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大学・短期大学 2023年度・2022年度

新設・新学部・新学科・新コース　学校一覧

※1　岡山キャンパス内全学部の募集人数の内数
※2　「韓国語文化」「グローバル共生IT」「司書アーカイブス」の3コース合計70名

都道府県 学校名（現校名） 状況 学部名 学科名 専攻・コース名 定員

大阪

追手門学院大学 学部新設（改組）

国際学部 国際学科 グローバルスタディーズ専攻
国際文化専攻 学科合計150名

文学部 人文学部
日本文学専攻
歴史文化専攻
美学・建築文化専攻

学科合計180名

大阪青山大学 学部新設（改組） 子ども教育学部 子ども教育学科
初等教育コース
保育コース
子ども福祉コース

80名

大阪音楽大学 専攻新設 音楽学部 音楽学科 ミュージックビジネス専攻 学科合計220名

大阪成蹊大学 学部新設（改組） 国際観光学部 国際観光学科
国際ビジネスコース
国際観光コース
観光まちづくりコース

学部合計80名

近畿大学（東大阪キャンパス） 学部新設（改組） 情報学部 情報学科
知能システムコース
サイバーセキュリティコース
実世界コンピューティングコース

330名

摂南大学

学部新設（改組） 国際学部（現：外国語学部） 国際学科
（現：外国語学科）

220名→250名
入学定員増

学部改組 経営学部 経営学科
マネジメントコース
ICTビジネスコース
マーケティングコース
会計・ファイナンスコース

270名→280名
入学定員増

奈良 奈良女子大学【国】 学部新設 工学部 工学科 45名

岡山 岡山理科大学 学部新設（改組）

情報理工学部 情報理工学科

コンピュータサイエンスコース
スーコスンエイサターデ・IA

デジタルゲーム・メディアコース
AIロボティクスコース
メカトロニクスコース

学部合計210名

生命科学部 生物科学科

バイオサイエンスコース（45名）
生物生産コース（30名）
コスメ・食品コース（30名）
環境科学コース（30名）
医用生物学コース（30名）

学部合計165名

クロスカリキュラム新設 ＜クロスカリキュラム型＞ アクティブラーナーズコース 30名※1
愛媛 人間環境大学（松山道後キャンパス） 学部・キャンパス新設 総合心理学部 総合心理学科 80名

熊本
東海大学
九州キャンパス
熊本校舎（現：熊本キャンパス）
臨空校舎（2023年度完成予定）

学部改組・新設、キャンパス名称変更

文理融合学部
【熊本校舎】

経営学科
企業経営コース
スポーツビジネスコース
アグリビジネスコース

130名

地域社会学科 地域観光コース
心理・広報コース 100名

人間情報工学科 情報工学コース
医用工学コース 70名

農学部
【臨空校舎】

農学科 80名
動物科学科 80名
食生命科学科 70名

●短期大学
都道府県 学校名（現校名） 状況 学科名 専攻・コース名 定員

青森 弘前医療福祉大学短期大学部 学科新設 口腔衛生学科 3年・30名
別科新設（改組） 別科 介護福祉科 2年・30名

富山 富山福祉短期大学 専攻科新設 看護学専攻〈1年制〉 1年

佐賀 佐賀女子短期大学 コース新設 こども未来学科 こども養護コース 学科合計80名

地域みらい学科 司書アーカイブズコース ３コース合計70名※2コースリニューアル グローバル共生ITコース

【2023年度（令和5年度）】※設置認可申請中、設置構想中などを含みます。今後変更になる場合があります。一部を除き、「学部・学科等の名称変更」「改組」「再編」は割愛しています。校名後の【国】は国立、【公】は公立を表しています。
開設予定の学部・学科など     
●大学
都道府県 学校名（現校名） 状況 学部名 学科名 専攻・コース名 定員

