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平成 29 年度 大学･短大新増設一覧（７月末現在までの発表分）

津田塾大･東洋大･南山大などで学部増設！
６大学 2 短大が新設予定､２年連続で医学部新設へ

平成 28 年 8 月 旺文社 教育情報センター

平成 28 年 7 月末までに文部科学省から発表された、29 年度に新設が予定される大学と、

増設や改組（既存の学部・学科の組織改編）が予定される学部・学科等の一覧を紹介する

（認可申請分および４･５月届出分。ただし、一部に大学案内等の記載を加味）。２年ぶり

に私立６大学２短大が新設される予定で、学部増設の申請・届出も前年同時期より多い。

（1）大学の新設と募集停止

29 年度に開学予定で認可申請中の大学･短大は、私立大６校と私立短大２校（昨年 10 月末申

請）。このうち、５大学１短大が看護･医療系、１大学１短大が教育･保育系の単科校だ。28 年

度は 31 年ぶりに新設大学･短大がなかったので、２年ぶりの新設となる。一方、私立９短大（岩

手看護短大・東京農業大短大部・福井医療短大・愛知きわみ看護短大・名古屋経済大短大部・

南山大短大部・京都聖母女学院短大・大阪女子短大・東海大福岡短大）が、29年度の募集を停

止する予定だ。この他、大学院大学１校（社会情報大学院大学：定員 40 人）の申請もあった。

（2）学部・学科の増設

●設置届出と認可申請の違い

学問分野や教員組織等を大きく変えないなど、一定の条件を満たす場合に限り、文部科学大

臣に届け出れば学部・学科等を増設できる（設置届出）。その他の学部・学科増設や、大学そ

のものの新設には「認可申請」が必要で、大学設置・学校法人審議会の審議を経て、最終的に

は８月末に正式に認可される予定だ。なお、前年度から「認可申請」については、申請締め切

りが「大学の新設＝３月末→前年 10 月末、学部･学科増設＝５月末→３月末」に、認可が下り

るのが「10 月末→８月末」に繰り上がっている。

●学部・学科増設（設置届出）

学部・学科の改組・再編等に伴い、５月末までに文部科学省に「設置届出」があった学部・

学科は、公立大が宮城大の「３学部６学科→３学群６学類」への移行、私立大の学部増設が芝

浦工業大‐建築、東京農業大‐生命科学、東洋大‐国際観光・国際・情報連携、南山大‐国際

教養、大阪工業大‐ロボティクス＆デザイン工など 21大学 26 学部、私立大の学科増設が 25大

学 29 学部 39学科。また、私立短大の学科増設は２短大２学科となる。届出は 12月まで随時受

け付けられるので、今回の掲載分（４･５月末届出）は 29年度のごく一部に過ぎない。

●学部・学科増設（認可申請）

認可申請中の学部･学科は、私立大の学部増設が 19 大学 19 学部、私立大の学科増設が８大学
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８学部９学科、私立短大の学科増設が２短大２学科となる。このうち、国際医療福祉大が医学

