理学研究科

コース名

定員
10
6

社会福祉学専攻

10

教育学専攻

10

現代社会論専攻

10

相関文化論専攻

6

数理・物性構造科学専攻

10

物質・生物機能科学専攻

10

111 東京都

学校法人二階堂学園

日本女子体育大学

スポーツ科学研究科

スポーツ科学専攻

15

112 東京都

学校法人日本体育大学

日本体育大学

体育科学研究科

体育科学専攻

25

113 東京都
114 東京都

学校法人文化学園
学校法人文京学園

文化学園大学
文京学院大学

教育学研究科
生活環境学研究科
人間学研究科
外国語学研究科

実践教科教育学専攻
被服学専攻
人間学専攻
英語コミュニケーション専攻

20
20
10
10

115 東京都

学校法人法政大学

法政大学

人文科学研究科

哲学専攻

15

日本文学専攻

20

英文学専攻

20

史学専攻

15

地理学専攻

15

心理学専攻

10

国際文化研究科

国際文化専攻

15

経済学研究科

経済学専攻

50

法学研究科

法律学専攻

20

政治学研究科

政治学専攻

10

国際政治学専攻

25

社会学研究科

社会学専攻

20

経営学研究科

経営学専攻

60

情報科学研究科
公共政策研究科

情報科学専攻
公共政策学専攻

30
25
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免許状の種類
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）
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）
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）
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（社会）
高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
養護教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状（家庭）
幼稚園教諭専修免許状
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（情報）
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）

１０．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

研究科名

理工学研究科

専攻名
サステイナビリティ学専攻
応用情報工学専攻
システム理工学専攻
応用化学専攻
生命機能学専攻

116 東京都

学校法人根津育英会武蔵学園 武蔵大学

スポーツ健康学研究科

スポーツ健康学専攻

経済学研究科

経済・経営・ファイナンス専攻

人文科学研究科

欧米文化専攻

日本文化専攻

社会学専攻
117 東京都

118 東京都

学校法人武蔵野大学

学校法人武蔵野音楽学園

武蔵野大学

武蔵野音楽大学

文学研究科

日本文学専攻

言語文化研究科

言語文化専攻

人間社会研究科
教育学研究科

人間学専攻
教育学専攻

音楽研究科

器楽専攻
声楽専攻
作曲専攻
音楽学専攻
音楽教育専攻

119 東京都

学校法人武蔵野美術大学

武蔵野美術大学

造形研究科

美術専攻

デザイン専攻

120 東京都

学校法人明治大学

明治大学

法学研究科

公法学専攻
民事法学専攻
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コース名

定員
免許状の種類
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）
50 高等学校教諭専修免許状（情報）
75 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）
30 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）
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）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（商業）
8 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）
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）
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（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（フランス語）
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）
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）
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）
7 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）
高等学校教諭専修免許状（書道）
55 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）
30 高等学校教諭専修免許状（公民）
10 小学校教諭専修免許状
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）
高等学校教諭専修免許状（書道）
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）
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）
29 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）
20 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）
2 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）
4 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）
10 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）
50 中学校教諭専修免許状（美術）
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）
45 中学校教諭専修免許状（美術）
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）
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）
20 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）

１０．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

研究科名

専攻名

商学研究科

商学専攻

政治経済学研究科

政治学専攻

経済学専攻

経営学研究科

経営学専攻

文学研究科

日本文学専攻
英文学専攻
仏文学専攻
独文学専攻
文芸メディア専攻
史学専攻
地理学専攻
臨床人間学専攻

理工学研究科

応用化学専攻
数学専攻
物理学専攻

農学研究科

農芸化学専攻
農学専攻
農業経済学専攻
生命科学専攻

121 東京都

122 東京都

学校法人明治学院

学校法人明星学苑

明治学院大学

明星大学

情報コミュニケーション研究科

情報コミュニケーション学専攻

教養デザイン研究科

教養デザイン専攻

先端数理科学研究科

現象数理学専攻

国際日本学研究科

先端メディアサイエンス専攻
国際日本学専攻

文学研究科

英文学専攻

経済学研究科

経済学専攻

社会学研究科

社会学専攻

国際学研究科

国際学専攻

心理学研究科

教育発達学専攻

理工学研究科

物理学専攻
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コース名

定員
免許状の種類
35 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）
25 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）
35 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）
40 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）
6 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）
6 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）
6 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（フランス語）
6 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（ドイツ語）
6 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）
25 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）
5 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）
14 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）
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）
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）
16 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）
26 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）
20 高等学校教諭専修免許状（農業）
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）
26 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）
25 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）
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）
20 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）
45 高等学校教諭専修免許状（情報）
20 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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）
10 幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
10 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．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

研究科名

専攻名
化学専攻

人文学研究科

機械工学専攻
電気工学専攻
建築・建設工学専攻
環境システム学専攻
英米文学専攻
社会学専攻

123 東京都

学校法人目白学園

目白大学

情報学研究科
教育学研究科

情報学専攻
教育学専攻

言語文化研究科

英語・英語教育専攻
日本語・日本語教育専攻

124 東京都

学校法人立教学院

立教大学

文学研究科

日本文学専攻
英米文学専攻
ドイツ文学専攻
フランス文学専攻
史学専攻

教育学専攻

超域文化学専攻

経済学研究科

経済学専攻

理学研究科

物理学専攻
化学専攻
数学専攻
生命理学専攻
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コース名

定員
免許状の種類
10 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 高等学校教諭専修免許状（工業）
10 高等学校教諭専修免許状（工業）
5 高等学校教諭専修免許状（工業）
5 高等学校教諭専修免許状（工業）
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）
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）
7 高等学校教諭専修免許状（情報）
10 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（英語）
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（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（英語）
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）
10 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）
20 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）
18 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）
8 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（ドイツ語）
8 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（フランス語）
15 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）
10 小学校教諭専修免許状
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）
5 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）
40 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）
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）
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）
5 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）
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）

１０．私立大学の大学院の課程

番号

都道府県名

125 東京都

設置者名

学校法人立正大学学園

大学名

立正大学

研究科名

専攻名

社会学研究科

社会学専攻

法学研究科

法学政治学専攻

観光学研究科
コミュニティ福祉学研究科

観光学専攻
コミュニティ福祉学専攻

21世紀社会デザイン研究科

比較組織ネットワーク学専攻

異文化コミュニケーション研究科

異文化コミュニケーション専攻

キリスト教学研究科

キリスト教学専攻

文学研究科

仏教学専攻

英米文学専攻
社会学専攻
史学専攻
国文学専攻

哲学専攻
経済学研究科

経済学専攻

法学研究科

法学専攻

経営学研究科
社会福祉学研究科

経営学専攻
教育福祉学専攻

地球環境科学研究科

環境システム学専攻

地理空間システム学専攻
心理学研究科

臨床心理学専攻
応用心理学専攻

126 東京都

学校法人和光学園

和光大学

社会文化総合研究科

社会文化論専攻

127 東京都

学校法人早稲田大学

早稲田大学

法学研究科

民事法学専攻
公法学専攻
基礎法学専攻

文学研究科

人文科学専攻
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コース名

定員
免許状の種類
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）
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）
20 中学校教諭専修免許状（社会）
25 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）
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）
50 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）
20 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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
10 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）
高等学校教諭専修免許状（書道）
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）
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）
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）
10 高等学校教諭専修免許状（商業）
4 幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
10 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）
8 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）
10 高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
20 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）
35 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）
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）
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）
315 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）
高等学校教諭専修免許状（公民）

１０．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

研究科名

専攻名

コース名

定員

商学研究科

商学専攻

80

教育学研究科

学校教育専攻

30

国語教育専攻

21

英語教育専攻

21

社会科教育専攻

27

数学教育専攻

18

高度教職実践専攻

60
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免許状の種類
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）
中学校教諭専修免許状（中国語）
高等学校教諭専修免許状（中国語）
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（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（フランス語）
中学校教諭専修免許状（ロシア語）
高等学校教諭専修免許状（ロシア語）
高等学校教諭専修免許状（商業）
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）
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（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）
中学校教諭専修免許状（中国語）
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（情報）
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）
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（中国語）
高等学校教諭専修免許状（スペイン語）
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）
高等学校教諭専修免許状（書道）
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）
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（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）
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）