埼玉 立教大学（新座キャンパス）

学部新設（改組） スポーツウエルネス学部 スポーツウエルネス学科 110名→230名に変更予定

学部改組 コミュニティ福祉学部
福祉学科 154名→130名に変更予定

コミュニティ政策学科 政策学専修
コミュニティ学専修 154名→220名に変更予定

千葉 淑徳大学

学部新設 地域創生学部（埼玉キャンパス） 地域創生学科（仮称） 95名
学科新設 人文学部（東京キャンパス） 人間科学科（仮称） 100名

キャンパス移転 経営学部（埼玉キャンパスから東京キャン
パスへ移転計画中）

経営学科 110名→150名入学定員増
観光経営学科 90名

東京

共立女子大学（神田一ツ橋キャンパス） 学部新設 建築・デザイン学部 建築・デザイン学科 建築コース
デザインコース 100名

東洋大学（赤羽台キャンパス） 学部新設（再編）
福祉社会デザイン学部

社会福祉学科（仮称） 216名
子ども支援学科（仮称） 100名
人間環境デザイン学科（仮称） 160名

健康スポーツ科学部 健康スポーツ科学科（仮称） 230名
先端栄養科学科（仮称） 100名

日本女子大学 学部新設 国際文化学部 国際文化学科 121名（予定）

神奈川 桜美林大学（プラネット淵野辺キャンパス） 学群新設 教育探究科学群（仮称）
（設置構想準備中） 教育探究科学類（仮称） 150名（予定）

京都 龍谷大学 学部新設（改組） 心理学部（設置構想中） 心理学科 255名

大阪
大阪成蹊大学 学部新設 看護学部（仮称） 80名

データサイエンス学部（仮称） 80名
摂南大学（寝屋川キャンパス） 学部新設 現代社会学部（仮称/設置構想中） 250名
大和大学 学部新設 情報学部（設置構想中）

沖縄 宝塚医療大学（宮古島新キャンパス） 学部・キャンパス新設 観光学部 観光学科 80名

【2022年度（令和4年度）】※設置認可申請中、設置構想中などを含みます。今後変更になる場合があります。一部を除き、「学部・学科等の名称変更」「改組」「再編」は割愛しています。校名後の【国】は国立、【公】は公立を表しています。
開設予定の大学
●大学
都道府県 学校名（現校名） 状況 学部名 学科名 専攻・コース名 定員

神奈川 】公【）称仮（学大護看立市崎川
（現：川崎市立看護短期大学） 大学開設（短期大学より移行） 看護学部 看護学科 100名

大阪

】公【）称仮（学大立公阪大
（現：大阪府立大学・大阪市立大学） 大学開設（大学統合）

現代システム科学域

知識情報システム学類 50名
環境社会システム学類 70名
教育福祉学類 45名
心理学類 35名
（学域募集）現代システム科学域 60名

文学部

哲学歴史学科

学部合計160名
人間行動学科
言語文化学科
文化構想学科

法学部 法学科 180名
経済学部 経済学科 295名

商学部
商学科

学部合計270名
公共経営学科

理学部

数学科 40名
物理学科 76名
化学科 85名
生物学科 40名
地球学科 24名
生物化学科 34名

工学部

航空宇宙工学科 38名
海洋システム工学科 33名
機械工学科 128名
建築学科 34名
都市学科 50名
電子物理工学科 108名
情報工学科 77名
電気電子システム工学科 65名
応用化学科 70名
化学工学科 38名
マテリアル工学科 43名
化学バイオ工学科 57名

