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高等教育データ集 

全国『大学』・『短大』・『高専』及び『学校法人』一覧のご案内 

～4月 25日刊行／好評発売中～ 

      

 陽春の候、益々ご健勝のことと拝します。お待たせいたしました！ 本日、下記の平成

29年度版を上梓いたしました。 

 

  ◇『全国大学一覧』 A4判 888頁 

  ◇『全国短期大学一覧』 A4判 312頁 

  ◇『全国高等専門学校一覧』 A4判 148頁 

  ◇『文部科学大臣所轄学校法人一覧』 A5判 600頁  

    □ 著作：文部科学省 

 

 ご高承のとおり、昨年 6月末に（公財）文教協会が解散したことに伴い、『全国大学一覧』

等の刊行がストップしました。平成 29年度版以降の企画編集・データ更新・版下制作につ

いては、文科省が事業継承をされました。 

 

 このたび、これらの貴重なデータを高等教育関係各位及び研究者各位に広く継続してご

活用いただくため、日本の高等教育に 39年余伴走してきている小会において、刊行するこ

とにいたしました。 

 

 本『一覧』は、全国すべての国・公・私立の大学・短大・高専及び学校法人各位のご協

力のもとに制作された“共有財”であります。個別情報が収録されるとともに、諸統計資

料が作成・収録され、日本の高等教育の整備状況を継続的に概観できる貴重かつ唯一の基

本データ集です。 

 

 明治 5 年の「学制」制定から 150 周年を 2023 年に迎え、我が国の高等教育パラダイム

の大転換が必須となっている今日、広く教育関係各位に必携・活用いただくことを念じて

おります。 

 

 平成 30 年度版につきましては、何とか年度内に発行いたしたく、文科省の担当各位に、

制作の前倒しを要請しております。 

 

 さて、本刊行物の「目次」等について、下記をご高覧の上、ご注文を賜わります様、お

願い申し上げます。 



また、ご関心の各位にご転送・ご案内いただけましたら、幸いです。 

    

  ◇『全国大学一覧』◇ 

  □ 目次 

  １ 国立大学 

  ２ 公立大学 

  ３ 私立大学 

    （学校法人立） 

    （株式会社立） 

  ４ 放送大学 

  ５ 私立大学通信教育部 

  ６ 大学専攻科 

  ７ 大学別科 

  ８ 国立大学乗船実習科 

  ９ 国立大学附置研究所 

  10 国立大学学部附属教育研究施設等 

  11 国立大学附属学校 

  12 大学附属病院 

  13 大学附属図書館 

  14 サテライト 

  15 大学共同利用機関法人等 

  16 大学に関する統計等 

    第 1表 大学数 

    第 2表 大学設置年度別増減数 

    第 3表 大学学部数 

    第 4表 大学院研究科数 

    第 5表 都道府県別大学数 

    第 6表 修業年限 4年（医・歯・獣及び薬の一部 6年）を超えて定めている大学 

    第 7表 共同実施制度を利用している大学 

    第 8表 編入学定員を制定している大学（大学院） 

    第 9表 夜間部（第二部及び夜間主コース）の設置大学及び 

        専ら夜間に教育を行う大学院 

    第 10表 昼夜開講を行っている大学院（大学院設置基準第 14条） 

    第 11表 大学院大学（学校教育法第 103条） 

    第 12表 5年一貫制の博士課程を置く大学 

    第 13表 連合大学院を置く大学 

    第 14表 専門職大学院を置く大学 

    第 15表 合併及び廃止大学 

    第 16表 大学の名称変更 

    第 17表 入学定員の増加概要（平成 10年度～平成 29年度） 



  17 索引 

 

    □ 体裁等 A4判 888頁 

  □ 定価  5,200円（本体 4,815円） 

 

