
No. 県No. 都道府県名 国公私 大学名 学部等名 学科等名 専攻等名 課程・コース等名 定員
1 1 北海道 国立 北海道教育大学 教育学部 教員養成課程 720
2 国際地域学科 地域教育専攻 45
3 公立 名寄市立大学 保健福祉学部 社会保育学科 50
4 私立 札幌国際大学 人文学部 心理学科 子ども心理専攻 50
5 藤女子大学 人間生活学部 保育学科 80
6 北翔大学 教育文化学部 教育学科 120
7 北海道文教大学 人間科学部 こども発達学科 100
8 札幌大谷大学短期大学部 専攻科 保育専攻 10

9 2 青森県 国立 弘前大学 教育学部 学校教育教員養成課程
小学校教育専攻・中学校
教育専攻・障害児教育専

150

10 私立 東北女子大学 家政学部 児童学科 60

11 3 岩手県 国立 岩手大学 教育学部 学校教育教員養成課程
小学校教育コース・中学
校教育コース・障害児教
育コース

160

12 公立 岩手県立大学 社会福祉学部 人間福祉学科 40
13 私立 盛岡大学 文学部 児童教育学科 140
14 4 宮城県 国立 宮城教育大学 教育学部 初等教育教員養成課程 188
15 中等教育教員養成課程 107
16 特別支援教育教員養成課程 50
17 私立 石巻専修大学 人間学部 人間教育学科 40
18 尚絅学院大学 総合人間科学部 子ども学科 80
19 仙台大学 体育学部 子ども運動教育学科 40
20 仙台白百合女子大学 人間学部 人間発達学科 子ども発達専攻 90
21 東北福祉大学 教育学部 教育学科 初等教育専攻 210
22 宮城学院女子大学 教育学部 教育学科 児童教育専攻 50
23 幼児教育専攻 90

24 5 秋田県 国立 秋田大学 教育文化学部 学校教育課程
教科教育実践選修・障害
児教育選修・発達科学選

110

25 6 山形県 国立 山形大学 地域教育文化学部 地域教育文化学科 児童教育コース 80
26 私立 東北文教大学 人間科学部 子ども教育学科 90
27 7 福島県 国立 福島大学 人文社会学群 人間発達文化学類 270
28 私立 福島学院大学 福祉学部 こども学科 40

29 8 茨城県 国立 茨城大学 教育学部 学校教育教員養成課程
学校教育コース・養護学
校教育コース

240

30 私立 茨城キリスト教大学 文学部 児童教育学科 児童教育専攻 70
31 幼児保育専攻 70
32 常磐大学 人間科学部 教育学科 初等教育コース 50
33 9 栃木県 国立 宇都宮大学 教育学部 学校教育教員養成課程 170
34 私立 宇都宮共和大学 子ども生活学部 子ども生活学科 100
35 白鷗大学 教育学部 発達科学科 児童教育専攻 220
36 10 群馬県 国立 群馬大学 教育学部 学校教育教員養成課程 220
37 私立 群馬医療福祉大学 社会福祉学部 社会福祉学科 こども専攻 40
38 高崎健康福祉大学 人間発達学部 子ども教育学科 80
39 東京福祉大学 社会福祉学部 保育児童学科 230
40 11 埼玉県 国立 埼玉大学 教育学部 学校教育教員養成課程 410
41 公立 埼玉県立大学 保健医療福祉学部 社会福祉子ども学科 福祉子ども学専攻 20
42 私立 浦和大学 こども学部 こども学科 100
43 共栄大学 教育学部 教育学科 130
44 埼玉学園大学 人間学部 子ども発達学科 140
45 十文字学園女子大学 人間生活学部 児童教育学科 90
46 幼児教育学科 190
47 聖学院大学 人間福祉学部 児童学科 幼稚園コース 100
48 文教大学 教育学部 心理教育課程 100
49 秋草学園短期大学 専攻科 幼児教育専攻 20
50 12 千葉県 国立 千葉大学 教育学部 小学校教員養成課程 245
51 中学校教員養成課程 85
52 特別支援教育教員養成課程 20
53 幼稚園教員養成課程 20
54 養護教諭養成課程 35
55 私立 植草学園大学 発達教育学部 発達支援教育学科 140
56 江戸川大学 メディアコミュニケーション学部 こどもコミュニケーション学科 60
57 川村学園女子大学 教育学部 幼児教育学科 80
58 淑徳大学 教育学部 こども教育学科 100
59 総合福祉学部 教育福祉学科 学校教育コース 100
60 城西国際大学 福祉総合学部 福祉総合学科 （うち、子ども福祉コース） 50

