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平成３０年度課程認定申請大学等一覧 
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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 北海道 国立大学法人室蘭工業大学 室蘭工業大学 理工学部 創造工学科 昼間コース 325 高等学校教諭一種免許状（工業）

システム理化学科 昼間コース 235 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）

2 秋田県 国立大学法人秋田大学 秋田大学 理工学部 数理・電気電子情報学科 120 中学校教諭一種免許状（数学）

3 福島県 国立大学法人福島大学 福島大学 農学群 食農学類 100 高等学校教諭一種免許状（農業）

4 栃木県 国立大学法人宇都宮大学 宇都宮大学 工学部 基盤工学科 315 高等学校教諭一種免許状（工業）

5 千葉県 国立大学法人千葉大学 千葉大学 教育学部 学校教員養成課程 390 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（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）

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）

養護教諭一種免許状

6 東京都 国立大学法人東京外国語大学 東京外国語大学 言語文化学部 言語文化学科 335 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（スペイン語）

中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（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（スペイン語）

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（朝鮮語）

国際社会学部 国際社会学科 335 中学校教諭一種免許状（社会）

高等学校教諭一種免許状（地理歴史）

国際日本学部 国際日本学科 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）

7 東京都 国立大学法人東京農工大学 東京農工大学 工学部 生命工学科 81 中学校教諭一種免許状（理科）

高等学校教諭一種免許状（理科）

応用化学科 81 中学校教諭一種免許状（理科）

高等学校教諭一種免許状（理科）

化学物理工学科 81 中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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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

機械システム工学科 102 中学校教諭一種免許状（理科）

高等学校教諭一種免許状（理科）

知能情報システム工学科 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）

8 奈良県 国立大学法人奈良女子大学 奈良女子大学 文学部 人間科学科 うち、子ども教育専修プログラム 12 幼稚園教諭一種免許状

小学校教諭一種免許状

9 岡山県 国立大学法人岡山大学 岡山大学 教育学部 学校教育教員養成課程 250 高等学校教諭一種免許状（工業）

10 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 140 高等学校教諭一種免許状（工業）

理学部 理学科 225 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）

工学部 工学科 500 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）

11 佐賀県 国立大学法人佐賀大学 佐賀大学 理工学部 理工学科 480 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）

農学部 生物資源科学科 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）

高等学校教諭一種免許状（農業）

12 沖縄県 国立大学法人琉球大学 琉球大学 農学部 亜熱帯生物資源科学科 45 栄養教諭二種免許状
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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 神奈川県 公立大学法人横浜市立大学 横浜市立大学 国際教養学部 国際教養学科 270 中学校教諭一種免許状（英語）

高等学校教諭一種免許状（英語）

理学部 理学科 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）

2 静岡県 静岡県公立大学法人 静岡県立大学 食品栄養科学部 食品生命科学科 25 高等学校教諭一種免許状（理科）

環境生命科学科 20 高等学校教諭一種免許状（理科）

3 岡山県 公立大学法人新見公立大学 新見公立大学 健康科学部 看護学科 80 養護教諭一種免許状

健康保育学科 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）

4 熊本県 公立大学法人熊本県立大学 熊本県立大学 環境共生学部 環境共生学科 110 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（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（農業）

うち、食健康環境学専攻 40 栄養教諭一種免許状
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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 宮城県 学校法人尚絅学院 尚絅学院大学 人文社会学群 人文社会学類 200 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）

心理・教育学群 子ども学類 80 幼稚園教諭一種免許状

学校教育学類 40 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（保健体育）

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）

健康栄養学群 健康栄養学類 80 栄養教諭一種免許状

2 宮城県 学校法人三島学園 東北生活文化大学 美術学部 美術表現学科 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）

高等学校教諭一種免許状（工芸）

3 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）

4 千葉県 学校法人川村学園 川村学園女子大学 生活創造学部 生活文化学科 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）

5 東京都 学校法人国士舘 国士舘大学 文学部 教育学科 中等教育課程 80 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 東京都 学校法人芝浦工業大学 芝浦工業大学 工学部 材料工学科 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）

7 東京都 学校法人聖心女子学院 聖心女子大学 現代教養学部 教育学科 教育学専攻 25 中学校教諭一種免許状（社会）

8 東京都 学校法人大正大学 大正大学 文学部 人文学科 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）

日本文学科 70 高等学校教諭一種免許状（書道）

9 東京都 学校法人玉川学園 玉川大学 教育学部 教育学科 240 高等学校教諭一種免許状（地理歴史）

10 東京都 学校法人多摩美術大学 多摩美術大学 美術学部 情報デザイン学科 122 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）