１０．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

研究科名

基幹理工学研究科

創造理工学研究科

専攻名

90

電子物理システム学専攻

45

情報理工・情報通信専攻
建設工学専攻

170
70

物理学及応用物理学専攻

128 神奈川県

学校法人麻布獣医学園

麻布大学

95
105

化学・生命化学専攻

50

応用化学専攻

90

生命医科学専攻

60

電気・情報生命専攻

社会科学研究科

定員

数学応用数理専攻

地球・環境資源理工学専攻
先進理工学研究科

コース名

125

生命理工学専攻

70

ナノ理工学専攻

35

共同原子力専攻

15

地球社会論専攻

30

政策科学論専攻

30

人間科学研究科

人間科学専攻

120

スポーツ科学研究科

スポーツ科学専攻

140

アジア太平洋研究科

国際関係学専攻

120

国際コミュニケーション研究科

国際コミュニケーション研究専攻

50

獣医学研究科

獣医学専攻

10
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免許状の種類
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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（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）
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（福祉）
高等学校教諭専修免許状（情報）
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）
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）
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）
中学校教諭専修免許状（理科）

１０．私立大学の大学院の課程

番号

都道府県名

129 神奈川県

設置者名

学校法人神奈川大学

大学名

神奈川大学

研究科名

専攻名

コース名

定員

動物応用科学専攻

20

環境保健学研究科

環境保健科学専攻

7

法学研究科
経済学研究科

法律学専攻
経済学専攻

20
30

経営学研究科
外国語学研究科

国際経営専攻
欧米言語文化専攻

10
10

理学研究科

理学専攻

59

歴史民俗資料学研究科

歴史民俗資料学専攻

20

機械工学専攻
電気電子工学専攻
応用化学・バイオサイエンス専攻
機械システム工学専攻
情報工学専攻

14
16
16
14
18

ロボット・メカトロニクスシステム専攻

6
10

130 神奈川県

学校法人幾徳学園

神奈川工科大学

工学研究科

131 神奈川県

学校法人鎌倉女子大学

鎌倉女子大学

児童学研究科

児童学専攻

132 神奈川県

学校法人関東学院

関東学院大学

文学研究科

英語英米文学専攻

8

比較日本文化専攻

8

社会学専攻

8

経済学研究科

経済学専攻

10

法学研究科

経営学専攻
法学専攻

10
8

工学研究科

物質生命科学専攻

12

獣医学系研究科

機械工学専攻
電気工学専攻
建築学専攻
土木工学専攻
動物資源科学専攻

7
7
10
5
5

海洋生命科学研究科

生物環境科学専攻
海洋生命科学専攻

5
12

理学研究科

分子科学専攻

14

生物科学専攻

11

感染制御科学府

感染制御科学専攻

18

保健医療学専攻
栄養科学専攻
機械工学専攻
電気情報工学専攻
音楽芸術表現専攻

100
6
9
9
18

音楽芸術運営専攻

6

133 神奈川県

学校法人北里研究所

北里大学

134 神奈川県
135 神奈川県
136 神奈川県

学校法人国際医療福祉大学
学校法人相模女子大学
学校法人湘南工科大学

国際医療福祉大学
相模女子大学
湘南工科大学

医療福祉学研究科
栄養科学研究科
工学研究科

137 神奈川県

学校法人東成学園

昭和音楽大学

音楽研究科
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免許状の種類
高等学校教諭専修免許状（理科）
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）
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（公民）
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（公民）
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）
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）
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）
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（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（情報）
高等学校教諭専修免許状（工業）
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（英語）
高等学校教諭専修免許状（英語）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
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）
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）
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）
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）
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）
養護教諭専修免許状
栄養教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
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）
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）

１０．私立大学の大学院の課程

番号 都道府県名
設置者名
138 神奈川県
学校法人女子美術大学

大学名
女子美術大学

研究科名
美術研究科

専攻名
美術専攻

デザイン専攻

芸術文化専攻

139 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

140 神奈川県

学校法人洗足学園

洗足学園音楽大学

音楽研究科

器楽専攻
声楽専攻
音楽教育学専攻
作曲専攻

141 神奈川県

学校法人総持学園

鶴見大学

文学研究科

日本文学専攻
英米文学専攻
文化財学専攻

142 神奈川県
143 神奈川県

学校法人調布学園
学校法人桐蔭学園

田園調布学園大学
桐蔭横浜大学

人間学研究科
スポーツ科学研究科

子ども人間学専攻
スポーツ科学専攻

144 神奈川県

学校法人東海大学

東海大学

文学研究科

史学専攻
英文学専攻
文明研究専攻
日本文学専攻
コミュニケーション学専攻

政治学研究科

政治学専攻

経済学研究科

応用経済学専攻
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コース名

定員
免許状の種類
35 中学校教諭専修免許状（美術）
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）
15 中学校教諭専修免許状（美術）
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）
7 中学校教諭専修免許状（美術）
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）
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）
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）
28 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）
12 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）
4 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）
2 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 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）
5 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）
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）
5 幼稚園教諭専修免許状
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）
8 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）
4 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）
8 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）
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）
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）
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）
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）

１０．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

研究科名

専攻名

法学研究科

法律学専攻

人間環境学研究科

人間環境学専攻

芸術学研究科

造型芸術専攻
音響芸術専攻

体育学研究科

体育学専攻

理学研究科

数理科学専攻
物理学専攻
化学専攻

工学研究科

電気電子工学専攻
応用理化学専攻

145 神奈川県

146 神奈川県
147 神奈川県

学校法人東京工芸大学

学校法人東洋英和女学院
学校法人フェリス女学院

東京工芸大学

東洋英和女学院大学
フェリス女学院大学

農学研究科

建築土木工学専攻
機械工学専攻
農学専攻

海洋学研究科

海洋学専攻

工学研究科

メディア工学専攻
工業化学専攻

人間科学研究科
人文科学研究科

建築学・風工学専攻
電子情報工学専攻
人間科学専攻
英語英米文学専攻
日本語日本文学専攻

音楽研究科

音楽芸術専攻
演奏専攻

国際交流研究科

国際交流専攻

148 新潟県

学校法人新潟総合学園

新潟医療福祉大学

医療福祉学研究科

健康科学専攻

149 新潟県
150 新潟県
151 新潟県

学校法人新潟工科大学
学校法人新潟青陵学園
学校法人新潟科学技術学園

新潟工科大学
新潟青陵大学
新潟薬科大学

工学研究科
看護学研究科
応用生命科学研究科

生産開発工学専攻
看護学専攻
応用生命科学専攻

152 富山県

学校法人桐朋学園

桐朋学園大学院大学

音楽研究科

演奏研究専攻

153 石川県

学校法人金沢学院大学

金沢学院大学

人文学研究科

人文学専攻

スポーツ健康学研究科

スポーツ健康学専攻

工学研究科

機械工学専攻
環境土木工学専攻

154 石川県

学校法人金沢工業大学

金沢工業大学
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コース名

定員
免許状の種類
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）
10 中学校教諭専修免許状（理科）
中学校教諭専修免許状（社会）
高等学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（公民）
4 中学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（美術）
4 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）
15 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）
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）
12 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）
12 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）
50 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）
45 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）
25 高等学校教諭専修免許状（工業）
75 高等学校教諭専修免許状（工業）
12 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）
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 高等学校教諭専修免許状（工業）
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）
10 高等学校教諭専修免許状（工業）
20 高等学校教諭専修免許状（情報）
30 幼稚園教諭専修免許状
6 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）
6 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）
5 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）
12 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）
6 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）
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）
12 高等学校教諭専修免許状（工業）
6 養護教諭専修免許状
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 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 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）
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）
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）
18 高等学校教諭専修免許状（工業）
10 高等学校教諭専修免許状（工業）

１０．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

研究科名

専攻名
電気電子工学専攻
バイオ・化学専攻
建築学専攻
経済・経営学専攻

155 石川県

学校法人稲置学園

金沢星稜大学

経営戦略研究科

156 福井県

学校法人金井学園

福井工業大学

工学研究科

応用理工学専攻
社会システム学専攻

157 山梨県

学校法人帝京科学大学

帝京科学大学

理工学研究科

バイオサイエンス専攻
環境マテリアル専攻
アニマルサイエンス専攻

158 長野県

学校法人松商学園

松本大学

健康科学研究科

健康科学専攻

159 岐阜県

学校法人朝日大学

朝日大学

法学研究科

法学専攻

160 岐阜県

学校法人華陽学園

岐阜女子大学

経営学研究科
文化創造学研究科

経営学専攻
文化創造学専攻

初等教育学専攻

161 岐阜県

学校法人聖徳学園

岐阜聖徳学園大学

生活科学研究科

生活科学専攻

国際文化研究科

国際教育文化専攻

国際地域文化専攻

162 岐阜県
163 静岡県

164 愛知県

学校法人神谷学園
学校法人常葉大学

学校法人愛知大学

経済情報研究科

経済情報専攻

東海学院大学
常葉大学

人間関係学研究科
国際言語文化研究科

臨床心理学専攻
英米言語文化専攻

愛知大学

初等教育高度実践研究科
経済学研究科

国際教育専攻
初等教育高度実践専攻
経済学専攻

経営学研究科
中国研究科

経営学専攻
中国研究専攻

文学研究科

日本文化専攻
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コース名

定員
免許状の種類
18 高等学校教諭専修免許状（工業）
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）
16 高等学校教諭専修免許状（工業）
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）
高等学校教諭専修免許状（商業）
17 高等学校教諭専修免許状（工業）
8 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）
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）
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）
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）
6 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）
栄養教諭専修免許状
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）
10 高等学校教諭専修免許状（商業）
6 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）
高等学校教諭専修免許状（書道）
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）
4 幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
6 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）
栄養教諭専修免許状
15 小学校教諭専修免許状
幼稚園教諭専修免許状
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）
高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
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）
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）
10 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）
7 高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
10 小学校教諭専修免許状
20 小学校教諭専修免許状
25 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）
15 高等学校教諭専修免許状（商業）
15 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（中国語）
高等学校教諭専修免許状（中国語）
10 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）