61 聖徳大学 児童学部 児童学科 昼間主コース
小学校・幼稚園教員養
成コース

600

62 夜間主コース 10
63 和洋女子大学 人文学群 こども発達学類 70
64 聖徳大学短期大学部 専攻科 医療保育専攻 20
65 保育専攻 昼間主コース 30
66 夜間主コース 15
67 13 東京都 国立 東京学芸大学 教育学部 初等教育教員養成課程 545
68 中等教育教員養成課程 230
69 特別支援教育教員養成課程 40
70 養護教育教員養成課程 10
71 お茶の水女子大学 文教育学部 人間社会科学科 小学校・幼稚園コース 40
72 私立 青山学院大学 教育人間科学部 教育学科 188
73 桜美林大学 健康福祉学群 保育専修 50
74 大妻女子大学 家政学部 児童学科 児童学専攻 50
75 児童教育専攻 60
76 共立女子大学 家政学部 児童学科 150
77 国立音楽大学 音楽学部 音楽文化教育学科 幼児音楽教育専攻 20
78 國學院大學 人間開発学部 子ども支援学科 100
79 初等教育学科 100
80 国士舘大学 文学部 教育学科 初等教育専攻 40
81 こども教育宝仙大学 こども教育学部 幼児教育学科 100

（１）幼稚園教諭一種免許状（大学卒業程度）
通学課程
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No. 県No. 都道府県名 国公私 大学名 学部等名 学科等名 専攻等名 課程・コース等名 定員
82 実践女子大学 生活科学部 生活文化学科 幼児保育専攻 45
83 昭和女子大学 人間社会学部 初等教育学科 幼稚園コース 120
84 白梅学園大学 子ども学部 子ども学科 135
85 発達臨床学科 50
86 白百合女子大学 人間総合学部 初等教育学科 75
87 聖心女子大学 文学部 教育学科 初等教育学専攻 40
88 創価大学 教育学部 児童教育学科 100
89 大東文化大学 文学部 教育学科 120
90 玉川大学 教育学部 教育学科 240
91 乳幼児発達学科 75
92 帝京大学 教育学部 初等教育学科 230
93 帝京科学大学 教育人間科学部 こども学科 50
94 幼児保育学科 100
95 帝京平成大学 現代ライフ学部 児童学科 幼稚園コース 200
96 東京家政大学 家政学部 児童学科 育児支援専攻 105
97 児童学専攻 105
98 児童教育学科 85
99 子ども学部 子ども支援学科 100

