
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
高度教職実践専攻 45
養護教育専攻 6

2 青森県 国立 弘前大学 教育学研究科 教職実践専攻 16
3 岩手県 公立 岩手県立大学 看護学研究科 看護学専攻 10
4 宮城県 私立 宮城学院女子大学 健康栄養学研究科 健康栄養学専攻 4

仙台大学 スポーツ科学研究科 スポーツ科学専攻 23
7 福島県 国立 福島大学 人間発達文化研究科 教職実践専攻 16
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

養護教育専攻 3
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 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
生涯発達専攻 46
体育学専攻 115

10 群馬県 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

私立 女子栄養大学 栄養学研究科 保健学専攻 10
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
13 東京都 国立 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 医学系研究科 健康科学・看護学専攻 25
私立 杏林大学 保健学研究科 保健学専攻 7

帝京大学 教職研究科 教職実践専攻 30
日本体育大学 体育科学研究科 体育科学専攻 25

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 国際医療福祉大学 医療福祉学研究科 保健医療学専攻 160
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

新潟大学 教育実践学研究科 教育実践開発専攻 20
私立 新潟青陵大学 看護学研究科 看護学専攻 6

18 福井県 公立 福井県立大学 看護福祉学研究科 看護学専攻 10
21 岐阜県 国立 岐阜大学 教育学研究科 心理発達支援専攻 10

総合教科教育専攻 34
公立 岐阜県立看護大学 看護学研究科 看護学専攻 12

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
23 愛知県 国立 愛知教育大学 教育学研究科 学校教育臨床専攻 8

発達教育科学専攻 20
保健体育専攻 6
養護教育専攻 3

教育実践研究科 教職実践専攻 50
私立 愛知みずほ大学 人間科学研究科 心身健康科学専攻 15

愛知学院大学 心身科学研究科 健康科学専攻 10
中部大学 生命健康科学研究科 看護学専攻 6
名古屋学芸大学 子どもケア研究科 子どもケア専攻 5

26 京都府 私立 京都橘大学 看護学研究科 看護学専攻 8
27 大阪府 国立 大阪教育大学 教育学研究科 健康科学専攻 21

連合教職実践研究科 高度教職開発専攻 150
大阪大学 医学系研究科 保健学専攻 81

28 兵庫県 国立 兵庫教育大学 学校教育研究科 人間発達教育専攻 115
公立 兵庫県立大学 看護学研究科 看護学専攻 25
私立 関西福祉大学 看護学研究科 看護学専攻 6

武庫川女子大学 臨床教育学研究科 臨床教育学専攻 16
29 奈良県 私立 畿央大学 教育学研究科 教育実践学専攻 10
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 吉備国際大学 保健科学研究科 保健科学専攻 6

就実大学 教育学研究科 教育学専攻 8
川崎医療福祉大学 医療技術学研究科 健康体育学専攻 8

医療福祉学研究科 保健看護学専攻 12
34 広島県 国立 広島大学 医系科学研究科 総合健康科学専攻 76

私立 広島文化学園大学 看護学研究科 看護学専攻 8
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
35 山口県 国立 山口大学 教育学研究科 教職実践高度化専攻 28
36 徳島県 国立 徳島大学 保健科学教育部 保健学専攻 27

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 人間生活学専攻科 人間生活学専攻 8

37 香川県 国立 香川大学 医学系研究科 看護学専攻 16
教育学研究科 高度教職実践専攻 14

38 愛媛県 国立 愛媛大学 医学系研究科 看護学専攻 16
39 高知県 国立 高知大学 総合人間自然科学研究科 看護学専攻 12

公立 高知県立大学 看護学研究科 看護学専攻 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

定員

通学課程
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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
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

教職実践開発専攻 15
私立 九州看護福祉大学 看護福祉学研究科 看護学専攻 8

46 鹿児島県 国立 鹿児島大学 教育学研究科 教育実践総合専攻 22
私立 鹿児島純心女子大学 人間科学研究科 心理臨床学専攻 10

47 沖縄県 国立 琉球大学 教育学研究科 高度教職実践専攻 20
保健学研究科 保健学専攻 10
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