１０．私立大学の大学院の課程

番号

都道府県名

165 愛知県

166 愛知県

設置者名

学校法人愛知学院

学校法人名古屋電気学園

大学名

愛知学院大学

愛知工業大学

研究科名

専攻名

コース名

定員

地域社会システム専攻

10

欧米文化専攻

10

国際コミュニケーション研究科

国際コミュニケーション専攻

15

文学研究科

歴史学専攻

10

英語圏文化専攻

10

日本文化専攻

10

心身科学研究科

健康科学専攻

10

経営学研究科
経済学研究科
法学研究科

経営学専攻
経済学専攻
法律学専攻

20
7
15

総合政策研究科

総合政策専攻

工学研究科

電気電子工学専攻

15

材料化学専攻

10

機械工学専攻
建設システム工学専攻
経営情報科学専攻

15
10
15

経営情報科学研究科

6

167 愛知県

学校法人愛知産業大学

愛知産業大学

造形学研究科

建築学専攻
デザイン学専攻

10
10

168 愛知県

学校法人愛知淑徳学園

愛知淑徳大学

文化創造研究科

文化創造専攻

40

教育学研究科

発達教育専攻

グローバルカルチャー・コミュニケーション研究科 グローバルカルチャー・コミュニケーション専攻

言語文化コース

10
25

169 愛知県

学校法人足立学園

愛知文教大学

ビジネス研究科
国際文化研究科

ビジネス専攻
国際文化専攻

20
8

170 愛知県

学校法人瀬木学園

愛知みずほ大学

人間科学研究科

心身健康科学専攻

15

171 愛知県

学校法人桜花学園

桜花学園大学

人間文化研究科

人間科学専攻

5

地域文化専攻

5

国文学専攻

5

英文学専攻

5

172 愛知県

学校法人金城学院

金城学院大学

文学研究科
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免許状の種類
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）
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（社会）
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）
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）
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）
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）
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）
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）
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（保健）
高等学校教諭専修免許状（保健）
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）
養護教諭専修免許状
栄養教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状（商業）
高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
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（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（情報）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（商業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
中学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（美術）
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）
小学校教諭専修免許状
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）
高等学校教諭専修免許状（商業）
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）
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）
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
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（英語）
高等学校教諭専修免許状（英語）
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）

１０．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

研究科名

専攻名

コース名

定員

人間生活学研究科

消費者科学専攻

8
8
10

173 愛知県

学校法人至学館

至学館大学

健康科学研究科

人間発達学専攻
健康科学専攻

174 愛知県

学校法人椙山女学園

椙山女学園大学

生活科学研究科

食品栄養科学専攻

6

生活環境学専攻

6

人間関係学研究科

人間関係学専攻

20

現代マネジメント研究科

現代マネジメント専攻

5

教育学研究科

教育学専攻

6

機械工学専攻
電気・電子工学専攻
建築学専攻
都市環境デザイン学専攻
情報学専攻
日本文学・日本語文化専攻

8
6
5
5
6
5

歴史文化専攻

3

175 愛知県

学校法人大同学園

大同大学

工学研究科

176 愛知県

学校法人梅村学園

中京大学

情報学研究科
文学研究科

体育学研究科

体育学専攻

12

法学研究科

法律学専攻

10

社会学研究科

社会学専攻

5

経済学研究科

経済学専攻

5

経営学研究科
心理学研究科

経営学専攻
実験・応用心理学専攻
臨床・発達心理学専攻
国際英語学専攻

国際英語学研究科

英米文化学専攻
177 愛知県

学校法人中部大学

中部大学

工学研究科

経営情報学研究科
国際人間学研究科

応用生物学研究科
生命健康科学研究科

10
5
15
5
3

機械工学専攻
電気電子工学専攻
建設工学専攻
応用化学専攻
情報工学専攻
経営情報学専攻
国際関係学専攻
言語文化専攻

10
18
16
10
16
15
4
4

歴史学・地理学専攻
応用生物学専攻
看護学専攻

4
24
6
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免許状の種類
高等学校教諭専修免許状（英語）
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）
幼稚園教諭専修免許状
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）
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）
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）
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）
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（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）
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（数学）
中学校教諭専修免許状（音楽）
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（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（情報）
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）
高等学校教諭専修免許状（書道）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（公民）
高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
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（商業）
高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
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）
養護教諭専修免許状

１０．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

研究科名

専攻名

教育学研究科

教育学専攻

178 愛知県

学校法人同朋学園

同朋大学

文学研究科

仏教文化専攻

179 愛知県

学校法人同朋学園

名古屋音楽大学

人間福祉研究科
音楽研究科

人間福祉専攻
器楽専攻
声楽専攻
作曲専攻
音楽教育学専攻

180 愛知県

学校法人中西学園

名古屋外国語大学

国際コミュニケーション研究科

国際コミュニケーション専攻

181 愛知県

学校法人名古屋学院大学

名古屋学院大学

経済経営研究科

経済学専攻

外国語学研究科

経営政策専攻
英語学専攻

182 愛知県

学校法人中西学園

名古屋学芸大学

栄養科学研究科
子どもケア研究科

栄養科学専攻
子どもケア専攻

183 愛知県

学校法人市邨学園

名古屋経済大学

法学研究科

法学専攻

会計学研究科
人間生活科学研究科

会計学専攻
幼児保育学専攻

美術研究科

栄養管理学専攻
美術専攻

音楽研究科

声楽専攻

184 愛知県

学校法人名古屋自由学院

名古屋芸術大学

器楽専攻
音楽学専攻
デザイン研究科

デザイン専攻

人間発達学研究科

子ども発達学専攻

185 愛知県

学校法人菊武学園

名古屋産業大学

環境マネジメント研究科

環境マネジメント専攻

186 愛知県

学校法人同朋学園

名古屋造形大学

造形研究科

造形専攻

187 愛知県

学校法人南山学園

南山大学

人間文化研究科

キリスト教思想専攻
人類学専攻
教育ファシリテーション専攻
言語科学専攻
246/273

コース名

定員
免許状の種類
12 幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
5 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 高等学校教諭専修免許状（福祉）
9 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 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）
2 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）
2 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）
20 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）
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（フランス語）
中学校教諭専修免許状（中国語）
高等学校教諭専修免許状（中国語）
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）
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（地理歴史）
20 高等学校教諭専修免許状（商業）
7 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）
5 栄養教諭専修免許状
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（保健）
高等学校教諭専修免許状（保健）
養護教諭専修免許状
50 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）
50 高等学校教諭専修免許状（商業）
10 幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
10 栄養教諭専修免許状
10 中学校教諭専修免許状（美術）
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）
5 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）
6 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）
8 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）
10 中学校教諭専修免許状（美術）
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）
10 幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
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）
10 中学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（美術）
8 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）
8 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）
10 高等学校教諭専修免許状（公民）
12 中学校教諭専修免許状（英語）

１０．私立大学の大学院の課程

番号

都道府県名

188 愛知県

189 三重県

設置者名

学校法人名城大学

学校法人皇學館

大学名

名城大学

皇學館大学

研究科名

専攻名

コース名

定員

国際地域文化研究科

国際地域文化専攻

20

社会科学研究科

経済学専攻

7

経営学専攻
総合政策学専攻

7
7

理工学研究科

システム数理専攻

18

法学研究科

ソフトウェア工学専攻
法律学専攻

18
15

経営学研究科
経済学研究科

経営学専攻
経済学専攻

20
10

理工学研究科

数学専攻

農学研究科
文学研究科

教育学研究科

8

情報工学専攻
電気電子工学専攻
材料機能工学専攻
応用化学専攻

30
25
35
24

機械工学専攻
交通機械工学専攻
メカトロニクス工学専攻
社会基盤デザイン工学専攻
環境創造学専攻
建築学専攻
農学専攻
神道学専攻

30
25
24
18
8
16
20
3

国文学専攻

5

国史学専攻

5

教育学専攻

8

190 滋賀県

学校法人大阪成蹊学園

びわこ成蹊スポーツ大学 スポーツ学研究科

スポーツ学専攻

10

191 京都府

学校法人真宗大谷学園

大谷大学

真宗学専攻

20

仏教学専攻

15

哲学専攻

10

仏教文化専攻

10

国際文化専攻

10

教育・心理学専攻
異言語・文化専攻

8
40

192 京都府

学校法人京都外国語大学

京都外国語大学

文学研究科

外国語学研究科

247/273

免許状の種類
高等学校教諭専修免許状（英語）
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）
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（スペイン語）
中学校教諭専修免許状（中国語）
高等学校教諭専修免許状（中国語）
中学校教諭専修免許状（社会）
高等学校教諭専修免許状（公民）
高等学校教諭専修免許状（商業）
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（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）
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）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
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）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（農業）
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）
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）
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（保健体育）
高等学校教諭専修免許状（保健体育）
中学校教諭専修免許状（保健体育）
高等学校教諭専修免許状（保健体育）
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）
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）
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）
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）
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）
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）