11 東京都 学校法人帝京科学大学 帝京科学大学 教育人間科学部 学校教育学科 国際英語コース 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）

12 神奈川県 学校法人相模女子大学 相模女子大学 学芸学部 子ども教育学科 100 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）

13 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 70 高等学校教諭一種免許状（英語）

14 長野県 学校法人清泉女学院 清泉女学院大学 看護学部 看護学科 76 養護教諭一種免許状

15 岐阜県 学校法人岐阜済美学院 中部学院大学 教育学部 子ども教育学科 80 中学校教諭一種免許状（英語）

16 静岡県 学校法人静岡精華学園 静岡福祉大学 子ども学部 子ども学科 70 小学校教諭一種免許状

17 静岡県 学校法人聖隷学園 聖隷クリストファー大学 社会福祉学部 こども教育福祉学科 40 小学校教諭一種免許状

18 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 130 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）

19 愛知県 学校法人越原学園 名古屋女子大学 健康科学部 健康栄養学科 160 栄養教諭一種免許状

20 愛知県 学校法人日本福祉大学 日本福祉大学 子ども発達学部 子ども発達学科 学校教育専修 95 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）

21 京都府 学校法人京都産業大学 京都産業大学 経営学部 マネジメント学科 670 高等学校教諭一種免許状（商業）

生命科学部 先端生命科学科 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）

産業生命科学科 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）

22 京都府 学校法人京都女子学園 京都女子大学 発達教育学部 教育学科 教育学専攻 95 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）

養護・福祉教育学専攻 60 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
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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

23 京都府 学校法人花園学園 花園大学 発達教育学部 発達教育学科 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（保健体育）

高等学校教諭一種免許状（保健体育）

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）

養護教諭一種免許状

24 大阪府 学校法人樟蔭学園 大阪樟蔭女子大学 児童教育学部 児童教育学科 170 中学校教諭一種免許状（英語）

25 大阪府 学校法人四天王寺学園 四天王寺大学 人文社会学部 社会学科 160 高等学校教諭一種免許状（地理歴史）

教育学部 教育学科 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）

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）

看護学部 看護学科 80 養護教諭一種免許状

26 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 90 中学校教諭一種免許状（英語）

27 兵庫県 学校法人濱名学院 関西国際大学 国際コミュニケーション学部 英語コミュニケーション学科 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）

28 兵庫県 学校法人松蔭女子学院 神戸松蔭女子学院大学 教育学部 教育学科 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（英語）

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（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 兵庫県 学校法人武庫川学院 武庫川女子大学 教育学部 教育学科 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（国語）
中学校教諭一種免許状（英語）
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）

30 奈良県 学校法人天理大学 天理大学 文学部 歴史文化学科 50 中学校教諭一種免許状（社会）
高等学校教諭一種免許状（地理歴史）

31 和歌山県 学校法人和歌山信愛女学院 和歌山信愛大学 教育学部 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

32 岡山県 学校法人就実学園 就実大学 教育学部 初等教育学科 75 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）

33 広島県 学校法人武田学園 広島文教大学 教育学部 教育学科 初等教育専攻 120 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状

中等教育専攻 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）

34 福岡県 学校法人筑紫女学園 筑紫女学園大学 人間科学部 人間科学科 初等教育・保育専攻 170 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）

35 佐賀県 学校法人永原学園 西九州大学 子ども学部 子ども学科 80 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 鹿児島県 学校法人鹿児島純心女子学園 鹿児島純心女子大学 人間教育学部 教育・心理学科 初等・中等（英語）教育専攻 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）
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（知的障害者）

37 沖縄県 学校法人沖縄大学 沖縄大学 健康栄養学部 管理栄養学科 80 栄養教諭一種免許状

5



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 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 1500 高等学校教諭一種免許状（地理歴史）
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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 北海道  学校法人札幌大学 札幌大学女子短期大学部 こども学科 50 幼稚園教諭二種免許状
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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

1 北海道 国立大学法人北海道大学 北海道大学 文学院 人文学専攻 71 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）

人間科学専攻 19 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）

農学院 農学専攻 142 高等学校教諭専修免許状（農業）

2 宮城県 国立大学法人東北大学 東北大学 文学研究科 日本学専攻 29 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）

広域文化学専攻 29 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（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（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（宗教）

総合人間学専攻 31 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（公民）

高等学校教諭専修免許状（宗教）

3 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 教育実践高度化専攻 18 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）

