
首都圏地区　新設学部・学科特集

首都圏地区　私立大学の新設 学部・学科一覧
首都圏地区（茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川）にある私立大学の2018年度新設学部・学科およびコース新設、改組一覧である。傾向として、人文や理工など学問領
域の垣根を越えて、語学力やコミュニケーション能力の修得を目指し、地域に貢献できるグローバルな人材の育成を目指す学部・学科の新設が続いている。
※ここに掲載している情報は、2018年4月時点で（株）さんぽうが独自に調査したものです。

◆大学
区分 学校名 状況 学部名 学科名 専攻・コース名 定員 備考
茨城

私立 常磐大学 学部新設 看護学部 看護学科 ̶ 80名 2018年（平成30年）4月、国立病院機構水戸医療センターと連携し、「看護学部看護学科」を開設。
水戸医療センターの敷地内に桜の郷キャンパスを開設する。

私立 日本ウェルネススポーツ大学 学部新設 スポーツプロモーション学部
（通学課程） スポーツプロモーション学科 ̶ 75名 通学課程を新たに開設。2020年東京五輪を見すえ、トップスポーツ（競技スポーツ）、生涯スポーツ、２つの

専攻からなるカリキュラムにより、スポーツの専門職を養成。
栃木

私立 足利大学※
<旧：足利工業大学> 校名変更 ̶ ̶ ̶ ̶ 創立50周年という節目に工学部と看護学部の2学部体制が整ったことから、2018年（平成30年）4月、大

学名を「足利大学」へ変更。

私立 文星芸術大学 専攻・コース新設 美術学部 美術学科
総合造形専攻
（日本画コース／洋画コース／立
体コース／地域文化創生コース）

学科合計95名 総合造形専攻の新設に伴い、「地域文化創生コース」を設置。芸術的センスを磨き、その感性をもって地域
社会から求められる人材を育成する。

群馬

私立 育英大学 大学新設 教育学部 教育学科
児童教育専攻 50名 所在地は育英短期大学と同じ。

育英短期大学（保育学科、現代コミュニケーション学科）は育英大学設置後も継続して学生募集を行う。スポーツ教育専攻 50名
埼玉

私立 東京家政大学
（狭山キャンパス） 学科新設 健康科学部 リハビリテーション学科

作業療法学専攻 40名 既設の「看護学部看護学科」を改組。健康科学部は看護学科とリハビリテーション学科作業療法学専攻・
理学療法学専攻の2学科体制になる。理学療法学専攻 40名

私立 東都医療大学 学部新設 管理栄養学部 管理栄養学科 ̶ 80名程度 深谷キャンパス（埼玉県深谷市上柴町西）
千葉

私立 東京医療保健大学
（船橋キャンパス） 学部新設 千葉看護学部 看護学科 ̶ 100名 2018年（平成30年）4月に、千葉県船橋市の西船橋駅近隣（徒歩10分）に入学定員100名の船橋キャ

ンパス設置。
私立 東都医療大学 学部新設 幕張ヒューマンケア学部 看護学科 ̶ 120名程度 幕張ヒューマンケア学部看護学科を2018年（平成30年）4月に新設。設置場所として、幕張キャンパスを新設。
私立 和洋女子大学 学部新設 看護学部 看護学科 ̶ 100名 2018年（平成30年）4月、既存の各学部・学科の名称変更「学群」→「学部」、「学類」→「学科」。
東京

公立 首都大学東京 学部新設（再編）

人文社会学部
人間社会学科 ̶ 110名

都市教養学部を4学部に再編。
その他、都市環境学部、システムデザイン学部も再編。全体で、7学部23学科体制となる。

人文学科 ̶ 90名

法学部 法学科 法律学コース
政治学コース 200名

経済経営学部 経済経営学科 経済学コース
経営学コース 200名

理学部

数理科学科 ̶ 45名
物理学科 ̶ 47名
化学科 ̶ 48名
生命科学科 ̶ 60名

私立 大妻女子大学 学科新設 人間関係学部 人間福祉学科 ̶ 100名 2018年（平成30年）4月、従来の人間福祉学専攻と介護福祉学専攻を統合し、人間福祉学科を開設。問
題を解決するための情報処理能力から社会福祉のマネジメント能力まで備えた社会福祉の専門職を育成。