  ◇『全国短期大学一覧』◇ 

  □ 目次 

  １ 公立短期大学 

  ２ 私立短期大学 

  ３ 短期大学通信教育 

  ４ 短期大学専攻科 

  ５ 短期大学別科 

  ６ 廃止の短期大学 

  ７ 短期大学の諸統計 

   （１）形態別学校数及び入学定員 

    ・設置者別・昼夜別・男女別短期大学数 

    ・設置者別・就業年限別短期大学数 

    ・設置者別・昼夜別・男女別入学定員 

    ・設置者別・都道府県別短期大学数・入学定員 

   （２）設置者別・昼夜別・分野別学科数 

   （３）設置者別・昼夜別・分野別入学定員 

   （４）修業年限 3年の学科を置く短期大学数・学科数・入学定員 

    ・短期大学数 

    ・学科数 

    ・設置者別・分野別学科数・入学定員（93単位を 3年間で修得させるもの） 

    ・設置者別・分野別学科数・入学定員（62単位を 3年間で修得させるもの） 

   （５）短期大学数、入学定員の推移 

   （６）通信教育について 

    ・通信教育を置く短期大学数 

   （７）専攻科について 

    ・専攻科を置く短期大学数 

    ・専攻数 

    ・専攻科の入学定員 

   （８）別科について 

    ・別科を置く短期大学数 

    ・専修数 

    ・別科の入学定員 

  ８ 索引（短期大学） 

  ９ 索引（短期大学を設置する学校法人） 

 



  □ 体裁等 A4判 312頁 

  □ 定価  3，600円（本体 3,333円） 

 

 ◇『全国高等専門学校一覧』◇ 

  □ 目次 

  １ 国立高等専門学校 

  ２ 公立高等専門学校 

  ３ 私立高等専門学校 

  ４ 高等専門学校専攻科 

  ５ 廃止の高等専門学校 

  ６ 高等専門学校に関する統計 

   第１表 設置者別設置年度別学校数 

   第２表 設置者別学科別年度別学科・学級数 

   第３表 設置者別学科別年度別学生入学定員 

   第４表 高等専門学校卒業者の年度別大学編入学者数の推移 

   第５表 高等専門学校卒業者の大学編入学状況（平成 28年度） 

   第６表 専攻科修了者の年度別進路状況 

   第７表 専攻科修了者の大学院進学状況（平成 28年度） 

   第８表 高等専門学校の学科の増設等の概要 

   第９表 専攻科を置く高等専門学校の設置者別学校数・専攻数・入学定員 

   第 10表 高等専門学校設置廃止年度別学校調 

  ７ 参考 

   技術科学大学一覧 

  □ 体裁等 A4判 148頁 

  □ 定価  2,800円（本体 2,593円） 

 

 ◇『文部科学大臣所轄学校法人一覧』◇ 

  □ 目次 

  凡例 

  文部科学大臣所轄学校法人一覧 

   北海道 

   青森県 

    ・ 

    ・ 

    ・ 

   鹿児島県 

   沖縄県 

   その他  

    学校設置会社 

  参考資料 



   １．都道府県別文部科学大臣所轄学校法人・私立学校数 

   ２．都道府県別都道府県知事所轄学校法人数 

   ３．都道府県別都道府県知事所轄私立学校数 

   ４．都道府県私立学校主管部課一覧 

  索引 

   （学校法人） 

   （学校別設置会社） 

   （大学） 

   （短期大学） 

   （高等専門学校） 

    □ 体裁等  B5判 600頁 

  □ 定価   4,200円（本体 3,889円） 

    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~ 

 ■申込方法 

 下記ＵＲＬ（ＰＤＦファイル）より所要事項をご記入のうえ、 

特設メールアドレス（kkj_survey@chiikikagaku-k.co.jp）までメールまたは FAX

（03-3234-4993）にご送信ください。 

 注文書ＵＲＬ ☞ http://chiikikagaku-k.co.jp/kkj/seminar/chumon.pdf 

 

 ■見積・納品・請求 

  ・本書は原則として、「直取引」とさせていただきます。 

  ・送料について、恐れ入りますが実費負担いただきます。 

  ・所定の用紙がありましたら、メール又は送付願います。 

     

 ■支払方法：銀行振込・郵便振替 

       みずほ銀行麹町支店 普通 1159880 

       三菱東京 UFJ 銀行神田支店 普通 5829767 

       三井住友銀行麹町支店 普通 7411658 

       郵便振替：00110-8-81660 

        口座名 (株)地域科学研究会 

  ※振込手数料は、ご負担願います。 

  ※ご請求なき場合は、振込受領書を領収書に代えさせていただきます。 