農学部
応用生物科学科 50名
生命機能化学科 50名
緑地環境科学科 50名

獣医学部 獣医学科 40名

医学部
医学科 90名

リハビリテーション学科
理学療法学専攻 25名
作業療法学専攻 25名

看護学部 看護学科 160名

生活科学部
食栄養学科 65名
居住環境学科 43名
人間福祉学科 45名

大阪信愛学院大学 大学新設（短期大学から移行）
教育学部 教育学科 初等教育コース

幼児教育コース 80名

看護学部 看護学科 80名

福岡 令和健康科学大学 大学新設
看護学部 看護学科 80名

リハビリテーション学部
理学療法学科 80名
作業療法学科 60名

開設予定の学部・学科など
●大学
都道府県 学校名（現校名） 状況 学部名 学科名 専攻・コース名 定員

北海道 札幌国際大学 学科新設 人文学部 国際教養学科
多文化言語コース
文化共創コース
国際コミュニケーションコース

60名

埼玉 大東文化大学 コース制導入
スポーツ・健康科学部

健康科学科
臨床検査コース
健康マネージメントコース
理科コース

100名

保健師課程新設 看護学科 保健師課程（選択制）

千葉

聖徳大学 学部新設（改組） 教育学部

児童学科
（昼間主・夜間主）

幼稚園教員養成コース
保育士養成コース
児童心理コース）
児童文化コース（昼間主のみ）

昼間主325名
夜間主7名
（計452名）

教育学科
（昼間主・夜間主）

小学校教員養成コース
特別支援教育コース
スポーツ教育コース（昼間主のみ）

昼間主80名
夜間主3名
（計163名）

順天堂大学（浦安日の出キャンパス） キャンパス・学部新設 医療科学部
臨床検査学科 110名
臨床工学科 70名

帝京平成大学（千葉キャンパス） コース新設 健康医療スポーツ学部 医療スポーツ学科 動物医療コース 80名

東京

青山学院大学（青山キャンパス） 学科新設 法学部　 ヒューマンライツ学科 120名

大妻女子大学 コース新設 家政学部 被服学科 被服学コース
ファッション環境マネジメントコース 110名

成蹊大学 学科新設（改組） 理工学部 理工学科

データ数理専攻
コンピュータ科学専攻
機械システム専攻
電気電子専攻
応用化学専攻

420名

東京家政大学 学部新設（改組） 栄養学部
栄養学科 120名
管理栄養学科 160名

東京経済大学 学科新設（改組） コミュニケーション学部
国際コミュニケーション学科 90名
メディア社会学科
（現：コミュニケーション学科） 150名

二松学舎大学 学科新設 文学部 歴史文化学科
日本史専攻
欧米・アジア史専攻
思想・文化史専攻

60名

武蔵大学 学部新設 国際教養学部 国際教養学科 経済経営学専攻（EM専攻）
グローバルスタディーズ専攻（GS専攻） 100名

立教大学（池袋キャンパス） コース新設 法学部 国際ビジネス法学科 グローバルコース 15名

神奈川

神奈川大学 学部新設（改組） 建築学部 建築学科 建築学系
都市生活学系

145名→200名
入学定員増

國學院大學（横浜たまプラーザキャンパス） 学部新設 観光まちづくり学部 観光まちづくり学科 300名

湘南医療大学（横浜山手キャンパス）
新キャンパス開設 保健医療学部 看護学科 80名→140名

入学定員増

専攻科新設 ― 専攻科
公衆衛生看護学専攻 1年・20名
助産学専攻 1年15名

静岡 静岡理工科大学 学科新設 理工学部 土木工学科 50名

愛知

愛知学院大学 学部新設（改組） 心理学部 心理学科 140名→160名
入学定員増

金城学院大学 学部新設 看護学部 看護学科 100名

至学館大学 学科新設 健康科学部 体育科学科
トレーナーコース
競技スポーツコース
スポーツ教育コース

100名

人間環境大学（岡崎キャンパス） 学部新設（改組）
環境科学部(人間環境学部から改組）

フィールド生態学科 60名
環境データサイエンス学科 40名

心理学部(人間環境学部から改組）
心理学科 100名
犯罪心理学科 50名

三重 鈴鹿医療科学大学（白子キャンパス） 学科新設 保健衛生学部 救急救命学科 40名
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大学・短期大学 2023年度・2022年度