私立 杏林大学 学科新設 保健学部 臨床心理学科 ̶ 80名 2018年（平成30年）4月に、保健学部が専門とする医科学的要素を取り入れ、公認心理師を養成すること
を目的として開設。

私立 国際医療福祉大学
（東京赤坂キャンパス） 学部新設 赤坂心理・医療福祉マネ

ジメント学部
心理学科 ̶ 60名

ペシャリストを育てる「医療マネジメント学科」を設置。医療マネジメント学科 ̶ 60名

私立 駒沢女子大学

学部新設 看護学部 看護学科 ̶ 80名 2018年（平成30年）4月に、看護学部看護学科を開設。

学群新設（改組） 人間総合学群

人間文化学類
日本文化専攻
人間関係専攻
英語コミュニケーション専攻

170名

2018年（平成30年）4月に、人文学部を募集停止し、人間総合学群を開設。観光文化学類 ̶ 60名
心理学類 ̶ 80名
住空間デザイン学類 ̶ 60名

私立 昭和女子大学 学科新設 グローバルビジネス学部 会計ファイナンス学科 ̶ 60名 2018年（平成30年）4月開設。ビジネスに必要不可欠な基礎知識を、資格取得を通じて学ぶ。
私立 創価大学（通信教育部） 学部新設 文学部 人間学科 ̶ ̶ 2018年（平成30年）4月、文学部人間学科【通信教育課程】が開設。

私立 大東文化大学

学科新設

スポーツ・健康科学部 看護学科 ̶ 100名 2018年（平成30年）4月開設。看護師国家試験受験資格の取得が可能。
修学は東松山キャンパス（1～4年次）。

文学部 歴史文化学科
東西文化コース
日本史コース
観光歴史学コース

100名 2018年（平成30年）4月開設。2年次進級の際に１コースを選択。
修学は東松山キャンパス（1～2年次）・板橋キャンパス（3～4年次）。

学部新設（改組） 社会学部 社会学科
多文化と共生コース
都市と地域コース
メディアと情報コース

200名 2018年（平成30年）4月開設。２年次進級の際に１コースを選択。
修学は東松山キャンパス（1～2年次）・板橋キャンパス（3～4年次）。

私立 帝京大学
（八王子キャンパス） 学科新設

経済学部 国際経済学科 ̶ 200名 2018年（平成30年）4月開設。経済のグローバル化、アジア経済、国際経済を理解し、世界で活躍できる
人材を養成。

法学部 政治学科 公共政策コース
政治コース 100名 地域からグローバルまで幅広い視野を持ち、現代社会における諸問題に対して問題解決にあたる力を持つ

人材を養成。

私立 東京家政学院大学
学部新設 人間栄養学部 人間栄養学科 ̶ 140名 2018年（平成30年）4月開設。管理栄養士養成施設定員変更承認済。修学は千代田三番町キャンパス。

学科新設 現代生活学部 食物学科 ̶ 70名 2018年（平成30年）4月開設。栄養士養成施設指定校。修学は町田キャンパス。
現代生活学部人間福祉学科を募集停止。

私立 東京女子大学
学科新設（再編）

現代教養学部

国際英語学科 国際英語専攻 155名
現代教養学部を4学科12専攻から5学科12専攻に変更。

心理・コミュニケーション学科
心理学専攻 80名（予定）
コミュニケーション専攻 115名（予定）

専攻新設 国際社会学科 コミュニティ構想専攻 50名（予定） 地域実践、キャリア実践、調査など主題別の実習科目を中心に社会科学を体得する。

私立 東京通信大学
【通信教育課程】 大学新設

情報マネジメント学部
（通信教育課程） 情報マネジメント学科 ̶ 400名

2018年（平成30年）4月開学。通うことなく、オンラインだけで卒業可能。
人間福祉学部
（通信教育課程） 人間福祉学科 ̶ 400名

私立 二松學舎大学 学科新設 国際政治経済学部 国際経営学科 ̶ 80名 2018年（平成30年）4月開設。国際政治経済学部のうち、新設の国際経営学科80名、従来の国際政治
経済学科160名。

