
教員の養成に係る組織及び教員数
【令和４年度】学部

免許状の種類 認定年度 課程認定における
専任教員数

文学部 人文社会学科 中一種免（国語） 令和元年度 14
高一種免（国語） 令和元年度 14
中一種免（社会） 令和元年度 33
高一種免（地理歴史） 令和元年度 15
高一種免（公民） 令和元年度 23
中一種免（英語） 令和元年度 6
高一種免（英語） 令和元年度 6
高一種免（フランス語） 令和元年度 4
中一種免（宗教） 令和元年度 8
高一種免（宗教） 令和元年度 8

教育学部 教育科学科 中一種免（社会） 令和元年度 9
高一種免（公民） 令和元年度 9

理学部 数学科 中一種免（数学） 令和元年度 19
高一種免（数学） 令和元年度 19

物理学科 中一種免（理科） 令和元年度 23
高一種免（理科） 令和元年度 23

宇宙地球物理学科 中一種免（理科） 令和元年度 26
高一種免（理科） 令和元年度 26

化学科 中一種免（理科） 令和元年度 15
高一種免（理科） 令和元年度 15

地圏環境科学科 中一種免（理科） 令和元年度 7
高一種免（理科） 令和元年度 9
中一種免（社会） 令和元年度 7
高一種免（地理歴史） 令和元年度 7

地球惑星物質科学科 中一種免（理科） 令和元年度 9
高一種免（理科） 令和元年度 9

生物学科 中一種免（理科） 令和元年度 22
高一種免（理科） 令和元年度 22

薬学部 創薬科学科 中一種免（理科） 令和元年度 43
高一種免（理科） 令和元年度 43

工学部 機械知能・航空工学科 中一種免（数学） 令和元年度 7
高一種免（数学） 令和元年度 7
中一種免（理科） 令和元年度 7
高一種免（理科） 令和元年度 7

電気情報物理工学科 中一種免（数学） 令和元年度 7
高一種免（数学） 令和元年度 7
中一種免（理科） 令和元年度 14
高一種免（理科） 令和元年度 14
高一種免（情報） 令和元年度 7

化学・バイオ工学科 中一種免（理科） 令和元年度 10
高一種免（理科） 令和元年度 10

材料科学総合学科 中一種免（理科） 令和元年度 12
高一種免（理科） 令和元年度 12

建築・社会環境工学科 中一種免（理科） 令和元年度 7
高一種免（理科） 令和元年度 7
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農学部 生物生産科学科 中一種免（理科） 令和元年度 18
高一種免（理科） 令和元年度 18
高一種免（農業） 令和元年度 24

応用生物化学科 中一種免（理科） 令和元年度 16
高一種免（理科） 令和元年度 16
高一種免（農業） 令和元年度 17



【令和４年度】大学院
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文学研究科 日本学専攻 中専免（国語） 令和元年度 7
高専免（国語） 令和元年度 7
中専免（社会） 令和元年度 11
高専免（地理歴史） 令和元年度 11

広域文化学専攻 中専免（国語） 令和元年度 7
高専免（国語） 令和元年度 7
中専免（社会） 令和元年度 7
高専免（地理歴史） 令和元年度 4
高専免（公民） 令和元年度 3
中専免（英語） 令和元年度 4
高専免（英語） 令和元年度 4
中専免（宗教） 令和元年度 3
高専免（宗教） 令和元年度 3
高専免（フランス語） 令和元年度 4

総合人間学専攻 中専免（社会） 令和元年度 15
高専免（公民） 令和元年度 17
中専免（宗教） 令和元年度 4
高専免（宗教） 令和元年度 4

教育学研究科 総合教育科学専攻 中専免（社会） 令和元年度 26
高専免（公民） 令和元年度 27

理学研究科 数学専攻 中専免（数学） 令和元年度 16
高専免（数学） 令和元年度 16

物理学専攻 中専免（理科） 令和元年度 16
高専免（理科） 令和元年度 16

天文学専攻 中専免（理科） 令和元年度 7
高専免（理科） 令和元年度 7

地球物理学専攻 中専免（理科） 令和元年度 24
高専免（理科） 令和元年度 24

化学専攻 中専免（理科） 令和元年度 26
高専免（理科） 令和元年度 26

地学専攻 中専免（社会） 令和元年度 4
高専免（地理歴史） 令和元年度 4
中専免（理科） 令和元年度 8
高専免（理科） 令和元年度 8

薬学研究科 分子薬科学専攻 中専免（理科） 令和元年度 31
高専免（理科） 令和元年度 31

生命薬科学専攻 中専免（理科） 令和元年度 31
高専免（理科） 令和元年度 31
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工学研究科 ロボティクス専攻 中専免（理科） 令和元年度 9
高専免（理科） 令和元年度 9

量子エネルギー工学専攻 高専免（理科） 令和元年度 14
バイオ工学専攻 高専免（理科） 令和元年度 10
材料システム工学専攻 中専免（理科） 令和元年度 10

高専免（理科） 令和元年度 10
農学研究科 生物生産科学専攻 中専免（理科） 令和４年度 42

高専免（理科） 令和４年度 42
高専免（農業） 令和４年度 12

農芸科学専攻 中専免（理科） 令和４年度 22
高専免（理科） 令和４年度 22

国際文化研究科 国際文化研究専攻 中専免（英語） 令和元年度 4
高専免（英語） 令和元年度 4

情報科学研究科 情報基礎科学専攻 中専免（数学） 令和元年度 6
高専免（数学） 令和元年度 6
高専免（情報） 令和元年度 19

システム情報科学専攻 中専免（数学） 令和元年度 5
高専免（数学） 令和元年度 5
高専免（情報） 令和元年度 17

人間社会情報科学専攻 中専免（社会） 令和元年度 11
高専免（公民） 令和元年度 11
高専免（情報） 令和元年度 9
中専免（英語） 令和元年度 3
高専免（英語） 令和元年度 3

応用情報科学専攻 中専免（数学） 令和元年度 12
高専免（数学） 令和元年度 12
高専免（情報） 令和元年度 9

生命科学研究科 生態発生適応科学専攻 中専免（理科） 令和元年度 15
高専免（理科） 令和元年度 15

環境科学研究科 先端環境創成学専攻 中専免（理科） 令和元年度 10
高専免（理科） 令和元年度 10
中専免（社会） 令和元年度 10
高専免（地理歴史） 令和元年度 10

医工学研究科 医工学専攻 中専免（理科） 令和元年度 10
高専免（理科） 令和元年度 10
中専免（保健） 令和元年度 8
高専免（保健） 令和元年度 8
高専免（看護） 令和元年度 8
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