１０．私立大学の大学院の課程

番号

都道府県名

193 京都府

194 京都府
195 京都府

設置者名
学校法人京都学園

学校法人光華女子学園
学校法人京都産業大学

大学名
京都先端科学大学

京都光華女子大学
京都産業大学

研究科名

学校法人京都女子学園

京都女子大学

10

バイオ環境研究科

バイオ環境専攻

20

心理学研究科
経済学研究科

臨床心理学専攻
経済学専攻

10
10

マネジメント研究科
外国語学研究科

マネジメント専攻
中国語学専攻

15
3

京都精華大学

英米語学専攻

5

数学専攻

5

物理学専攻

5

先端情報学研究科
生命科学研究科

先端情報学専攻
生命科学専攻

文学研究科

国文学専攻

6

英文学専攻

6

史学専攻

6

教育学専攻

6

表現文化専攻

8

児童学専攻
食物栄養学専攻

6
6

生活造形学専攻

6

現代社会研究科

公共圏創成専攻

6

芸術研究科

芸術専攻

20

デザイン研究科

デザイン専攻

10

マンガ研究科

マンガ専攻

20

人文学研究科

人文学専攻

10
60

家政学研究科

学校法人京都精華大学

定員

人間文化専攻

発達教育学研究科

197 京都府

コース名

人間文化研究科

理学研究科

196 京都府

専攻名

20
20

198 京都府

学校法人瓜生山学園

京都造形芸術大学

芸術研究科

芸術専攻

199 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

200 京都府

看護学研究科
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

看護学専攻
応用英語専攻

8
8

生活福祉文化専攻

6

248/273

免許状の種類
高等学校教諭専修免許状（英語）
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）
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（公民）
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）
中学校教諭専修免許状（中国語）
高等学校教諭専修免許状（中国語）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
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（音楽）
高等学校教諭専修免許状（音楽）
幼稚園教諭専修免許状
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）
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）
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）
中学校教諭専修免許状（美術）
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）
中学校教諭専修免許状（美術）
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）
中学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（美術）
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）
中学校教諭専修免許状（社会）
中学校教諭専修免許状（美術）
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（美術）
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）
養護教諭専修免許状
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）
中学校教諭専修免許状（家庭）

１０．私立大学の大学院の課程

番号

都道府県名

201 京都府

設置者名

学校法人同志社

大学名

同志社大学

研究科名

専攻名

コース名

定員

人間文化専攻

3

心理学研究科

発達・学校心理学専攻

5

神学研究科

神学専攻

20

文学研究科

哲学専攻

10

英文学・英語学専攻

20

文化史学専攻

15

国文学専攻

10

社会学研究科

美学芸術学専攻

5

社会福祉学専攻
メディア学専攻

10
5

教育文化学専攻

7

社会学専攻
産業関係学専攻
法学研究科

10
5

政治学専攻

40

私法学専攻

45

公法学専攻

45

理論経済学専攻

25

応用経済学専攻

25

商学研究科

商学専攻

65

総合政策科学研究科

総合政策科学専攻

70

文化情報学研究科

文化情報学専攻

30

理工学研究科

情報工学専攻

60

応用化学専攻

80

数理環境科学専攻

25

医工学・医情報学専攻

90

医生命システム専攻

20

経済学研究科

生命医科学研究科

スポーツ健康科学研究科

スポーツ健康科学専攻

心理学研究科

心理学専攻
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8
10

免許状の種類
高等学校教諭専修免許状（家庭）
高等学校教諭専修免許状（福祉）
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）
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（宗教）
高等学校教諭専修免許状（宗教）
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（英語）
高等学校教諭専修免許状（英語）
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）
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（公民）
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（福祉）
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）
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）
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）
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）
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（社会）
高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
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（社会）
高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
中学校教諭専修免許状（社会）

１０．私立大学の大学院の課程

番号

都道府県名

202 京都府

設置者名

学校法人同志社

大学名

同志社女子大学

研究科名

グローバル・スタディーズ研究科

グローバル・スタディーズ専攻

文学研究科

英語英文学専攻

国際社会システム研究科
生活科学研究科

203 京都府

204 京都府

205 京都府

学校法人花園学園

学校法人佛教教育学園

学校法人立命館

花園大学

佛教大学

立命館大学

専攻名

文学研究科

コース名

定員

45
8

日本語日本文化専攻

10

情報文化専攻
国際社会システム専攻
生活デザイン専攻

5
10
5

食物栄養科学専攻

8

仏教学専攻

5

日本史学専攻

5

国文学専攻

5

社会福祉学研究科

社会福祉学専攻

10

文学研究科

仏教学専攻

10

文学専攻

10

歴史学専攻

10

教育学研究科

生涯教育専攻

10

社会学研究科

社会学専攻

5

社会福祉学研究科

社会福祉学専攻

5

法学研究科

法学専攻

60

経済学研究科

経済学専攻

50

社会学研究科

応用社会学専攻

60

文学研究科

人文学専攻

70

行動文化情報学専攻

35

基礎理工学専攻

50

理工学研究科
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免許状の種類
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（社会）
高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
中学校教諭専修免許状（国語）
中学校教諭専修免許状（音楽）
高等学校教諭専修免許状（国語）
高等学校教諭専修免許状（音楽）
高等学校教諭専修免許状（情報）
高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
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）
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）
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）
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（公民）
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）
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）
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）
中学校教諭専修免許状（中国語）
高等学校教諭専修免許状（中国語）
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）
小学校教諭専修免許状
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）
幼稚園教諭専修免許状
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
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）
中学校教諭専修免許状（数学）

１０．私立大学の大学院の課程

番号

都道府県名

206 京都府

設置者名

学校法人龍谷大学

大学名

龍谷大学

研究科名

専攻名

コース名

定員

情報理工学研究科
生命科学研究科

電子システム専攻
機械システム専攻
環境都市専攻
情報理工学専攻
生命科学専攻

140
140
120
200
150

言語教育情報研究科

言語教育情報専攻

60

スポーツ健康科学研究科

スポーツ健康科学専攻

25

教職研究科

実践教育専攻

35

文学研究科

真宗学専攻

20

仏教学専攻

20

哲学専攻

7

教育学専攻

7

臨床心理学専攻
日本史学専攻

10
7

東洋史学専攻

7

日本語日本文学専攻

7

英語英米文学専攻

7

法学研究科

法律学専攻

25

経済学研究科

経済学専攻

30
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免許状の種類
高等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（理科）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（情報）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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（公民）
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）
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）
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）
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）
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）

１０．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

研究科名
経営学研究科
社会学研究科

208 大阪府

209 大阪府

210 大阪府

211 大阪府

212 大阪府

学校法人追手門学院

学校法人大谷学園

学校法人大阪音楽大学

学校法人大阪学院大学

学校法人大阪経済大学

学校法人塚本学院

追手門学院大学

大阪大谷大学

大阪音楽大学

大阪学院大学

大阪経済大学

大阪芸術大学

コース名

定員

経営学専攻
社会学専攻

30
10

社会福祉学専攻

10

数理情報学専攻

25

電子情報学専攻
機械システム工学専攻
物質化学専攻

25
25
25

情報メディア学専攻
環境ソリューション工学専攻

20
20

実践真宗学研究科

実践真宗学専攻

30

政策学研究科

政策学専攻

20

農学研究科
経営･経済研究科

食農科学専攻
経営･経済専攻

30
15

心理学研究科

心理学専攻

25

現代社会文化研究科

現代社会学専攻

5

国際教養学専攻

5

国語学国文学専攻

6

歴史文化学専攻

4

作曲専攻

2

声楽専攻

4

器楽専攻

7

理工学研究科

207 大阪府

専攻名

文学研究科

音楽研究科

商学研究科
経済学研究科
法学研究科

商学専攻
経済学専攻
企業・自治体法務専攻

30
30
30

国際学研究科

国際学専攻

10

経済学研究科

経済学専攻

10

経営学研究科
経営情報研究科

経営学専攻
経営情報専攻

40
20

芸術研究科

芸術制作専攻

60

芸術文化学専攻

20
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免許状の種類
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（工業）
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）
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）
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）
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（農業）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（商業）
高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
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（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）
高等学校教諭専修免許状（商業）
高等学校教諭専修免許状（商業）
高等学校教諭専修免許状（情報）
中学校教諭専修免許状（美術）
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）
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（音楽）
高等学校教諭専修免許状（音楽）
中学校教諭専修免許状（美術）
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）