地域創生科学研究科 社会デザイン科学専攻 77 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（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（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（英語）

工農総合科学専攻 258 中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）

4 東京都 国立大学法人東京学芸大学 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 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）
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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（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（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）

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（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（看護）

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）

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）

養護教諭専修免許状

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）

特別支援学校教諭専修免許状（聴覚障害者）

5 東京都 国立大学法人東京農工大学 東京農工大学 農学府 農学専攻 174 中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）

6 新潟県 国立大学法人上越教育大学 上越教育大学 学校教育研究科 学校教育専攻 130 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）
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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（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）

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）

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）

養護教諭専修免許状

栄養教諭専修免許状

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）

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）
教育実践高度化専攻 170 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）
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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（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）

7 新潟県 国立大学法人新潟大学 新潟大学 教育実践学研究科 教育実践開発専攻 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）

8 山梨県 国立大学法人山梨大学 山梨大学 教育学研究科 教育実践創成専攻 38 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）

9 愛知県 国立大学法人愛知教育大学 愛知教育大学 教育実践研究科 教職実践専攻 50 幼稚園教諭専修免許状

養護教諭専修免許状

10 京都府 国立大学法人京都教育大学 京都教育大学 連合教職実践研究科 教職実践専攻 60 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（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（英語）

11 大阪府 国立大学法人大阪教育大学 大阪教育大学 連合教職実践研究科 高度教職開発専攻 150 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（ドイツ語）

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）
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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（ドイツ語）

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

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）

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）

12 奈良県 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 先端科学技術専攻 350 高等学校教諭専修免許状（情報）

13 和歌山県 国立大学法人和歌山大学 和歌山大学 教育学研究科 教職開発専攻 23 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）

14 広島県 国立大学法人広島大学 広島大学 統合生命科学研究科 統合生命科学専攻 170 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）

医系科学研究科 総合健康科学専攻 76 養護教諭専修免許状

15 山口県 国立大学法人山口大学 山口大学 教育学研究科 学校臨床心理学専攻 7 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（英語）

教職実践高度化専攻 28 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）

国立大学法人奈良先端科学技術
大学院大学
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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（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（韓国・朝鮮語）

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

16 徳島県 国立大学法人鳴門教育大学 鳴門教育大学 学校教育研究科 人間教育専攻 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）
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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（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）

養護教諭専修免許状

高度学校教育実践専攻 180 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）
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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）

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）

養護教諭専修免許状

17 佐賀県 国立大学法人佐賀大学 佐賀大学 理工学研究科 理工学専攻 167 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）

農学研究科 生物資源科学専攻 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）

高等学校教諭専修免許状（農業）

先進健康科学研究科 先進健康科学専攻 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）

18 沖縄県 国立大学法人琉球大学 琉球大学 教育学研究科 高度教職実践専攻 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）
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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 愛知県 公立大学法人名古屋市立大学 名古屋市立大学 システム自然科学研究科 理学情報専攻 15 高等学校教諭専修免許状（理科）

2 広島県 公立大学法人尾道市立大学 尾道市立大学 美術研究科 美術専攻 12 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）
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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 学校法人東京聖徳学園 聖徳大学 教職研究科 教職実践専攻 15 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）

2 東京都 学校法人武蔵野大学 武蔵野大学 工学研究科 数理工学専攻 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）

3 神奈川県 学校法人神奈川大学 神奈川大学 工学研究科 工学専攻 120 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）

4 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 15 高等学校教諭専修免許状（家庭）

5 東京都 学校法人東洋大学 東洋大学 文学研究科 国際文化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 愛知県 学校法人名城大学 名城大学 農学研究科 農学専攻 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）

7 京都府 学校法人龍谷大学 龍谷大学 国際学研究科 言語コミュニケーション専攻 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 兵庫県 学校法人関西学院 関西学院大学 理工学研究科 先進エネルギーナノ工学専攻 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）

環境・応用化学専攻 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）

生命医化学専攻 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）

9 岡山県 学校法人川崎学園 川崎医療福祉大学 医療福祉学研究科 医療福祉学専攻 10 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（聴覚障害者）

10 佐賀県 学校法人永原学園 西九州大学 生活支援科学研究科 子ども学専攻 3 幼稚園教諭専修免許状
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９．私立大学の大学院の通信課程
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 教育学研究科 教育学専攻 50 特別支援学校教諭専修免許状（知的障害者）
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１０．国立大学の学部等の特別支援教育特別課程
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 沖縄県 国立大学法人琉球大学 琉球大学 教育学部 特別支援教育特別課程 特別支援教育専攻 10 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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