100 東京家政学院大学 現代生活学部 児童学科 90
101 東京純心大学 現代文化学部 こども文化学科 60
102 東京成徳大学 子ども学部 子ども学科 140
103 東京都市大学 人間科学部 児童学科 100
104 東京未来大学 こども心理学部 こども心理学科 こども保育・教育専攻 200
105 東洋大学 ライフデザイン学部 生活支援学科 子ども支援学専攻 100
106 日本女子大学 家政学部 児童学科 初等教育コース 88
107 人間社会学部 教育学科 初等教員コース 88
108 日本女子体育大学 体育学部 スポーツ健康学科 幼児発達学専攻 40
109 日本体育大学 児童スポーツ教育学部 児童スポーツ教育学科 児童スポーツ教育コース 150
110 幼児教育保育コース 50
111 文京学院大学 人間学部 児童発達学科 130
112 武蔵野大学 教育学部 児童教育学科 220
113 明治学院大学 心理学部 教育発達学科 145
114 明星大学 教育学部 教育学科 350
115 目白大学 人間学部 子ども学科 140
116 立正大学 社会福祉学部 子ども教育福祉学科 100
117 和光大学 現代人間学部 心理教育学科 子ども教育専修 60
118 青山学院女子短期大学 専攻科 子ども学専攻 30
119 14 神奈川県 私立 鎌倉女子大学 児童学部 児童学科 幼稚園コース 170
120 関東学院大学 教育学部 こども発達学科 140
121 相模女子大学 学芸学部 子ども教育学科 100
122 松蔭大学 コミュニケーション文化学部 子ども学科 48
123 田園調布学園大学 子ども未来学部 子ども未来学科 100
124 東洋英和女学院大学 人間科学部 保育子ども学科 100
125 横浜創英大学 こども教育学部 幼児教育学科 80
126 鶴見大学短期大学部 専攻科 保育専攻 20
127 15 新潟県 国立 新潟大学 教育学部 学校教員養成課程 220
128 上越教育大学 学校教育学部 初等教育教員養成課程 160
129 公立 新潟県立大学 人間生活学部 子ども学科 40
130 16 富山県 国立 富山大学 人間発達科学部 発達教育学科 幼稚園コース 80
131 私立 富山国際大学 子ども育成学部 子ども育成学科 80
132 17 石川県 国立 金沢大学 人間社会学域 学校教育学類 100
133 私立 金沢星稜大学 人間科学部 こども学科 60
134 金城大学 社会福祉学部 社会福祉学科 こども専攻 50
135 北陸学院大学 人間総合学部 子ども教育学科 70
136 18 福井県 国立 福井大学 教育学部 学校教育課程 100
137 私立 仁愛大学 人間生活学部 子ども教育学科 70
138 19 山梨県 国立 山梨大学 教育学部 学校教育課程 125
139 公立 山梨県立大学 人間福祉学部 人間形成学科 30
140 私立 山梨学院短期大学 専攻科 保育専攻 15
141 20 長野県 国立 信州大学 教育学部 学校教育教員養成課程 240
142 私立 飯田女子短期大学 専攻科 幼児教育専攻 10
143 21 岐阜県 国立 岐阜大学 教育学部 学校教育教員養成課程 230
144 私立 岐阜女子大学 文化創造学部 文化創造学科 初等教育学専攻 幼免コース 70
145 岐阜聖徳学園大学 教育学部 学校教育課程 330
146 中部学院大学 教育学部 子ども教育学科 80
147 東海学院大学 人間関係学部 子ども発達学科 80
148 22 静岡県 国立 静岡大学 教育学部 学校教育教員養成課程 300
149 私立 静岡英和学院大学 人間社会学部 コミュニティ福祉学科 120
150 静岡福祉大学 子ども学部 子ども学科 50
151 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
152 常葉大学 教育学部 初等教育課程 110
153 健康プロデュ－ス学部 こども健康学科 50
154 保育学部 保育学科 80
155 浜松学院大学 現代コミュニケーション学部 子どもコミュニケーション学科 100
156 常葉大学短期大学部 専攻科 保育専攻 20
157 23 愛知県 国立 愛知教育大学 教育学部 初等教育教員養成課程 455
158 中等教育教員養成課程 210
159 特別支援学校教員養成課程 30
160 養護教諭養成課程 40
161 公立 愛知県立大学 教育福祉学部 教育発達学科 40
162 名古屋市立大学 人文社会学部 心理教育学科 59
163 私立 愛知学泉大学 家政学部 家政学科 こどもの生活専攻 70
164 愛知淑徳大学 福祉貢献学部 福祉貢献学科 子ども福祉専攻 50
165 愛知東邦大学 教育学部 子ども発達学科 80
166 桜花学園大学 保育学部 保育学科 175
167 岡崎女子大学 子ども教育学部 子ども教育学科 100
168 金城学院大学 人間科学部 現代子ども学科 120
169 至学館大学 健康科学部 こども健康・教育学科 60
170 椙山女学園大学 教育学部 子ども発達学科 170
171 中部大学 現代教育学部 幼児教育学科 80
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No. 県No. 都道府県名 国公私 大学名 学部等名 学科等名 専攻等名 課程・コース等名 定員
172 東海学園大学 教育学部 教育学科 150
173 同朋大学 社会福祉学部 社会福祉学科 子ども学専攻 60
174 名古屋学院大学 スポーツ健康学部 こどもスポーツ教育学科 50
175 名古屋学芸大学 ヒューマンケア学部 子どもケア学科 幼児保育専攻 120
176 名古屋経済大学 人間生活科学部 教育保育学科 100
177 名古屋芸術大学 人間発達学部 子ども発達学科 140
178 名古屋女子大学 文学部 児童教育学科 児童教育学専攻 120
179 幼児保育学専攻 160
180 日本福祉大学 子ども発達学部 子ども発達学科 保育専修 120
181 名古屋短期大学 専攻科 保育専攻 20
182 名古屋柳城短期大学 専攻科 保育専攻 15
183 24 三重県 国立 三重大学 教育学部 学校教育教員養成課程 200
184 私立 皇學館大学 教育学部 教育学科 210
185 鈴鹿大学 こども教育学部 こども教育学科 幼児教育学専攻 40
186 鈴鹿大学短期大学部 専攻科 こども教育学専攻 5
187 25 滋賀県 国立 滋賀大学 教育学部 学校教育教員養成課程 230
188 私立 びわこ学院大学 教育福祉学部 子ども学科 80