新設・新学部・新学科・新コース　学校一覧

※1　岡山キャンパス内全学部の募集人数の内数
※2　「韓国語文化」「グローバル共生IT」「司書アーカイブス」の3コース合計70名

都道府県 学校名（現校名） 状況 学部名 学科名 専攻・コース名 定員

大阪

追手門学院大学 学部新設（改組）

国際学部 国際学科 グローバルスタディーズ専攻
国際文化専攻 学科合計150名

文学部 人文学部
日本文学専攻
歴史文化専攻
美学・建築文化専攻

学科合計180名

大阪青山大学 学部新設（改組） 子ども教育学部 子ども教育学科
初等教育コース
保育コース
子ども福祉コース

80名

大阪音楽大学 専攻新設 音楽学部 音楽学科 ミュージックビジネス専攻 学科合計220名

大阪成蹊大学 学部新設（改組） 国際観光学部 国際観光学科
国際ビジネスコース
国際観光コース
観光まちづくりコース

学部合計80名

近畿大学（東大阪キャンパス） 学部新設（改組） 情報学部 情報学科
知能システムコース
サイバーセキュリティコース
実世界コンピューティングコース

330名

摂南大学

学部新設（改組） 国際学部（現：外国語学部） 国際学科
（現：外国語学科）

220名→250名
入学定員増

学部改組 経営学部 経営学科
マネジメントコース
ICTビジネスコース
マーケティングコース
会計・ファイナンスコース

270名→280名
入学定員増

奈良 奈良女子大学【国】 学部新設 工学部 工学科 45名

岡山 岡山理科大学 学部新設（改組）

情報理工学部 情報理工学科

コンピュータサイエンスコース
スーコスンエイサターデ・IA

デジタルゲーム・メディアコース
AIロボティクスコース
メカトロニクスコース

学部合計210名

生命科学部 生物科学科

バイオサイエンスコース（45名）
生物生産コース（30名）
コスメ・食品コース（30名）
環境科学コース（30名）
医用生物学コース（30名）

学部合計165名

クロスカリキュラム新設 ＜クロスカリキュラム型＞ アクティブラーナーズコース 30名※1
愛媛 人間環境大学（松山道後キャンパス） 学部・キャンパス新設 総合心理学部 総合心理学科 80名

熊本
東海大学
九州キャンパス
熊本校舎（現：熊本キャンパス）
臨空校舎（2023年度完成予定）

学部改組・新設、キャンパス名称変更

文理融合学部
【熊本校舎】

経営学科
企業経営コース
スポーツビジネスコース
アグリビジネスコース

130名

地域社会学科 地域観光コース
心理・広報コース 100名

人間情報工学科 情報工学コース
医用工学コース 70名

農学部
【臨空校舎】

農学科 80名
動物科学科 80名
食生命科学科 70名

●短期大学
都道府県 学校名（現校名） 状況 学科名 専攻・コース名 定員

青森 弘前医療福祉大学短期大学部 学科新設 口腔衛生学科 3年・30名
別科新設（改組） 別科 介護福祉科 2年・30名

富山 富山福祉短期大学 専攻科新設 看護学専攻〈1年制〉 1年

佐賀 佐賀女子短期大学 コース新設 こども未来学科 こども養護コース 学科合計80名

地域みらい学科 司書アーカイブズコース ３コース合計70名※2コースリニューアル グローバル共生ITコース

【2023年度（令和5年度）】※設置認可申請中、設置構想中などを含みます。今後変更になる場合があります。一部を除き、「学部・学科等の名称変更」「改組」「再編」は割愛しています。校名後の【国】は国立、【公】は公立を表しています。
開設予定の学部・学科など     
●大学
都道府県 学校名（現校名） 状況 学部名 学科名 専攻・コース名 定員

