私 立 大 学 大 学 院
北から地域順に掲載
大学院名

研究科名・専攻名

主たる所在地・電話番号・URL

藤女子大学大学院

人間生活学研究科＝人間生活学専攻(Ｍ)、食物栄養学専攻(Ｍ)

〒061-3204 北海道石狩市花川南4条5丁目
℡.0133-74-3111
http://www.fujijoshi.ac.jp/

北星学園大学大学院

社会福祉学研究科＝社会福祉学専攻(Ｍ・Ｄ)、臨床心理学専攻
(Ｍ)
文学研究科＝言語文化コミュニケーション専攻(Ｍ)
経済学研究科＝経済学専攻(Ｍ)

〒004-8631 札幌市厚別区大谷地西2-3-1
℡.011-891-2731（代表）
http://www.hokusei.ac.jp/graduate_college/

北海学園大学大学院

経済学研究科＝経済政策専攻(Ｍ・Ｄ)
経営学研究科＝経営学専攻(Ｍ・Ｄ)
法学研究科＝法律学専攻(Ｍ・Ｄ)、政治学専攻(Ｍ・Ｄ)
文学研究科＝日本文化専攻(Ｍ・Ｄ)、英米文化専攻(Ｍ・Ｄ)
工学研究科＝建設工学専攻(Ｍ・Ｄ)、電子情報工学専攻(Ｄ)、
電子情報生命工学専攻(Ｍ)
法務研究科(法科大学院)＝法務専攻(Ｐ)

〒062-8605 札幌市豊平区旭町4-１-40
℡.011-841-1161（代）
http://hgu.jp/

北海道情報大学大学院

経営情報学研究科＝経営情報学専攻(Ｍ)

〒069-8585 北海道江別市西野幌59-2
℡.011-385-4411
http://www.do-johodai.ac.jp/

北海道文教大学大学院

グローバルコミュニケーション研究科＝言語文化コミュニケーション
専攻(Ｍ)
健康栄養科学研究科＝健康栄養科学専攻(Ｍ)
リハビリテーション科学研究科＝リハビリテーション科学専攻(Ｍ)
こども発達学研究科＝こども発達学専攻(Ｍ)

〒061-1449 北海道恵庭市黄金中央5丁目196-1
℡.0123-34-0160
http://www.do-bunkyodai.ac.jp

埼玉医科大学大学院

医学研究科(博士課程)＝生物・医学研究系(Ｄ)、社会医学研究系
(Ｄ)、臨床医学研究系(Ｄ)
医学研究科(修士課程)＝医科学専攻(Ｍ)
看護学研究科(修士課程)＝看護学専攻(Ｍ)

〒350-0495 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38
℡.049-276-1108
http://www.saitama-med.ac.jp/graduate/

工学研究科＝環境共生システム学専攻(Ｍ・Ｄ)、機械システム工学
専攻(Ｍ・Ｄ)、電子情報メディア工学専攻(Ｍ・Ｄ)、建築デザイン学
専攻(Ｍ・Ｄ)

〒345-8501 埼玉県南埼玉郡宮代町学園台4-1
℡.0480-33-7507（直通：教務部教務課）
http://www.nit.ac.jp/

技術経営研究科(専門職大学院)＝技術経営専攻(Ｐ)

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-5
℡.03-3511-7591
http://mot.nit.ac.jp/

日本工業大学大学院

聖徳大学大学院

児童学研究科＝児童学専攻(Ｍ・Ｄ)
臨床心理学研究科＝臨床心理学専攻(Ｍ・Ｄ)
言語文化研究科＝日本文化専攻(Ｍ・Ｄ)、英米文化専攻(Ｍ・Ｄ)
人間栄養学研究科＝人間栄養学専攻(Ｍ・Ｄ)
看護学研究科※
音楽文化研究科＝音楽表現専攻(Ｍ)、音楽教育専攻(Ｍ)、音楽専
攻(Ｄ)
教職研究科(専門職大学院)＝教職実践専攻(Ｐ)
※2018年開設予定 設置認可申請中

〒271-8555 千葉県松戸市岩瀬550
℡.047-365-1111（代）
http://www.seitoku.jp/univ/

千葉工業大学大学院

工学研究科＝機械サイエンス専攻(Ｍ)、電気電子情報工学専攻
(Ｍ)、生命環境科学専攻(Ｍ)、建築都市環境学専攻(Ｍ)、デザイン
科学専攻(Ｍ)、未来ロボティクス専攻(Ｍ)、工学専攻(Ｄ)
情報科学研究科＝情報科学専攻(Ｍ・Ｄ)
社会システム科学研究科＝マネジメント工学専攻(Ｍ・Ｄ)

