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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 大学名 学部等名 学科等名 専攻等名 定員 免許状の種類

1 茨城県 国立大学法人筑波大学 筑波大学 理工学群 社会工学類 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）

2 栃木県 国立大学法人宇都宮大学 宇都宮大学 共同教育学部 学校教育教員養成課程 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（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）

特別支援学校教諭一種免許状（視覚障害者）

特別支援学校教諭一種免許状（聴覚障害者）

特別支援学校教諭一種免許状（知的障害者）

特別支援学校教諭一種免許状（肢体不自由者）

特別支援学校教諭一種免許状（病弱者）

3 群馬県 国立大学法人群馬大学 群馬大学 共同教育学部 学校教育教員養成課程 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）

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）
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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 大学名 学部等名 学科等名 専攻等名 定員 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（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）

特別支援学校教諭一種免許状（視覚障害者）

特別支援学校教諭一種免許状（聴覚障害者）

特別支援学校教諭一種免許状（知的障害者）

特別支援学校教諭一種免許状（肢体不自由者）

特別支援学校教諭一種免許状（病弱者）

4 新潟県 国立大学法人新潟大学 新潟大学 経済科学部 総合経済学科 350 高等学校教諭一種免許状（商業）

5 岐阜県 国立大学法人岐阜大学 岐阜大学 教育学部 学校教育教員養成課程 250 特別支援学校教諭一種免許状（聴覚障害者）

特別支援学校教諭一種免許状（知的障害者）

特別支援学校教諭一種免許状（肢体不自由者）

特別支援学校教諭一種免許状（病弱者）

6 三重県 国立大学法人三重大学 三重大学 工学部 総合工学科 400 高等学校教諭一種免許状（工業）

7 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 中学校教諭一種免許状（技術）

8 愛媛県 国立大学法人愛媛大学 愛媛大学 教育学部 学校教育教員養成課程 160 特別支援学校教諭一種免許状（聴覚障害者）

特別支援学校教諭一種免許状（知的障害者）

特別支援学校教諭一種免許状（肢体不自由者）

特別支援学校教諭一種免許状（病弱者）
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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 大学名 学部等名 学科等名 専攻等名 定員 免許状の種類

9 鹿児島県 国立大学法人鹿児島大学 鹿児島大学 教育学部 学校教育教員養成課程 190 特別支援学校教諭一種免許状（知的障害者）

特別支援学校教諭一種免許状（肢体不自由者）

特別支援学校教諭一種免許状（病弱者）

理学部 理学科 185 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）

工学部 先進工学科 385 高等学校教諭一種免許状（工業）
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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 定員 免許状の種類

1 福井県 公立大学法人福井県立大学 福井県立大学 生物資源学部 創造農学科 25 高等学校教諭一種免許状（農業）

2 広島県 公立大学法人県立広島大学 県立広島大学 地域創生学部 地域創生学科 地域文化コース 75 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）

健康科学コース 35 栄養教諭一種免許状

生物資源科学部 地域資源開発学科 40 高等学校教諭一種免許状（農業）

生命環境学科 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）
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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 定員 免許状の種類

1 北海道 学校法人藤学園 藤女子大学 人間生活学部 子ども教育学科 80 幼稚園教諭一種免許状

小学校教諭一種免許状

2 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 235 中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 埼玉県 学校法人九里学園 浦和大学 社会学部 現代社会学科 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）

4 埼玉県 学校法人十文字学園 十文字学園女子大学 人間生活学部 健康栄養学科 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）

教育人文学部 幼児教育学科 170 幼稚園教諭一種免許状

児童教育学科 80 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）

心理学科 120 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

文芸文化学科 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）

5 埼玉県 学校法人尚美学園 尚美学園大学 スポーツマネジメント学部 スポーツマネジメント学科 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）

6 埼玉県 学校法人駿河台大学 駿河台大学 スポーツ科学部 スポーツ科学科 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）

