資料１－２
令和２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

1 茨城県

2 山梨県
3 愛知県

設置者名

大学名

国立大学法人筑波技術大学 筑波技術大学

国立大学法人山梨大学

山梨大学

国立大学法人愛知教育大学 愛知教育大学

学部等名
産業技術学部

学科等名
総合デザイン学科

保健科学部

情報システム学科

教育学部
教育学部

学校教育課程
学校教員養成課程

1

専攻等名

定員
免許状の種類
15 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）
10 中学校教諭一種免許状（数学）
高等学校教諭一種免許状（数学）
125 高等学校教諭一種免許状（工業）
729 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（職業指導）
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（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（職業指導）
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）
養護教諭一種免許状

１．国立大学の学部等の課程
4 岡山県

設置者名
国立大学法人岡山大学

大学名
岡山大学

工学部

工学科

5 山口県

国立大学法人山口大学

山口大学

理学部

化学科

番号 都道府県名

学部等名

学科等名

生物学科
6 愛媛県

国立大学法人愛媛大学

愛媛大学

農学部

食料生産学科

7 宮崎県

国立大学法人宮崎大学

宮崎大学

工学部

工学科

2

専攻等名

定員
免許状の種類
610 中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）
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）
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）
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）
370 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）

２．公立大学の学部等の課程
番号 都道府県名

1 岡山県
2 広島県

設置者名

大学名

公立大学法人岡山県立大学 岡山県立大学
公立大学法人県立広島大学 県立広島大学

学部等名
保健福祉学部
保健福祉学部

学科等名
子ども学科
保健福祉学科

3

専攻等名
看護学コース

定員
免許状の種類
25 幼稚園教諭一種免許状
60 養護教諭一種免許状

３．私立大学の学部等の課程
1 北海道

設置者名
学校法人札幌学院大学

大学名
札幌学院大学

学部等名
経済経営学部

経済学科

2 宮城県

学校法人栴檀学園

東北福祉大学

教育学部

経営学科
教育学科

3 福島県

学校法人郡山開成学園

郡山女子大学

家政学部

生活科学科

5 千葉県
6 千葉県

学校法人千葉敬愛学園
学校法人順天堂

敬愛大学
順天堂大学

教育学部
スポーツ健康科学部

こども教育学科
スポーツ健康科学科

7 東京都

学校法人拓殖大学

拓殖大学

外国語学部

国際日本語学科

8 東京都

学校法人 玉川学園

玉川大学

芸術学部

音楽学科

番号 都道府県名

学科等名

専攻等名

中等教育専攻

アート・デザイン学科

9 東京都
10 東京都

学校法人 東京工芸大学 東京工芸大学
学校法人武蔵野美術大学 武蔵野美術大学

工学部
造形学部

工学科
油絵学科

総合工学系機械コース
油絵専攻
版画専攻

11 東京都
12 石川県

学校法人立正大学学園
学校法人金沢学院大学

立正大学
金沢学院大学

データサイエンス学部
経済学部

13 岐阜県

学校法人 神谷学園

東海学院大学

経済情報学部
健康福祉学部

データサイエンス学科
経済学科
経営学科
経済情報学科
総合福祉学科

14 静岡県

学校法人新静岡学園

静岡産業大学

スポーツ科学部

スポーツ科学科

15 愛知県

学校法人愛知大学

愛知大学

文学部

歴史地理学科
日本語日本文学科

4

定員
免許状の種類
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（商業）
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 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）
72 小学校教諭一種免許状
600 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）
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）
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）
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）
50 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（工芸）
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）
高等学校教諭一種免許状（工芸）
240 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（公民）
60 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（情報）
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）
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 中学校教諭一種免許状（社会）
高等学校教諭一種免許状（地理歴史）
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）

