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  平成 19 年度新設予定学部・学科一覧（７月末現在までの発表分） 

 岩手医大‐薬、金沢医大‐看護、 
 椙山女学園‐教育など 24学部が認可申請！ 
増設届け出は早大・関西大の理工系各３学部など 33 学部。 
医療･看護､幼児･初等教育､薬の増設と理工系の改組目立つ 

平成 18 年８月 旺文社 教育情報センター 

 
 18 年７月末までに文部科学省から発表された、19 年度に増設が予定される学部・学

科の一覧を紹介する（認可申請および届出<４・５月>）。医療･看護系の“増設ラッシュ”

をはじめ、幼児･初等教育、薬などの増設が目立つ。また、東京電機大・早大・関西大

など、理工系学部の大規模な改組・再編が注目される。 

 

16 年度から、大学の学部・学科等の開設については、学位の種類や分野を変更しないなど、

一定の基準を満たす場合に限り「認可制」から「届け出制」となり、大学設置・学校法人審議会

への諮問・答申を経ずに、文部科学大臣に 12 月末まで随時届け出るだけで可能になった。その

他の場合は、従来どおり認可申請が必要で、同審議会の審議を経て 11 月末に正式に認可される。 

◆届出（４月・５月） 

 ５月末までに設置の届け出があった学部・学科を合計すると、私立大の学部増設が早大－基幹

理工・創造理工・先進理工（従来の理工を再編）、同－文化構想・文（従来の一文・二文を再編）

や関西大－システム理工・環境都市工・化学生命工（従来の工を再編）など 23 大学 33 学部等

（桜美林大－リベラルアーツ学群<文・経済・国際の３学部を再編>を含む）、私立大の学科増設

が 34 大学 38 学部 49 学科、私立短大の学科増設が７短大７学科となる。 
中でも、大規模な改組・再編によって、高校生の「理工離れ」で恒常的な志願者減が続く理工

系学部のテコ入れを図る試みが注目される（ｐ.2 の図を参照）。 
◆認可申請（学部・学科増設） 

一方、認可申請した学部・学科は、私立大の学部増設が、岩手医大－薬、金沢医大－看護、椙

山女学園－教育、甲南女大－看護リハビリテーションなど 24 大学 24 学部、私立大の学科増設

が５大学６学部６学科、私立短大の学科増設が４短大４学科。また、通信教育課程の開設を私立

１大学（１学部）と１短大（１学科）が認可申請した。その顔ぶれをみると、医療･看護、幼児･

初等教育、薬といった分野がほとんどを占める。 
特に注目すべきは医療･看護系の“増設ラッシュ”で、開設を申請した大学は計 14 大学２短

大にのぼる（他に届出で５大学１短大）。また、「団塊の世代」の教員の大量定年退職に伴う、大

都市部の需要拡大を見越し、小学校教諭や保育士の養成を目的とする学部･学科の増設も目立つ。 
さらに、18 年度から薬剤師養成コースの修業年限が「４年→６年」に延長され、人気急降下

（志願者が３割以上も減少）した薬学部も、19 年度には５大学で増設される予定。私立大薬学

部全体の定員は、ここ５年間で 14 年度 6,635 人→18 年度 10,991 人（18 年度は旺文社集計）と

７割近くも増加した上に、さらに今回の増設で 700 人ほど増えるので、近隣の既設薬学部では

志願者分散による易化が予想される。 
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◆理工系で相次ぐ大規模な学部改組 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§早大2007
2006 2007

