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 2022年 新設予定の大学・学部・学科  
 

2022年 新設予定の大学・ 

学部・学科情報［認可申請状況］ 
大学が4校、専門職大学が2校、 

既設大学の学部が8学部、学科が3学科、設置認可を申請！ 
 

旺文社 教育情報センター 2021 年 4 月 30 日 

 

文部科学省は 4 月 8 日、2022 年度（来年 4 月）新設に向けて認可申請のあった学部・学科を公

表した（3 月末申請）。学部の新設 8 学部 11 学科、学科の新設 3 学部 3 学科が申請された。認可

は新設大学（昨年 10 月末申請）とあわせて 8 月末の予定だ。本稿では、4 月 8 日に文科省より併

せて公表された、私立大学の収容定員増加の認可申請（3 月末申請⇒6 月末認可）の情報等も含

めた入学定員増加の概況、ならびに新設大学・学部・学科の認可申請一覧を示す。 

＊本稿では原則、大学に関する数値を示す。 

 

 

 記載内容は、全て予定。今後の変更があり得る  

 

■概況 

◎入学定員の増加 

2022 年の大学 1 年次入学定員は、現時点では前年より 2,975 人の増加予定となった。そ

のうち、既設の私立大学による定員増 1,615 人が半数以上を占めており、計 25 大学から 1

年次入学定員の増加が申請された。純増する定員を系統別に概観すると、最多は理・工系統

で 3 割弱を占める。次いで看護・医療系統が 2 割強、文学系統が 2 割弱と続く（文学系統は

全て心理学分野）。なお、100 人以上の定員増を申請した既設大学は 5 校で、この 5 校で定員

増 722人が計画されている。 

  

■2022年 大学1年次 入学定員の増加予定数 

※新設や定員増に伴う既設大学・学部等の定員減を差し引いた純増数（通信教育課程と短大は含まない）。 
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既設大学の学部・学科の新設によって純増する定員は 775人。系統別で見ると、社会・社

会福祉系統が 4割強（國學院大学の観光学部が主）、看護・医療系統が 4割弱を占める。 

昨年の同時点では、大学、学部・学科新設ならびに定員増の認可申請による増員予定数は

6,243人だった（ちなみに一昨年は 6,402人。※）。今回の 2,975人は、これらと比べると幾分落

ち着いたが、入学定員 100 人の大学 30校分に相当する。18歳人口は減少、大学・短大現役

志願率が高止まりしている現状下では、少なくない数字だ。 

 ※いずれの年も、その後の申請取り下げや、6 月末の収容定員増の申請等により実際は異なる。 

 

 

◎新設予定の大学、学部・学科 

 昨年 10月に認可申請があった新設予定の大学は公立 2校、私立 2校の 4大学。公立大学

は、1校が公立短大の大学化。もう 1校は、大阪市立大学と大阪府立大学の統合による新大

学で、認可されれば公立大学でもっとも定員が多くなり、関西圏では京都大学・大阪大学・

神戸大学などの国立大学と同規模の大学となる。私立の大阪信愛学院大学は昨年の申請取

り下げからの再申請だ。 

 今回、既設大学から認可申請のあった学部・学科は 11学部 14学科。例年に比べると、こ

ちらの申請数も今年は少ない（昨年は 24学部 31学科［国立大の意見伺いを除く］）。申請された学

部・学科を見ると、看護・医療系統の申請が目につく。この系統の新設トレンドは継続して

いると言える。 

 専門職大学・短大は制度導入後、今回で 4回目の認可申請だ。過年度の実績を開設年別に

［申請校数⇒認可校数］で記すと、2019年＝専門職大学［13校⇒2校］・専門職短大［3校

⇒1 校］、2020 年＝専門職大学［15 校⇒7 校］・専門職短大［5 校⇒1 校］、2021 年＝専門職

大学［7校⇒5校］・専門職短大［2校⇒1校］となっている。これまでの動きを見ると申請

したのちに、その申請を取り下げ、次年度以降に再申請するケースや、そのまま設置を断念

するケースが少なくない。今回は、専門職大学の認可申請は 2校にとどまり、専門職短大は

申請されなかった。 

 

（2021.4 加納） 

 

 

 

次ページより、新設予定の大学・学部・学科の認可申請状況を一覧で掲載 
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■大学の新設（認可申請中／2021年8月末認可予定）