埼玉 立教大学（新座キャンパス）

学部新設（改組） スポーツウエルネス学部 スポーツウエルネス学科 110名→230名に変更予定

学部改組 コミュニティ福祉学部
福祉学科 154名→130名に変更予定

コミュニティ政策学科 政策学専修
コミュニティ学専修 154名→220名に変更予定

千葉 淑徳大学

学部新設 地域創生学部（埼玉キャンパス） 地域創生学科（仮称） 95名
学科新設 人文学部（東京キャンパス） 人間科学科（仮称） 100名

キャンパス移転 経営学部（埼玉キャンパスから東京キャン
パスへ移転計画中）

経営学科 110名→150名入学定員増
観光経営学科 90名

東京

共立女子大学（神田一ツ橋キャンパス） 学部新設 建築・デザイン学部 建築・デザイン学科 建築コース
デザインコース 100名

東洋大学（赤羽台キャンパス） 学部新設（再編）
福祉社会デザイン学部

社会福祉学科（仮称） 216名
子ども支援学科（仮称） 100名
人間環境デザイン学科（仮称） 160名

健康スポーツ科学部 健康スポーツ科学科（仮称） 230名
先端栄養科学科（仮称） 100名

日本女子大学 学部新設 国際文化学部 国際文化学科 121名（予定）

神奈川 桜美林大学（プラネット淵野辺キャンパス） 学群新設 教育探究科学群（仮称）
（設置構想準備中） 教育探究科学類（仮称） 150名（予定）

京都 龍谷大学 学部新設（改組） 心理学部（設置構想中） 心理学科 255名

大阪
大阪成蹊大学 学部新設 看護学部（仮称） 80名

データサイエンス学部（仮称） 80名
摂南大学（寝屋川キャンパス） 学部新設 現代社会学部（仮称/設置構想中） 250名
大和大学 学部新設 情報学部（設置構想中）

沖縄 宝塚医療大学（宮古島新キャンパス） 学部・キャンパス新設 観光学部 観光学科 80名

【2022年度（令和4年度）】※設置認可申請中、設置構想中などを含みます。今後変更になる場合があります。一部を除き、「学部・学科等の名称変更」「改組」「再編」は割愛しています。校名後の【国】は国立、【公】は公立を表しています。
開設予定の大学
●大学
都道府県 学校名（現校名） 状況 学部名 学科名 専攻・コース名 定員

神奈川 】公【）称仮（学大護看立市崎川
（現：川崎市立看護短期大学） 大学開設（短期大学より移行） 看護学部 看護学科 100名

大阪

】公【）称仮（学大立公阪大
（現：大阪府立大学・大阪市立大学） 大学開設（大学統合）

現代システム科学域

知識情報システム学類 50名
環境社会システム学類 70名
教育福祉学類 45名
心理学類 35名
（学域募集）現代システム科学域 60名

文学部

哲学歴史学科

学部合計160名
人間行動学科
言語文化学科
文化構想学科

法学部 法学科 180名
経済学部 経済学科 295名

商学部
商学科

学部合計270名
公共経営学科

理学部

数学科 40名
物理学科 76名
化学科 85名
生物学科 40名
地球学科 24名
生物化学科 34名

工学部

航空宇宙工学科 38名
海洋システム工学科 33名
機械工学科 128名
建築学科 34名
都市学科 50名
電子物理工学科 108名
情報工学科 77名
電気電子システム工学科 65名
応用化学科 70名
化学工学科 38名
マテリアル工学科 43名
化学バイオ工学科 57名

