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2020年4月 新増設・改組 大学・学部・学科一覧
※ 2020 年 4 月に予定されている大学、学部、学科等の新増設を掲載しています。
※認可申請・届出中の情報（設置構想中・届出予定）の内容も含まれており、今後変更等の可能性もあるため、
　各大学のパンフレットやホームページ等で必ず確認してください。

[ 表の見方 ]
[ 大学名 ]

[ 学部 ] [ 学科 ] [ 定員 ] 　[ 備考 ]

【大学新設】
公立　静岡県立農林環境専門職大学

生産環境経営学部 生産環境経営学科 24

私立　東都学院大学

保健医療学部 理学療法学科 80

私立　湘南鎌倉医療大学

看護学部 看護学科 100

私立　名古屋柳城女子大学

こども学部 こども学科 70

私立　高知学園大学

健康科学部 管理栄養学科 70

臨床検査学科 60

私立　保健科学専門職大学

医療技術学部 災害・救急マネジメント学科 40

地域リハビリテーション学科 40

私立　東京国際工科専門職大学

工科学部 情報工学科 120

デジタルエンタテインメント学科 80

私立　東京保健医療専門職大学

医療福祉学部 リハビリテーション学科

理学療法専攻　昼間コース 80

理学療法専攻　夜間コース 40

作業療法専攻　昼間コース 80

作業療法専攻　夜間コース 40

福祉介護イノベーション学科 40

私立　ｉ専門職大学

ICTイノベーション学部 ICTイノベーション学科 200

私立　開志専門職大学

事業創造学部 事業創造学科 80

情報学部 情報学科 80

私立　びわこリハビリテーション専門職大学

リハビリテーショ
ン学部

理学療法学科 80

作業療法学科 40

私立　専門職大学　和歌山国際厚生学院

健康科学部 リハビリテーション学科

理学療法学専攻 40

作業療法学専攻 40

私立　岡山専門職大学

健康科学部 理学療法学科 80

作業療法学科 40

私立　国際貢献専門職大学

国際貢献学部 国際アグリビジネス学科 60

私立　熊本健康創生専門職大学

看護学部 看護学科 80

【学部新設・改組】
国立　群馬大学・宇都宮大学

共同教育学部 学校教育教員養成課程 群馬大学

※2大学で共同設置 　教育人間科学系 　教育学部(募集停止)

　人文社会系 宇都宮大学

　自然科学系 　教育学部(募集停止)

　芸術表現・生活・健康系

国立　新潟大学

経済社会科学部 経済社会科学科 350 経済学部(募集停止)

国立　長崎大学

情報データ科学部 情報データ科学科 110 工学部　工学科　情報工学コース(募集停止)

公立　新潟県立大学

国際経済学部 国際経済学科 90

公立　福知山公立大学

情報学部 情報学科 100

公立　県立広島大学

地域創生学部 地域創生学科 200 人間文化学部(募集停止)

　地域文化コース 経営情報学部(募集停止)

　地域産業コース 生命環境学部(募集停止)

　健康科学コース 保健福祉学部(募集停止)

生物資源科学部 地域資源開発学科 40

　農業生産開発系

　食品分析開発系

　農食マネジメント系

生命環境学科 100

　生命科学コース

　環境科学コース

保健福祉学部 保健福祉学科 190

　看護学コース

　理学療法学コース

　作業療法学コース

　コミュニケーション障害学コース

　人間福祉学コース

私立　東北工業大学

建築学部 建築学科 工学部　建築学科(募集停止)

私立　十文字学園女子大学

教育人文学部 幼児教育学科 170 人間生活学部

児童教育学科 80 　幼児教育学科(募集停止)

心理学科 120 　児童教育学科(募集停止)

文芸文化学科 70 　人間発達心理学科(募集停止)

社会情報デザイン学部 社会情報デザイン学科 130 　文芸文化学科(募集停止)

　生活情報学科(募集停止)

　ﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科(募集停止)

私立　尚美学園大学

スポーツマネジメント学部 スポーツマネジメント学科

私立　駿河台大学

スポーツ科学部 スポーツ科学科 200 現代文化学部(募集停止)

私立　日本赤十字看護大学

さいたま看護学部 看護学科 80

私立　和洋女子大学

国際学部
英語コミュニケーション学科 60

国際学科 60

私立　麗澤大学

国際学部
国際学科 80

グローバルビジネス学科 80

私立　桜美林大学

航空・マネジメント学群 航空・マネジメント学類 140

私立　共立女子大学

ビジネス学部 ビジネス学科 150

私立　昭和女子大学

環境デザイン学部 環境デザイン学科 210 生活科学部　環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科(募集停止)

私立　成蹊大学

経済学部 経済数理学科 80 経済学部(募集停止)

現代経済学科 150

経営学部 総合経営学科 290

私立　専修大学

国際コミュニケー
ション学部

日本語学科

異文化コミュニケーション学科

私立　東京都市大学

建築都市デザイ
ン学部

建築学科 120 工学部

都市工学科 100 　建築学科(募集停止)

　都市工学科(募集停止)

私立　明星大学

建築学部 建築学科 120

私立　目白大学

心理学部 心理カウンセリング学科 125 人間学部　心理カウンセリングﾞ学科(募集停止)

私立　神奈川大学

国際日本学部 国際文化交流学科 170 外国語学部　国際文化交流学科

(募集停止)日本文化学科 60

歴史民俗学科 70

私立　神奈川工科大学
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健康医療科学部 臨床工学科 工学部　臨床工学科(募集停止)

管理栄養学科 応用バイオ科学部　栄養生命科学科(募集停止)

看護学科 看護学部　看護学科(募集停止)