１０．私立大学の大学院の課程

番号

都道府県名

213 大阪府

214 大阪府

設置者名

学校法人常翔学園

学校法人大阪産業大学

大学名

大阪工業大学

大阪産業大学

研究科名

工学研究科

ロボティクス＆デザイン工学研究科
情報科学研究科
経営･流通学研究科
経済学研究科

工学研究科

専攻名

コース名

定員

建築・都市デザイン工学専攻
電気電子・機械工学専攻
化学・環境・生命工学専攻
ロボティクス＆デザイン工学専攻
情報科学専攻
経営・流通専攻
現代経済システム専攻

30
50
30
30
40
15
10

アジア地域経済専攻

15
10
10
10
10
10
10
8
10

215 大阪府
216 大阪府

学校法人樟蔭学園
学校法人谷岡学園

大阪樟蔭女子大学
大阪商業大学

人間科学研究科
地域政策学研究科

機械工学専攻
交通機械工学専攻
都市創造工学専攻
電子情報通信工学専攻
情報システム工学専攻
環境デザイン専攻
人間栄養学専攻
地域経済政策専攻

217 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

218 大阪府

学校法人城南学園

大阪総合保育大学

児童保育研究科

児童保育専攻

10

219 大阪府

学校法人浪商学園

大阪体育大学

スポーツ科学研究科

スポーツ科学専攻

24

220 大阪府

学校法人大阪電気通信大学

大阪電気通信大学

工学研究科

先端理工学専攻

15

電子通信工学専攻
制御機械工学専攻

20
30

情報工学専攻

35

法学研究科

法学・政治学専攻

50

文学研究科

総合人文学専攻

96

経済学研究科

経済学専攻

45

商学研究科
社会学研究科

商学専攻
社会学専攻

35
10

社会システムデザイン専攻

10

マス・コミュニケーション学専攻

10

社会情報学専攻

40

221 大阪府

学校法人関西大学

関西大学

総合情報学研究科
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5

免許状の種類
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（音楽）
高等学校教諭専修免許状（音楽）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（情報）
高等学校教諭専修免許状（商業）
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）
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（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（情報）
高等学校教諭専修免許状（工業）
栄養教諭専修免許状
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）
幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
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（保健体育）
高等学校教諭専修免許状（保健体育）
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）
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）
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）
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（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）
高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
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（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（ドイツ語）
中学校教諭専修免許状（中国語）
高等学校教諭専修免許状（中国語）
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）
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）
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）
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）
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（情報）

１０．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

研究科名
理工学研究科

専攻名
知識情報学専攻
システム理工学専攻

環境都市工学専攻
化学生命工学専攻

外国語教育学研究科

外国語教育学専攻

社会安全研究科

防災・減災専攻

東アジア文化研究科

文化交渉学専攻

ガバナンス研究科

ガバナンス専攻

人間健康研究科

人間健康専攻

222 大阪府

学校法人関西外国語大学

関西外国語大学

外国語学研究科

英語学専攻

223 大阪府
224 大阪府

学校法人玉手山学園
学校法人近畿大学

関西福祉科学大学
近畿大学

社会福祉学研究科
法学研究科
商学研究科
経済学研究科

臨床福祉学専攻
法律学専攻
商学専攻
経済学専攻

総合理工学研究科

理学専攻

物質系工学専攻

総合文化研究科

メカニックス系工学専攻
エレクトロニクス系工学専攻
環境系工学専攻
日本文学専攻
英語英米文学専攻
文化・社会学専攻

農学研究科

心理学専攻
農業生産科学専攻
水産学専攻
応用生命化学専攻
環境管理学専攻
バイオサイエンス専攻

生物理工学研究科

生物工学専攻
生体システム工学専攻

システム工学研究科

システム工学専攻
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コース名

定員
免許状の種類
40 高等学校教諭専修免許状（情報）
125 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）
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）
70 高等学校教諭専修免許状（工業）
80 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）
25 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）
中学校教諭専修免許状（中国語）
高等学校教諭専修免許状（中国語）
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）
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）
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）
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）
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）
20 高等学校教諭専修免許状（福祉）
10 高等学校教諭専修免許状（公民）
20 高等学校教諭専修免許状（商業）
20 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）
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）
30 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）
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）
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）
25 高等学校教諭専修免許状（工業）
30 高等学校教諭専修免許状（工業）
15 高等学校教諭専修免許状（工業）
4 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）
3 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）
8 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）
6 高等学校教諭専修免許状（公民）
10 高等学校教諭専修免許状（農業）
10 高等学校教諭専修免許状（水産）
14 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 高等学校教諭専修免許状（農業）
12 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 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）
18 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）
45 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）
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）
高等学校教諭専修免許状（情報）

１０．私立大学の大学院の課程

番号

都道府県名

225 大阪府

226 大阪府
227 大阪府

設置者名
学校法人常翔学園

学校法人帝塚山学院
学校法人梅花学園

大学名
摂南大学

帝塚山学院大学
梅花女子大学

研究科名
産業理工学研究科
理工学研究科

専攻名
産業理工学専攻
社会開発工学専攻
生産開発工学専攻
生命科学専攻

国際言語文化研究科

国際言語文化専攻

人間科学研究科
文学研究科

人間科学専攻
日本語日本文学専攻
英語英米文学専攻

228 大阪府

229 兵庫県

学校法人桃山学院

学校法人芦屋学園

桃山学院大学

芦屋大学

コース名

定員
30
12
12
10
5
10
5
5

文学研究科

言語・文化専攻

10

経営学研究科
経済学研究科

経営学専攻
応用経済学専攻

10
10

社会学研究科

応用社会学専攻

10

教育学研究科

教育学専攻

10

英語英文学教育専攻

5

230 兵庫県

学校法人大手前学園

大手前大学

比較文化研究科

技術教育専攻
比較文化専攻

231 兵庫県

学校法人濱名学院

関西国際大学

人間行動学研究科

臨床教育学専攻

8

232 兵庫県

学校法人関西金光学園

関西福祉大学

233 兵庫県

学校法人関西学院

関西学院大学

看護学研究科
教育学研究科
神学研究科

看護学専攻
児童教育学専攻
神学専攻

6
5
10

文学研究科

文化歴史学専攻

22

総合心理科学専攻

20

文学言語学専攻

22

法学研究科

法学・政治学専攻

45

経済学研究科

経済学専攻

30

商学研究科

商学専攻

30
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5
10

免許状の種類
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
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）
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）
栄養教諭専修免許状
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）
中学校教諭専修免許状（英語）
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）
高等学校教諭専修免許状（英語）
高等学校教諭専修免許状（商業）
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）
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）
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（社会）
中学校教諭専修免許状（職業指導）
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（情報）
高等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（英語）
中学校教諭専修免許状（技術）
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）
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（社会）
高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
養護教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状（宗教）
高等学校教諭専修免許状（宗教）
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（社会）
高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
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（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（ドイツ語）
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）
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）

１０．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

研究科名
理工学研究科

専攻名
数理科学専攻
物理学専攻
化学専攻
生命科学専攻
情報科学専攻

234 兵庫県

学校法人甲南学園

甲南大学

言語コミュニケーション文化研究科

人間システム工学専攻
言語コミュニケーション文化専攻

教育学研究科

教育学専攻

人文科学研究科

日本語日本文学専攻
英語英米文学専攻
応用社会学専攻

人間科学専攻
自然科学研究科

物理学専攻
化学専攻
生物学専攻
知能情報学専攻

社会科学研究科

経済学専攻
経営学専攻

235 兵庫県

学校法人甲南女子学園

甲南女子大学

フロンティアサイエンス研究科

生命化学専攻

人文科学総合研究科

言語・文学専攻

心理・教育学専攻
236 兵庫県

学校法人神戸学院

神戸学院大学

法学研究科

法学専攻
国際関係法学専攻

経済学研究科

経済学専攻
経営学専攻

人間文化学研究科

人間行動論専攻
地域文化論専攻

256/273

コース名

定員
免許状の種類
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）
22 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）
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）
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）
22 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）
25 高等学校教諭専修免許状（情報）
30 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）
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（社会）
高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
6 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）
5 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）
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）
12 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）
12 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）
5 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）
6 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）
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）
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）
10 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）
9 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）
13 幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
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）
4 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）
3 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）
3 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）
4 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）
6 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）
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）

