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◆2019年度　開設予定学部一覧（４年制大学のみ掲載）

【私立大】

 関西国際大  経営  経営 100

 国際コミュニケーション  英語コミュニケーション 50

 神戸松蔭女子学院大  教育  教育 120

 武庫川女子大  教育  教育 240

 帝塚山大  教育  こども教育 100

 川崎医療福祉大  リハビリテーション  理学療法 60

 作業療法 60

 言語聴覚療法 60

 視能療法 40

 保健看護  保健看護 120

 広島経済大  メディアビジネス  ビジネス情報 80

 メディアビジネス 60

 経営  経営 310

 スポーツ経営 70

 広島文教女子大  教育  教育／初等教育 120

 教育／中等教育 30

 鹿児島純心女子大  人間教育  教育・心理／初等・中等(英語)教育 50

 教育・心理／心理・文化 35

 第一工業大  航空工  航空工 60

 沖縄大  健康栄養  管理栄養 80

大学 学部 学科／専攻
入学
定員

◆2019年度　開設予定学科一覧（４年制大学のみ掲載）

【私立大】

 東都医療大  幕張ヒューマンケア  理学療法 80

 津田塾大  学芸  多文化・国際協力 70

 専修大  経営  ビジネスデザイン 180

 文  ジャーナリズム 124

 東京工芸大  工  工 400

 愛知産業大  造形  スマートデザイン 70

 藤田保健衛生大  医療科学  医療検査 140

 鈴鹿医療科学大  保健衛生  リハビリテーション／理学療法 40

 リハビリテーション／作業療法 40

 長浜バイオ大  バイオサイエンス  メディカルバイオサイエンス 70

 京都産業大  経営  マネジメント 670

 京都女子大  発達教育  心理 55

 桃山学院大  経営  ビジネスデザイン 70

 奈良学園大  保健医療  リハビリテーション／理学療法 40

 リハビリテーション／作業療法 40

 日本経済大  経営  芸創プロデュース 80

大学 学部 学科／専攻
入学
定員
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◆2019年度　国立大　学部改組一覧（４年制大学のみ掲載）

学部 学科 入学定員 学部 学科 入学定員

 室蘭工業大  工  建築社会基盤 110  理工  創造工 365

 機械航空創造 160  システム理化学 235

 応用理化学 130

 情報電子工 200

大学
現学部 新学部

 ◆2019年度　国立大　学科改組一覧（４年制大学のみ掲載）

 学科 入学定員  学科 入学定員

 宇都宮大  工  機械システム工 79  基盤工 315

 電気電子工 79

 応用化学 83

 情報工 74

 千葉大  教育  小学校教員養成課程 245  学校教員養成課程 390

 中学校教員養成課程 85

 特別支援教育教員養成課程 20

 幼稚園教員養成課程 20

 養護教諭養成課程 35

 東京農工大  工  生命工 77  生命工 81

 応用分子化学 46  生体医用システム工 56

 有機材料化学 41  応用化学 81

 化学システム工 35  化学物理工 81

 機械システム工 116  機械システム工 102

 物理システム工 56  知能情報システム工 120

 電気電子工 88

 情報工 62

 三重大  工  機械工 80  総合工 400

 電気電子工 80

 分子素材工 100

 建築 40

 情報工 60

 物理工 40

 愛媛大  理  数学 50  理 225

 物理 50

 化学 52

 生物 43

 地球科学 30

 工  機械工 90  工 500

 電気電子工 80

 環境建設工 90

 機能材料工 70

 応用化学 90

 情報工 80

 佐賀大  理工  数理科学 30  理工 480

 物理科学 40

 知能情報システム 60

 機能物質化学 90

 機械システム工 90

 電気電子工 90

 都市工 90

 農  応用生物 45  生物資源科学 145

 生物循環科学 60

 生命機能 40

 大学  学部
現学科  新学科
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◆2019年度　国立大　入学定員の増を行う大学（４年制大学のみ掲載）
2018年度 2019年度 入学定員