区分 大学名 学部・学科等名
入学
定員

位置 設置者

公立 川崎市立看護大学 ◎看護学部 神奈川県 川崎市 ◆川崎市立看護短期大学（廃止）
・看護学科 100 川崎市 ・看護学科 （△80）

　※2022年4月学生募集停止

公立 大阪公立大学 ◎現代システム科学域 大阪府 公立大学法人 ◆大阪市立大学（廃止）
・知識情報システム学類 60 堺市 大阪 ◎商学部
・環境社会システム学類 100 大阪市 ・商学科 （△170）
・教育福祉学類 55 泉佐野市 ・公共経営学科 （△65）
・心理学類 45 羽曳野市 ◎経済学部
◎文学部 ・経済学科 （△220）
・哲学歴史学科 32 ◎法学部
・人間行動学科 56 ・法学科 （△165）
・言語文化学科 43 ◎文学部
・文化構想学科 29 ・哲学歴史学科 （△32）
◎法学部 ・人間行動学科 （△56）
・法学科 180 ・言語文化学科 （△43）
◎経済学部 ・文化構想学科 （△24）
・経済学科 295 ◎理学部
◎商学部 ・数学科 （△27）
・商学科 195 ・物理学科 （△33）
・公共経営学科 75 ・化学科 （△46）
◎理学部 ・生物学科 （△34）
・数学科 40 ・地球学科 （△20）
・物理学科 76 ◎工学部
・化学科 85 ・機械工学科 （△56）
・生物学科 40 ・電子・物理工学科 （△42）
・地球学科 24 ・電気情報工学科 （△48）
・生物化学科 34 ・化学バイオ工学科 （△56）
◎工学部 ・建築学科 （△34）
・航空宇宙工学科 38 ・都市学科 （△50）
・海洋システム工学科 33 ◎医学部
・機械工学科 128 ・医学科 （△90）
・建築学科 34 　（指定医療枠） （△5）
・都市学科 50 ・看護学科 （△55）
・電子物理工学科 108 ◎生活科学部
・情報工学科 77 ・食品栄養科学科 （△35）
・電気電子システム工学科 65 ・居住環境学科 （△43）
・応用化学科 70 ・人間福祉学科 （△45）
・化学工学科 38 　※2022年4月学生募集停止
・マテリアル工学科 43
・化学バイオ工学科 57 ◆大阪府立大学（廃止）
◎農学部 ◎現代システム科学域
・応用生物科学科 50 ・知識情報システム学類 （△45）
・生命機能化学科 50 ・環境システム学類 （△125）
・緑地環境科学科 50 ・マネジメント学類 （△150）
◎獣医学部 ◎工学域
・獣医学科 40 ・電気電子系学類 （△163）
◎医学部 ・物質化学系学類 （△150）
・医学科 90 ・機械系学類 （△142）
・リハビリテーション学科 ◎生命環境科学域
　理学療法学専攻 25 ・獣医学類 （△40）
　作業療法学専攻 25 ・応用生命科学類 （△100）
◎看護学部 ・緑地環境科学類 （△50）
・看護学科 160 ・理学類 （△149）
◎生活科学部 ◎地域保健学域
・食栄養学科 65 ・看護学類 （△120）
・居住環境学科 43 ・総合リハビリテーション学類
・人間福祉学科 45 　理学療法専攻 （△25）

　作業療法専攻 （△25）
　栄養療法専攻 （△30）
・教育福祉学類 （△55）
　※2022年4月学生募集停止

私立 大阪信愛学院大学 ◎教育学部 大阪府 学校法人 ◆大阪信愛学院短期大学（廃止）
・教育学科 80 大阪市 大阪信愛 ・子ども教育学科 （△120）
◎看護学部 女学院 ・看護学科 （△80）
・看護学科 80 　※2022年4月学生募集停止

私立 令和健康科学大学 ◎看護学部 福岡県 学校法人
・看護学科 80 福岡市 巨樹の会
◎リハビリテーション学部
・理学療法学科 80
・作業療法学科 60

計 4校
17学部
46学科

3,328

認可申請に伴う既設大学等の
入学定員の変更状況
　・大学
　・短大

（△2,863）
（△280）

備考

■2022年 新設予定の大学・学部・学科一覧（2020年10月末認可申請／2021年3月末認可申請） 

※文部科学省発表資料を基に旺文社作成。 

※備考に記した（ ）内の△を付した数字は、今回の認可申請に伴う関係のある既設学部等の入学定員の減を表す。 

※入学定員は1年次入学定員。 ※編入学定員、通信教育課程、大学院に関する事項は割愛。 

※2020年10月末認可申請…大学、専門職大学の新設／2021年3月末認可申請…学部の新設、学科の新設。 
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■大学の学部新設（認可申請中／2021年8月末認可予定）