１０．私立大学の大学院の課程

番号

都道府県名

237 兵庫県

設置者名
学校法人松蔭女子学院

大学名
神戸松蔭女子学院大学

研究科名
栄養学研究科
文学研究科

専攻名
栄養学専攻
英語学専攻
国語国文学専攻

238 兵庫県

学校法人神戸女学院

神戸女学院大学

文学研究科

英文学専攻
比較文化学専攻

239 兵庫県

学校法人行吉学園

神戸女子大学

人間科学研究科

人間科学専攻

音楽研究科

音楽芸術表現専攻

家政学研究科

食物栄養学専攻

生活造形学専攻
文学研究科

日本文学専攻
英文学専攻
日本史学専攻
教育学専攻

240 兵庫県

学校法人親和学園

神戸親和女子大学

文学研究科

教育学専攻

241 兵庫県

学校法人獨協学園

姫路獨協大学

言語教育研究科

言語教育専攻

法学研究科

法律学専攻

経済情報研究科

経済情報専攻

文学研究科

日本語日本文学専攻

242 兵庫県

学校法人武庫川学院

武庫川女子大学

英語英米文学専攻
教育学専攻
臨床教育学研究科

臨床教育学専攻

257/273

コース名

定員
免許状の種類
6 栄養教諭専修免許状
5 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）
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）
13 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）
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）
10 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 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）
8 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）
栄養教諭専修免許状
6 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）
4 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）
4 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）
4 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）
4 小学校教諭専修免許状
幼稚園教諭専修免許状
20 幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（情報）
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）
12 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）
6 小学校教諭専修免許状
幼稚園教諭専修免許状
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）
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）

１０．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

研究科名

専攻名

コース名

定員

健康・スポーツ科学研究科

健康・スポーツ科学専攻

20

生活環境学研究科

食物栄養学専攻
生活環境学専攻

12
6

薬学研究科

薬科学専攻

30
10

243 奈良県

学校法人冬木学園

畿央大学

教育学研究科

教育実践学専攻

244 奈良県

学校法人帝塚山学園

帝塚山大学

人文科学研究科

日本伝統文化専攻

245 奈良県

学校法人天理大学

天理大学

体育学研究科

体育学専攻

12

246 奈良県

学校法人奈良大学

奈良大学

文学研究科

国文学専攻

5

文化財史料学専攻

247 和歌山県

248 岡山県

249 岡山県

学校法人高野山学園

学校法人吉備学園

学校法人加計学園

高野山大学

岡山商科大学

岡山理科大学

文学研究科

8

10

地理学専攻

5

密教学専攻

13

仏教学専攻

8

商学研究科
法学研究科

商学専攻
法学専攻

20
10

経済学研究科

経済学専攻

10

理学研究科

応用数学専攻

6

化学専攻

16

応用物理学専攻

13

総合理学専攻

12

生物化学専攻

13
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免許状の種類
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）
養護教諭専修免許状
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）
栄養教諭専修免許状
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）
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）
幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
養護教諭専修免許状
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）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（商業）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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．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

研究科名

専攻名
臨床生命科学専攻

コース名

動物学専攻
工学研究科

応用化学専攻
機械システム工学専攻
電子工学専攻
情報工学専攻
知能機械工学専攻

総合情報研究科

建築学専攻
情報科学専攻
社会情報専攻

250 岡山県

251 岡山県

252 岡山県

学校法人川崎学園

学校法人順正学園

学校法人加計学園

川崎医療福祉大学

吉備国際大学

倉敷芸術科学大学

生物地球科学研究科

生物地球科学専攻

医療福祉学研究科
医療技術学研究科

医療福祉学専攻
保健看護学専攻
健康体育学専攻

社会学研究科

臨床栄養学専攻
社会学専攻

保健科学研究科

保健科学専攻

芸術研究科

美術専攻

産業科学技術研究科

機能物質化学専攻

253 岡山県

学校法人作陽学園

くらしき作陽大学

音楽研究科

音楽専攻

254 岡山県

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

教育学研究科

教育学専攻

現代生活学研究科
子ども学研究科

人間栄養学専攻
子ども学専攻

255 岡山県

学校法人中国学園

中国学園大学

256 岡山県

学校法人ノートルダム清心学園 ノートルダム清心女子大学 文学研究科

日本語日本文学専攻
英語英米文学専攻
社会文化学専攻

人間生活学研究科

人間発達学専攻
食品栄養学専攻
人間生活学専攻

257 岡山県

学校法人美作学園

美作大学

生活科学研究科

生活科学専攻
259/273

人間発達学コース

定員
免許状の種類
12 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）
4 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）
13 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）
13 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）
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）
10 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）
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）
8 高等学校教諭専修免許状（工業）
7 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）
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 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 高等学校教諭専修免許状（福祉）
12 養護教諭専修免許状
8 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）
養護教諭専修免許状
8 栄養教諭専修免許状
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）
6 高等学校教諭専修免許状（看護）
養護教諭専修免許状
10 中学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（美術）
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 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）
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（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）
8 幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
養護教諭専修免許状
5 栄養教諭専修免許状
5 幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
6 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）
4 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）
4 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）
4 幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
3 栄養教諭専修免許状
6 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）
3 中学校教諭専修免許状（家庭）

１０．私立大学の大学院の課程

番号

都道府県名

258 広島県

設置者名

大学名

学校法人エリザベト音楽大学 エリザベト音楽大学

研究科名

専攻名

コース名

定員

人間発達学研究科

人間発達学専攻

5

音楽研究科

音楽学専攻

3

宗教音楽学専攻

2

声楽専攻

3

器楽専攻

12

259 広島県

学校法人比治山学園

比治山大学

現代文化研究科

現代文化専攻

260 広島県

学校法人石田学園

広島経済大学

経済学研究科

経済学専攻

10

261 広島県

学校法人修道学園

広島修道大学

商学研究科

商学専攻
経営学専攻
現代経済システム専攻

8
12
8

経済科学研究科

経済情報専攻
人文科学研究科

法学研究科

学校法人広島女学院

広島女学院大学

言語文化研究科

人間生活学研究科

8

心理学専攻

14

英文学専攻

5

社会学専攻

5

教育学専攻

5

法律学専攻

5

国際政治学専攻
262 広島県

9

10

日本言語文化専攻

6

英米言語文化専攻

6

生活文化学専攻

6

生活科学専攻

6

263 広島県

学校法人広島文化学園

広島文化学園大学

教育学研究科

子ども学専攻

8

264 広島県

学校法人福山大学

福山大学

看護学研究科
工学研究科

看護学専攻
電子・電気工学専攻
情報処理工学専攻
機械工学専攻
生命工学専攻

8
2
2
2
8

265 広島県

学校法人福山大学

福山平成大学

スポーツ健康科学研究科

スポーツ健康科学専攻

5

看護学研究科

看護学専攻

5
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免許状の種類
高等学校教諭専修免許状（家庭）
栄養教諭専修免許状
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（音楽）
高等学校教諭専修免許状（音楽）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（商業）
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）
高等学校教諭専修免許状（情報）
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（英語）
高等学校教諭専修免許状（英語）
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）
小学校教諭専修免許状
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（社会）
高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
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）
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）
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）
幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
養護教諭専修免許状
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）
高等学校教諭専修免許状（工業）
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（水産）
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）
養護教諭専修免許状
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）
高等学校教諭専修免許状（看護）
養護教諭専修免許状

１０．私立大学の大学院の課程

番号 都道府県名
設置者名
266 広島県
学校法人安田学園

大学名
安田女子大学

研究科名
文学研究科

専攻名
日本語学日本文学専攻

英語学英米文学専攻
教育学専攻

267 山口県

学校法人梅光学院

梅光学院大学

家政学研究科

健康生活学専攻

文学研究科

日本文学専攻
英米文学専攻

268 山口県

学校法人宇部学園

山口学芸大学

教育学研究科

子ども教育専攻

269 徳島県

学校法人四国大学

四国大学

文学研究科

日本文学・書道文化専攻

国際文化専攻

270 徳島県

学校法人村崎学園

徳島文理大学

経営情報学研究科

経営情報学専攻

人間生活科学研究科

人間生活科学専攻

文学研究科

地域文化専攻

工学研究科

システム制御工学専攻
ナノ物質工学専攻

人間生活学研究科

食物学専攻

生活環境情報学専攻
児童学専攻
271 香川県

272 愛媛県

学校法人四国学院

学校法人松山大学

四国学院大学

松山大学

文学研究科

比較言語文化専攻

社会福祉学研究科
社会学研究科

社会福祉学専攻
社会学専攻

経済学研究科

経済学専攻

経営学研究科
社会学研究科

経営学専攻
社会学専攻

言語コミュニケーション研究科

英語コミュニケーション専攻

273 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

274 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
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コース名