入学定員 入学定員 増員数

 千葉大  薬  薬 40 50 10 

 大阪大  薬  薬 25 80 55 

大学 学部 学科／専攻

◆2019年度　国立大　入学定員の減を行う大学（４年制大学のみ掲載）
2018年度 2019年度 入学定員

入学定員 入学定員 減員数

 福島大  人文社会  人間発達文化 300 270 △30 

 行政政策 240 215 △25 

 経済経営 255 230 △25 

 理工  共生システム理工 180 160 △20 

 東京外国語大  言語文化  言語文化 370 335 △35 

 国際社会  国際社会 375 335 △40 

大学 学部 学科／専攻

◆2019年度　私立大学則変更申請一覧（入学定員変更の４年制大学のみ掲載）
　　※は、設置届出中の学部・学科を示す。

 大学  学部  学科／専攻
2018年度
入学定員

2019年度
入学定員

入学定員
増減数

 日本医療大  保健医療  看護 80 100 20

 リハビリテーション／理学療法 40 80 40

 日本医療科学大  保健医療  診療放射線 80 90 10

 青山学院大  コミュニティ人間科学※  コミュニティ人間科学※ 0 240 240

 順天堂大  国際教養  国際教養 120 240 120

 中央大  国際経営※  国際経営※ 0 300 300

 洗足学園音楽大  音楽  音楽 470 530 60

 名古屋外国語大  外国語  英米語 300 400 100

 英語教育 40 廃止 △40 

 フランス語 60 75 15

 中国語 50 65 15

 日本語 50 廃止 △50 

 世界教養 100 廃止 △100 

 現代国際  グローバルビジネス 100 99 △1 

 世界教養※  世界教養※ 0 100 100

 国際日本※ 0 60 60

 名古屋学芸大  メディア造形  映像メディア 100 120 20

 デザイン 80 90 10

 鈴鹿医療科学大  保健衛生  理学療法 40 廃止 △40 

 リハビリテーション／理学療法※ 0 40 40

 リハビリテーション／作業療法※ 0 40 40

 京都産業大  経営  マネジメント※ 0 670 670

 経営 390 廃止 △390 

 ソーシャル・マネジメント 120 廃止 △120 

 会計ファイナンス 100 廃止 △100 

 国際関係※  国際関係※ 0 200 200

 外国語  国際関係 80 廃止 △80 

 総合生命科学  生命システム 45 廃止 △45 

 生命資源環境 35 廃止 △35 

 動物生命医科 35 廃止 △35 

 生命科学※  先端生命科学※ 0 100 100

 産業生命科学※ 0 50 50

 明治国際医療大  看護  看護 60 80 20
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◆2019年度　私立大学則変更申請一覧（入学定員変更の４年制大学のみ掲載）
　　※は、設置届出中の学部・学科を示す。

 大学  学部  学科／専攻
2018年度
入学定員

2019年度
入学定員

入学定員
増減数

 大阪経済法科大  経済  経済 160 200 40

 経営 160 廃止 △160 

 経営※  経営※ 0 200 200

 大阪樟蔭女子大  児童教育  児童教育 150 170 20

 大阪成蹊大  芸術  造形芸術 177 190 13

 神戸女子大  看護  看護 80 90 10

 武庫川女子大  文  教育 225 廃止 △225

 教育※  教育※ 0 240 240

 健康・スポーツ  健康・スポーツ 150 180 30

 生活環境  生活環境 130 165 35

 畿央大  健康科学  理学療法 70 76 6

 看護医療 90 94 4

 人間環境デザイン 50 60 10

 安田女子大  現代ビジネス  国際観光ビジネス 60 90 30

 家政  生活デザイン 105 130 25

 梅光学院大  文  人文 190 210 20

 久留米工業大  工  建築・設備工 70 80 10

 情報ネットワーク工 70 80 10

 教育創造工 30 40 10

 聖マリア学院大  看護  看護 100 110 10


