
1 北海道 国立 北海道教育大学 教育学研究科 学校教育専攻 24
学校臨床心理専攻 9
教科教育専攻 96
高度教職実践専攻 45

私立 北翔大学 生涯学習学研究科 生涯学習学専攻 6
2 青森県 国立 弘前大学 教育学研究科 学校教育専攻 16

教職実践専攻 16
3 岩手県 国立 岩手大学 教育学研究科 教職実践専攻 16
4 宮城県 国立 宮城教育大学 教育学研究科 教科教育専攻 22

高度教職実践専攻 32
私立 東北福祉大学 教育学研究科 教育学専攻 10

5 秋田県 国立 秋田大学 教育学研究科 教職実践専攻 20
6 山形県 国立 山形大学 教育実践研究科 教職実践専攻 20
7 福島県 国立 福島大学 人間発達文化研究科 学校臨床心理専攻 7

教職実践専攻 16
地域文化創造専攻 17

8 茨城県 国立 茨城大学 教育学研究科 教育実践高度化専攻 15
教科教育専攻 22

筑波大学 教育研究科 スクールリーダーシップ開発専攻 20
人間総合科学研究科 教育学専攻 18

私立 茨城キリスト教大学 文学研究科 教育学専攻 10
9 栃木県 国立 宇都宮大学 教育学研究科 教育実践高度化専攻 18

10 群馬県 国立 群馬大学 教育学研究科 教科教育実践専攻 20
教職リーダー専攻 16

私立 東京福祉大学 教育学研究科 教育学専攻 10
11 埼玉県 国立 埼玉大学 教育学研究科 学校教育専攻 15

教科教育専攻 27
教職実践専攻 20

私立 共栄大学 教育学専攻科 教育学専攻 10
埼玉学園大学 子ども教育学研究科 子ども教育学専攻 5
文教大学 教育学研究科 学校教育専攻 10

教育専攻科 教育学専攻 15
12 千葉県 国立 千葉大学 教育学研究科 学校教育学専攻 59

高度教職実践専攻 20
私立 聖徳大学 教職研究科 教職実践専攻 15

児童学研究科 児童学専攻 50
川村学園女子大学 人文科学研究科 教育学専攻 5
麗澤大学 学校教育研究科 道徳教育専攻 6

13 東京都 国立 お茶の水女子大学 人間文化創成科学研究科 人間発達科学専攻 27
東京学芸大学 教育学研究科 教育実践専門職高度化専攻 210
東京大学 教育学研究科 学校教育高度化専攻 21

私立 学習院大学 人文科学研究科 教育学専攻 20
玉川大学 教育学研究科 教育学専攻 10

教職専攻 20
国士舘大学 人文科学研究科 教育学専攻 15
昭和女子大学 生活機構研究科 人間教育学専攻 10
聖心女子大学 文学研究科 人間科学専攻 12
青山学院大学 教育人間科学研究科 教育学専攻 6
創価大学 教職研究科 教職専攻 25

文学研究科 教育学専攻 15
早稲田大学 教育学研究科 学校教育専攻 30

高度教職実践専攻 60
大妻女子大学 人間文化研究科 人間生活科学専攻 12
大東文化大学 文学研究科 教育学専攻 5
帝京大学 教職研究科 教職実践専攻 30
東京家政大学 人間生活学総合研究科 児童学児童教育学専攻 5
東洋大学 文学研究科 教育学専攻 20
日本女子大学 家政学研究科 児童学専攻 10

人間社会研究科 教育学専攻 10
日本体育大学 教育学研究科 実践教科教育学専攻 20
白梅学園大学 子ども学研究科 子ども学専攻 15
武蔵野大学 教育学研究科 教育学専攻 10
明治学院大学 心理学研究科 教育発達学専攻 10
明星大学 教育学研究科 教育学専攻 10
立教大学 文学研究科 教育学専攻 10
立正大学 社会福祉学研究科 教育福祉学専攻 4