〒275-0016 千葉県習志野市津田沼2-17-1
℡.047-475-2111
http://www.it-chiba.ac.jp/

昭和大学大学院

医学研究科＝医学専攻(Ｄ)
歯学研究科＝歯学専攻(Ｄ)
薬学研究科＝薬学専攻(Ｄ)
保健医療学研究科＝保健医療学専攻(Ｍ・Ｄ)

〒142-8555 東京都品川区旗の台1-5-8
℡.03-3784-8022（学事部直通）
http://www.showa-u.ac.jp/grad/index.html

杉野服飾大学大学院

造形研究科＝造形専攻(Ｍ)

〒141-8652 東京都品川区上大崎4-6-19
℡.03-3491-8152
http://www.sugino-fc.ac.jp/
(M)…修士課程、博士前期課程

(D)…博士課程、博士後期課程

(P)…専門職課程

大学院名

研究科名・専攻名

主たる所在地・電話番号・URL

大東文化大学大学院

文学研究科＝日本文学専攻(Ｍ・Ｄ)、中国学専攻(Ｍ・Ｄ)、英文学
専攻(Ｍ)、書道学専攻(Ｍ・Ｄ)、教育学専攻(Ｍ)
経済学研究科＝経済学専攻(Ｍ・Ｄ)
法学研究科＝法律学専攻(Ｍ・Ｄ)、政治学専攻(Ｍ・Ｄ)
外国語学研究科＝中国言語文化学専攻(Ｍ・Ｄ)、英語学専攻(Ｍ・
Ｄ)、日本言語文化学専攻(Ｍ・Ｄ)
アジア地域研究科＝アジア地域研究専攻(Ｍ・Ｄ)
経営学研究科＝経営学専攻(Ｍ・Ｄ)
スポーツ・健康科学研究科＝スポーツ・健康科学専攻(Ｍ)

〒175-8571 東京都板橋区高島平1-9-1
℡.03-5399-7344（大学院事務室）
http://www.daito.ac.jp/

高千穂大学大学院

経営学研究科＝経営学専攻(Ｍ・Ｄ)

〒168-8508 東京都杉並区大宮2-19-1
℡.03-3313-0275
http://www.takachiho.jp/

東京家政大学大学院

人間生活学総合研究科＝人間生活学専攻(Ｄ)、児童学児童教育
学専攻(Ｍ)、健康栄養学専攻(Ｍ)、造形学専攻(Ｍ)、英語・英語教
育研究専攻(Ｍ)、臨床心理学専攻(Ｍ)、教育福祉学専攻(Ｍ)

〒173-8602 東京都板橋区加賀1-18-1
℡.03-3961-3473

東京工科大学大学院

バイオ・情報メディア研究科＝バイオニクス専攻(Ｍ・Ｄ)、コンピュー
タサイエンス専攻(Ｍ・Ｄ)、メディアサイエンス専攻(Ｍ・Ｄ)、アントレ
プレナー専攻(Ｍ)

〒192-0982 東京都八王子市片倉町1404-1
℡.042-637-2115
http://www.teu.ac.jp/grad/

東京理科大学大学院

理学研究科＝数学専攻(Ｍ・Ｄ)、物理学専攻(Ｍ・Ｄ)、化学専攻
(Ｍ・Ｄ)、応用数学専攻(Ｍ・Ｄ)、応用物理学専攻(Ｍ・Ｄ)、科学教
育専攻(Ｍ・Ｄ)
工学研究科＝建築学専攻(Ｍ・Ｄ)、工業化学専攻(Ｍ・Ｄ)、電気工
学専攻(Ｍ・Ｄ)、経営工学専攻(Ｍ・Ｄ)、機械工学専攻(Ｍ・Ｄ)
薬学研究科＝薬学専攻(Ｄ)<4年制>、薬科学専攻(Ｍ・Ｄ)
理工学研究科＝数学専攻(Ｍ・Ｄ)、物理学専攻(Ｍ・Ｄ)、情報科学
専攻(Ｍ・Ｄ)、応用生物科学専攻(Ｍ・Ｄ)、建築学専攻(Ｍ・Ｄ)、先
端化学専攻(Ｍ・Ｄ)、電気工学専攻(Ｍ・Ｄ)、経営工学専攻(Ｍ・
Ｄ)、機械工学専攻(Ｍ・Ｄ)、土木工学専攻(Ｍ・Ｄ)、国際火災科学
専攻(Ｍ・Ｄ)※
基礎工学研究科＝電子応用工学専攻(Ｍ・Ｄ)、材料工学専攻(Ｍ・
Ｄ)、生物工学専攻(Ｍ・Ｄ)
経営学研究科＝経営学専攻(Ｍ・Ｄ)※、技術経営専攻(Ｐ)
生命科学研究科＝生命科学専攻(Ｍ・Ｄ)
※ 2018年4月 新設