３．私立大学の学部等の課程
番号 都道府県名

16 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
スポーツ科学部

学科等名
トレーナー学科

専攻等名

スポーツマネジメント学科
17 愛知県

学校法人中西学園

名古屋学芸大学

ヒューマンケア学部

子どもケア学科

18 愛知県

学校法人南山学園

南山大学

理工学部

データサイエンス学科

19 三重県
20 京都府

学校法人享栄学園
学校法人真宗大谷学園

鈴鹿大学
大谷大学

こども教育学部
国際学部

こども教育学科
国際文化学科

21 京都府
22 京都府

学校法人京都外国語大学 京都外国語大学
学校法人京都産業大学 京都産業大学

外国語学部
外国語学部

ロシア語学科
アジア言語学科

23 京都府

学校法人京都精華大学

国際文化学部

人文学科

京都精華大学

グローバルスタディーズ学科
24 京都府
25 大阪府

学校法人京都橘学園
学校法人常翔学園

京都橘大学
大阪工業大学

工学部
情報科学部

情報工学科
データサイエンス学科

27 大阪府

学校法人大阪成蹊学園

大阪成蹊大学

経営学部

経営学科
スポーツマネジメント学科

28 大阪府

学校法人桃山学院

桃山学院教育大学

人間教育学部

国際観光ビジネス学科
人間教育学科

29 大阪府

学校法人西大和学園

大和大学

社会学部

社会学科

5

児童発達教育専攻

こども教育学専攻

定員
免許状の種類
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 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 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）
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）
25 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）
20 高等学校教諭一種免許状（ロシア語）
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）
160 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）
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）
130 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）
110 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）
80 高等学校教諭一種免許状（商業）
270 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）
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）

３．私立大学の学部等の課程
30 兵庫県

設置者名
学校法人濱名山手学院

大学名
関西国際大学

学部等名
経営学部

経営学科

31 兵庫県

学校法人関西学院

関西学院大学

教育学部
教育学部

教育福祉学科
教育学科

工学部

情報工学課程

番号 都道府県名

学科等名

知能・機械工学課程
神戸学院大学

総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科

33 和歌山県 学校法人高野山学園

高野山大学

文学部

教育学科

34 岡山県
35 広島県

川崎医療福祉大学
広島都市学園大学

医療技術学部
子ども教育学部

健康体育学科
子ども教育学科

32 兵庫県

学校法人神戸学院

学校法人川崎学園
学校法人古沢学園

6

専攻等名

こども学専攻

定員
免許状の種類
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）
120 中学校教諭一種免許状（英語）
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）
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）
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）
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）
50 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（保健）
78 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．私立短期大学の学科等の課程
番号 都道府県名

1 三重県
3 岡山県

設置者名
学校法人享栄学園
学校法人山陽学園

大学名
学部等名
学科等名
鈴鹿大学短期大学部 生活コミュニケーション学科 こども学専攻
山陽学園短期大学
健康栄養学科

7

専攻等名

定員
免許状の種類
50 小学校教諭二種免許状
80 栄養教諭二種免許状

５．国立大学の大学院の課程
設置者名
大学名
1 北海道 国立大学法人北見工業大学 北見工業大学
2 北海道 国立大学法人北海道教育大学 北海道教育大学

学部等名
工学研究科
教育学研究科

学科等名
工学専攻
高度教職実践専攻

3 宮城県

教育学研究科

高度教職実践専攻

番号 都道府県名

国立大学法人宮城教育大学 宮城教育大学

8

専攻等名

定員
免許状の種類
120 高等学校教諭専修免許状（工業）
80 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）
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
52 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）

５．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

9

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（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）
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）

５．国立大学の大学院の課程
4 山形県

設置者名
国立大学法人山形大学

大学名
山形大学

学部等名
社会文化創造研究科

学科等名
社会文化創造専攻

5 茨城県

国立大学法人茨城大学

茨城大学

理工学研究科
人文社会科学研究科

化学・バイオ工学専攻
人文科学専攻

番号 都道府県名

社会科学専攻
教育学研究科

教育実践高度化専攻

10

専攻等名

定員
免許状の種類
24 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（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（英語）
67 高等学校教諭専修免許状（工業）
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（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）
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）
43 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）

５．国立大学の大学院の課程
番号 都道府県名

6 埼玉県

設置者名

国立大学法人埼玉大学

大学名

埼玉大学

学部等名

教育学研究科

学科等名

教職実践専攻

11

専攻等名

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（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（職業指導）
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
52 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）