7 埼玉県 学校法人文教大学学園 文教大学 教育学部 発達教育課程 150 幼稚園教諭一種免許状

小学校教諭一種免許状

特別支援学校教諭一種免許状（知的障害者）

特別支援学校教諭一種免許状（肢体不自由者）

特別支援学校教諭一種免許状（病弱者）

8 千葉県 学校法人東京聖徳学園 聖徳大学 音楽学部 音楽学科 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）

9 千葉県 学校法人和洋学園 和洋女子大学 国際学部 英語コミュニケーション学科 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）

10 東京都 学校法人大妻学院 大妻女子大学 家政学部 児童学科 児童教育専攻 50 中学校教諭一種免許状（理科）

11 東京都 学校法人成蹊学園 成蹊大学 経済学部 経済数理学科 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）

現代経済学科 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）

経営学部 総合経営学科 290 中学校教諭一種免許状（社会）

高等学校教諭一種免許状（公民）
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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 定員 免許状の種類

12 東京都 学校法人専修大学 専修大学 経済学部 現代経済学科 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）

生活環境経済学科 266 中学校教諭一種免許状（社会）

高等学校教諭一種免許状（公民）

国際コミュニケーション学部 日本語学科 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）

13 東京都 学校法人大東文化学園 大東文化大学 文学部 書道学科 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）

14 東京都 学校法人東京音楽大学 東京音楽大学 音楽学部 音楽学科 ミュージック・リベラルアーツ専攻 12 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）

吹奏楽アカデミー専攻 15 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）

15 東京都 学校法人五島育英会 東京都市大学 理工学部 自然科学科 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）

16 神奈川県 学校法人神奈川大学 神奈川大学 国際日本学部 日本文化学科 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）

歴史民俗学科 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）

17 静岡県 学校法人新静岡学園 静岡産業大学 スポーツ人間科学部 スポーツ人間科学科 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）

こどもスポーツ教育学科 50 幼稚園教諭一種免許状

特別支援学校教諭一種免許状（知的障害者）

特別支援学校教諭一種免許状（肢体不自由者）

特別支援学校教諭一種免許状（病弱者）

18 静岡県 学校法人静岡理工科大学 静岡理工科大学 理工学部 建築学科 50 高等学校教諭一種免許状（工業）

19 愛知県 学校法人安城学園 愛知学泉大学 家政学部 こどもの生活学科 70 幼稚園教諭一種免許状

小学校教諭一種免許状

20 愛知県 学校法人愛知産業大学 愛知産業大学 造形学部 スマートデザイン学科 70 高等学校教諭一種免許状（工業）

21 愛知県 学校法人梅村学園 中京大学 国際学部 言語文化学科 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）

22 愛知県 学校法人中西学園 名古屋外国語大学 世界教養学部 世界教養学科 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）

国際日本学科 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）

23 愛知県 学校法人柳城学院 名古屋柳城女子大学 こども学部 こども学科 70 幼稚園教諭一種免許状

24 愛知県 学校法人名城大学 名城大学 理工学部 環境創造工学科 80 高等学校教諭一種免許状（工業）
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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 定員 免許状の種類

25 滋賀県 学校法人龍谷大学 龍谷大学 先端理工学部 数理・情報科学課程 95 中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）

知能情報メディア課程 95 高等学校教諭一種免許状（情報）

電子情報通信課程 95 高等学校教諭一種免許状（工業）

環境生態工学課程 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）

26 京都府 学校法人京都文教学園 京都文教大学 こども教育学部 こども教育学科 90 幼稚園教諭一種免許状

小学校教諭一種免許状

27 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 乳児保育学科 70 幼稚園教諭一種免許状

28 大阪府 学校法人大阪成蹊学園 大阪成蹊大学 教育学部 教育学科 中等教育専攻 60 特別支援学校教諭一種免許状（知的障害者）

特別支援学校教諭一種免許状（肢体不自由者）

特別支援学校教諭一種免許状（病弱者）

29 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 75 小学校教諭一種免許状

30 大阪府 学校法人常翔学園 摂南大学 農学部 農業生産学科 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）