〒162-8601 東京都新宿区神楽坂1-3
℡.03-3260-4271（代）
http://www.tus.ac.jp/

文化学園大学大学院

生活環境学研究科＝被服環境学専攻(Ｄ)、被服学専攻(Ｍ)アドバ
ンストファッションデザイン専修、テキスタイルデザイン学専修、服
装機能学専修、服装社会学専修、ファッションビジネス専修、ファッ
ション文化専修、グローバルファッション専修(英語プログラム)、生
活環境学専攻(Ｍ)生活造形学専修、建築・インテリア学専修
国際文化研究科＝国際文化専攻(Ｍ)国際文化専修、国際ファッ
ション文化専修、健康心理学専修

〒151-8523 東京都渋谷区代々木3-22-1
℡.03-3299-2311（入試広報課）
http://bwu.bunka.ac.jp/

文化ファッション大学院大学

ファッションビジネス研究科＝ファッションクリエイション専攻(Ｐ)、
ファッションマネジメント専攻(Ｐ)

〒151-8521 東京都渋谷区代々木3-22-1
℡.03-3299-2701（教学事務室）
http://bfgu-bunka.ac.jp/

文京学院大学大学院

外国語学研究科＝英語コミュニケーション専攻(Ｍ)
経営学研究科＝経営学専攻(Ｍ)
人間学研究科＝人間学専攻(Ｍ)、心理学専攻(Ｍ)
保健医療科学研究科＝保健医療科学専攻(Ｍ)

鎌倉女子大学大学院

児童学研究科＝児童学専攻(Ｍ)

〒247-8512 神奈川県鎌倉市大船6-1-3
℡.0467-44-2111（代表）
http://www.kamakura-u.ac.jp

山梨学院大学大学院

社会科学研究科＝公共政策専攻(Ｍ)
法務研究科＝法務専攻(Ｐ)

〒400-8575 山梨県甲府市酒折2-4-5
℡.055-224-1234
http://www.ygu.ac.jp/yggs/index.htm

聖隷クリストファー大学大学院

看護学研究科(Ｍ・Ｄ)＝環境支援看護学分野、生活支援看護学分
野、療養支援看護学分野、家族支援看護学分野
リハビリテーション科学研究科(Ｍ・Ｄ)＝理学療法科学分野、作業
療法科学分野、言語聴覚療法科学分野
社会福祉学研究科(Ｍ・Ｄ)＝社会福祉学分野、児童・家庭福祉学
分野、介護福祉学分野

〒433-8558 静岡県浜松市北区三方原町3453
℡.053-439-1400
http://www.seirei.ac.jp

http://www.tokyo-kasei.ac.jp/graduate/tabid/1250/index.php

〒113-8668 東京都文京区向丘1-19-1
℡.03-3814-1661（代）

http://www.u-bunkyo.ac.jp/faculty/graduate-college/

大学院名

研究科名・専攻名

主たる所在地・電話番号・URL
（工学研究科）八草キャンパス
〒470-0392 愛知県豊田市八草町八千草1247
℡.0565-48-8121

愛知工業大学大学院

工学研究科＝電気電子工学専攻(Ｍ)、材料化学専攻(Ｍ)、機械工
学専攻(Ｍ)、建設システム工学専攻(Ｍ)、電気・材料工学専攻
(Ｄ)、生産・建設工学専攻(Ｄ)
経営情報科学研究科＝経営情報科学専攻(Ｍ・Ｄ)

桜花学園大学大学院

人間文化研究科＝人間科学専攻(Ｍ)、地域文化専攻(Ｍ)

〒470-1193 愛知県豊明市栄町武侍48
℡.0562-97-5503（代表）
http://www.ohkagakuen-u.ac.jp/daigakuin/

中部大学大学院

工学研究科＝機械工学専攻(Ｍ・Ｄ)、電気電子工学専攻(Ｍ・Ｄ)、
建設工学専攻(Ｍ・Ｄ)、応用化学専攻(Ｍ・Ｄ)、情報工学専攻(Ｍ・
Ｄ)、創造エネルギー理工学専攻(Ｍ・Ｄ)
経営情報学研究科＝経営情報学専攻(Ｍ・Ｄ)、経営学専攻(Ｍ)
国際人間学研究科＝国際関係学専攻(Ｍ・Ｄ)、言語文化専攻(Ｍ・
Ｄ)、心理学専攻(Ｍ・Ｄ)、歴史学・地理学専攻(Ｍ・Ｄ)
応用生物学研究科＝応用生物学専攻(Ｍ・Ｄ)
生命健康科学研究科＝生命医科学専攻(Ｍ・Ｄ)、看護学専攻
(Ｍ)、リハビリテーション学専攻(Ｍ)
教育学研究科=教育学専攻(Ｍ)