部を増設予定。28 年度に、37 年ぶりに医学部を開設した東北医科薬科大に続く新設医学部とし

て注目される。また、津田塾大‐総合政策も、難関女子大の都心キャンパス新設を伴う社会科

学系進出として注目される。その他は全体として、相変わらず多い看護･医療系と並んで、教育･

保育系、スポーツ系の増設が目立つ。

今回の申請で、私立大の定員は約 2,500 人増加する。さらに、別途申請された定員増（約 9,400

人）を加えると、私立大全体の定員は約 12,000 人も増えることになる（いずれも通信教育課程

と編入学定員を除く）。なお、定員増では大都市圏の大規模私立大の申請が目立つ。

●新設大学・学部・学科の特徴

分野別に見ると、看護･医療系の学部･学科の新増設（新設予定大学を含む）が、申請・届出

を合わせ 20 大学と相変わらず多い。しかも、看護学部･学科の増設が 12 大学（28 年度は６大学）

と、いったん落ち着いた“新設熱”が再び高まったようだ。すでに全大学の約３分の１が看護

学部･学科を設置している上に、さらに増設される一方で、受験生が「文系回帰」し「理系の資

格系人気」が落ち着いた現状を考えると、既設の学部・学科の入試は易化しそうだ。

また、前述のように、保育士不足や待機児童の問題を背景とした教育･保育系、32 年の東京

オリンピックを見据えたスポーツ系の増設予定も目立つ。

この他、理工系学部の大規模な改組（立命館大‐情報理工の「４学科→１学科７コース」、

九州産業大の理工系「２→３学部化」、など）や、芸術系大学の学科統合（武蔵野音楽大‐音

楽の「７→２学科」、京都精華大‐芸術の「３→１学科」、など）も注目される。

＊     ＊     ＊     ＊     ＊

以下、新設予定の大学、増設予定の学部・学科等を一覧表に示した。その中には、名称だけ

では教育内容や特色がわかりにくいものもある。また、具体的な入試方式や科目などを、予定

として入試ガイドに掲載しているケースも多い。詳細は各大学・短大等の案内パンフレットや

入試ガイド、募集要項で必ずチェックしてほしい。

◆次ページからの表の見方

①大学・短大名は略称。②定員は編入学定員を除く。③備考欄には、新設に伴う既設学部‐学

科や短大の、募集停止や改組・再編、定員減、名称変更などを掲載。④備考欄のカッコ内は定

員（編入学定員を除く）で、△は定員減の人数を示す。⑤改組・再編等に伴う新学部・学科の

設置届出の情報（5月分以降）は、随時更新する予定。
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①私立大学の新設（認可申請中<名称は仮称>：８月末認可予定）

大学名 学部名 学科名 定員 開設予定地
備考（既設の短大‐学科の募集停止、

定員減等）

リハビリテーション

　理学療法学専攻 80

　作業療法学専攻 30

岩手保健医療大 看護 看護 80 岩手県盛岡市

リハビリテーション

　理学療法学専攻 50

　作業療法学専攻 40

　言語聴覚学専攻 30

看護 60

一宮研伸大 看護 看護 80 愛知県一宮市 愛知きわみ看護短大(80人)を募集停止

大阪キリスト教学

院大

こども教育 こども教育 80 大阪府大阪市 大阪キリスト教短大‐国際教養(70人)を募

集停止／定員減＝同‐幼児教育(△100)

福岡看護大 看護 看護 100 福岡県福岡市

(注)大学・短大名は略称。定員は編入学定員を除く。備考欄のカッコ内は定員で、△は定員減の人数を示す。

②私立短大の新設（認可申請中<名称は仮称>：８月末認可予定）

短大名 学科名 専攻名他 定員 開設予定地 備考

東京歯科大短大 歯科衛生 50 東京都千代田区

ユマニテク短大 幼児保育 100 三重県四日市市

(注)短大名は略称。定員は編入学定員を除く。

③私立大学の学部増設（認可申請中：８月末認可予定）

大学名 学部名 学科･専攻名 定員 開設予定地
備考（既設の学部‐学科の募集停止、

改組、定員減、名称変更等）

岩手医科大 看護 看護 90 岩手県紫波郡矢巾
町

岩手看護短大(60人)を募集停止

いわき明星大 看護 看護 80 福島県いわき市 定員減＝教養‐地域教養(△80)

国際医療福祉大 医 医 140 千葉県成田市

平成国際大 スポーツ健康 スポーツ健康 100 埼玉県加須市 定員減＝法‐法(△100)

教育

　初等教育専攻 48

　中等教育専攻 24

秀明大 看護 看護 80 千葉県八千代市

中央学院大 現代教養 現代教養 100 千葉県我孫子市 定員減＝商‐商(△60)、法‐法(△40)

東京情報大 看護 看護 100 千葉県千葉市 定員減＝総合情報‐総合情報(△100)

津田塾大 総合政策 総合政策 110 東京都渋谷区

北陸大 医療保健 医療技術 60 石川県金沢市 29年4月から「未来創造学部→経済経営学
部、国際マネジメント学科→マネジメント
学科」に名称変更予定／定員減＝薬‐薬
(△86)

松本大 教育 学校教育 80 長野県松本市

岐阜県各務原市

岐阜県関市

日本福祉大 スポーツ科学 スポーツ科学 180 愛知県知多郡美浜
町

定員減＝社会福祉‐社会福祉(△90)

こども教育

　幼児教育学専攻 40

　養護教育学専攻 40

現代社会 300

健康スポーツ社会 100

福祉生活デザイン 70

心理 100

こども教育 70

口腔保健 70 大阪府大阪市

口腔工 30 大阪府枚方市

心理 80

健康栄養 80

総合子ども 50

スポーツ医科学 70

(注)大学・短大名は略称。定員は編入学定員を除く。備考欄のカッコ内は定員で、△は定員減の人数を示す。

リベラルアーツ(150人)を募集停止

定員減＝法‐法律(△30)

定員減＝人間文化‐英語英文(△30)・人間
文化(△10)

定員減＝人文‐人間関係(△55)