基幹理工：315（学部募集）

数学

応用数理

情報理工

機械科学・航空

電子光ｼｽﾃﾑ

表現工

創造理工：325

建築100

総合機械工70

経営ｼｽﾃﾑ工70

社会環境工50

環境資源工35

先進理工： 300

物理30

応用物理55

化学・生命化学35

応用化75

生命医科学30

電気・情報生命工75

理工：

機械工

環境資源工

建築

応用化

物質開発工

経営ｼｽﾃﾑ工

社会環境工

応用物理

数理科学

物理

化学

電気・情報生命工

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾈｯﾄﾜｰｸ工

●医療関連分野への進出＝「生命医科学科」

●学部・大学院一貫教育による高度専門人材の育成

§関西大2007
2006

2007
システム理工： （学科→ｺー ｽ）

数学→数学

物理・応用物理→基礎・計算物理、光学・応用物理

機械工→機械物理、機械総合、ロボメカ

電気電子情報→電気電子工学、情報通信工学、応用情報工学

環境都市工：（学科→ｺー ｽ）

建築→建築学

都市システム工→都市デザイン、都市環境計画、都市情報システム

エネルギー・環境工→エネルギー工学、環境化学

化学生命工：（学科→ｺー ｽ）

化学・物質工→マテリアル科学、応用化学、バイオ分子化学

生命・生物工→生命科学、生物工学

工：

機械工

機械ｼｽﾃﾑ工

先端情報電気工

電子情報システム工

建築

都市環境工

システムマネジメント工

先端マテリアル工

化学工

応用化

生物工

●ｺー ｽ制の導入

●理学系学科の開設（数学、物理・応用物理・・・）

●環境、生命系の学問領域を拡充（エネルギー・環境工、生命・

生物工・・・）

＊政策創造学部：国際・アジア専修、組織・政策専修、地域・都市専修

§法政大2007
工：

機械工

物質化

情報電気電子工

電子情報

ｼｽﾃﾑ制御工

都市環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ工

建築

経営工

ｼｽﾃﾑﾃﾞｻ゙ｲﾝ

生命機能＊2005

2006 2007
工：（小金井ｷｬﾝﾊ゚ｽ）
機械工
物質化
情報電気電子工
電子情報
ｼｽﾃﾑ制御工
経営工
生命機能

デザイン工：（市ヶ谷ｷｬﾝﾊ゚ｽ）
都市環境ﾃﾞｻ゙ｲﾝ工
建築
ｼｽﾃﾑﾃ゙ ｻ゙ｲﾝ

情報科学：

ｺﾝﾋﾟｭ ﾀー科学

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾒﾃ゙ｨｱ

情報科学：（小金井ｷｬﾝﾊ゚ｽ）

ｺﾝﾋﾟｭ ﾀー科学

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾒﾃ゙ｨｱ

●上記を含め全学部統一入試の導入

●地区別入試の拡大

§東京電機大2007
工1部： 電気工

電子工

環境物質科学

機械工

機械情報工

情報通信工

情報ﾒﾃﾞｨｱ

建築

理工： 数理科学

情報科学

情報ｼｽﾃﾑ工

建設環境工

知能機械工

電子情報工

生命工

情報社会

情報環境： 情報環境

工2部： 電気工

電子工

機械工

情報通信工

未来科学（神田ｷｬﾝﾊﾟｽ）：350
建築100

情報ﾒﾃﾞｨｱ125

ﾛﾎﾞｯﾄ・ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ125

工：（神田ｷｬﾝﾊﾟｽ）610
電気電子工210

環境化学80

機械工210

情報通信工110

理工（鳩山ｷｬﾝﾊﾟｽ）：理工学科600
ｻｲｴﾝｽ学系150

情報ｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ学系150

創造工学系150

生命理工学系150

情報環境（千葉ﾆｭｰﾀｳﾝ） ：
情報環境180

工2部：
＊改変計画中

＊2006年2学科を統合

2006 2007

§国士舘大2007

工：

機械情報工

電気電子工

都市ｼｽﾃﾑ工

建築ﾃ゙ｻ゙ｲﾝ工

理工：理工学科320
機械工学科系60-70

電子情報学系60-70

都市ﾗﾝﾄ゙ｽｹー ﾌ゚学系45-55

建築学系65-75

健康医工学系45-55

基礎理学系15-25

2006 2007

●入試制度改革：ﾌﾚｷｼﾌ゙ﾙ入試（1年修了時に学系選択）、

ｾﾚｸﾃｨﾌ゙入試
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①私立大学の学部増設（届け出が受理されたもの：４・５月分）
大学名 学部名 学科<専攻>名 定員 備考(廃止する学部－学科、定員減)

東日本国際大 経済情報 経済情報 100
桜美林大 ﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂ学群 950

獣医（６年制） 120
動物資源科学 120
生物環境科学 80

共立女大 国際 国際 250
国士舘大 理工 理工 320
拓殖大 国際 国際

300
19年４月に工学部情報ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ学科を
「電子システム工学科」に改称予定