私立　岐阜医療科学大学

薬学部 薬学科 100

私立　静岡産業大学

スポーツ人間科
学部

人間スポーツ学科 220 経営学部

こどもスポーツ教育学科 50 　スポーツ経営学科(募集停止)

　心理経営学科(募集停止) 

私立　修文大学

医療科学部 臨床検査学科 80

私立　中京大学

国際学部
国際学科 150

言語文化学科 140

私立　京都先端科学大学

工学部 機械電気システム工学科 200

私立　京都文教大学

こども教育学部 こども教育学科 90 臨床心理学部教育福祉心理学科(募集停止)

私立　龍谷大学

先端理工学部 数理・情報科学課程 95 理工学部(募集停止)

知能情報メディア課程 95

電子情報通信課程 95

機械工学・ロボティクス課程 105

応用化学課程 95

環境生態工学課程 95

私立　摂南大学

農学部 農業生産学科 80

応用生物科学科 80

食品栄養学科 80

食農ビジネス学科 100

私立　大和大学

理工学部 理工学科 230

私立　関西国際大学

現代社会学部 観光学科 120 神戸山手大学

総合社会学科 80 　現代社会学部(募集停止)

私立　甲南女子大学

国際学部 国際英語学科 110 文学部

多文化コミュニケーション学科 80 　英語文化学科(募集停止)

　多文化コミュニケーション学科(募集停止)

私立　園田学園女子大学

経営学部 ビジネス学科 120

私立　宝塚医療大学

和歌山保健医療学部 リハビリテーション学科 100

私立　武庫川女子大学

経営学部 経営学科 200

私立　広島国際大学

健康スポーツ学部 健康スポーツ学科 70 医療福祉学部(募集停止)

健康科学部 医療福祉学科 100 医療経営学部(募集停止)

医療経営学科 90 心理学部(募集停止)

心理学科 100 医療栄養学部(募集停止)

医療栄養学科 60

私立　宇部フロンティア大学

心理学部 心理学科 70

私立　国際医療福祉大学

福岡薬学部 薬学科 120

私立　西南学院大学

外国語学部 外国語学科 300 文学部(募集停止)

私立　第一薬科大学

看護学部 看護学科 80

【学科新設・改組】
国立　弘前大学

医学部 心理支援科学科 10

国立　九州大学

芸術工学部 芸術工学科

187

環境設計学科(募集停止)

　環境設計コース 工業設計学科(募集停止)

　インダストリアルデザインコース 画像設計学科(募集停止)

　未来構想デザインコース 音響設計学科(募集停止)

　メディアデザインコース 芸術情報設計学科(募集停止)

　音響設計コース

国立　鹿児島大学

理学部 理学科 185 数理情報科学科(募集停止)

　数理情報科学プログラム 物理科学科(募集停止)

　物理・宇宙プログラム 生命化学科(募集停止)

　化学プログラム 地球環境科学科(募集停止)

　生物学プログラム

　地球科学プログラム

工学部 先進工学科 385 機械工学科(募集停止)

　機械工学プログラム 電気電子工学科(募集停止)

　電気電子工学プログラム 環境化学プロセス工学科(募集停止)

　海洋土木工学プログラム 海洋土木工学科(募集停止)

　化学工学プログラム 情報生体システム工学科(募集停止)

　化学生命工学プログラム 化学生命工学科(募集停止)

　情報・生体工学プログラム

私立　東北工業大学

工学部 環境応用化学科 環境エネルギー学科(募集停止)

私立　十文字学園女子大学

人間生活学部 食品開発学科 40

私立　文教大学

教育学部 発達教育課程 150 心理教育課程(募集停止)

私立　植草学園大学

保健医療学部 リハビリテーション学科 理学療法学科(募集停止)

　理学療法学専攻 40

　作業療法学専攻 40

私立　国際医療福祉大学

成田保健医療学部 放射線・情報科学科 50

私立　聖徳大学

音楽学部 音楽学科
60

演奏学科(募集停止)

音楽総合学科(募集停止)

私立　國學院大學

経済学部 経済学科 255 経済学科(募集停止)

経営学科 255 経済ネットワーキング学科(募集停止)

経営学科(募集停止)

私立　専修大学

経済学部 現代経済学科 経済学科(募集停止)

生活環境経済学科

私立　拓殖大学

外国語学部 国際日本語学科 50

私立　東京都市大学

理工学部 自然科学科 60 知識工学部　自然科学科(募集停止)

私立　日本女子体育大学

体育学部 スポーツ科学科 220 運動科学科(募集停止)

ダンス学科 100 スポーツ健康学科(募集停止)

健康スポーツ学科 180

子ども運動学科 40

私立　愛知学泉大学

家政学部 ライフスタイル学科 家政学科(募集停止)

管理栄養学科

こどもの生活学科

私立　名古屋産業大学

現代ビジネス学部 経営専門職学科 40

私立　名城大学

理工学部 環境創造工学科 80 環境創造学科(募集停止)

私立　四日市看護医療大学

看護医療学部 臨床検査学科 50

私立　京都外国語大学

外国語学部 ロシア語学科 20

私立　大阪総合保育大学

児童保育学部 乳児保育学科 70

私立　森ノ宮医療大学

保健医療学部 診療放射線学科 80

私立　神戸常盤大学

保健科学部 診療放射線学科 75

私立　宝塚医療大学

和歌山保健医療学部 リハビリテーション学科 100

私立　広島国際大学

保健医療学部 救急救命学科 50 医療技術学科　救急救命学専攻(募集停止)

総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部 リハビリテーション学科 リハビリテーション支援学科  義肢装具学専攻(募集停止)

　義肢装具学専攻 30

私立　安田女子大学

現代ビジネス学部 公共経営学科 60