14 神奈川県 国立 横浜国立大学 教育学研究科 教育実践専攻 85
高度教職実践専攻 15

私立 鎌倉女子大学 児童学研究科 児童学専攻 10
星槎大学 教育実践研究科 教育実践専攻 15

15 新潟県 国立 上越教育大学 学校教育研究科 学校教育専攻 130
教育実践高度化専攻 170

新潟大学 教育実践学研究科 教育実践開発専攻 20
16 富山県 国立 富山大学 教職実践開発研究科 教職実践開発専攻 14

人間発達科学研究科 発達教育専攻 6
17 石川県 国立 金沢大学 教職実践研究科 教職実践高度化専攻 15
18 福井県 国立 福井大学 教育学研究科 学校教育専攻 27

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
19 山梨県 国立 山梨大学 教育学研究科 教育実践創成専攻 38

公立 都留文科大学 文学研究科 臨床教育実践学専攻 5
文学専攻科 教育学専攻 10

20 長野県 国立 信州大学 教育学研究科 学校教育専攻 20
高度教職実践専攻 20

21 岐阜県 国立 岐阜大学 教育学研究科 教職実践開発専攻 25
心理発達支援専攻 10
総合教科教育専攻 34

私立 岐阜女子大学 文化創造学研究科 初等教育学専攻 4
岐阜聖徳学園大学 国際文化研究科 国際教育文化専攻 15

22 静岡県 国立 静岡大学 教育学研究科 学校教育研究専攻 52
教育実践高度化専攻 20

私立 常葉大学 国際言語文化研究科 国際教育専攻 10
初等教育高度実践研究科 初等教育高度実践専攻 20

23 愛知県 国立 愛知教育大学 教育学研究科 家政教育専攻 3
学校教育臨床専攻 8
芸術教育専攻 14
国語教育専攻 5
社会科教育専攻 9
数学教育専攻 7
発達教育科学専攻 20
保健体育専攻 6
理科教育専攻 13

教育実践研究科 教職実践専攻 50
公立 愛知県立大学 人間発達学研究科 人間発達学専攻 10
私立 愛知淑徳大学 教育学研究科 発達教育専攻 10

桜花学園大学 人間文化研究科 人間科学専攻 5
椙山女学園大学 教育学研究科 教育学専攻（修士課程） 6
中部大学 教育学研究科 教育学専攻 12
名古屋学芸大学 子どもケア研究科 子どもケア専攻 5

コース等名 定員

通学課程
（３）小学校教諭専修免許状（大学院修士課程修了程度）

県No. 都道府県名 国公私 大学名 研究科等名 専攻等名
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コース等名 定員県No. 都道府県名 国公私 大学名 研究科等名 専攻等名

名古屋経済大学 人間生活科学研究科 幼児保育学専攻 10
名古屋芸術大学 人間発達学研究科 子ども発達学専攻 10

24 三重県 国立 三重大学 教育学研究科 教育科学専攻 27
教職実践高度化専攻 14

私立 皇學館大学 教育学研究科 教育学専攻 8
25 滋賀県 国立 滋賀大学 教育学研究科 学校教育専攻 35

高度教職実践専攻 20
26 京都府 国立 京都教育大学 教育学研究科 学校教育専攻 17

教科教育専攻 35
連合教職実践研究科 教職実践専攻 60

私立 京都ノートルダム女子大学 心理学研究科 発達・学校心理学専攻 5
京都女子大学 発達教育学研究科 教育学専攻 6

表現文化専攻 8
大谷大学 文学研究科 教育・心理学専攻 8
立命館大学 教職研究科 実践教育専攻 35
佛教大学 教育学研究科 生涯教育専攻 10

27 大阪府 国立 大阪教育大学 連合教職実践研究科 高度教職開発専攻 150
私立 大阪成蹊大学 教育学研究科 教育学専攻 5

大阪総合保育大学 児童保育研究科 児童保育専攻 10
大阪大谷大学 教育専攻科 25

28 兵庫県 国立 神戸大学 人間発達環境学研究科 人間発達専攻 51
兵庫教育大学 学校教育研究科 教育実践高度化専攻 155

人間発達教育専攻 115
私立 芦屋大学 教育学研究科 教育学専攻 10

関西学院大学 教育学研究科 教育学専攻 6
関西国際大学 人間行動学研究科 臨床教育学専攻 8
関西福祉大学 教育学研究科 児童教育学専攻 5
甲南女子大学 人文科学総合研究科 心理・教育学専攻 13
神戸女子大学 学校教育学専攻科 15