農学部
応用生物科学科 50名
生命機能化学科 50名
緑地環境科学科 50名

獣医学部 獣医学科 40名

医学部
医学科 90名

リハビリテーション学科
理学療法学専攻 25名
作業療法学専攻 25名

看護学部 看護学科 160名

生活科学部
食栄養学科 65名
居住環境学科 43名
人間福祉学科 45名

大阪信愛学院大学 大学新設（短期大学から移行）
教育学部 教育学科 初等教育コース

幼児教育コース 80名

看護学部 看護学科 80名

福岡 令和健康科学大学 大学新設
看護学部 看護学科 80名

リハビリテーション学部
理学療法学科 80名
作業療法学科 60名

開設予定の学部・学科など
●大学
都道府県 学校名（現校名） 状況 学部名 学科名 専攻・コース名 定員

北海道 札幌国際大学 学科新設 人文学部 国際教養学科
多文化言語コース
文化共創コース
国際コミュニケーションコース

60名

埼玉 大東文化大学 コース制導入
スポーツ・健康科学部

健康科学科
臨床検査コース
健康マネージメントコース
理科コース

100名

保健師課程新設 看護学科 保健師課程（選択制）

千葉

聖徳大学 学部新設（改組） 教育学部

児童学科
（昼間主・夜間主）

幼稚園教員養成コース
保育士養成コース
児童心理コース）
児童文化コース（昼間主のみ）

昼間主325名
夜間主7名
（計452名）

教育学科
（昼間主・夜間主）

小学校教員養成コース
特別支援教育コース
スポーツ教育コース（昼間主のみ）

昼間主80名
夜間主3名
（計163名）

順天堂大学（浦安日の出キャンパス） キャンパス・学部新設 医療科学部
臨床検査学科 110名
臨床工学科 70名

帝京平成大学（千葉キャンパス） コース新設 健康医療スポーツ学部 医療スポーツ学科 動物医療コース 80名

東京

青山学院大学（青山キャンパス） 学科新設 法学部　 ヒューマンライツ学科 120名

大妻女子大学 コース新設 家政学部 被服学科 被服学コース
ファッション環境マネジメントコース 110名

成蹊大学 学科新設（改組） 理工学部 理工学科

データ数理専攻
コンピュータ科学専攻
機械システム専攻
電気電子専攻
応用化学専攻

420名

東京家政大学 学部新設（改組） 栄養学部
栄養学科 120名
管理栄養学科 160名

東京経済大学 学科新設（改組） コミュニケーション学部
国際コミュニケーション学科 90名
メディア社会学科
（現：コミュニケーション学科） 150名

二松学舎大学 学科新設 文学部 歴史文化学科
日本史専攻
欧米・アジア史専攻
思想・文化史専攻

60名

武蔵大学 学部新設 国際教養学部 国際教養学科 経済経営学専攻（EM専攻）
グローバルスタディーズ専攻（GS専攻） 100名

立教大学（池袋キャンパス） コース新設 法学部 国際ビジネス法学科 グローバルコース 15名

神奈川

神奈川大学 学部新設（改組） 建築学部 建築学科 建築学系
都市生活学系

145名→200名
入学定員増

國學院大學（横浜たまプラーザキャンパス） 学部新設 観光まちづくり学部 観光まちづくり学科 300名

湘南医療大学（横浜山手キャンパス）
新キャンパス開設 保健医療学部 看護学科 80名→140名

入学定員増

専攻科新設 ― 専攻科
公衆衛生看護学専攻 1年・20名
助産学専攻 1年15名

静岡 静岡理工科大学 学科新設 理工学部 土木工学科 50名

愛知

愛知学院大学 学部新設（改組） 心理学部 心理学科 140名→160名
入学定員増

金城学院大学 学部新設 看護学部 看護学科 100名

至学館大学 学科新設 健康科学部 体育科学科
トレーナーコース
競技スポーツコース
スポーツ教育コース

100名

人間環境大学（岡崎キャンパス） 学部新設（改組）
環境科学部(人間環境学部から改組）

フィールド生態学科 60名
環境データサイエンス学科 40名

心理学部(人間環境学部から改組）
心理学科 100名
犯罪心理学科 50名

三重 鈴鹿医療科学大学（白子キャンパス） 学科新設 保健衛生学部 救急救命学科 40名
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