区分 大学名 学部・学科等名
入学
定員

位置 設置者

私立 日本医療大学 ◎医療福祉学部 北海道 学校法人
・医療福祉マネジメント学科 40 札幌市 日本医療大学
・医療福祉ソーシャルワーク学科 80

私立 國學院大学 ◎観光学部 神奈川県 学校法人 ◎文学部
・観光まちづくり学科 300 横浜市 國學院大學 ・日本文学科〔定員減〕 （△5）

私立 東海大学 ◎児童教育学部 神奈川県 学校法人
・児童教育学科 150 平塚市 東海大学

私立 金城学院大学 ◎看護学部 愛知県 学校法人
・看護学科 100 名古屋市 金城学院

私立 名古屋女子大学 ◎医療科学部 愛知県 学校法人 ◎文学部
・理学療法学科 50 名古屋市 越原学園 ・児童教育学科
・作業療法学科 30 　児童教育学専攻〔定員減〕 （△40）

　幼児保育学専攻〔定員減〕 （△40）

私立 兵庫医科大学 ◎薬学部 兵庫県 学校法人 ◆兵庫医療大学（廃止）
・医療薬学科 150 神戸市 兵庫医科大学 ◎薬学部
◎看護学部 ・医療薬学科 （△150）
・看護学科 100 ◎看護学部
◎リハビリテーション学部 ・看護学科 （△100）
・理学療法学科 40 ◎リハビリテーション学部
・作業療法学科 40 ・理学療法学科 （△40）

・作業療法学科 （△40）
　※2022年4月学生募集停止

計 6校
8学部
11学科

1,080
認可申請に伴う既設大学等の
入学定員の変更状況
　・大学 （△415）

■大学の学科新設（認可申請中／2021年8月末認可予定）

区分 大学名 学部・学科等名
入学
定員

位置 設置者

私立 日本医療大学 ◎保健医療学部 北海道 学校法人
・臨床工学科 60 札幌市 日本医療大学

私立 新潟青陵大学 ◎福祉心理学部 新潟県 学校法人 ◎福祉心理学部
・子ども発達学科 40 新潟市 新潟青陵学園 ・社会福祉学科〔定員減〕 (△40)

◆2022年4月名称変更予定
◎福祉心理学部
　　→福祉心理子ども学部

私立 宝塚医療大学 ◎和歌山保健医療学部 和歌山県 学校法人
・看護学科 50 和歌山市 平成医療学園

計 3校
3学部
3学科

150
認可申請に伴う既設大学等の
入学定員の変更状況
　・大学 （△40）

■専門職大学の新設（認可申請中／2021年8月末認可予定）

区分 大学名 学部・学科等名
入学
定員

位置 設置者

私立 モビリティシステム ◎電動モビリティシステム工学部 山形県 学校法人
専門職大学 ・電動車両システム工学科 40 西置賜郡 赤門学院

飯豊町

私立 アール医療 ◎リハビリテーション学部 茨城県 学校法人
専門職大学 ・理学療法学科 40 土浦市 筑波学園

・作業療法学科 40

計 2校
2学部
3学科

120

■［参考］大学の学部新設（国立大の意見伺い／2020年12月答申済み）

区分 大学名 学部・学科等名
入学
定員

位置 設置者

国立 奈良女子大学 ◎工学部 奈良県 国立大学法人 ◎理学部〔定員減〕
・工学科 45 奈良市 奈良女子大学 ・数物科学科 （△6）

・化学生物環境学科 （△9）
◎生活環境学部
・心身健康学科〔定員減〕 （△5）
・住環境学科〔定員減〕 （△5）
・情報衣環境学科〔廃止〕 （△35）
　※2022年4月学生募集停止
・生活文化学科〔廃止〕 （△30）
　※2022年4月学生募集停止

［参考］
・文化情報学科〔事前伺い〕 45

　※国立大の意見伺い・事前伺いは、公私立大における認可申請・届出に相当

備考

備考

備考

備考
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