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Ⓒ2013 旺文社 教育情報センター 

  

  平成 26 年度 大学･短大新増設一覧（７月末現在までの発表分） 

看護系と教育系の学部･学科新設が相次ぐ！ 
新設予定は公私立５大学。２短大が募集停止を予定 

平成 25 年 8 月 旺文社 教育情報センター 

 

平成 25 年 7 月末までに文部科学省から発表された、26 年度に新設が予定される大学と、

増設や改組（既存の学部・学科の組織改変）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）。 

ここ数年以上に、医療・看護、教育・保育といった分野での新設が際立つ。特に、看護

系の“増設ラッシュ”はとどまるところを知らない。 

 

（1）大学の新設と募集停止 

26 年度に開学予定で認可申請中の大学は、公立大２校、私立大３校（３月末申請）。10 月末

に正式に認可される予定だ。かつては 20 大学以上が開設された年もあったが、近年は減少傾向

にある。さらに、25 年度の一時「不認可」騒動（最終的には３大学とも認可された）も影響し

た模様で、今回の申請は計５大学に留まった。このうち４大学で、医療･看護系の学部を設置す

るのが特徴といえる。一方で、私立２短大（大阪産業大短大部・梅花女子大短大部）が、26 年

度の募集を停止する予定だ。この他、私立の大学院大学（学部を置くことなく大学院のみを置

く大学）も、１校（東京国際医療大学院大学）が申請した。 

 

（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 10 月末に正式に認可される予定だ。 

 

●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、私立大の学部増設が上智大‐総合グローバル、創価大‐国際教養など 14 大学 16 学部、

私立大の学科等の増設が法政大‐生命科学(応用植物科学)、早稲田大‐基幹理工(情報通信)な

ど 22 大学 22 学部等 33 学科等、私立短大の学科増設が５短大５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月末届出）は 26 年度のごく一部に過ぎない。 

 

●学部・学科増設（認可申請） 

認可申請した学部･学科は、私立大の学部増設が 17 大学 20 学部、私立大の学科増設が４大学

４学部等６学科等、私立短大の学科増設と通信教育課程開設がそれぞれ 1 短大 1 学科となる。
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これらの中では、東京家政大（看護・子どもの 2 学部を申請）に象徴される医療･看護系と保育･

教育系の“増設ラッシュ”と、奈良産業大の全学的な改組（2→3 学部、「奈良学園大」に名称

変更予定）が注目される。 

今回の申請で、私立大の定員は約 1,500 人増加する。さらに、新設大学の定員（590 人）や、

別途申請中の定員増（約 1,400 人）を加えると、私立大全体の定員は約 3,500 人増えることに

なる（いずれも通信教育課程と編入学定員を除く）。 

 

●新設大学・学部・学科の特徴 

分野別に見ると、前述のように、医療･看護系、教育･保育系の新増設がここ数年以上に多い。

また、北海道工業大（「北海道科学大」に名称変更予定）など、細分化した学部・学科を再統

合する傾向も目立つ。 

医療･看護に関する学部･学科の増設（改組）は 17 大学２短大、教育･保育に関する学部･学科

の増設（改組）も 12 大学１短大に及ぶ。さらに、次ページ以降の一覧表掲載校の他にも、文部

科学省所管外の防衛医科大学校が４年制の「看護学科」を新設する（定員 120 人）。 

経済の不安定さなどから、26 年入試も根強い“資格志向”が見込まれ、慢性的な看護師不足、

大都市圏における教員不足による需要もあり、多くの志願者を集めよう。ただし、入り口が広

がり受験者が分散するため、既設校では倍率低下が見込まれる。 

 

＊     ＊     ＊     ＊     ＊ 

 

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学科名欄の[通信]は「通信教育課程」

を示す。④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。[昼]＝昼間コース、[夜]＝夜間主コースの略。⑤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。⑥改組・再編等に伴う新学部・学科の