文学研究科 教育学専攻 4
神戸親和女子大学 文学研究科 教育学専攻 20
武庫川女子大学 文学研究科 教育学専攻 6

臨床教育学研究科 臨床教育学専攻 16
29 奈良県 国立 奈良教育大学 教育学研究科 教科教育専攻 36

教職開発専攻 25
人間発達専攻 9

奈良女子大学 人間文化研究科 人間科学専攻 12
私立 畿央大学 教育学研究科 教育実践学専攻 10

30 和歌山県 国立 和歌山大学 教育学研究科 学校教育専攻 22
教職開発専攻 23

31 鳥取県 国立 鳥取大学 持続性社会創生科学研究科 地域学専攻 人間形成コース 10
32 島根県 国立 島根大学 教育学研究科 教育実践開発専攻 17
33 岡山県 国立 岡山大学 教育学研究科 教育科学専攻 37

教職実践専攻 45
私立 ノートルダム清心女子大学 人間生活学研究科 人間発達学専攻 人間発達学コース 4

就実大学 教育学研究科 教育学専攻 8
中国学園大学 子ども学研究科 子ども学専攻 5
美作大学 人間発達学研究科 人間発達学専攻 5

34 広島県 国立 広島大学 教育学研究科 学習開発学専攻 20
教職開発専攻 20

公立 福山市立大学 教育学研究科 児童教育学専攻 8
私立 安田女子大学 文学研究科 教育学専攻 18

広島修道大学 人文科学研究科 教育学専攻 5
広島文化学園大学 教育学研究科 子ども学専攻 8
比治山大学 子ども発達教育専攻科 子ども発達教育専攻 10

35 山口県 国立 山口大学 教育学研究科 学校臨床心理学専攻 7
教職実践高度化専攻 28

私立 山口学芸大学 教育学研究科 子ども教育専攻 5
36 徳島県 国立 鳴門教育大学 学校教育研究科 高度学校教育実践専攻 180

人間教育専攻 120
私立 四国大学 人間生活科学研究科 人間生活科学専攻 10

徳島文理大学 人間生活学研究科 児童学専攻 8
人間生活学専攻科 児童学専攻 6

37 香川県 国立 香川大学 教育学研究科 学校教育専攻 12
教科教育専攻 18
高度教職実践専攻 14

38 愛媛県 国立 愛媛大学 教育学研究科 学校臨床心理専攻 9
教育実践高度化専攻 15

39 高知県 国立 高知大学 総合人間自然科学研究科 教育学専攻 12
教職実践高度化専攻 15

40 福岡県 国立 福岡教育大学 教育学研究科 教育科学専攻 40
教職実践専攻 40

私立 西南学院大学 人間科学研究科 人間科学専攻 10
中村学園大学 教育学研究科 教育学専攻 5
福岡女学院大学 人文科学研究科 発達教育学専攻 5

41 佐賀県 国立 佐賀大学 学校教育学研究科 教育実践探究専攻 20
私立 西九州大学 生活支援科学研究科 子ども学専攻 3

42 長崎県 国立 長崎大学 教育学研究科 教職実践専攻 28
43 熊本県 国立 熊本大学 教育学研究科 学校教育実践専攻 7

教科教育実践専攻 23
教職実践開発専攻 15

44 大分県 国立 大分大学 教育学研究科 学校教育専攻 21
教職開発専攻 10

45 宮崎県 国立 宮崎大学 教育学研究科 学校教育支援専攻 8
教職実践開発専攻 28

46 鹿児島県 国立 鹿児島大学 教育学研究科 学校教育実践高度化専攻 16
教育実践総合専攻 22

47 沖縄県 国立 琉球大学 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 20
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