経営(80人)を募集停止

千葉県柏市

中部学院大 スポーツ健康科学 スポーツ健康科学 80

三重県鈴鹿市

開智国際大 教育

鈴鹿大 こども教育

京都府京都市

京都府京都市

広島県広島市

福岡県久留米市

京都産業大 現代社会

京都ノートルダム

女子大

現代人間

大阪歯科大 医療保健

広島修道大 健康科学

久留米大 人間健康 定員減＝文‐心理(△2)・情報社会(△

10)・国際文化(△3)・社会福祉(△50)、法
‐法律(△10)・国際政治(△10)、経済‐経
済(△3)・文化経済(△2)、商‐商(△15)

保健医療

Ⓒ2016　旺文社　教育情報センター※大学院および大学院大学については、当一覧では割愛した。

平成29年度／新設予定大学・学部・学科一覧（７月末現在）

福井医療短大(170人)を募集停止

北海道千歳市

福井県福井市

北海道千歳リハビ

リテーション大

健康科学

福井医療大
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④公立大の学部等の改組（届け出が受理されたもの：４月分）

大学名 学部等名 学科等名 定員 開設予定地
備考（既設の学部‐学科の募集停止、
改組、定員減、名称変更等）

事業プランニング学類 60

地域創生学類 60

価値創造デザイン学類 80

食資源開発学類 62

フードマネジメント学類 63

(注)大学名は略称。備考欄のカッコ内は定員。

⑤私立大の学部増設・改組（届け出が受理されたもの：４･５月分）

大学名 学部等名 学科等名 定員 開設予定地
備考（既設の学部‐学科の募集停止、
改組、定員減、名称変更等）

経営 85

法律行政 75

総合政策 85

芝浦工業大 建築 建築 240 東京都江東区 工‐建築(100人)・建築工(100人)を募集停

止
英語コミュニケーション 199

国際 100

情報システム工 130

デザイン工 110

バイオサイエンス 140

分子生命化学 115

分子微生物 115

東邦大 健康科学 看護 60 千葉県船橋市

国際観光 国際観光 366

グローバル・イノベー
ション

100

国際地域

　国際地域専攻(昼間主) 210

　地域総合専攻(夜間主) 80

情報連携 情報連携 400 東京都北区

武道教育 100

スポーツ国際 100

明星大 心理 心理 120 東京都日野市 人文‐心理(110人)を募集停止／定員減＝
経済‐経済(△40)

関東学院大 経営 経営 333 神奈川県横浜市 経済‐経営(333人)を募集停止

北陸大 国際コミュニケー
ション

国際コミュニケーション 80 石川県金沢市 未来創造‐国際教養(100人)を募集停止／
定員減＝薬‐薬(△86)／29年4月から「未
来創造学部→経済経営学部、国際マネジメ
ント学科→マネジメント学科」に名称変更

予定

名古屋外国語大 世界共生 世界共生 100 愛知県日進市

名古屋芸術大 芸術 芸術 445 愛知県北名古屋市 音楽(150人)、美術(120人)、デザイン(175
人）を募集停止

南山大 国際教養 国際教養 150 愛知県名古屋市 定員減＝外国語‐英米(△35)、総合政策‐
総合政策(△55)

人間環境大 松山看護 看護 80 愛媛県松山市 人間環境‐人間環境(200人)を募集停止

ロボット工 90

システムデザイン工 90

空間デザイン 100

スポーツ健康 スポーツ健康 150

国際 国際 100

兵庫大 看護 看護 90 兵庫県加古川市 健康科学‐看護(90人)を募集停止

岡山理科大 経営 経営 130 岡山県岡山市 総合情報‐社会情報(80人)を募集停止

地域経済 250

国際社会 100

生命科学 生命科学 110

建築 75

住居･インテリア 65

都市デザイン工 60

情報科学 140

機械工 130

電気工 100

(注)大学名は略称。定員は編入学定員を除く。備考欄のカッコ内は定員で、△は定員減の人数を示す。

九州国際大 現代ビジネス 福岡県北九州市 経済(280人)、国際関係(140人)を募集停止
／定員減＝法‐法律(△30)

九州産業大

理工

福岡県福岡市 情報科学(160人)、工(525人)を募集停止

建築都市工

ロボティクス＆デザ
イン工

大阪府大阪市 工‐空間デザイン(90人)・ロボット工(80
人)を募集停止

大阪産業大 大阪府大東市 人間環境(380人)を募集停止／定員減＝経

営‐経営(△5)・商(△10)、経済‐経済(△
15)・国際経済(△25)

事業構想学群

国際

東京都文京区

東京都足立区

千葉県印西市

情報環境(240人)、工‐環境化学(80人)を

募集停止／定員減＝工‐電気電子工(△
90)・機械工(△100)、未来科学‐情報メ

ディア(△15)・ロボット･メカトロニクス
(△15)