設置届出の情報（6 月分以降）は、随時更新する予定。 
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①公立大学の新設（認可申請中<名称は仮称>：10月末認可予定）
大学名 学部名 学科名 定員 開設予定地 備考（既設の短大の募集停止等）

山形県立米沢栄養大 健康栄養 健康栄養 40 山形県米沢市 山形県立米沢女子短大‐健康栄養(40人)を募
集停止

敦賀市立看護大 看護 看護 50 福井県敦賀市

②私立大学の新設（認可申請中<名称は仮称>：10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（既設の短大の募集停止等）

日本医療大 保健医療 看護 80 北海道札幌市

京都看護大 看護 看護 95 京都府京都市

教育

　初等幼児教育専攻 100

　国語教育専攻

　数学教育専攻

　英語教育専攻

看護 80

総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

　理学療法学専攻 40

　作業療法学専攻 40

　言語聴覚学専攻 40

(注)大学名は略称。

③私立大学の学部増設（認可申請中：10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<専攻>の募集停
止、改組、定員減、名称変更等）

青森中央学院大 看護 看護 80 青森県青森市 青森中央短大‐看護(80人)を募集停止

足利工業大 看護 看護 80 栃木県足利市 足利短大‐看護(50人)を募集停止

聖徳大 看護 看護 80 千葉県松戸市

千葉科学大 看護 看護 80 千葉県銚子市

看護 看護 100

子ども 子ども臨床教育 100

整復アスレティック 90

救急医療 80

朝日大 保健医療 看護 80 岐阜県瑞穂市

大阪成蹊大 教育 教育 100 大阪府大阪市 大阪成蹊短大‐児童教育<初等教育学>(30人)
を募集停止／26年4月から「児童教育学科→幼
児教育学科」に名称変更予定

関西福祉大 発達教育 児童教育 80 兵庫県赤穂市 定員減＝社会福祉‐社会福祉(△100)

現代社会 120

社会防災 80

保健医療 看護 80 奈良県奈良市

人間教育 人間教育 120

現代社会 80

人間社会 80

就実大 経営 経営 90 岡山県岡山市

比治山大 健康栄養 管理栄養 70 広島県広島市 定員減＝比治山大短大部‐総合生活デザイン
(△70)

広島国際大 医療栄養 医療栄養 60 広島県呉市

広島都市学園大 人間科学 教育医療 80 広島県広島市

安田女子大 看護 看護 120 広島県広島市

宮崎国際大 教育 児童教育 50 宮崎県宮崎市 宮崎学園短大‐初等教育(50人)を募集停止

(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。

Ⓒ2013　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。

(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。

埼玉県狭山市

大和大 大阪府吹田市教育

保健医療

115

平成26年度／新設予定大学・学部・学科一覧（６月末現在）

東京家政大

ビジネス(200人)、情報(200人)を募集停止／
26年4月から「奈良産業大→奈良学園大、奈良
文化女子短大→奈良学園大奈良文化女子短大
部」に名称変更予定

奈良産業大

現代社会

神戸学院大 現代社会 兵庫県神戸市

日本体育大 保健医療 神奈川県横浜市

奈良県生駒郡三郷町
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④私立大の学部増設（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）

教育 120

芸術 50

心理カウンセリング 50

文教大 経営 経営 165 神奈川県茅ヶ崎市 情報‐広報(150人)・経営情報(150人)を募集
停止／定員減＝情報‐情報システム(△55)

表現 60

歴史 40

上智大 総合グローバル 総合グローバル 220 東京都千代田区

創価大 国際教養 国際教養 80 東京都八王子市 定員減＝経済(△50)、経営(△50)

法律 150

政治 100

経済 100

経営 200

新潟国際情報大 国際 国際文化 100 新潟県新潟市 情報文化‐情報文化(100人)を募集停止

愛知東邦大 教育 子ども発達 50 愛知県名古屋市 人間‐子ども発達(50人)を募集停止

鈴鹿医療科学大 看護 看護 80 三重県鈴鹿市

大阪国際大 グローバルビジネ
ス

グローバルビジネス 300 大阪府枚方市
大阪府守口市(27年4
月より)