建築 100
情報メディア 125
ﾛﾎﾞｯﾄ･ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ 125
電気電子工 210
環境化学 80
機械工 210
情報通信工 110
建築 120
都市環境デザイン工 80
システムデザイン 80
心理カウンセリング 120
人間福祉 120
子ども 140
社会情報 100
メディア表現 120
地域社会 80
数学 50
応用数理 60
情報理工 150
機械科学・航空 150
電子光システム 80
表現工 45
建築 180
総合機械工 140
経営システム工 120
社会環境工 90
環境資源工 65
物理 50
応用物理 90
化学・生命化学 60
応用化学 135
生命医科学 60
電気・情報生命工 145

文化構想 文化構想 860
文 文 660
環境ツーリズム 環境ツーリズム 120
企業情報 企業情報 95

経営情報 150
サービスと経営 150

中京大 現代社会 現代社会 255
数学 30
物理･応用物理 60
機械工 200
電気電子情報工 165
化学･物質工 220
生命･生物工 95
建築 95
都市システム工 120
エネルギー･環境工 80

長野大

浜松大 ビジネスデザイン

デザイン工

早稲田大学 基幹理工

創造理工

先進理工

社会

北里大 獣医

東京電機大 未来科学

工

法政大

平成19年度新設予定学部・学科一覧（７月末現在）

人間目白大

システム理工

環境都市工

関西大

化学生命工
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立命館大 映像 映像 150
アジア 100
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 130

大阪国際大 国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 160
国際観光 国際観光 90
生活福祉 生活福祉 140

芦屋大 経営教育 経営教育
120

19年４月に教育学部を「臨床教育学
部」に改称予定

宝塚造形芸大 東京ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾝﾃﾝﾂ ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾝﾃﾝﾂ 130 東京都新宿区に開設予定

奈良産業大 ビジネス ビジネス 200
建築 60
住環境デザイン 50
情報通信 80
機械ロボティクス 60
心理子ども<心理> 50
同<子ども福祉> 50
国際文化 60

(注）大学名は略称。定員は編入学定員を除く。

②私立大学の学部増設（認可申請中：11月末認可予定）
大学名 学部名 学科<専攻>名 定員 備考(廃止する学部－学科、定員減)

岩手医大 薬 薬（６年制） 160
いわき明星大 薬 薬（６年制） 150

理学療法 80
看護 80

獨協医大 看護 看護 90
浦和大 こども こども 100
淑徳大 看護 看護 100

人間科学<人間科学> 70
同<小学校教員養成> 20

多摩大 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞ 150 湘南国際女子短大（140人）を廃止

金沢医大 看護 看護 60
スポーツ科学 60
こども科学 40

金城大 医療健康 理学療法 80
帝京科学大 医療科学 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ<理学療法学> 40

健康栄養 80
スポーツ健康 80

中部学院大 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 理学療法 40
椙山女学園大 教育 子ども発達

147
定員減＝生活科学－管理栄養(△15)、
人間関係－人間関係(△30)、文化情報
－文化情報(△30)

健康発達 100
子ども発達 50

名古屋芸大 人間発達 子ども発達 140
太成学院大 看護 看護 80

看護 75
理学療法 60

姫路獨協大 薬 医療薬（６年制） 120 定員減＝法－法律(△120)

福山平成大 看護 看護 80
安田女大 薬 薬（６年制） 130
宇部ﾌﾛﾝﾃｨｱ大 人間健康 看護 80 定員減＝人間社会－福祉心理(△50)

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ<理学療法学> 40
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ<作業療法学> 40

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

③私立大学の通信教育課程開設（認可申請中：11月末認可予定）
大学名 学部名 学科<専攻>名 定員 備考(廃止する学部－学科、定員減)

帝京大 理工<通信教育> 情報科学 200
(注）大学名は略称。定員は編入学定員を除く。

平安女学院大

広島国際大 工

人間健康

追手門学院大

東邦学園大 19年４月から「愛知東邦大学」に名称
変更予定

松本大

高千穂大 定員減＝商－商(△25)

つくば国際短大－看護(40人)を廃止つくば国際大

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

甲南女大 看護ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

松山東雲女大 人文科学

人間科学

国際教養

西九州大

経済１部－ビジネスコミュニケーショ
ン(150人)を廃止

医療保健

人間科学

金沢星稜大 人間科学
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④私立大学の学科増設(届け出が受理されたもの：４・５月分)
大学名 学部名 学科<専攻>名 定員 備考(廃止する学部－学科、定員減)