食産業学群

東京電機大

大阪工業大

東洋大 国際地域(490人)、文1部‐英語コミュニ
ケーション(100人)を募集停止／定員減＝
文1部‐日本文学文化(△67)、文2部‐日本

文学文化(△30)

宮城大 事業構想(200人)、食産業(125人)を募集停

止／29年4月から「看護学部→看護学群、
看護学科→看護学類」に名称変更予定

常磐大 総合政策 茨城県水戸市

システムデザイン工

国際(130人)、コミュニティ振興(200人)を

募集停止／定員減＝人間科学‐コミュニ
ケーション(△10)

東京都世田谷区 人間文化‐英語コミュニケーション(160

人)・国際(80人)を募集停止

日本体育大 東京都世田谷区 体育‐武道(120人)を募集停止

応用生物科学‐バイオサイエンス(140人)
を募集停止／定員減＝地域環境科学‐森林
総合科学(△20)・生産環境工(△20)・造園

科学(△20)、国際食料情報‐食料環境経済
(△40)・国際バイオビジネス(△30)

スポーツ文化

宮城県黒川郡大和

町
宮城県仙台市

昭和女子大 国際

東京都世田谷区東京農業大 生命科学
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⑥私立大の学科増設・改組（届け出が受理されたもの：４･５月分）

大学名 学部名 学科名 定員 開設予定地
備考（既設の学部‐学科の募集停止、

改組、定員減、名称変更等）

東北学院大 工 情報基盤工 110 宮城県多賀城市 工‐電子工(100人)を募集停止／定員減＝

工‐機械知能工(△10)・電気情報工(△10)

／29年4月から「電気情報工学科 →電気電子

工学科」に名称変更予定

放射線 70

臨床工 50

会計 70

経営 130

浦和大 こども 学校教育 30 埼玉県さいたま市 定員減＝総合福祉(△30)

埼玉学園大 人間 心理 100 埼玉県川口市 定員減＝人間‐人間文化(△60)、経済経営

‐経済経営(△40)

文教大 文 外国語 70 埼玉県越谷市 定員減＝文‐日本語日本文(△10)・英米語

英米文(△30)・中国語中国文(△30)

音楽総合 40

演奏 270

工 情報通信工 60

先端食農 70

生産農 165

環境農 70

文 国語教育 60

先端機械工 100

応用化学 80

電子システム工 90

国際食料情報 国際食農科学 100

地域環境科学 地域創成科学 80

東洋大 文1部 国際文化コミュニケー

ション

100 東京都文京区 国際地域(490人)、文1部‐英語コミュニ

ケーション(100人)を募集停止／定員減＝

文1部‐日本文学文化(△67)、文2部‐日本

文学文化(△30)

二松学舎大 文 都市文化デザイン 50 東京都千代田区 定員減＝文‐中国文(△50)

関東学院大 法 地域創生 100 神奈川県横浜市 定員減＝法‐法(△130)

昭和音楽大 音楽 音楽芸術表現 175 神奈川県川崎市 音楽‐作曲(25人)・器楽(100人)・声楽(50

人)を募集停止

新潟医療福祉大 医療技術 救急救命 55 新潟県新潟市

静岡理工科大 理工 建築 50 静岡県袋井市 定員減＝理工‐機械工(△5)・電気電子工

(△15)、総合情報‐コンピュータシステム

(△15)・人間情報デザイン(△5)／29年4月

から「総合情報学部→情報学部、人間情報

デザイン学科→情報デザイン学科」に名称

変更予定

心理 120

環境科学 80

京都精華大 芸術 造形 240 京都府京都市 芸術‐造形(112人)・素材表現(64人)・メ

ディア造形(64人)を募集停止

立命館大 情報理工 情報理工 475 滋賀県草津市 情報工‐情報システム(110人)・情報コ

ミュニケーション(110人)・メディア情報

(110人)・知能情報(110人)、経済‐国際経

済(200人)を募集停止

大阪芸術大 芸術 アートサイエンス 80 大阪府南河内郡河

南町

定員減＝芸術‐美術(△5)・デザイン(△

20)・文芸(△10)・放送(△5)・キャラク

ター造形(△10)・演奏(△10)・初等芸術教

育(△20)

大阪産業大 デザイン工 環境理工 80 大阪府大東市 人間環境(380人)を募集停止／定員減＝経

営‐経営(△5)・商(△10)、経済‐経済(△

15)・国際経済(△25)