ビジネス(220人)、現代社会(210人)を募集停
止

関西外国語大 英語国際 英語国際 700 大阪府枚方市 国際言語(700人)を募集停止

国際英語 50

国際キャリア 70

西九州大 健康栄養 健康栄養 120 佐賀県神埼市 健康福祉‐健康栄養(130人)を募集停止／定員
減＝健康福祉‐社会福祉(△40)

工 工 150

総合情報 総合情報 85

(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。

⑤私立大の学科等増設（認可申請中：10月末認可予定）

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‐学科等の募集停止、
改組、定員減、名称変更等）

看護 80

理学療法 40

診療放射線 50

江戸川大 メディアコミュニ
ケーション

こどもコミュニケーショ
ン

60 千葉県流山市 定員減＝メディアコミュニケーション‐マス･
コミュニケーション(△30)・情報文化
(△20)、社会‐現代社会(△20)

和洋女子大 人文学群 こども発達学類 70 千葉県市川市 人文学群‐心理･社会学類(130人)を募集停止
／26年4月から「人文学群日本文学･文化学類
→日本文学文化学類、家政学群生活環境学類
→家政福祉学類」に名称変更予定

西九州大 子ども 心理カウンセリング 40 佐賀県佐賀市
佐賀県神埼市

(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。

工(110人)、情報(65人)、環境･建築(60人)を
募集停止

北海道札幌市

福岡女学院大 国際キャリア 福岡県福岡市 人文‐英語(40人)を募集停止

武蔵野大

経済

長崎総合科学大

東京都江東区
東京都西東京市

長崎県長崎市

北海道工業大 医療工 26年4月から「北海道工業大→北海道科学大、
医療工学部→保健医療学部、医療福祉工学科
→臨床工学科、北海道自動車短大→北海道科
学大短大部」に名称変更予定

東京都板橋区 国際コミュニケーション‐文化コミュニケー
ション(100人)を募集停止／26年4月から「淑
徳短大→淑徳大短大部、(短大)社会福祉学科
→(短大部)健康福祉学科」に名称変更予定

政治経済(300人)を募集停止法

淑徳大 人文

北翔大 教育文化 北海道江別市 人間福祉(160人)、生涯学習システム(140人)
を募集停止
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⑥私立大の学科等増設（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<専攻>の募集停
止、改組、定員減、名称変更等）

建築 80

都市環境 50

北翔大 生涯スポーツ 健康福祉 60 北海道江別市 人間福祉(160人)、生涯学習システム(140人)
を募集停止

つくば国際大 医療保健 臨床検査 80 茨城県土浦市 産業社会‐メディア社会(40人)を募集停止／
定員減＝医療保健‐保健栄養(△40)

経営 120

スポーツマネジメント 60

国際ビジネス 120 群馬県高崎市

スポーツ健康マネジメン
ト

260 群馬県伊勢崎市

情報社会 95

メディア表現 95

国際学類 120

心理学類 70

演奏･創作 300

音楽文化教育

　音楽文化教育専攻 80

　幼児音楽教育専攻 20

実践女子大 生活科学 現代生活 60 東京都日野市 26年4月から「実践女子短大→実践女子大短大
部」に名称変更予定

メディア･デザイン 90

芸術教育 50

統合デザイン 120

演劇舞踊デザイン 80

東京工科大 医療保健 臨床検査 80 東京都大田区

東京農業大 応用生物科学 食品安全健康 140 東京都世田谷区 応用生物科学‐栄養科学<食品栄養学>(80人)
を募集停止／26年4月から「応用生物科学部栄
養科学科管理栄養士専攻→栄養科学科」に名
称変更予定

法政大 生命科学 応用植物科学 78 東京都小金井市 定員減＝生命科学‐生命機能(△60)

