
  
  平成 23 年度 大学･短大新増設一覧（６月末現在までの発表分） 

公私立７大学、私立１短大が新設予定！ 
国士舘大・同志社大・龍谷大・近畿大などで学部増設を、 
福岡女子大・酪農学園大で全学的な学部改編を予定。 

平成 22 年 7 月 旺文社 教育情報センター 

 

平成 22 年６月末までに文部科学省から発表された、23 年度に新設が予定される大学・短

大等と、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月届出分。ただし、一部に大学案内等の記載を加味）。医

療・看護系、教育・保育系といった分野での新設が多く、学部・学科の統合も目立つ。 

 

（1）大学の新設と募集停止 

23 年度に開学予定で認可申請（３月末締切）があったのは、公立大が１校、私立大が６校、

私立短大が１校、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）が２校。10

月末に正式に認可される予定だ。公私立７大学中３大学が、短大そのもの、または一部の学科

や定員を４年制大学に改組・転換する「スクラップ＆ビルド」によるもの。また、７大学中４

大学が医療･看護系の専門大学だ。その中にあって、日本映画大はその名のとおり、映画に関す

る教育・研究を行う専門大学というユニークさが注目される。 

一方、私立の福岡医療福祉大（22 年の定員 300 人）が、23 年度の学生募集を停止する。また、

公立１短大（福山市立女子短大）、私立７短大（専修大北海道短大・酪農学園大短大部・水戸

短大・共栄学園短大・聖泉大短大部・京都女子大短大部・長崎玉成短大）が、前述の「スクラ

ップ＆ビルド」を含め、やはり募集を停止する予定だ。 

 

（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、４月末までに文部科学省に「設置届出」があった学部･学科

を合計すると、私立大の学部増設が工学院大‐建築、国士舘大‐経営、同志社大‐グローバル･

コミュニケーション、龍谷大‐政策、近畿大‐建築など 15 大学 17 学部、私立大の学科増設が

24 大学 27 学部 32 学科、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 23 年度のごく一部に過ぎない。これらの中

で、酪農学園大の全学的な組織変更（３学部８学科を２学群５学類に統合･再編）が注目される。 
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●学部・学科増設（認可申請） 

認可申請した学部・学科は、公立の学部増設が福岡女子大の１学部３学科（２学部５学科を

統合･再編。１年次が全寮制になる）、私立大の学部増設が京都女子大‐法、関西外国語大‐英

語キャリアなど 10 大学 12 学部、私立大の学科増設が３大学３学部３学科、私立短大の学科増

設が１短大１学科となる。これらの中で、福岡女子大の全学的な組織変更（２学部５学科→１

学部３学科に統合）や、京都女子大の“女子大で初”となる法学部新設が注目される。 

今回の認可申請により、私立大の定員は約１千人増える。さらに、大学の新設による定員増

（約１千 100 人）や、別途申請中の定員増（約１千 400 人）を加え、募集停止大学の定員（300

人）を差し引くと、私立大全体の定員は約３千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 

全体の特徴としては、学部・学科を統合する大学が目立つ。募集単位を大くくりにして、入

学後に専門分野を決定する仕組みを採用するケースや、組織や定員を適正規模にコンパクト化

しつつ、コース制を導入・拡充するケースなど、大学によって目的や手法は異なるものの、今

後も大学・学部・学科などさまざまな規模での統合は盛んに行われよう。 

分野別に見ると、ここ数年と同じく、医療・看護系、教育・保育系の新増設が目立つ。医療・

看護に関する学部・学科を新設する大学は 14 校に及び、次いで保育・幼稚園や小学校の教員を

養成する学部・学科を新設する大学・短大も９校ある。大学生の就職状況の低迷により、23 年

入試では強い“資格志向”が見込まれ、さらには慢性的な看護師不足、大都市圏における教員

不足、といった要因もあり、22 年に続き上記２分野の志願者増が予想される。ただし、入り口

が広がり受験者が分散するため、既設校では倍率ダウンが見込まれる。 

 

＊     ＊     ＊     ＊     ＊ 

 

次ページから、新設予定の大学・短大等、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。 
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①公立大（１校）
大　　学　　名 学部名 学科<課程・専攻等> 定員 開設予定地 備　考

