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2022年度 全国 国立・公立・私立《大学＆短期大学》20系統92分野別【学部・学科一覧】

この一覧は文部科学省2022年1月発表までのデータをもとに、株式会社日本ドリコムが作成しています。
学校名は2022年4月時点の名称を使用。2023年度校名変更が判明している学校については新名称で記載しています。
★印は2022年4月新設の学部・学科・専攻・コースです。☆印は2023年4月新設予定認可申請中の学部・学科・専攻・コースです。
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青森 国立大学 弘前大学 【教育】養護教諭養成課程
岩手 国立大学 岩手大学 【教育】学校教育教員養成課程
宮城 国立大学 東北大学 【教育】教育科学
宮城 国立大学 宮城教育大学 【教育】中等教育教員養成課程
宮城 私立大学 尚絅学院大学 【心理・教育学群】学校教育学類
宮城 私立大学 東北学院大学 【文】教育
宮城 私立大学 東北福祉大学 【教育】教育
秋田 国立大学 秋田大学 【教育文化】学校教育課程
茨城 国立大学 茨城大学 【教育】学校教育教員養成課程
茨城 国立大学 茨城大学 【教育】養護教諭養成課程
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
群馬 国立大学 群馬大学 【共同教育】学校教育教員養成課程
群馬 私立大学 育英大学 【教育】教育（スポーツ教育専攻）
群馬 私立大学 東京福祉大学（伊勢崎キャンパス） 【教育】教育
埼玉 国立大学 埼玉大学 【教育】養護教諭養成課程
埼玉 私立大学 共栄大学 【教育】教育
埼玉 私立大学 女子栄養大学 【栄養】保健栄養（保健養護）
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 秀明大学 【学校教師】中等教育教員養成課程
東京 国立大学 東京学芸大学 【教育】特別支援教育教員養成課程
東京 私立大学 青山学院大学 【教育人間科学】教育
東京 私立大学 白百合女子大学 【文】フランス語フランス文
東京 私立大学 白百合女子大学 【文】英語英文
東京 私立大学 白百合女子大学 【文】国語国文
東京 私立大学 創価大学 【教育】教育
東京 私立大学 玉川大学 【教育】教育
東京 私立大学 帝京大学 【教育】教育文化
東京 私立大学 帝京科学大学 【教育人間科学（東京）】学校教育
東京 私立大学 東京福祉大学（池袋キャンパス） 【教育】教育
東京 私立大学 日本社会事業大学 【社会福祉】福祉援助
東京 私立大学 日本社会事業大学 【社会福祉】福祉計画
東京 私立大学 文化学園大学 【造形】デザイン・造形
東京 私立大学 文化学園大学 【造形】建築・インテリア
東京 私立大学 文化学園大学 【服装】ファッションクリエイション
東京 私立大学 文化学園大学 【服装】ファッション社会
東京 私立大学 明星大学 【教育】教育
東京 私立大学 和光大学 【現代人間】人間科学
神奈川 私立大学 鎌倉女子大学 【教育】教育
石川 国立大学 金沢大学 【人間社会】学校教育学類
石川 私立大学 金沢学院大学 【教育★】教育
岐阜 私立大学 岐阜聖徳学園大学 【教育】学校教育課程
愛知 国立大学 愛知教育大学 【教育】中等教育教員養成課程
愛知 国立大学 愛知教育大学 【教育】養護教諭養成課程
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 愛知みずほ大学 【人間科学】心身健康科学
愛知 私立大学 東海学園大学 【教育】教育
愛知 私立大学 東京福祉大学（名古屋キャンパス） 【教育】教育
愛知 私立短期大学 愛知みずほ短期大学 【生活】生活文化専攻（養護教諭）
三重 私立大学 皇學館大学 【教育】教育
大阪 国立大学 大阪教育大学 【教育】養護教諭養成課程
大阪 私立大学 大阪大谷大学 【教育】教育
大阪 私立大学 大阪大谷大学 【文】日本語日本文
大阪 私立大学 大阪大谷大学 【文】歴史文化
大阪 私立大学 大阪成蹊大学（教育学部） 【教育】教育
大阪 私立大学 大阪体育大学 【教育】教育
大阪 私立大学 大阪体育大学 【体育】スポーツ教育
大阪 私立大学 大阪体育大学 【体育】健康・スポーツマネジメント
大阪 私立大学 関西福祉科学大学 【健康福祉】健康科学
大阪 私立大学 四天王寺大学 【教育】教育
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大阪 私立大学 四天王寺大学 【人文社会】日本
