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旺文社 教育情報センター 18 年 12 月 

 

文部科学省はこの程、19 年度に開設予定で認可申請（18 年４月末締切）のあった私

立大 11 校、公私立短大２校、私立大学院大学１校の新設を認可した。 

 

〈私立大の新設〉 

 新設の私立大学 11 校の顔ぶれは、東京未来大、兵庫医療大や株式会社立のサイバー大学

など。このうち５校が、短大全体、または大学・短大の一部の学科や定員を４(６)年制大

学に改組・転換する「スクラップ＆ビルド」によるもの。例えば京都医療科学大は、３年

制の京都医療技術短大を廃止して新設される。今回の新設で、私立大全体(通信制を除く)

で 1,675 人の定員増となる。 

 

〈短大の新設〉 

 短大は公立・私立各１校が新設される。公立の島根県大短大部は、島根県立島根女子短

大と島根県立看護短大の２短大の統合によって設置され、定員やキャンパスの変動はない。

私立の岐阜保健短大の新設による定員増から、前述の大学新設に伴う募集停止（短大全体、

または学科･専攻）や定員減を差し引くと、公私立短大全体としては 570 人の定員減となる。 

 

〈新設の学部・学科系統〉 

 学部・学科系統をみると、医療・看護（看護・理学療法・作業療法）、教育（児童教育・

保育）といった、おもに女子受験生に人気の高い資格取得型の系統がほとんどを占める。 

19 年度と 14 年度の開設状況（学科別）は、（図１）の通りである。14 年度は 17 校の新設

で、当時人気の社会福祉や心理関係の学科開設が目だった。19 年度は両学科の新設はなく、

人気や時代の要請を反映している。受験生は将来の進路を見据えた、慎重な学科選択が必

要であろう。 

 

〈特区による新設〉 

 今回は、構造改革特別区域法（以下、特区）による認可が２校あった。森ノ宮医療大は、

大学設置基準にある〔大学敷地内に運動場〕がないため、近辺の施設を利用し、体育の授

業や部活動をするというもの。サイバー大は、大学通信教育設置基準を満たさない、株式

会社立による設置や校地・校舎の自己所有を要しない設置、インターネット等のみを用い

て授業を行う設置のためである。文部科学省は、特区による株式会社立の大学設置である

ＬＥＣリーガルマインド大やデジタルハリウッド大に対し、大学のカリキュラムや教員の

学校運営の在り方等に改善等の是正措置を講じるよう求めた。株式会社立による大学設置

の問題点が浮上してきている。 

  平成 19 年度 新設予定大学・短大等情報  

私立 11 大学､公私立２短大などが新設！ 

医療･看護、教育系が大部分。島根県大短大部は２短大を統合 
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〈申請取り下げ等〉 

 関西科学大は、文部科学省から申請書類に虚偽があるため、「設置認可は困難である」と

の伝達を受け、18 年 11 月 15 日に申請を取り下げた。スポーツ科学科（200 人）・看護学科

（120 人）の新設申請で、指定校推薦等が終了していただけに、今後論議をよびそうだ。 

 この他、大学院大学は私立３校（いずれも修士課程のみ）が申請していたが、日本伝統

医療科学大学院大学（東京都）のみの認可だった。裏千家学園大学院大学（京都府）は申

請を取り下げ、新潟リハビリテーション大学院大学（新潟県）は継続審議となっている。 

 

◆19 年度 ＶＳ 14 年度 新設大学の設置学科比較        （図１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

次ページ以降に、認可大学・短大等の一覧を掲載したので、参考にしてほしい。 
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①私立大（11校）<内、株式会社立１校>
大　　学　　名 開設予定地 学　　部 学科<課程・専攻等> 定員 備　考

日本医療科学大学 埼玉県入間郡毛呂山町 保健医療 診療放射線 80

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ<理学療法学> 80

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ<作業療法学> 40
東京未来大学 東京都足立区 こども心理 こども心理<こども心理> 80

こども心理<こども保育> 120
こども心理<通信
教育課程> こども心理<こども心理> 150

四日市看護医療大学 三重県四日市市 看護
看護 95

定員減＝四日市大－経済
（経済30人減・経営30人減）・
総合政策（130人減）

京都医療科学大学 京都府南丹市 医療科学
放射線技術 80

京都医療技術短大(募集停
止：80人)

