
学術分野マップ　その２ 　

系統別大学・学部・学科等一覧 （9系統27分野）

大学 学部 学科　専攻・専修・コース

九州ルーテル学院大学 人文学部 人文学科　キャリア・イングリッシュ専攻
熊本学園大学 外国語学部 英米学科

東アジア学科
熊本県立大学 文学部 日本語日本文学科

英語英米文学科
熊本大学 文学部 文学科
尚絅大学 現代文化学部 文化コミュニケーション学科

熊本県立大学 文学部 日本語日本文学科
熊本大学 文学部 歴史学科

総合人間学科

熊本大学 文学部 総合人間学科

熊本大学 文学部 総合人間学科

熊本県立大学 文学部 日本語日本文学科
英語英米文学科

熊本大学 文学部 総合人間学科
尚絅大学 現代文化学部 文化コミュニケーション学科

熊本学園大学 経済学部 リーガルエコノミクス学科
熊本県立大学 総合管理学部 総合管理学科
熊本大学 法学部 法学科

熊本学園大学 経済学部 経済学科
　　現代経済専攻
　　地域経済専攻

商学部 商学科
　　商学専攻
　　経営学専攻
ホスピタリティ・マネジメント学科

熊本県立大学 総合管理学部 総合管理学科
東海大学九州キャンパス 経営学部 経営学科

観光ビジネス学科
中九州短期大学 経営福祉学科　国際・ビジネスコース

熊本県立大学 総合管理学部 総合管理学科
熊本大学 文学部 総合人間学科

九州看護福祉大学 看護福祉学部 社会福祉学科
九州ルーテル学院大学 人文学部 心理臨床学科
熊本学園大学 社会福祉学部 社会福祉学科

福祉環境学科
熊本県立大学 総合管理学部 総合管理学科
中九州短期大学 経営福祉学科　介護福祉士コース

熊本学園大学 経済学部 経済学科　国際経済専攻

人文科学系統（文学、語学など）

社会科学系統①（法学、経済・経営・商学など）
■⑥法律・政治学関係

■⑦経済・経営・観光学関係

社会科学系統②（社会学、国際関係学など）
■⑧社会学関係

■⑨福祉学関係

■⑩国際関係学関係

■⑤文化・教育学関係

■①文学・語学・言語学関係

■②地理・歴史学関係

■③哲学・倫理・宗教学関係

■④心理学関係
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熊本県立大学 環境共生学部 環境資源学科
熊本大学 理学部 理学科
崇城大学 情報学部 情報学科

熊本県立技術短期大学校 精密機械技術科
機械システム技術科

熊本高等専門学校 機械知能システム工学科
熊本大学 工学部 機械数理工学科
崇城大学 工学部 機械工学科

熊本県立技術短期大学校 電子システム技術科
熊本高等専門学校 情報通信エレクトロニクス工学科
熊本大学 工学部 情報電気工学科
東海大学九州キャンパス 基盤工学部 電気電子情報工学科

熊本県立大学 環境共生学部 居住環境学科
熊本高等専門学校 建築社会デザイン工学科
熊本大学 工学部 土木建築学科
崇城大学 工学部 建築学科

熊本大学 工学部 材料・応用化学科

熊本高等専門学校 生物化学システム工学科
熊本大学 工学部 材料・応用化学科
崇城大学 工学部 ナノサイエンス学科

生物生命学部 応用生命科学科

熊本県立技術短期大学校 情報システム技術科
熊本高等専門学校 制御情報システム工学科

人間情報システム工学科
熊本大学 工学部 情報電気工学科
崇城大学 情報学部 情報学科
東海大学九州キャンパス 基盤工学部 電気電子情報工学科

崇城大学 工学部 宇宙航空システム工学科
　　宇宙航空システム専攻
　　航空整備学専攻
　　航空操縦学専攻

崇城大学 生物生命学部 応用微生物工学科
東海大学九州キャンパス 農学部 応用植物科学科

バイオサイエンス学科
応用動物科学科

熊本大学 医学部 医学科
薬学部 薬学科

創薬・生命薬科学科
崇城大学 薬学部 薬学科

九州看護福祉大学 看護福祉学部 看護学科
熊本大学 医学部 保健学科　看護学専攻
熊本保健科学大学 保健科学部 看護学科

■⑫機械工学関係

自然科学系統（理学、工学、農学など）
■⑪理学・情報科学関係

■⑬電気・電子・通信工学関係

■⑭土木・建築学関係

■⑯応用化学・生命科学関係

■⑮金属・材料工学関係

■⑰情報工学関係

■⑱航空・宇宙工学関係

■⑲農学・農芸化学・畜産学関係

保健・医療系統（医学・薬学、看護・保健学など）
■⑳医学・薬学関係

■㉑看護学関係
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九州看護福祉大学 看護福祉学部 口腔保健学科
リハビリテーション学科
鍼灸スポーツ学科

熊本大学 医学部 保健学科
　　放射線技術科学専攻
　　検査技術科学専攻

熊本保健科学大学 保健科学部 医学検査学科
リハビリテーション学科
　　理学療法学専攻
　　生活機能療法学専攻
　　言語聴覚学専攻

東海大学九州キャンパス 基盤工学部 医療福祉工学科
平成音楽大学 音楽学部 音楽学科　音楽療法コース

九州看護福祉大学 看護福祉学部 鍼灸スポーツ学科
熊本学園大学 社会福祉学部 ライフ・ウェルネス学科

熊本学園大学 社会福祉学部 子ども家庭福祉学科
熊本県立大学 環境共生学部 食健康科学科

居住環境学科
尚絅大学 生活科学部 栄養科学科
尚絅大学短期大学部 総合生活学科

食物栄養学科
中九州短期大学 幼児保育学科

　　保育総合コース
　　こども心理コース

平成音楽大学 音楽学部 こども学科

九州ルーテル学院大学 人文学部 人文学科　こども専攻
熊本大学 教育学部 小学校教員養成課程

中学校教員養成課程
特別支援教育教員養成課程
養護教諭養成課程

尚絅大学短期大学部 幼児教育学科

熊本大学 文学部 総合人間学科
崇城大学 芸術学部 美術学科

デザイン学科
平成音楽大学 音楽学部 音楽学科

熊本県立大学 総合管理学部 総合管理学科
熊本大学 文学部 コミュニケーション情報学科
尚絅大学 現代文化学部 文化コミュニケーション学科
尚絅大学短期大学部 総合生活学科
放送大学熊本学習センター 教養学部 教養学科

■㉒医療技術・リハビリテーション学関係

■㉖美術・デザイン・音楽・映像・芸術理論学関係

総合科学系統（総合科学など）
■㉗総合科学・総合情報学・教養学関係

■㉓健康科学関係

生活科学系統（生活科学など）
■㉔生活科学・食物・栄養・児童・住居学関係

教員養成系統（教員養成課程）

芸術系統（芸術学など）

■㉕教員養成課程関係
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