大阪 私立大学 太成学院大学 【人間】健康スポーツ
大阪 私立大学 羽衣国際大学 【人間生活】人間生活
大阪 私立大学 阪南大学 【国際観光】国際観光
大阪 私立大学 桃山学院大学 【社会】社会
大阪 私立大学 大和大学 【教育】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 芦屋大学 【臨床教育】教育
兵庫 私立大学 関西福祉大学 【教育】保健教育
兵庫 私立大学 関西福祉大学 【社会福祉】社会福祉
兵庫 私立大学 甲南女子大学 【人間科学】心理
兵庫 私立大学 甲南女子大学 【文】日本語日本文化
兵庫 私立大学 神戸医療未来大学 【人間社会】健康スポーツコミュニケーション
兵庫 私立大学 神戸海星女子学院大学 【現代人間】英語観光
兵庫 私立大学 神戸学院大学 【現代社会】現代社会
兵庫 私立大学 神戸学院大学 【現代社会】社会防災
兵庫 私立大学 神戸学院大学 【心理】心理
兵庫 私立大学 神戸学院大学 【人文】人文
兵庫 私立大学 神戸女子大学 【家政】家政
兵庫 私立大学 神戸女子大学 【家政】家政（管理栄養士養成課程）
兵庫 私立大学 神戸親和女子大学 【教育】スポーツ教育
兵庫 私立大学 神戸親和女子大学 【文】国際文化
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 姫路獨協大学 【人間社会学群】現代法律学類
兵庫 私立大学 姫路獨協大学 【人間社会学群】国際言語文化学類
兵庫 私立大学 姫路獨協大学 【人間社会学群】産業経営学類
兵庫 私立大学 兵庫大学 【生涯福祉】社会福祉
兵庫 私立大学 武庫川女子大学 【音楽】演奏
兵庫 私立大学 武庫川女子大学 【音楽】応用音楽
兵庫 私立大学 武庫川女子大学 【教育】教育
兵庫 私立大学 武庫川女子大学 【健康・スポーツ科】スポーツマネジメント☆
兵庫 私立大学 武庫川女子大学 【健康・スポーツ科】健康・スポーツ科
兵庫 私立大学 武庫川女子大学 【社会情報☆】社会情報
兵庫 私立大学 武庫川女子大学 【生活環境】生活環境
兵庫 私立大学 武庫川女子大学 【文】英語文化
兵庫 私立大学 武庫川女子大学 【文】日本語日本文
兵庫 私立大学 武庫川女子大学 【薬】健康生命薬科
兵庫 私立短期大学 湊川短期大学 【人間生活】養護教諭コース
兵庫 私立短期大学 武庫川女子大学短期大学部 【英語キャリア・コミュニケーション】
兵庫 私立短期大学 武庫川女子大学短期大学部 【健康・スポーツ】
兵庫 私立短期大学 武庫川女子大学短期大学部 【日本語文化】
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）
奈良 私立大学 奈良学園大学 【人間教育】人間教育（中等（数学・音楽））
岡山 国立大学 岡山大学 【教育】養護教諭養成課程
岡山 私立大学 岡山理科大学 【教育】中等教育
岡山 私立大学 岡山理科大学 【理】基礎理
岡山 私立大学 川崎医療福祉大学 【医療技術】健康体育
岡山 私立大学 川崎医療福祉大学 【医療福祉】医療福祉
岡山 私立大学 川崎医療福祉大学 【医療福祉マネジメント】医療情報
岡山 私立大学 吉備国際大学 【社会科学】スポーツ社会
岡山 私立大学 吉備国際大学 【心理】心理
岡山 私立大学 倉敷芸術科学大学 【生命科学】健康科学
岡山 私立大学 倉敷芸術科学大学 【生命科学】生命医科学
岡山 私立大学 倉敷芸術科学大学 【生命科学】動物生命科学
岡山 私立大学 就実大学 【人文科学】実践英語
岡山 私立大学 就実大学 【人文科学】総合歴史
岡山 私立大学 就実大学 【人文科学】表現文化
岡山 私立大学 ノートルダム清心女子大学 【人間生活】人間生活
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岡山 私立大学 ノートルダム清心女子大学 【文】現代社会
岡山 私立大学 美作大学 【生活科学】食物
岡山 私立短期大学 就実短期大学 【生活実践科学】
広島 私立大学 広島修道大学 【人文】教育
広島 私立大学 広島文教大学 【教育】教育
徳島 私立大学 徳島文理大学 【人間生活】人間生活
香川 私立大学 四国学院大学 【文】人文
福岡 国立大学 福岡教育大学 【教育】中等教育教員養成課程
福岡 私立大学 久留米工業大学 【工】教育創造工
福岡 私立大学 西南女学院大学 【保健福祉】福祉
福岡 私立短期大学 九州女子短期大学 【子ども健康】
熊本 国立大学 熊本大学 【教育】中学校教員養成課程
熊本 国立大学 熊本大学 【教育】養護教諭養成課程
鹿児島 私立大学 鹿児島純心女子大学 【人間教育】教育・心理