189 26 京都府 国立 京都教育大学 教育学部 学校教育教員養成課程

発達教育系・言語・社会教
育系・数理・自然教育系・
生活・技術教育系・体育・
芸術教育系

300

190 私立 大谷大学 文学部 教育・心理学科 100
191 京都華頂大学 現代家政学部 現代家政学科 うち、児童学コース 50
192 京都光華女子大学 こども教育学部 こども教育学科 80
193 京都女子大学 発達教育学部 教育学科 教育学専攻 95
194 児童学科 幼稚園コース 105
195 京都造形芸術大学 芸術学部 こども芸術学科 30
196 京都橘大学 発達教育学部 児童教育学科 140
197 京都ノートルダム女子大学 現代人間学部 こども教育学科 70
198 同志社女子大学 現代社会学部 現代こども学科 100
199 花園大学 社会福祉学部 児童福祉学科 80
200 佛教大学 教育学部 教育学科 幼稚園コース 130
201 27 大阪府 国立 大阪教育大学 教育学部 初等教育教員養成課程 小学校教育専攻昼間コース 45
202 幼児教育専攻 15
203 私立 平安女学院大学 子ども教育学部 子ども教育学科 90
204 大阪青山大学 健康科学部 子ども教育学科 80
205 大阪大谷大学 教育学部 教育学科 初等教育コース 230
206 大阪芸術大学 芸術学部 初等芸術教育学科 30
207 大阪樟蔭女子大学 児童学部 児童学科 150
208 大阪成蹊大学 教育学部 教育学科 120
209 大阪総合保育大学 児童保育学部 児童保育学科 110
210 大阪人間科学大学 人間科学部 子ども保育学科 95
211 関西福祉科学大学 教育学部 教育学科 子ども教育専攻 50
212 四天王寺大学 教育学部 教育学科 240
213 千里金蘭大学 生活科学部 児童教育学科 70
214 相愛大学 人間発達学部 子ども発達学科 80
215 太成学院大学 人間学部 子ども発達学科 初等教育コース 50
216 常磐会学園大学 国際こども教育学部 国際こども教育学科 118
217 梅花女子大学 心理こども学部 こども学科 70
218 東大阪大学 こども学部 こども学科 60
219 プール学院大学 教育学部 教育学科 170
220 大和大学 教育学部 教育学科 190
221 28 兵庫県 国立 兵庫教育大学 学校教育学部 初等教育教員養成課程 160
222 神戸大学 国際人間科学部 子ども教育学科 50
223 私立 芦屋大学 臨床教育学部 児童教育学科 30
224 関西国際大学 教育学部 教育福祉学科 こども学専攻 幼稚園コース 120
225 関西福祉大学 発達教育学部 児童教育学科 80
226 関西学院大学 教育学部 教育学科 350
227 甲南女子大学 人間科学部 総合子ども学科 150
228 神戸海星女子学院大学 現代人間学部 心理こども学科 50
229 神戸松蔭女子学院大学 人間科学部 子ども発達学科 80
230 神戸女子大学 文学部 教育学科 165
231 神戸親和女子大学 発達教育学部 児童教育学科 195
232 神戸常盤大学 教育学部 こども教育学科 80
233 園田学園女子大学 人間教育学部 児童教育学科 95
234 姫路大学 教育学部 こども未来学科 80
235 姫路獨協大学 医療保健学部 こども保健学科 幼稚園教諭コース 50
236 兵庫大学 生涯福祉学部 こども福祉学科 30
237 武庫川女子大学 文学部 教育学科 225
238 頌栄短期大学 専攻科 保育専攻 20
239 姫路日ノ本短期大学 専攻科 幼児教育専攻 10
240 湊川短期大学 専攻科 幼児教育専攻 10
241 29 奈良県 国立 奈良教育大学 教育学部 学校教育教員養成課程 255
242 奈良女子大学 文学部 人間科学科 初等教育コース 40
243 私立 畿央大学 教育学部 現代教育学科 幼稚園教諭コース 195
244 帝塚山大学 現代生活学部 こども学科 100
245 奈良学園大学 人間教育学部 人間教育学科 120

246 30 和歌山県 国立 和歌山大学 教育学部 学校教育教員養成課程
教育科学コース・教科教
育コース

165

247 31 鳥取県 国立 鳥取大学 地域学部 地域学科 人間形成コース 55
248 32 島根県 国立 島根大学 教育学部 学校教育課程 130
249 33 岡山県 国立 岡山大学 教育学部 学校教育教員養成課程 250
250 公立 岡山県立大学 保健福祉学部 保健福祉学科 子ども学専攻 20
251 倉敷市立短期大学 専攻科 保育臨床専攻 5
252 私立 川崎医療福祉大学 医療福祉学部 子ども医療福祉学科 80
253 環太平洋大学 次世代教育学部 こども発達学科 80
254 吉備国際大学 心理学部 子ども発達教育学科 40
255 くらしき作陽大学 子ども教育学部 子ども教育学科 150
256 就実大学 教育学部 初等教育学科 75
257 中国学園大学 子ども学部 子ども学科 70