教育 児童教育 100

都市経営 都市経営 150

②私立大（６校）
大　　学　　名 学部名 学科<課程・専攻等> 定員 開設予定地 備　考

リハビリテーション

　理学療法学専攻 80

　作業療法学専攻 60

日本映画大学 映画 映画 140 神奈川県川崎市

京都華頂大学 現代家政 現代家政 95 京都府京都市 華頂短大－生活(100人)・社会福祉(150人)を
募集停止

大阪物療大学 保健医療 診療放射線技術 80 大阪府堺市

理学療法 40

柔道整復 60

鍼灸 60

看護 80

放射線技術科学 60

検査科学 60

医療工 40

③私立短大 （１校）
大　　学　　名 学科名 専攻等 定員 開設予定地 備　考

埼玉東萌短期大学 幼児保育 80 埼玉県越谷市

④大学院大学 （２校）
大　　学　　名 研究科 専攻等 定員 開設予定地 備　考

文化政策大学院大学 文化政策学 文化政策学 25 京都府京都市 通信教育課程

滋慶医療科学大学院
大学

医療管理学 医療安全管理学 24 大阪府大阪市

純真学園大学 保健医療 福岡県福岡市 埼玉純真短大－こども（△30人）

福山市立女子短大（210人）を募集停止

東京医療学院大学 保健医療 東京都多摩市

平成23年度開設予定大学一覧（３月末認可申請）
Ⓒ2010 旺文社　教育情報センター

（注）備考欄のカッコ内は定員で、短大名は略称。

（注）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し、短大名は略称。

福山市立大学 広島県福山市

宝塚医療大学 保健医療 兵庫県宝塚市
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①公立大学の学部増設（認可申請中：10月末認可予定）

大学名 学部名 学科<専攻>名 定員 開設予定地
備考(廃止する学部－学科<専攻>、定
員減、名称変更等)

国際教養 135

環境科学 70

食・健康 35

(注）大学名は略称。備考欄のカッコ内は定員。

②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<専攻>名 定員 開設予定地
備考(廃止する学部－学科<専攻>、定
員減、名称変更等)

茨城キリスト教大 経営 経営 60 茨城県日立市 定員減＝文‐現代英語(△30)、生活科学‐
人間福祉(△30)

宇都宮共和大 子ども生活 子ども生活 100 栃木県宇都宮市 シティライフ学部の夜間主コース(30人)と
３年次編入学(20人)を募集停止。定員減＝
シティライフ[昼](△70)

共栄大 教育 教育 130 埼玉県春日部市 共栄学園短大(50人)を募集停止

看護 80

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

　理学療法学専攻 40

　義肢装具学専攻 30

金沢学院大 スポーツ健康 スポーツ健康 90 石川県金沢市 経営情報‐スポーツビジネス(85人)を募集
停止。23年4月に「美術文化学部美術工芸
学科→芸術文化学科」に改称予定

聖泉大 看護 看護 80 滋賀県彦根市 聖泉大短大部(50人)を募集停止

京都女子大 法 法 100 京都府京都市 京都女子大短大部(370人)を募集停止

関西外国語大 英語キャリア 英語キャリア 120 大阪府枚方市

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

　理学療法学専攻 80

　作業療法学専攻 40

理学療法 80

作業療法 40

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

③私立大学の学部増設（届け出が受理されたもの：４月分）

大学名 学部名 学科等<専攻>名 定員 開設予定地
備考(廃止する学部－学科<専攻>、定
員減、名称変更等)

獣医学類 120

獣医保健看護学類 50

循環農学類 240

食と健康学類 170

環境共生学類 120

幼児教育 150

児童教育 50

人間発達心理 100

食物栄養 120

人間福祉 60

生活情報 100

ﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 100

まちづくり 80

建築 120

建築デザイン 100

国士舘大 経営 経営 270 東京都世田谷区 政経‐経営(270人)を改組

東邦大 看護 看護 102 東京都大田区 医‐看護(102人)を改組

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 183 文‐英語･英米文(150人)を改組

教育 児童教育 150 人間関係‐児童(100人)を改組

愛知学泉大 現代マネジメント 現代マネジメント 200 愛知県豊田市 経営(200人)・コミュニティ政策(100人)の
２学部を統合・改組

スポーツ教育 130

競技スポーツ科学 255

スポーツ健康科学 80

同志社大 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 150 京都府京田辺市

龍谷大 政策 政策 250 京都府京都市 法‐政治(110人)を改組

近畿大 建築 建築 240 大阪府東大阪市 理工‐建築(180人)を改組

流通科学大 総合政策 総合政策 250 兵庫県神戸市 情報(250人)を改組

初等教育 75

教育心理 60

広島国際大 医療経営 医療経営 120 広島県広島市 医療福祉‐医療経営(100人)を改組

中村学園大 教育 児童幼児教育 220 福岡県福岡市 人間発達(200人)を改組

(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。

酪農(425人)・獣医(120人)・環境システム
(280人)の３学部８学科を改組・統合。酪
農学園大短大部(50人)を募集停止

埼玉県新座市人間生活十文字学園女子大 社会情報(230人)・人間生活(450人)の計２
学部６学科を改組・統合

酪農学園大 獣医学群

農食環境学群

北海道江別市

人間総合科学大 保健医療 埼玉県さいたま市

工‐建築・建築都市デザインの２学科(計
260人)を改組

工学院大 建築

スポーツ科学

東京都西東京市、
江東区

東京都新宿区、八
王子市

武蔵野大

中京大

九州栄養福祉大 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 福岡県北九州市

人文科学‐初等教育(75人)を改組

愛知県豊田市 体育(465人)を改組

平成23年度新設予定学部・学科一覧（６月末現在）

福岡女子大 国際文理 福岡県福岡市 文‐国文(45人)・英文(45人)、人間環境‐
環境理学(30人)・栄養健康科学(30人)・生
活環境(30人)を統合・改組

Ⓒ2010 旺文社　教育情報センター

関西福祉科学大 保健医療 大阪府柏原市

就実大 教育 岡山県岡山市
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④私立大学の学科増設(認可申請中：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(廃止する学部－学科<専攻>、定
員減、名称変更等)