定員
免許状の種類
6 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）
高等学校教諭専修免許状（書道）
6 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）
18 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（社会）
高等学校教諭専修免許状（公民）
3 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）
6 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）
6 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）
5 幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
6 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）
高等学校教諭専修免許状（書道）
4 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）
15 高等学校教諭専修免許状（商業）
高等学校教諭専修免許状（情報）
10 幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
栄養教諭専修免許状
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
6 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）
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）
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）
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）
6 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）
栄養教諭専修免許状
6 高等学校教諭専修免許状（情報）
8 幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
6 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）
10 高等学校教諭専修免許状（福祉）
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）
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）
10 高等学校教諭専修免許状（商業）
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）
6 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）
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）
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）

１０．私立大学の大学院の課程

番号

都道府県名

275 福岡県

設置者名

学校法人久留米大学

大学名

久留米大学

研究科名

専攻名

コース名

定員

現代ビジネス専攻

20

工学研究科

産業技術デザイン専攻

35

芸術研究科

造形表現専攻

14

国際文化研究科

国際文化専攻

15

情報科学研究科
比較文化研究科

情報科学専攻
比較文化専攻

20
30

心理学研究科

15
5
12
5
5
5
10
10
10

276 福岡県

学校法人久留米工業大学

久留米工業大学

ビジネス研究科
工学研究科

277 福岡県

学校法人西南学院

西南学院大学

法学研究科

臨床心理学専攻
人間行動心理学専攻
ビジネス専攻
エネルギーシステム工学専攻
電子情報システム工学専攻
自動車システム工学専攻
法律学専攻

経営学研究科
文学研究科

経営学専攻
英文学専攻

経済学研究科

フランス文学専攻
経済学専攻

5
7

神学研究科

神学専攻

7

人間科学研究科

人間科学専攻

10

国際文化研究科

国際文化専攻

10

栄養科学研究科

栄養科学専攻

6

教育学研究科

教育学専攻

5

工学研究科
人文科学研究科

生産・環境システム専攻
史学専攻

278 福岡県

279 福岡県
280 福岡県

学校法人中村学園

学校法人西日本工業学園
学校法人福岡大学

中村学園大学

西日本工業大学
福岡大学

10
8

日本語日本文学専攻

6

英語学英米文学専攻

6

独語学独文学専攻

6

仏語学仏文学専攻

6
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免許状の種類
高等学校教諭専修免許状（商業）
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）
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（工業）
中学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（美術）
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）
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（情報）
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）
高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（フランス語）
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）
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）
小学校教諭専修免許状
幼稚園教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状（福祉）
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（家庭）
高等学校教諭専修免許状（家庭）
栄養教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
幼稚園教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状（工業）
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）
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）
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（ドイツ語）
中学校教諭専修免許状（フランス語）

１０．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

研究科名

専攻名
社会・文化論専攻
教育・臨床心理専攻

法学研究科

福岡工業大学

4
15

公法専攻

6

民刑事法専攻

6

経済学専攻

10

商学研究科
理学研究科

商学専攻
応用数学専攻

15
8

応用物理学専攻

15

化学専攻

20

地球圏科学専攻

10

機械工学専攻
電気工学専攻
電子情報工学専攻
化学システム工学専攻
建設工学専攻
スポーツ健康科学専攻

10
10
10
10
10
12

スポーツ健康科学研究科
学校法人福岡工業大学

定員

経済学研究科

工学研究科

281 福岡県

コース名

工学研究科

電子情報工学専攻
生命環境化学専攻

8
8

知能機械工学専攻
電気工学専攻
情報工学専攻

8
8
10

情報通信工学専攻

8
8
6
5
3
6

282 福岡県

学校法人福岡女学院

福岡女学院大学

人文科学研究科

情報システム工学専攻
システムマネジメント専攻
発達教育学専攻

283 佐賀県
284 長崎県

学校法人永原学園
学校法人活水学院

西九州大学
活水女子大学

生活支援科学研究科
文学研究科

子ども学専攻
英文学専攻

285 長崎県

学校法人九州文化学園

長崎国際大学

人間社会学研究科

観光学専攻

10
10
4
10
10
10
8

286 長崎県

学校法人長崎総合科学大学

長崎総合科学大学

健康管理学研究科
工学研究科

287 熊本県

学校法人熊本城北学園

九州看護福祉大学

看護福祉学研究科

社会福祉学専攻
健康栄養学専攻
生産技術学専攻
環境計画学専攻
電子情報学専攻
看護学専攻

288 熊本県

学校法人熊本学園

熊本学園大学

商学研究科
経済学研究科

商学専攻
経済学専攻

10
10

国際文化研究科

国際文化専攻

10

社会福祉学研究科

社会福祉学専攻

10
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免許状の種類
高等学校教諭専修免許状（フランス語）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
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）
高等学校教諭専修免許状（工業）
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）
高等学校教諭専修免許状（工業）
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）
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）
高等学校教諭専修免許状（情報）
幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状（英語）
高等学校教諭専修免許状（英語）
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）
高等学校教諭専修免許状（福祉）
栄養教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（工業）
高等学校教諭専修免許状（看護）
養護教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状（商業）
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（英語）
高等学校教諭専修免許状（英語）
中学校教諭専修免許状（中国語）
高等学校教諭専修免許状（中国語）
中学校教諭専修免許状（韓国語）
高等学校教諭専修免許状（韓国語）
高等学校教諭専修免許状（福祉）

１０．私立大学の大学院の課程

番号

都道府県名

289 熊本県

設置者名

学校法人君が淵学園

大学名

崇城大学

研究科名

工学研究科

専攻名
福祉環境学専攻
応用情報学専攻
応用微生物工学専攻
応用化学専攻
機械工学専攻
建設システム開発工学専攻
宇宙航空システム工学専攻
応用生命科学専攻

芸術研究科

美術専攻
デザイン専攻

290 大分県

学校法人文理学園

日本文理大学

工学研究科

291 大分県

学校法人別府大学

別府大学

文学研究科

航空電子機械工学専攻
環境情報学専攻
歴史学専攻
日本語・日本文学専攻
文化財学専攻

臨床心理学専攻
食物栄養学専攻
園芸学専攻

292 宮崎県

学校法人南九州学園

南九州大学

食物栄養科学研究科
園芸学・食品科学研究科

293 鹿児島県

学校法人津曲学園

鹿児島国際大学

経済学研究科

食品科学専攻
地域経済政策専攻

福祉社会学研究科
国際文化研究科

社会福祉学専攻
国際文化専攻

人間科学研究科
現代沖縄研究科

心理臨床学専攻
地域経営専攻

294 鹿児島県
295 沖縄県

学校法人鹿児島純心女子学園 鹿児島純心女子大学
学校法人沖縄大学
沖縄大学

沖縄・東アジア地域研究専攻
296 沖縄県

学校法人沖縄キリスト教学院 沖縄キリスト教学院大学 異文化コミュニケーション学研究科

異文化コミュニケーション学専攻

297 沖縄県

学校法人沖縄国際大学

南島文化専攻

沖縄国際大学

地域文化研究科

英米言語文化専攻

地域産業研究科

人間福祉専攻
地域産業専攻

法学研究科

法律学専攻
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コース名

定員
免許状の種類
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）
10 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）
10 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 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 高等学校教諭専修免許状（工業）
10 高等学校教諭専修免許状（工業）
5 高等学校教諭専修免許状（工業）
10 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）
6 中学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（美術）
6 中学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（美術）
8 高等学校教諭専修免許状（工業）
8 高等学校教諭専修免許状（工業）
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）
10 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）
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）
中学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（美術）
10 高等学校教諭専修免許状（公民）
10 栄養教諭専修免許状
4 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）
2 高等学校教諭専修免許状（農業）
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）
高等学校教諭専修免許状（商業）
10 高等学校教諭専修免許状（福祉）
10 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）
10 養護教諭専修免許状
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）
5 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）
5 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）
10 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）
高等学校教諭専修免許状（公民）
3 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）
10 高等学校教諭専修免許状（公民）
10 高等学校教諭専修免許状（情報）
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）
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）