５．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

7 神奈川県 国立大学法人横浜国立大学 横浜国立大学

学部等名

教育学研究科

学科等名

高度教職実践専攻

12

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（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）
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
60 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（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）

５．国立大学の大学院の課程
番号 都道府県名

8 三重県

設置者名

国立大学法人三重大学

大学名

三重大学

学部等名

教育学研究科

学科等名

教職実践高度化専攻
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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（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
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）
25 幼稚園教諭専修免許状
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（ポルトガル語）
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（宗教）
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）

５．国立大学の大学院の課程
番号 都道府県名

9 滋賀県

設置者名

国立大学法人滋賀大学

大学名

滋賀大学

学部等名

教育学研究科

学科等名

高度教職実践専攻

14

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（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（ポルトガル語）
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（韓国・朝鮮語）
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）
35 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（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）

５．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

10 島根県

国立大学法人島根大学

島根大学

人間社会科学研究科

社会創成専攻

11 徳島県

国立大学法人徳島大学

徳島大学

創成科学研究科

理工学専攻

12 福岡県

国立大学法人福岡教育大学 福岡教育大学

教育学研究科

教職実践専攻
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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（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）
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 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）
308 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）
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）

５．国立大学の大学院の課程
番号 都道府県名

13 大分県

設置者名

国立大学法人大分大学

大学名

大分大学

14 鹿児島県 国立大学法人鹿児島大学 鹿児島大学

学部等名

学科等名

工学研究科

工学専攻

教育学研究科

学校教育実践高度化専攻

16

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（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）
135 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）
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）

５．国立大学の大学院の課程
番号 都道府県名

15 沖縄県

設置者名

国立大学法人琉球大学

大学名

琉球大学

学部等名

理工学研究科

学科等名

工学専攻

17

専攻等名

定員

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（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）
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
93 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）

６．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
創価大学

学部等名
看護学研究科
教職研究科

学科等名
看護学専攻
教職専攻

学校法人帝京大学

帝京大学

医療技術学研究科

スポーツ健康科学専攻

学校法人東京電機大学

東京電機大学

工学研究科

電子システム工学専攻
先端機械工学専攻
機械工学専攻
電子工学専攻

1 茨城県
2 東京都

学校法人茨城キリスト教学園 茨城キリスト教大学

学校法人創価大学

3 東京都
4 東京都

理工学研究科

18

専攻等名

定員
免許状の種類
6 養護教諭専修免許状
25 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（ロシア語）
高等学校教諭専修免許状（宗教）
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）
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）
18 高等学校教諭専修免許状（工業）
18 高等学校教諭専修免許状（工業）

６．私立大学の大学院の課程
番号 都道府県名

5 東京都

設置者名
学校法人東京農業大学

大学名
東京農業大学

学部等名
生命科学研究科

学科等名
分子生命化学専攻
分子微生物学専攻

6 長野県

学校法人松商学園

松本大学

地域環境科学研究科
地域創成科学専攻
国際食料農業科学研究科 国際食農科学専攻
健康科学研究科博士前期課程 健康科学専攻

7 愛知県

学校法人同朋学園

同朋大学

人間学研究科

仏教人間学専攻博士前期課程

8 愛知県

学校法人日本福祉大学

日本福祉大学

スポーツ科学研究科

スポーツ科学専攻

9 福岡県

学校法人福岡大学

福岡大学

医学研究科

看護学専攻

19

専攻等名

定員
免許状の種類
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）
6 高等学校教諭専修免許状（農業）
7 高等学校教諭専修免許状（農業）
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）
養護教諭専修免許状
栄養教諭専修免許状
13 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（福祉）
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）
6 養護教諭専修免許状

７．公立大学の専攻科の課程
番号 都道府県名

1 山口県

設置者名

大学名

公立大学法人下関市立大学 下関市立大学

学部等名
学科等名
特別支援教育特別専攻科 特別支援教育専攻

20

専攻等名

定員
免許状の種類
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）