高等学校教諭一種免許状（農業）

応用生物科学科 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）

食品栄養学科 80 栄養教諭一種免許状

31 兵庫県 学校法人行吉学園 神戸女子大学 文学部 教育学科 165 中学校教諭一種免許状（英語）

健康福祉学部 健康スポーツ栄養学科 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）

32 兵庫県 学校法人親和学園 神戸親和女子大学 発達教育学部 児童教育学科 215 中学校教諭一種免許状（数学）

中学校教諭一種免許状（英語）

33 兵庫県 学校法人園田学園 園田学園女子大学 人間教育学部 児童教育学科 95 中学校教諭一種免許状（英語）

34 兵庫県 学校法人武庫川学院 武庫川女子大学 食物栄養科学部 食物栄養学科 200 栄養教諭一種免許状

35 奈良県 学校法人奈良学園 奈良学園大学 人間教育学部 人間教育学科 人間教育学専攻 120 特別支援学校教諭一種免許状（知的障害者）

特別支援学校教諭一種免許状（肢体不自由者）

特別支援学校教諭一種免許状（病弱者）

36 岡山県 学校法人川崎学園 川崎医療福祉大学 医療技術学部 健康体育学科 80 高等学校教諭一種免許状（保健）

特別支援学校教諭一種免許状（肢体不自由者）

特別支援学校教諭一種免許状（病弱者）

37 広島県 学校法人常翔学園 広島国際大学 健康スポーツ学部 健康スポーツ学科 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）

健康科学部 医療福祉学科 100 高等学校教諭一種免許状（福祉）

38 広島県 学校法人安田学園 安田女子大学 心理学部 現代心理学科 60 養護教諭一種免許状

39 高知県 学校法人高知学園 高知学園大学 健康科学部 管理栄養学科 70 中学校教諭一種免許状（家庭）
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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 定員 免許状の種類

高等学校教諭一種免許状（家庭）

栄養教諭一種免許状

40 福岡県 学校法人西南学院 西南学院大学 外国語学部 外国語学科 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）

高等学校教諭一種免許状（フランス語）

41 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 50 特別支援学校教諭一種免許状（知的障害者）

特別支援学校教諭一種免許状（肢体不自由者）

特別支援学校教諭一種免許状（病弱者）
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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 大学名 学部等名 学科等名 専攻等名 定員 免許状の種類

1 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 600 高等学校教諭一種免許状（地理歴史）

グローカルコミュニケーション専攻 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）
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５．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 学部等名 学科等名 専攻等名 定員 免許状の種類

1 兵庫県 学校法人湊川相野学園 湊川短期大学 人間生活学科 人間健康専攻 50 中学校教諭二種免許状（保健）
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６．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 学部等名 学科等名 専攻等名 定員 免許状の種類

1 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 人文社会科学専攻 16 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（商業）

高等学校教諭専修免許状（英語）

教育学研究科 教職実践専攻 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（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（スペイン語）

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（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）
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６．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 学部等名 学科等名 専攻等名 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（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（スペイン語）

高等学校教諭専修免許状（イタリア語）

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（宗教）

特別支援学校教諭教諭専修免許状（知的障害者）

特別支援学校教諭教諭専修免許状（肢体不自由者）

特別支援学校教諭教諭専修免許状（病弱者）

養護教諭専修免許状

2 茨城県 国立大学法人筑波大学 筑波大学 人文社会ビジネス科学学術院 人文社会科学研究群 139 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）

理工情報生命学術院 数理物質科学研究群 276 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）
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６．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 学部等名 学科等名 専攻等名 定員 免許状の種類

生命地球科学研究群 311 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）

高等学校教諭専修免許状（農業）

人間総合科学学術院 人間総合科学研究群 575 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）

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）
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６．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 学部等名 学科等名 専攻等名 定員 免許状の種類

