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北海道 国立大学 北海道大学 【教育】教育
北海道 国立大学 北海道教育大学 【教育】教員養成課程
青森 国立大学 弘前大学 【教育】学校教育教員養成課程
宮城 私立大学 宮城学院女子大学 【教育】教育
秋田 国立大学 秋田大学 【教育文化】学校教育課程
山形 国立大学 山形大学 【地域教育文化】地域教育文化
茨城 国立大学 茨城大学 【教育】学校教育教員養成課程
栃木 国立大学 宇都宮大学 【共同教育】学校教育教員養成課程
栃木 私立大学 作新学院大学 【人間文化】発達教育
群馬 国立大学 群馬大学 【共同教育】学校教育教員養成課程
埼玉 国立大学 埼玉大学 【教育】学校教育教員養成課程
埼玉 私立大学 十文字学園女子大学 【教育人文】児童教育
埼玉 私立大学 十文字学園女子大学 【教育人文】幼児教育
埼玉 私立大学 文教大学 【教育】学校教育課程
千葉 国立大学 千葉大学 【教育】学校教員養成課程
千葉 私立大学 開智国際大学 【教育】教育
千葉 私立大学 東京情報大学 【総合情報】総合情報
東京 国立大学 東京学芸大学 【教育】教育支援課程
東京 国立大学 東京学芸大学 【教育】養護教育教員養成課程
東京 私立大学 玉川大学 【文】英語教育
東京 私立大学 玉川大学 【文】国語教育
神奈川 国立大学 横浜国立大学 【教育】学校教育課程
神奈川 私立大学 鎌倉女子大学 【教育】教育
新潟 国立大学 新潟大学 【教育】学校教員養成課程
山梨 国立大学 山梨大学 【教育】学校教育課程
長野 国立大学 信州大学 【教育】学校教育教員養成課程
長野 私立大学 松本大学 【教育】学校教育
静岡 国立大学 静岡大学 【教育】学校教育教員養成課程
富山 国立大学 富山大学 【人間発達科学】発達教育
石川 国立大学 金沢大学 【人間社会】学校教育学類
福井 国立大学 福井大学 【教育】学校教育課程
岐阜 国立大学 岐阜大学 【教育】学校教育教員養成課程
愛知 私立大学 愛知学院大学 【文】グローバル英語
愛知 私立大学 中京大学 【スポーツ科学】スポーツ教育
愛知 私立大学 東海学園大学 【教育】教育
愛知 私立大学 名古屋学芸大学 【ヒューマンケア】子どもケア
三重 国立大学 三重大学 【教育】学校教育教員養成課程
三重 私立大学 皇學館大学 【教育】教育
滋賀 国立大学 滋賀大学 【教育】学校教育教員養成課程
京都 国立大学 京都教育大学 【教育】学校教育教員養成課程
京都 私立大学 大谷大学 【教育】教育
京都 私立大学 京都女子大学 【発達教育】教育
京都 私立大学 佛教大学 【教育】教育
京都 私立大学 佛教大学 【教育】幼児教育★
大阪 国立大学 大阪教育大学 【教育】教育協働
大阪 私立大学 大阪大谷大学 【教育】教育
大阪 私立大学 関西外国語大学 【英語キャリア】英語キャリア（小学校教員コース）
大阪 私立大学 四天王寺大学 【教育】教育
大阪 私立大学 千里金蘭大学 【教育☆】教育
大阪 私立大学 大和大学 【教育】教育
大阪 私立短期大学 大阪成蹊短期大学 【幼児教育】
兵庫 国立大学 兵庫教育大学 【学校教育】学校教育教員養成課程
兵庫 私立大学 関西福祉大学 【教育】児童教育
兵庫 私立大学 神戸女子大学 【文】教育
兵庫 私立大学 園田学園女子大学 【人間健康】総合健康
兵庫 私立大学 兵庫大学 【教育☆】教育
兵庫 私立大学 兵庫大学 【健康科学】健康システム
兵庫 私立大学 武庫川女子大学 【教育】教育
奈良 国立大学 奈良教育大学 【教育】学校教育教員養成課程
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奈良 私立大学 畿央大学 【教育】現代教育
奈良 私立大学 奈良学園大学 【人間教育】人間教育（人間教育）
和歌山 国立大学 和歌山大学 【教育】学校教育教員養成課程
島根 国立大学 島根大学 【教育】学校教育課程
岡山 国立大学 岡山大学 【教育】学校教育教員養成課程
岡山 私立大学 吉備国際大学 【保健医療福祉】看護
広島 国立大学 広島大学 【教育】第一類（学校教育系）
広島 私立大学 広島修道大学 【人文】教育
山口 国立大学 山口大学 【教育】学校教育教員養成課程
徳島 国立大学 鳴門教育大学 【学校教育】学校教育教員養成課程
香川 国立大学 香川大学 【教育】学校教育教員養成課程
香川 私立大学 四国学院大学 【文】人文
愛媛 国立大学 愛媛大学 【教育】学校教育教員養成課程
高知 国立大学 高知大学 【教育】学校教育教員養成課程
佐賀 国立大学 佐賀大学 【教育】学校教育課程
長崎 国立大学 長崎大学 【教育】学校教育教員養成課程
大分 国立大学 大分大学 【教育】学校教育教員養成課程
宮崎 国立大学 宮崎大学 【教育】学校教育課程
鹿児島 国立大学 鹿児島大学 【教育】学校教育教員養成課程
沖縄 国立大学 琉球大学 【教育】学校教育教員養成課程