上智大 総合人間科学 看護 70 東京都千代田区・
新宿区

聖母学園（聖母大）と法人合併

京都光華女子大 健康科学 看護 80 京都府京都市

広島経済大 経済 スポーツ経営 60 広島県広島市 経済‐国際地域経済(60人)を募集停止

(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を示す。

⑤私立大学の学科増設(届け出が受理されたもの：４月分)

大学名 学部名 学科<専攻>名 定員 開設予定地
備考(廃止する学部－学科<専攻>、定
員減、名称変更等)

東北学院大 文 総合人文 30 宮城県仙台市 文‐キリスト教(10人)を募集停止

足利工業大 工 創生工 440 栃木県足利市 ５学科→１学科５学系に統合・改組

薬（６年制） 260 ３学科→１学科に統合

医療ビジネス薬科学（４年
制）

90

敬愛大 国際 こども 50 千葉県千葉市

了徳寺大（注２） 健康科学 看護 80 千葉県浦安市 芸術学部(40人)を廃止

実践女子大 人間社会 現代社会 100 東京都日野市 定員減＝文‐国文(△10)・英文(△10)・美
学美術史(△10)、人間社会‐人間社会
(△40)

環境社会 80

海洋地球科学 80

航海工 80

武蔵野大 文 日本文学文化 183 東京都西東京市 文‐日本語･日本文(150人)を改組

明治学院大 国際 国際キャリア 50 神奈川県横浜市

新潟医療福祉大 医療技術 臨床技術 80 新潟県新潟市

金沢学院大 文 歴史文化 35 石川県金沢市

福井工業大 工 産業ビジネス 50 福井県福井市

椙山女学園大 文化情報 メディア情報 120 愛知県名古屋市 定員減＝文化情報‐文化情報(△80)

経営情報 経営会計 80

生命健康科学 スポーツ保健医療 40

京都嵯峨芸術大 芸術 デザイン 95 京都府京都市 メディアデザイン(50人)・観光デザイン
(40人)の２学科を統合

森ノ宮医療大 保健医療 看護 80 大阪府大阪市

甲子園大 心理 現代応用心理 60 兵庫県宝塚市 現代経営(130人)・人文(100人)の２学部を
募集停止

英語 140

日本語日本文化 70

商 商 400 ３学科→１学科に統合

観光 100

サービスマネジメント 150

岡山理科大 工 建築 70 岡山県岡山市 総合情報‐建築(80人)を改組

倉敷芸術科学大 産業科学技術 経営情報 60 岡山県倉敷市 ＩＴ科学(30人)・起業経営(30人)の２学科
を統合

心理科学 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ心理 60

保健医療 総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 100 保健医療‐理学療法(60人)を改組

安田女子大 文 書道 30 広島県広島市

鹿児島国際大 国際文化 国際文化 140 鹿児島県鹿児島市 ２学科→１学科に統合

(注１)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を示す。　(注２)了徳寺大の「徳」は旧字体が正式名称。

⑥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

龍谷大短大部 こども教育 90 京都府京都市 23年4月に「社会福祉科→社会福祉学科」
に改称予定。定員減＝社会福祉(△112)

(注)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(届け出が受理されたもの：４月分)
短大名 学科名 専攻名他 定員 開設予定地 備考

美容デザイン 240

総合エステティック 40

国際美容ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 100
華頂短大 人間健康福祉 100 京都府京都市

関西女子短大 医療秘書 60 大阪府柏原市

九州女子短大 子ども健康 150 福岡県北九州市

西日本短大 ﾒﾃﾞｨｱ･ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ 40 福岡県福岡市

(注)短大名は略称。定員は編入学定員を除く。

日本薬科大 薬 薬＝埼玉県北足立
郡伊奈町、医療ﾋﾞｼﾞ
ﾈｽ薬科学＝東京都
文京区

東海大 海洋 静岡県静岡市 ７→６学科に統合・改組

中部大 愛知県春日井市 定員減＝経営情報‐経営情報(△20)・経営
(△20)、工‐機械工(△20)・建築(△20)

神戸松蔭女子学院大 文 兵庫県神戸市 文‐英語英米文(170人)・国文(80人)を改
組

流通科学大 兵庫県神戸市

サービス産業 サービス産業‐観光･生活文化事業(150
人)・医療福祉サービス(100人)を改組

広島国際大 広島県東広島市

山野美容芸術短大 美容総合 東京都八王子市
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