ルーテル学院大 総合人間 人間福祉心理 90 東京都三鷹市 総合人間‐キリスト教(10人)・社会福祉(50
人)・臨床心理(30人)を募集停止

早稲田大 基幹理工 情報通信 90 東京都新宿区 定員減＝基幹理工‐情報理工(△60)

中京大 文 歴史文化 65 愛知県名古屋市 国際英語‐英米文化(85人)を募集停止／定員
減＝文‐日本文(△14)・言語表現(△14)、国
際教養(△2)、心理(△4)、現代社会(△7)、法
(△7)、総合政策(△4)、経済(△7)、経営
(△7)

中部大 工 ロボット理工 80 愛知県春日井市

東海学園大 人文 心理 100 愛知県名古屋市 定員減＝人文(△100)

心理 80

医療福祉

　社会福祉専攻 40

　言語聴覚専攻 40

英語 120

ヨーロッパ言語 175

アジア言語 125

聖カタリナ大 人間健康福祉 健康スポーツ 60 愛媛県松山市 人間健康福祉‐健康福祉マネジメント(60人)
を募集停止

(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。

⑦私立短大の学科増設（認可申請中：10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

弘前医療福祉大短大部 救急救命(3年制) 35 青森県弘前市 3年制

(注)短大名は略称。

⑧私立短大の通信教育課程開設（認可申請中：10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

小田原女子短大 保育[通信] 300 神奈川県小田原市 通信教育課程

(注)短大名は略称。定員は編入学定員を除く。

⑨私立短大の学科増設（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（既設の学科の募集停止、改組、定
員減、名称変更等）

仙台青葉学院短大 歯科衛生 80 宮城県仙台市

東海学院大短大部 幼児教育 150 岐阜県各務原市 児童教育学科(150人)を募集停止

華頂短大 介護 60 京都府京都市 人間健康福祉学科(100人)を募集停止。
26年4月から「歴史文化学科→歴史学科」に名
称変更予定

鈴峯女子短大 キャリア創造 50 広島県広島市 言語文化情報学科(80人)を募集停止

宮崎学園短大 現代ビジネス 50 宮崎県宮崎市 初等教育科(50人)、音楽科(30人)、人間文化
学科(90人)を募集停止

(注)短大名は略称。備考欄のカッコ内は定員。

外国語‐英米語(100人)・ドイツ語(50人)・フ
ランス語(50人)・中国語(50人)・言語(100人)
を募集停止

京都産業大 京都府京都市外国語

芸術玉川大

多摩美術大 東京都世田谷区美術

情報‐広報(150人)・経営情報(150人)を募集
停止／定員減＝情報‐情報システム(△55)

千葉県市川市 人文学群‐英語･英文学類(80人)・心理･社会
学類(130人)を募集停止／定員減＝家政学群‐
服飾造形学類(△10)・生活環境学類(△10)／
26年4月から「家政学群生活環境学類→家政福
祉学類」に名称変更予定

神奈川県茅ヶ崎市

経営(230人)を募集停止栃木県宇都宮市

芸術‐メディア･アーツ(70人)・ビジュアル･
アーツ(80人)を募集停止

東京都町田市

造形表現[夜間](200人)を募集停止

空間創造(220人)を募集停止／定員減＝創生工
‐機械システム工(△38)・情報フロンティア
工(△30)、未来デザイン‐人間社会(20人)／
26年4月から「創生工学部→工学部、機械シス
テム工学科→機械工学科、情報フロンティア
工学科→情報工学科、電気デジタルシステム
工学科→電気電子工学科」に名称変更予定

北海道札幌市北海道工業大 工

和洋女子大

文教大 情報

人文学群

ビジネス情報上武大

作新学院大 経営

健康科学京都光華女子大

ビジネス情報(260人)、経営情報(120人)を募
集停止

人文‐文(78人)・心理(120人)を募集停止／定
員減＝キャリア形成(△40)

京都府京都市

東京都立川市音楽国立音楽大 音楽‐演奏(280人)・音楽文化デザイン(40
人)・音楽教育(130人)を募集停止
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