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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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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
北海道 公立大学 名寄市立大学 【保健福祉】社会福祉
北海道 私立大学 札幌学院大学 【人文】人間科学
北海道 私立大学 藤女子大学 【人間生活】子ども教育
北海道 私立大学 北翔大学 【教育文化】教育
北海道 私立大学 北星学園大学 【社会福祉】福祉計画
北海道 私立大学 北星学園大学 【社会福祉】福祉心理
北海道 私立大学 北星学園大学 【社会福祉】福祉臨床
北海道 私立大学 北海道文教大学 【人間科学】こども発達
青森 国立大学 弘前大学 【教育】学校教育教員養成課程
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 宮城教育大学 【教育】特別支援教育教員養成課程
秋田 国立大学 秋田大学 【教育文化】学校教育課程
福島 私立大学 郡山女子大学 【家政】生活科
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 筑波大学 【人間】障害科学類
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 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】学校教育教員養成課程
東京 国立大学 東京学芸大学 【教育】中等教育教員養成課程
東京 私立大学 白梅学園大学 【子ども】発達臨床
東京 私立大学 帝京平成大学 【人文社会】児童
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 明星大学 【教育】教育
東京 私立短期大学 帝京短期大学 【生活科学】生活科学専攻
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
神奈川 私立大学 鎌倉女子大学 【児童】子ども心理
神奈川 私立大学 鎌倉女子大学 【児童】児童
山梨 国立大学 山梨大学 【教育】学校教育課程
静岡 国立大学 静岡大学 【教育】学校教育教員養成課程
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
愛知 国立大学 愛知教育大学 【教育】特別支援学校教員養成課程
愛知 私立大学 愛知淑徳大学 【文】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 私立大学 日本福祉大学 【教育・心理】子ども発達
愛知 私立大学 日本福祉大学 【教育・心理】心理
三重 私立大学 皇學館大学 【教育】教育
三重 私立大学 鈴鹿大学 【こども教育】こども教育
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 花園大学 【社会福祉】児童福祉
京都 私立大学 佛教大学 【教育】教育
大阪 国立大学 大阪教育大学 【教育】学校教育教員養成課程
大阪 私立大学 大阪大谷大学 【教育】教育
大阪 私立大学 大阪総合保育大学 【児童保育】児童保育
大阪 私立大学 大阪体育大学 【教育】教育
大阪 私立大学 四天王寺大学 【教育】教育
大阪 私立大学 梅花女子大学 【心理こども】心理
大阪 私立大学 桃山学院教育大学 【人間教育】人間教育
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】児童教育
兵庫 私立大学 関西国際大学 【教育】教育福祉（こども学）
兵庫 私立大学 関西国際大学 【教育】教育福祉（福祉学）
兵庫 私立大学 関西国際大学 【心理】心理
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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
奈良 私立大学 畿央大学 【教育】現代教育
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 川崎医療福祉大学 【医療福祉】医療福祉
岡山 私立大学 くらしき作陽大学 【子ども教育】子ども教育
広島 公立大学 福山市立大学 【教育】児童教育（教育）
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 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】特別支援教育教員養成課程
福岡 私立大学 九州女子大学 【人間科学】人間発達
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
熊本 国立大学 熊本大学 【教育】特別支援教育教員養成課程
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
沖縄 国立大学 琉球大学 【教育】学校教育教員養成課程


