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旧帝大って？
１年前のこの原稿を見たら、英語４技能検定の日程紹介のものと、見送りになった後の原稿が混在していました。時

の流れは速いもので、もう１年経っているのです。さて現在、国会等で話題となっているのは「日本学術会議の任命拒

否」問題でしょうか？「旧帝大の会員が 45%」なんて首相が言ってますが、さて旧帝大って何でしょう？これは皆さ
ん答えられますね。戦前の教育制度は複雑で、途中で制度が色々変わっているのでわかりにくいですが、大学令発布 100
年を記念して旧大学令下での大学と旧制高校について追ってみました。意外な大学が結びついていることに驚かされま

す。（旧制中学５年、旧制高校３年、旧制大学３年。旧制中学４年で旧制高校を受験可能。旧制大学の入試は基本的に

なし）

新制（現）大学 旧制大学(1947まで） 旧制高校 旧制専門学校等

東京大学 東京帝国大学 第一高等学校 昌平坂学問所 東京開成学校 東京医学校

東京高等学校 7
東北大学 東北帝国大学 第二高等学校 医学専門学校 高等工業 宮城県女子

京都大学 京都帝国大学 第三高等学校 舎密局 洋学校

金沢大学 金沢医科大学 第四高等学校 高等師範 医学専門学校 高等工業

熊本大学 熊本医科大学 第五高等学校 高等工業 薬学専門 師範

岡山大学 岡山医科大学 第六高等学校 農業専門 第三高等学校医学部 師範

鹿児島大学 第七高等学校造士館 水産専門 高等農林 医科専門 高等工業 師範

名古屋大学 名古屋帝国大学 第八高等学校 岡崎高等師範 高等商業 県立愛知医科大学

九州大学 九州帝国大学 福岡高等学校 久留米高等工業 福岡医科大学

北海道大学 北海道帝国大学 北海道帝国大学予科 札幌農学校

大阪大学 大阪帝国大学 大阪高等学校 適塾 大阪高等医学校 大阪工業学校 大阪薬

府立大阪医科大学 大阪府立浪速高等学校 7 学専門学校 大阪外国語学校

大阪工業大学

新潟大学 新潟医科大学 新潟高等学校 第一師範 農林専門 長岡高等工業

神戸大学 神戸商業大学 姫路高等学校 医科専門 高等商船 神戸高等商業 高等工業

神戸経済大学予科 師範

広島大学 広島文理科大学 広島高等学校 高等師範 女子高等師範 医科専門 高等工業

市立高等工業

千葉大学 千葉医科大学 東京医科歯科大学予科 園芸専門 高等工芸

第一高等学校薬学科 師範

長崎大学 長崎医科大学 長崎高等学校 高等商業 師範 第五高等学校医学部

慶應義塾大学 慶應義塾大学 慶應義塾大学部

藤原工業大学

早稲田大学 早稲田大学 東京専門学校 高等師範部

一橋大学 東京商科大学 東京高等商業

明治大学 明治大学 明治法律学校 明治農業専門学校

法政大学 法政大学 東京仏学校 法政工業専門 高等師範科

中央大学 中央大学 英吉利法律学校

日本大学 日本大学 日本法律学校 東京高等獣医学校

近畿大学 大阪理工科大学 日本大学大阪専門学校

國學院大学 國學院大学 皇典講究所

同志社大学 同志社大学 神学校 文科学校 理科学校 高等商業

東京慈恵会医科大学 東京慈恵会医科大学 東京慈恵会医院専門

京都府立医科大学 京都府立医科大学 府立医科専門

龍谷大学 龍谷大学 大教校

大谷大学 大谷大学 真宗大学寮

専修大学 専修大学 専修学校

立教大学 立教大学 英語学校

立命館大学 立命館大学 京都法学校 京都法政学校



新制（現）大学 旧制大学(1947まで） 旧制高校 旧制専門学校等

関西大学 関西大学 関西法律学校

拓殖大学 東洋協会大学 台湾協会学校 東洋協会植民専門学校

立正大学 立正大学 日蓮宗宗教院 高等師範科

駒澤大学 駒澤大学 曹洞宗専門学 高等師範科

東京農業大学 東京農業大学 東京高等農学校

日本医科大学 日本医科大学 日本医学専門

高野山大学 高野山大学 真言宗古義大学林

大正大学 大正大学 天台宗大学林 浄土宗宗学本校 新義派大学林

大阪市立大学 大阪商科大学 高等商業 医科専門 都島高等工業 市立女子

東洋大学 東洋大学 哲学館

上智大学 上智大学 上智学院

東京工業大学 東京工業大学 東京職工学校 東京高等工業

筑波大学 東京文理科大学 東京高等師範 東京体育専門 農業教育専門

関西学院大学 関西学院大学 神学校 高等商業

愛知大学 東亜同文書院大学 東亜同文書院（中国）

千葉工業大学 興亜工業大学 玉川学園

大阪医科薬科大学 大阪医科大学 大阪高等医学専門

久留米大学 久留米医科大学 九州医学専門

昭和大学 昭和医科大学 昭和医学専門

東海大学 東海大学 航空科学専門学校 電波科学専門学校

順天堂大学 順天堂医科大学 順天堂医学専門

東京医科大学 東京医科大学 東京医学専門

東京歯科大学 東京歯科大学 東京歯科医学専門

玉川大学 玉川大学 玉川学園 工業専門学校

東京医科歯科大学 東京医科歯科大学 東京高等歯科医学校 東京医学歯学専門

信州大学 松本高等学校 農林専門 松本医学専門

長野高等工業 上田繊維専門

山口大学 山口高等学校 獣医畜産専門 宇部高等工業 医科専門 高等

商業 師範

愛媛大学 松山高等学校 新居浜高等工業 農林専門学校 師範

茨城大学 水戸高等学校 多賀高等工業 霞ヶ浦農科大学 師範

山形大学 山形高等学校 米沢高等工業 県立農林専門学校 山形師範

佐賀大学 佐賀高等学校 佐賀師範

弘前大学 弘前高等学校 青森医専 青森師範

島根大学 松江高等学校 農林専門学校 島根師範

埼玉大学 浦和高等学校 埼玉師範

静岡大学 静岡高等学校 浜松高等工業 静岡師範 静岡農林

高知大学 高知高等学校 高知師範

富山大学 富山高等学校 富山薬学専門 高岡高等商業 高岡高等工業

師範

東京都立大学 東京府立高等学校 7 府立高等工業、航空高等工業、機械高等工業

化学高等工業 府立女子

徳島大学 徳島高等学校 徳島医科大学 医学専門 高等工業 師範

武蔵大学 武蔵高等学校 7
甲南大学 甲南高等学校 7
成城大学 成城高等学校 7
成蹊大学 成蹊高等学校 7 成蹊実務学校

東洋学園大学 東洋高等学校 東洋女子歯科医学専門

神奈川歯科大学 日本高等学校 日本女子歯科医学専門

旧制高校名の後の７は「７年制中等学校」（旧制中学４年＋旧制高校３年）の学校