3 / 4 ページ



No. 県No. 都道府県名 国公私 大学名 学部等名 学科等名 専攻等名 課程・コース等名 定員
258 ノートルダム清心女子大学 人間生活学部 児童学科 幼稚園コース 120
259 美作大学 生活科学部 児童学科 80
260 34 広島県 国立 広島大学 教育学部 第一類（学校教育系） 初等教育教員養成コース 160
261 公立 福山市立大学 教育学部 児童教育学科 100

262 私立 エリザベト音楽大学 音楽学部 音楽文化学科
うち、幼稚園一種免コース
（幼児音楽教育専修）

10

263 比治山大学 現代文化学部 子ども発達教育学科 70
264 広島修道大学 人文学部 教育学科 100
265 広島女学院大学 人間生活学部 幼児教育心理学科 90
266 広島都市学園大学 子ども教育学部 子ども教育学科 78
267 広島文化学園大学 学芸学部 子ども学科 80
268 広島文教女子大学 人間科学部 初等教育学科 100
269 福山平成大学 福祉健康学部 こども学科 50
270 安田女子大学 教育学部 児童教育学科 150
271 35 山口県 国立 山口大学 教育学部 学校教育教員養成課程 180
272 私立 至誠館大学 ライフデザイン学部 ライフデザイン学科 子ども生活学専攻 50
273 東亜大学 人間科学部 心理臨床・子ども学科 児童教育専攻 30
274 梅光学院大学 子ども学部 子ども未来学科 100
275 山口学芸大学 教育学部 教育学科 初等幼児教育専攻 60
276 36 徳島県 国立 鳴門教育大学 学校教育学部 学校教育教員養成課程 100
277 私立 四国大学 生活科学部 児童学科 120
278 徳島文理大学 人間生活学部 児童学科 110
279 37 香川県 国立 香川大学 教育学部 学校教育教員養成課程 160
280 私立 四国学院大学 文学部 人文学科 うち初等教育コース 50
281 高松大学 発達科学部 子ども発達学科 幼免コース 70
282 38 愛媛県 国立 愛媛大学 教育学部 学校教育教員養成課程 140
283 私立 松山東雲女子大学 人文科学部 心理子ども学科 子ども専攻 50
284 39 高知県 国立 高知大学 教育学部 学校教育教員養成課程 130
285 40 福岡県 国立 福岡教育大学 教育学部 初等教育教員養成課程 385
286 公立 福岡県立大学 人間社会学部 人間形成学科 50
287 私立 九州女子大学 人間科学部 人間発達学科 人間発達学専攻 130
288 久留米大学 人間健康学部 総合子ども学科 50
289 西南学院大学 人間科学部 児童教育学科 100
290 筑紫女学園大学 人間科学部 人間科学科 人間形成専攻 150
291 中村学園大学 教育学部 児童幼児教育学科 220
292 福岡女学院大学 人間関係学部 子ども発達学科 120
293 41 佐賀県 国立 佐賀大学 教育学部 学校教育課程 120
294 私立 西九州大学 子ども学部 子ども学科 80
295 42 長崎県 国立 長崎大学 教育学部 学校教育教員養成課程 240
296 私立 活水女子大学 健康生活学部 子ども学科 50
297 長崎純心大学 人文学部 児童保育学科 幼稚園コース 100
298 長崎短期大学 専攻科 保育専攻 10
299 43 熊本県 国立 熊本大学 教育学部 小学校教員養成課程 110
300 中学校教員養成課程 70
301 特別支援教育教員養成課程 20
302 私立 九州ルーテル学院大学 人文学部 人文学科 こども専攻 50
303 熊本学園大学 社会福祉学部第一部 子ども家庭福祉学科 80
304 平成音楽大学 音楽学部 こども学科 30
305 44 大分県 国立 大分大学 教育学部 学校教育教員養成課程 135
306 私立 別府大学短期大学部 専攻科 初等教育専攻 10
307 45 宮崎県 国立 宮崎大学 教育学部 学校教育課程 120
308 私立 南九州大学 人間発達学部 子ども教育学科 80
309 宮崎国際大学 教育学部 児童教育学科 50
310 46 鹿児島県 国立 鹿児島大学 教育学部 学校教育教員養成課程 200
311 私立 鹿児島国際大学 福祉社会学部 児童学科 120
312 鹿児島純心女子大学 国際人間学部 こども学科 45
313 47 沖縄県 国立 琉球大学 教育学部 学校教育教員養成課程 140
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