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）

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）

特別支援学校教諭一種免許状（視覚障害者）

特別支援学校教諭一種免許状（聴覚障害者）

特別支援学校教諭一種免許状（知的障害者）

特別支援学校教諭一種免許状（肢体不自由者）

特別支援学校教諭一種免許状（病弱者）

特別支援学校教諭専修免許状（視覚障害者）

特別支援学校教諭専修免許状（聴覚障害者）

特別支援学校教諭専修免許状（知的障害者）

特別支援学校教諭専修免許状（肢体不自由者）

特別支援学校教諭専修免許状（病弱者）

養護教諭専修免許状

栄養教諭専修免許状

初等教育学コース 5 小学校教諭専修免許状

3 群馬県 国立大学法人群馬大学 群馬大学 教育学研究科 教育実践高度化専攻 30 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）
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６．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 学部等名 学科等名 専攻等名 定員 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（工業）

高等学校教諭専修免許状（英語）

特別支援学校教諭専修免許状（視覚障害者）

特別支援学校教諭専修免許状（聴覚障害者）

特別支援学校教諭専修免許状（知的障害者）

特別支援学校教諭専修免許状（肢体不自由者）

特別支援学校教諭専修免許状（病弱者）

4 千葉県 国立大学法人千葉大学 千葉大学 園芸学研究科 環境園芸学専攻 105 中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 福井県 国立大学法人福井大学 福井大学 工学研究科 産業創成工学専攻 85 高等学校教諭専修免許状（理科）

安全社会基盤工学専攻 84 高等学校教諭専修免許状（工業）

知識社会基礎工学専攻 84 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）

6 長野県 国立大学法人信州大学 信州大学 総合人文社会科学研究科 総合人文社会科学専攻 人間文化学分野 8 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）

教育学研究科 高度教職実践専攻 30 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）
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６．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 学部等名 学科等名 専攻等名 定員 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（家庭）

高等学校教諭専修免許状（英語）

特別支援学校教諭専修免許状（知的障害者）

特別支援学校教諭専修免許状（肢体不自由者）

特別支援学校教諭専修免許状（病弱者）

7 静岡県 国立大学法人静岡大学 静岡大学 教育学研究科 教育実践高度化専攻 45 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）
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６．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 学部等名 学科等名 専攻等名 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（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（家庭）

高等学校教諭専修免許状（英語）

特別支援学校教諭専修免許状（知的障害者）

特別支援学校教諭専修免許状（肢体不自由者）

特別支援学校教諭専修免許状（病弱者）

養護教諭専修免許状

8 愛知県 国立大学法人愛知教育大学 愛知教育大学 教育学研究科 教職実践高度化専攻 120 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）
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６．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 学部等名 学科等名 専攻等名 定員 免許状の種類

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（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（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（農業）

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）

特別支援学校教諭専修免許状（視覚障害者）

特別支援学校教諭専修免許状（聴覚障害者）

特別支援学校教諭専修免許状（知的障害者）

特別支援学校教諭専修免許状（肢体不自由者）

特別支援学校教諭専修免許状（病弱者）

養護教諭専修免許状

9 大阪府 国立大学法人大阪大学 大阪大学 工学研究科 生物工学専攻 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）

応用化学専攻 97 中学校教諭専修免許状（理科）

高等学校教諭専修免許状（理科）

物理学系専攻 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）

機械工学専攻 96 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）

マテリアル生産科学専攻 118 高等学校教諭専修免許状（工業）

10 広島県 国立大学法人広島大学 広島大学 人間社会科学研究科 人文社会科学専攻 257 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（フランス語）

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）
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６．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 学部等名 学科等名 専攻等名 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）

教育科学専攻 163 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）

特別支援学校教諭専修免許状（視覚障害者）

特別支援学校教諭専修免許状（聴覚障害者）

特別支援学校教諭専修免許状（知的障害者）

特別支援学校教諭専修免許状（肢体不自由者）

特別支援学校教諭専修免許状（病弱者）

教職開発専攻 30 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）
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６．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 学部等名 学科等名 専攻等名 定員 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）

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）

先進理工系科学研究科 先進理工系科学専攻 449 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（情報）

高等学校教諭専修免許状（工業）

11 香川県 国立大学法人香川大学 香川大学 教育学研究科 高度教職実践専攻 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）
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６．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 学部等名 学科等名 専攻等名 定員 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（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）