会計ファイナンス 60

アジア地域ビジネス 100

スポーツマネジメント 100

経営デザイン 70

メディアマネジメント 70

生命環境化学 80

情報システム 120

ヒューマン･ロボット 60

駿河台大 経済 経済経営 240

西武文理大 サービス経営 健康福祉マネジメント 80
家政 児童 100
文芸 文芸 350

杏林大 保健 救急救命
40

19年４月に保健学部保健学科を「健康
福祉学科」に改称予定

創価大 文 人間 390

拓殖大 商 会計
70

19年４月に工学部情報ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ学科を
「電子システム工学科」に改称予定

帝京大 医療技術 スポーツ医療 200

東京工芸大 芸術 マンガ 60

東京電機大 理工 理工 600

武蔵野音大 音楽 音楽環境運営 30

中京学院大 経営 中国ビジネス 30

浜松学院大 現代ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 子どもｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 50

愛知学院大 文 グローバル英語 110

京都嵯峨芸大 芸術 メディアデザイン 50

京都創成大 経営情報 医療福祉マネジメント
30

19年４月に経営情報学部経営情報学科
を「ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｻﾞｲﾝ学科」に改称予定

映画 65
舞台芸術 35
こども芸術 30
キャラクターデザイン 50

京都橘大 文 児童教育 100

同志社女大 学芸 国際教養 80

大阪工大 情報科学 情報ネットワーク
95

19年４月に情報科学部情報科学科を
「コンピュータ科学科」に改称予定

大阪樟蔭女大 学芸 ライフプランニング 75

大阪電気通信大 工 基礎理工
40

19年４月に工学部第１部を「工学部」
に改称予定

関西医療大 保健医療 理学療法

40

19年４月に大学名を「関西鍼灸大学→
関西医療大学」に、学部名を「鍼灸学
部→保健医療学部」に改称予定

千里金蘭大 生活科学 児童 100
工 生体医工 60
総合情報 建築 80

川崎医療福祉大 医療技術 臨床工 60

広島女学院大 文 幼児教育心理 90
医療工 医療栄養 80

人間社会 90
スポーツ健康 120

久留米工大 工 教育創造工 30
環境保全 60
情報システム 90
ナノサイエンス<昼間主> 70
ナノサイエンス<夜間主> 10
エコデザイン<昼間主> 80
エコデザイン<夜間主> 10

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ<理学療法学> 40

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ<作業療法学> 40

日本文理大 工 建築 60
(注)大学名は略称。定員は編入学定員を除く。

共立女大

九州東海大 工

東亜大
人間科学

岡山理大

埼玉工大 工

崇城大 工

19年４月に芸術学部美術･工芸学科を
「美術工芸学科」に改称予定

京都造形芸大 芸術

上武大 ビジネス情報

経営情報

熊本保健科学大 保健科学
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⑤私立大学の学科増設(認可申請中：11月末認可予定)
大学名 学部名 学科<専攻>名 定員 備考(廃止する学部－学科、定員減)

尚絅学院大 総合人間科学 現代社会 80

愛知淑徳大 文 教育 100

就実大 人文科学 初等教育 75
医 看護 100
人文 教育･臨床心理 100

名桜大 人間健康 看護 80
(注)大学名は略称。定員は編入学定員を除く。

⑥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 備考

介護福祉 80

音楽保健福祉 20

保育 80

介護福祉 40

秋草学園短大 文化表現
100

19年４月に地域保育学科第１部を「地
域保育学科」に改称予定

日本大短大部 生物資源 150

目白大短大部 製菓 50

湘南短大 看護（３年制） 80

九州造形短大 造形芸術 200
(注)短大名は略称。定員は編入学定員を除く。

⑦私立短大の学科増設(認可申請中：11月末認可予定)
短大名 学科名 専攻名他 定員 備考

横浜創英短大 看護（３年制） 80定員減＝情報学科(△80)

名古屋経営短大 子ども（３年制） 100

四條畷学園短大 介護福祉 50

山陽女子短大 臨床検査（３年制） 40
(注)短大名は略称。定員は編入学定員を除く。備考欄の△は定員減の人数を示す。

⑧私立短大の通信教育課程開設(認可申請中：11月末認可予定)
短大名 学科名 専攻名他 定員 備考

東京福祉大短大部 こども（３年制） 通信教育課程
800

(注)短大名は略称。定員は編入学定員を除く。

青森明の星短大 現代介護福祉 19年４月に幼児保育学科を「子ども学
科」に改称予定

聖和学園短大 保育福祉

福岡大
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