１１．私立大学の大学院の通信課程

番号 都道府県名
設置者名
1 栃木県
学校法人帝京大学
2 群馬県
学校法人茶屋四郎次郎記念学園

大学名
帝京大学
東京福祉大学

研究科等名
理工学研究科
通信教育課程

3 千葉県

学校法人東京聖徳学園

聖徳大学

児童学研究科

研究科等名
専攻名
情報科学専攻（通信教育課程）
社会福祉学研究科
社会福祉学専攻
児童学専攻
児童学専攻（通信の課程）

4 東京都

学校法人明星学苑

明星大学

通信制大学院

教育学研究科

教育学専攻

30

5 神奈川県
6 岐阜県

学校法人国際学園
学校法人華陽学園

星槎大学
岐阜女子大学

教育学研究科
通信教育課程

教育学専攻
文化創造学研究科

初等教育学専攻

50
15

文化創造学専攻

15

英語学専攻

20

7 愛知県

学校法人名古屋学院大学

名古屋学院大学

通信制大学院

外国語学研究科

8 京都府

学校法人京都産業大学

京都産業大学

経済学研究科（通信教育課程）

経済学専攻

9 京都府

学校法人佛教教育学園

佛教大学

通信教育課程

文学研究科

10 岡山県

11 宮崎県

学校法人加計学園

学校法人順正学園

倉敷芸術科学大学

九州保健福祉大学

大学院（通信制）

大学院（通信制）
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定員
20
60
10
50

10
仏教学専攻

15

文学専攻

15

歴史学専攻

15

教育学研究科

生涯教育専攻

10

社会学研究科

社会学専攻

10

社会福祉学研究科

社会福祉学専攻

10

芸術研究科

美術専攻

10

産業科学技術研究科

機能物質化学専攻

20

社会福祉学研究科

社会福祉学専攻

20

免許状の種類
高等学校教諭専修免許状（情報）
高等学校教諭専修免許状（福祉）
幼稚園教諭専修免許状
幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
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（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）
小学校教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
幼稚園教諭専修免許状
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）
高等学校教諭専修免許状（書道）
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）
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）
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）
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）
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）
中学校教諭専修免許状（中国語）
高等学校教諭専修免許状（中国語）
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）
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）
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（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（社会）
高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
中学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（美術）
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（福祉）

１２．国立大学の専攻科の課程

番号 都道府県名
設置者名
1 東京都
国立大学法人東京海洋大学

大学名
東京海洋大学

学科等名
水産専攻科
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専攻名
漁船運用学専攻

定員
免許状の種類
40 高等学校教諭専修免許状（水産）

１３．公立大学の専攻科の課程

番号 都道府県名
設置者名
1 山梨県
公立大学法人都留文科大学

大学名
都留文科大学

学科等名
文学専攻科

267/273

専攻名
教育学専攻

定員
免許状の種類
10 小学校教諭専修免許状

１４．私立大学の専攻科の課程

番号
1
2
3

都道府県名
設置者名
埼玉県
学校法人共栄学園
埼玉県
学校法人文教大学学園
東京都
学校法人上野学園

4 東京都

学校法人玉川学園

玉川大学

芸術専攻科

専攻名
教育学専攻
教育学専攻
音楽学専攻
器楽専攻
声楽専攻
芸術専攻

5 東京都

学校法人東京理科大学

東京理科大学

理学専攻科

数学専攻

20

6 神奈川県

学校法人東成学園

昭和音楽大学

音楽専攻科

器楽専攻

6

声楽専攻

4

作曲専攻

4

器楽専攻

10

声楽専攻

6

7 神奈川県

学校法人洗足学園

大学名
共栄大学
文教大学
上野学園大学

学科等名
教育学専攻科
教育専攻科
音楽専攻科

洗足学園音楽大学

音楽専攻科

定員
10
15
3
7
3
10

8 京都府

学校法人同志社

同志社女子大学

音楽専攻科

20

9 大阪府

学校法人大谷学園

大阪大谷大学

教育専攻科

25

学校法人大阪音楽大学

大阪音楽大学

音楽専攻科

10 大阪府

11 大阪府

学校法人相愛学園

相愛大学

音楽専攻科

12 兵庫県

学校法人行吉学園

神戸女子大学

学校教育学専攻科

13 兵庫県

学校法人武庫川学院

武庫川女子大学

音楽専攻科
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作曲専攻

1

声楽専攻

5

器楽専攻

14

作曲専攻

2

声楽専攻

3

器楽専攻

7
15

声楽専攻

5

器楽専攻

5

免許状の種類
小学校教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状（音楽）
高等学校教諭専修免許状（音楽）
高等学校教諭専修免許状（音楽）
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）
中学校教諭専修免許状（美術）
高等学校教諭専修免許状（美術）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
小学校教諭専修免許状
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）
幼稚園教諭専修免許状
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）
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）
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）
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）
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）
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）
小学校教諭専修免許状
幼稚園教諭専修免許状
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）
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）

１４．私立大学の専攻科の課程

番号 都道府県名
設置者名
14 広島県
学校法人比治山学園
15 徳島県
学校法人村崎学園

大学名
比治山大学
徳島文理大学

学科等名
子ども発達教育専攻科
音楽専攻科

専攻名
子ども発達教育専攻
声楽専攻
器楽専攻

人間生活学専攻科

人間生活学専攻

児童学専攻
16 福岡県

学校法人久留米大学

久留米大学

文学専攻科

心理学専攻
情報社会専攻
国際文化専攻

社会福祉専攻
法律学専攻

法学専攻科

国際政治学専攻

17 熊本県

学校法人御船学園

平成音楽大学

経済学専攻科

経済学専攻

商学専攻科
音楽専攻科

商学専攻
音楽専攻
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定員
免許状の種類
10 小学校教諭専修免許状
2 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）
4 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）
8 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）
養護教諭専修免許状
6 小学校教諭専修免許状
幼稚園教諭専修免許状
5 高等学校教諭専修免許状（公民）
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）
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）
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）
5 高等学校教諭専修免許状（福祉）
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）
5 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）
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）
10 高等学校教諭専修免許状（商業）
10 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）

１５．公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
1 岡山県
倉敷市
倉敷市立短期大学

学部等名
専攻科
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専攻名
保育臨床専攻

定員
免許状の種類
5 幼稚園教諭一種免許状

１６．私立短期大学の専攻科の課程

番号
1
2
3
4
5
6

都道府県名
北海道
千葉県
東京都
東京都
神奈川県
山梨県

設置者名
学校法人札幌大谷学園
学校法人東京聖徳学園
学校法人青山学院
学校法人冲永学園
学校法人総持学園
学校法人山梨学院

大学名
札幌大谷大学短期大学部
聖徳大学短期大学部
青山学院女子短期大学
帝京短期大学
鶴見大学短期大学部
山梨学院短期大学

学部等名
専攻科
専攻科
専攻科
専攻科
専攻科
専攻科

専攻名
保育専攻
医療保育専攻
子ども学専攻
養護教諭専攻
保育専攻
保育専攻

7
8
9
10
11
12

長野県
静岡県
愛知県
兵庫県
兵庫県
兵庫県

学校法人高松学園
学校法人常葉大学
学校法人柳城学院
学校法人頌栄保育学院
学校法人日ノ本学園
学校法人湊川相野学園

飯田女子短期大学
常葉大学短期大学部
名古屋柳城短期大学
頌栄短期大学
姫路日ノ本短期大学
湊川短期大学

専攻科
専攻科
専攻科
専攻科
専攻科
専攻科

13
14
15
16

高知県
福岡県
長崎県
大分県

学校法人高知学園
学校法人福原学園
学校法人九州文化学園
学校法人別府大学

高知学園短期大学
九州女子短期大学
長崎短期大学
別府大学短期大学部

専攻科
専攻科
専攻科
専攻科

養護教育専攻
保育専攻
保育専攻
保育学専攻
幼児教育専攻
幼児教育専攻
健康教育専攻
地域看護学専攻
子ども健康学専攻
保育専攻
初等教育専攻
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定員
10
20
30
15
20
25
10
20
15
20
10
10
10
20
20
10
15

免許状の種類
幼稚園教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
養護教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
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
幼稚園教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
養護教諭一種免許状
養護教諭一種免許状
養護教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状

１７．私立大学の教職特別課程

番号
都道府県名
設置者名
1 東京都
学校法人慶應義塾

大学名
慶應義塾大学

課程名
教職特別課程
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定員
免許状の種類
50 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）
中学校教諭一種免許状（ドイツ語）
中学校教諭一種免許状（フランス語）
中学校教諭一種免許状（中国語）
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（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）
中学校教諭専修免許状（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（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）
高等学校教諭一種免許状（工業）
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）
高等学校教諭一種免許状（ドイツ語）
高等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（中国語）
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（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）

１７．私立大学の教職特別課程

番号

都道府県名

設置者名

大学名

課程名

2 東京都

学校法人工学院大学

工学院大学

教職特別課程

3 岡山県

学校法人加計学園

岡山理科大学

教職特別課程
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定員

免許状の種類
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）
高等学校教諭専修免許状（中国語）
50 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（技術）
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）
高等学校教諭一種免許状（工業）
50 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（技術）
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（技術）
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（情報）
高等学校教諭一種免許状（工業）
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（工業）