私立 武蔵野大学 学科新設
経済学部 会計ガバナンス学科 ̶ 90名 2018年（平成30年）4月開設。一般的な会計知識はもちろん、国・地方公共団体といった公的機関、NGO

や学校法人などの非営利組織の会計についても学ぶ。

教育学部 こども発達学科 ̶ 100名 2018年（平成30年）4月開設。保育士資格、幼稚園教諭一種免許状取得可能。
小学校教諭一種免許状はオプションで取得可能。

私立 目白大学
（新宿キャンパス） 学部新設（改組） メディア学部 メディア学科 ̶ 140名

2018年（平成30年）4月、従来の社会学部メディア表現学科を改組し、メディア学部メディア学科を開設。
AR（拡張現実）、VR（仮想現実）、ゲーム、ロボット、動画配信などメディアの先端領域に対応した科目を新
設し、カリキュラムを大幅に拡充。
なお、岩槻キャンパスは2018年度から「さいたま岩槻キャンパス」へ名称を変更。

私立 ヤマザキ動物看護大学※
<旧：ヤマザキ学園大学> 校名変更 ̶ ̶ ̶ ̶ 動物看護分野に特化した教育研究内容をより広く社会に訴求するために、学校法人ヤマザキ学園の創立

50周年記念事業の一環として実施。
神奈川

私立

東海大学
（湘南キャンパス） 学部新設

文化社会学部

アジア学科 ̶ 70名

グローバルな視点を身につける「多文化理解」、発信力のある言葉のスキルを磨く「言語表現」、デジタル時
代のメッセージ力を磨く「メディア」、心理・社会面からコミュニケーションを学ぶ「自立と共生」を学びの柱に、
発言し行動できる人材を育成する。

ヨーロッパ・アメリカ学科 ̶ 70名
北欧学科 ̶ 60名
文芸創作学科 ̶ 60名
広報メディア学科 ̶ 100名
心理・社会学科 ̶ 90名

健康学部 健康マネジメント学科 ̶ 200名 身体面だけでなく、心理面や経済面、社会的な側面まで含めた、健康に関する多角的な知識・技能の修得を目指す。
東海大学
（伊勢原キャンパス） 学科新設（再編） 医学部 看護学科 ̶ 85名 2018年（平成30年）4月に、看護学科を健康科学部から医学部へ再編。

私立 東京農業大学
（厚木キャンパス） 学科新設（改組） 農学部

生物資源開発学科 ̶ 125名 2018年（平成30年）4月より6学部23学科体制に改組。
2018年度より、農学部バイオセラピー学科を募集停止し、生物資源開発学科とデザイン農学科を新設。デザイン農学科 ̶ 123名

私立 日本体育大学
（横浜・健志台キャンパス） 学部新設 スポーツマネジメント学部

スポーツマネジメント学科 ̶ 145名
社会におけるスポーツの価値について学び、スポーツ産業の発展と豊かなスポーツライフ実現に資する人
材を育成する。スポーツマネジメント学部新設に伴い、2018年度の体育学部社会体育学科は募集停止。スポーツライフマネジメント学

科 ̶ 110名

私立 明治学院大学 学科新設 法学部 グローバル法学科 ̶ 65名
世界のグローバル化に対応できる法的解決能力を身につける。2年次秋学期に、全員が海外5カ国の協定
大学に半年間留学する。
修学は横浜キャンパス（１～2年次）・白金キャンパス（3～4年次）。

※2018年（平成30年）4月校名変更