特別支援学校教諭専修免許状（知的障害者）

特別支援学校教諭専修免許状（肢体不自由者）

特別支援学校教諭専修免許状（病弱者）

養護教諭専修免許状

12 愛媛県 国立大学法人愛媛大学 愛媛大学 人文社会科学研究科 法文学専攻 12 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）

教育学研究科 教育実践高度化専攻 40 幼稚園教諭専修免許状

小学校教諭専修免許状
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６．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 学部等名 学科等名 専攻等名 定員 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（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）
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６．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 学部等名 学科等名 専攻等名 定員 免許状の種類

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）

特別支援学校教諭専修免許状（聴覚障害者）

特別支援学校教諭専修免許状（知的障害者）

特別支援学校教諭専修免許状（肢体不自由者）

特別支援学校教諭専修免許状（病弱者）

13 高知県 国立大学法人高知大学 高知大学 総合人間自然科学研究科 理工学専攻 55 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（情報）

農林海洋科学専攻 55 中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）

14 佐賀県 国立大学法人佐賀大学 佐賀大学 学校教育学研究科 教育実践探究専攻 20 特別支援学校教諭専修免許状（知的障害者）

特別支援学校教諭専修免許状（肢体不自由者）

特別支援学校教諭専修免許状（病弱者）

15 熊本県 国立大学法人熊本大学 熊本大学 教育学研究科 教職実践開発専攻 30 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）
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６．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 学部等名 学科等名 専攻等名 定員 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（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）

特別支援学校教諭専修免許状（知的障害者）

特別支援学校教諭専修免許状（肢体不自由者）

特別支援学校教諭専修免許状（病弱者）

養護教諭専修免許状

16 大分県 国立大学法人大分大学 大分大学 教育学研究科 教職開発専攻 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（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）
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６．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 学部等名 学科等名 専攻等名 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（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）

特別支援学校教諭専修免許状（知的障害者）

特別支援学校教諭専修免許状（肢体不自由者）

特別支援学校教諭専修免許状（病弱者）

17 宮崎県 国立大学法人宮崎大学 宮崎大学 教育学研究科 教職実践開発専攻 20 幼稚園専修免許状

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）
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６．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 学部等名 学科等名 専攻等名 定員 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（英語）

特別支援学校教諭専修免許状（知的障害者）

特別支援学校教諭専修免許状（肢体不自由者）

特別支援学校教諭専修免許状（病弱者）

18 鹿児島県 国立大学法人鹿児島大学 鹿児島大学 理工学研究科 理学専攻 64 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）

工学専攻 222 高等学校教諭専修免許状（工業）
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７．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 学部等名 学科等名 専攻等名 定員 免許状の種類

1 滋賀県 公立大学法人滋賀県立大学 滋賀県立大学 人間看護学研究科 人間看護学専攻 8 養護教諭専修免許状
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８．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 学部等名 学科等名 専攻等名 定員 免許状の種類

1 千葉県 学校法人千葉工業大学 千葉工業大学 工学研究科 機械工学専攻 22 高等学校教諭専修免許状（工業）

機械電子創成工学専攻 32 高等学校教諭専修免許状（工業）

先端材料工学専攻 22 高等学校教諭専修免許状（工業）

電気電子工学専攻 22 高等学校教諭専修免許状（工業）

応用化学専攻 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）

創造工学研究科 都市環境工学専攻 22 高等学校教諭専修免許状（工業）

2 東京都 学校法人創価大学 創価大学 理工学研究科 生命理学専攻 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）

3 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 家政学専攻 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 東京都 学校法人五島育英会 東京都市大学 総合理工学研究科 自然科学専攻 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）

5 東京都 学校法人明星学苑 明星大学 人文学研究科 国際コミュニケーション専攻 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）

6 神奈川県 学校法人東海大学 東海大学 生物学研究科 生物学専攻 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）

7 大阪府 学校法人追手門学院 追手門学院大学 現代社会文化研究科 国際教養学専攻 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 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 工学専攻 70 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）

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）
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