〒487-8501 愛知県春日井市松本町1200
℡.0568-51-1111
http://www.chubu.ac.jp/

名古屋女子大学大学院

生活学研究科＝食物栄養学専攻(Ｍ)

〒467-8610 名古屋市瑞穂区汐路町3-40
℡.052-852-1111（代）
http://www.nagoya-wu.ac.jp/

京都外国語大学大学院

外国語学研究科＝異言語・文化専攻(Ｍ・Ｄ)

〒615-8558 京都市右京区西院笠目町6
℡.075-322-6603(大学院事務室)
http://www.kufs.ac.jp/graduate/

大阪芸術大学大学院

芸術研究科＝芸術制作専攻(Ｍ)、芸術文化学専攻(Ｍ)、芸術専攻(Ｄ)

〒585-8555 大阪府南河内郡河南町東山469
℡.0721-93-3781(代表)
http://www.grad.osaka-geidai.ac.jp/

関西外国語大学大学院

外国語研究科＝英語学専攻(Ｍ・Ｄ)、言語文化専攻(Ｍ・Ｄ)

四天王寺大学大学院

人文社会学研究科＝人間福祉学専攻(Ｍ・Ｄ)

神戸学院大学大学院

法学研究科＝法学専攻(Ｍ・Ｄ)、国際関係法学専攻(Ｍ)
経済学研究科＝経済学専攻(Ｍ・Ｄ)、経営学専攻(Ｍ)
人間文化学研究科＝人間行動論専攻(Ｍ・Ｄ)、地域文化論専攻
(Ｍ・Ｄ)、心理学専攻(Ｍ)
総合リハビリテーション学研究科＝医療リハビリテーション学専攻
(Ｍ・Ｄ)、社会リハビリテーション学専攻(Ｍ)
栄養学研究科＝栄養学専攻(Ｍ)
薬学研究科＝薬学専攻(Ｄ)
食品薬品総合科学研究科＝食品薬品総合科学専攻(Ｄ)

岡山理科大学大学院

理学研究科＝応用数学専攻(Ｍ・Ｄ)、化学専攻(Ｍ)、応用物理学
専攻(Ｍ)、総合理学専攻(Ｍ)、生物化学専攻(Ｍ)、臨床生命科学
専攻(Ｍ)、動物学専攻(Ｍ)、材質理学専攻(Ｄ)
工学研究科＝応用化学専攻(Ｍ)、機械システム工学専攻(Ｍ)、電
子工学専攻(Ｍ)、情報工学専攻(Ｍ)、知能機械工学専攻(Ｍ)、生
体医工学専攻(Ｍ)、建築学専攻(Ｍ)、システム科学専攻(Ｄ)
総合情報研究科＝情報科学専攻(Ｍ)、社会情報専攻(Ｍ)、数理・
環境システム専攻(Ｄ)
生物地球科学研究科＝生物地球科学専攻(Ｍ)

〒700-0005 岡山県岡山市北区理大町1-1
℡.086-256-8431
http://www.ous.ac.jp/

福山大学大学院

経済学研究科＝経済学専攻(Ｍ)
人間科学研究科＝心理臨床学専攻(Ｍ)
工学研究科＝電子・電気工学専攻(Ｍ)､建築学専攻(Ｍ)､情報処理
工学専攻(Ｍ)､機械工学専攻(Ｍ)､電子情報工学専攻(Ｄ)､地域空
間工学専攻(Ｄ)､設計生産工学専攻(Ｄ)､生命工学専攻(Ｍ・Ｄ)
薬学研究科＝医療薬学専攻(Ｄ)

〒729-0292 福山市学園町１番地三蔵
℡.084-936-2111
http://www.fukuyama-u.ac.jp

福山平成大学大学院

経営学研究科＝経営情報学専攻(Ｍ)
スポーツ健康科学研究科＝スポーツ健康科学専攻(Ｍ)
看護学研究科＝看護学専攻(Ｍ)

〒720-0001 福山市御幸町上岩成正戸117-1
℡.084-972-5001
http://www.heisei-u.ac.jp

(M)…修士課程、博士前期課程

（経営情報科学研究科）本山キャンパス
〒464-0807 愛知県名古屋市千種区東山通1-38-1
℡.052-789-1381
http://www.ait.ac.jp

〒573-1001 大阪府枚方市中宮東之町16-1
℡.072-805-2801

http://www.kansaigaidai.ac.jp/contents/academics/graduate

〒583-8501 大阪府羽曳野市学園前3丁目2-1
℡.072-956-3183（入試・広報課直通）
http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/

〒650-8586 神戸市中央区港島1-1-3
℡.078-974-1551(代)

http://www.kobegakuin.ac.jp/graduate-school/index.html

(D)…博士課程、博士後期課程

(P)…専門職課程