都市生活 100

食物栄養 60

医療福祉 子ども医療福祉 80

臨床検査 60

診療放射線技術 60

徳島文理大 保健福祉 口腔保健 40 徳島県徳島市 定員減＝文‐日本文(△10)・英語英米文化

(△10)・文化財(△10)、理工‐機械創造工

(△10)

中村学園大 栄養科学 フード・マネジメント 100 福岡県福岡市

(注)大学名は略称。定員は編入学定員を除く。備考欄のカッコ内は定員で、△は定員減の人数を示す。

農

東京都世田谷区

人間環境大 人間環境 愛知県岡崎市 人間環境‐人間環境(200人)を募集停止

文‐人間(80人)、農‐生物資源(105人)・

生物環境システム(70人)・生命化学(110

人)、工‐機械情報システム(60人)を募集

停止

東京都足立区

千葉県印西市

玉川大 東京都町田市

商

東京電機大 工

高崎商科大 群馬県高崎市

群馬県高崎市

神戸松蔭女子学院

大

兵庫県神戸市 人間科学‐生活(120人)を募集停止／定員

減＝文‐英語(△30)・日本語日本文化(△

10)

人間科学

川崎医療福祉大

医療技術

岡山県倉敷市

情報環境(240人)、工‐環境化学(80人)を

募集停止／定員減＝工‐電気電子工(△

90)・機械工(△100)、未来科学‐情報メ

ディア(△15)・ロボット･メカトロニクス

(△15)

東京農業大 応用生物科学‐バイオサイエンス(140人)

を募集停止／定員減＝地域環境科学‐森林

総合科学(△20)・生産環境工(△20)・造園

科学(△20)、国際食料情報‐食料環境経済

(△40)・国際バイオビジネス(△30)

群馬パース大 保健科学

商‐商(195人)を募集停止

武蔵野音楽大 音楽 東京都練馬区

埼玉県入間市

音楽‐器楽(200人)・声楽(50人)・作曲(5

人)・音楽学(5人）・音楽教育(15人)・

ヴィルトゥオーソ(20人)・音楽環境運営

(15人)を募集停止

http://passnavi.evidus.com/ct.html?ad=eic&page=pdf&number=1&uri=http://eic.obunsha.co.jp/


- 6 -
(c)2016 旺文社 教育情報センター

⑦私立大の学科増設（認可申請中：８月末認可予定）

大学名 学部名 学科名 定員 開設予定地
備考（既設の学部‐学科の募集停止、
改組、定員減、名称変更等）

札幌保健医療大 看護 栄養 80 北海道札幌市 29年4月から「看護学部→保健医療学部」

に名称変更予定

仙台大 体育 子ども運動教育 40 宮城県柴田郡柴田

町

流通経済大 スポーツ健康科学 スポーツコミュニケー
ション

100 茨城県龍ヶ崎市 定員減＝経済‐経済(△30)、社会‐社会
(△20)、流通情報‐流通情報(△30)

理学療法 80

作業療法 40

松蔭大 コミュニケーション
文化

子ども 48 神奈川県厚木市 定員減＝経営文化‐ビジネスマネジメント

(△3)・経営法(△10)・金融経済(△12)、
観光メディア文化‐観光文化(△12)・メ
ディア情報文化(△12）

朝日大 保健医療 健康スポーツ科学 120 岐阜県瑞穂市

愛知淑徳大 健康医療科学 健康栄養 80 愛知県長久手市

聖カタリナ大 人間健康福祉 看護 80 愛媛県松山市 定員減＝人間健康福祉‐社会福祉<社会福

祉>(△10)

(注)大学名は略称。定員は編入学定員を除く。備考欄のカッコ内は定員で、△は定員減の人数を示す。

⑧私立短大の学科増設（認可申請中：８月末認可予定）

短大名 学科名 専攻名他 定員 開設予定地 備考

東京経営短大 こども教育 60 千葉県市川市

東大阪大短大部 実践介護福祉 80 大阪府東大阪市

(注)短大名は略称。

⑨私立短大の学科増設・改組（届け出が受理されたもの：４･５月分）

短大名 学科名 専攻名他 定員 開設予定地
備考（既設の学科‐専攻の募集停止、
改組）

佐賀女子短大 地域みらい 130 佐賀県佐賀市 健康福祉(60人)、キャリアデザイン(70人)
を募集停止／29年4月から「こども学科→

こども未来学科」に名称変更予定

西九州大短大部 地域生活支援 100 佐賀県佐賀市 食物栄養(60人)、生活福祉(40人)を募集停

止

(注)短大名は略称。備考欄のカッコ内は定員。

日本保健医療大 保健医療 埼玉県幸手市
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