森ノ宮医療大学 大阪府大阪市 保健医療 鍼灸 60

理学療法 60

近大姫路大学 兵庫県姫路市 看護
看護 100

近畿大豊岡短大－生活情
報･福祉(50人)を募集停止

神戸夙川学院大学 兵庫県神戸市 観光文化

観光文化 200

夙川学院短大－家政<健康
科学>(80人)、人間ｺﾐｭﾆｹｰｼｮ
ﾝ(100人)を募集停止。定員減
＝夙川学院短大－家政<ﾌｧｯ
ｼｮﾝ>(20人減)、美術･ﾃﾞｻﾞｲﾝ
(40人減)

兵庫医療大学 兵庫県神戸市 薬 医療薬（６年制） 150
看護 看護 100
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 理学療法 40

作業療法 40
環太平洋大学 岡山県赤磐郡瀬戸町 体育 体育 100

（体育1・2年次、次世代教
育）

次世代教育 乳幼児教育 100
岡山県岡山市 学級経営 100
（体育3・4年次） 次世代教育<通信

教育課程> 学級経営 300

山口学芸大学 山口県山口市 教育
子ども教育 50

定員減＝山口芸術短大－保
育（30人減）・音楽（10人減）

サイバー大学<株式会社立> 福岡県福岡市 ＩＴ総合<通信教育
課程> ＩＴ総合 600

構造改革特区法に基づく、イ
ンターネット等のみを用いて
授業を行う大学設置

世界遺産<通信教
育課程> 世界遺産 600

（注）定員は編入学定員を除く。備考欄のカッコ内は定員で、大学・短大名は略称。

②公私立短大（２校）
短　　大　　名 開設予定地 学　　科 専攻・コース等 定員 備　考

島根県立大学短期大学部
（公立）

島根県松江市（健康栄養・
保育・総合文化）、出雲市
（看護）

健康栄養

40

島根県立島根女子短大(募集
停止：230人)、島根県立看護
短大(募集停止：80人)を統
合・改組

保育 50

総合文化 140

看護（３年制） 80

岐阜保健短期大学 岐阜県岐阜市 看護（３年制） 80

（注）定員は編入学定員を除く。備考欄のカッコ内は定員で、短大名は略称。

③大学院大学 （１校）
短　　大　　名 開設予定地 研究科 専攻等 定員 備　考

日本伝統医療科学大学院
大学

東京都新宿区 統合医療
臨床鍼灸学 10

（1）なお、以下の大学と大学院大学は申請を取り下げた。
＊関西科学大学（スポーツ科学200人、看護120人）
　　→「関西科学大短大部」は旧名称「奈良文化女子短大」に復する

＊裏千家学園大学院大学（伝統文化－茶道文化15人）
（2）また、次の大学院大学は継続審議中。
＊新潟リハビリテーション大学院大学（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ－ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医療学24人）
（3）定員について、申請時と比べ次の変更あり。
＊東京未来大学の通信教育課程（350人→150人）、サイバー大学（各学部950人→600人）
＊近大姫路大学の備考追加（近畿大豊岡短大の学科廃止）

平成19年度開設大学・短大等一覧（18年11月末認可）
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①私立大学の学部増設（認可申請分：11月末認可）
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<児童教育> 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 60
こども 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)

人間健康 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。（以下同様）

②私立大学の通信教育課程開設（認可申請分：11月末認可）
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

③私立大学の学科増設（認可申請分：11月末認可）
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

④私立短大の学科増設（認可申請分：11月末認可）
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

⑤私立短大の通信教育課程開設（認可申請分：11月末認可）
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

◆なお、以下の学部および学科・専攻等は、申請時より名称を変更した。
＊高千穂大学人間科学部の「小学校教員養成専攻→児童教育専攻」
＊金沢星稜大学人間科学部の「スポーツ科学科→スポーツ学科」「こども科学科→こども学科」
＊東邦学園大学の「人間科学部→人間学部」「健康発達学科→人間発達学科」

人間

西九州大

平成19年度新設学部・学科一覧（認可申請分：18年11月末認可）

人間健康

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

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

つくば国際大

定員減＝商－商(△25)

つくば国際短大－看護(40人)を廃止

福岡大

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
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