
※2022年度に予定されている大学、学部、学科等の新増設を掲載しております。仮称並びに予定のものが含まれます。なお、二部、夜間部、通信制は除いています。

※現在設置構想中や認可申請中のものも含まれており、今後変更等の可能性もあるので、実際の出願に際しては、各大学公表の「入学者選抜要項」、「学生募集要項」などで必ず確認してください。

【大学新設】 【2022/01/24版】

大学 学部 学科／専攻 変更点 2022年度入試 2021年度入試

大阪信愛学院大 教育 教育 大学新設
(所在地：大阪府大阪市)

教育(教育)：定員80人
―

看護 看護 大学新設
(所在地：大阪府大阪市)

看護(看護)：定員80人
―

令和健康科学大 看護 看護 大学新設
(所在地：福岡県福岡市)

看護(看護)：定員80人
―

リハビリテーション 理学療法、作業療法 大学新設
(所在地：福岡県福岡市)

リハビリテーション(理学療法)：定員80人、
リハビリテーション(作業療法)：定員60人 ―

【学部、学科等新設・改組】
大学 学部 学科／専攻 変更点 2022年度入試 2021年度入試

群馬パース大 看護 看護 学部新設 看護(看護) 保健科学(看護)

医療技術 検査技術、放射線、
臨床工

学部改組 医療技術(検査技術、放射線、臨床工) 保健科学(看護、検査技術、放射線、臨床工)

日本医療大 総合福祉 介護福祉マネジメン
ト、ソーシャルワーク

学部新設 総合福祉(介護福祉マネジメント)：定員40人
医療福祉(ソーシャルワーク)：定員80人 ―

保健医療 臨床工 学科新設 保健医療(臨床工)：定員60人 ―

聖徳大 教育 児童、教育 学部改組 教育(児童／幼稚園、保育士、児童心理、
教育(児童／児童文化)
教育(教育／小学校、特別支援、スポーツ健康)

児童(児童／幼稚園、保育士、小学校、
児童(児童／特別支援、児童心理、児童文化、
児童(児童／スポーツ健康)

明海大 ホスピタリティ・ツー
リズム

デジタル・イノベーショ
ンメジャー

学科新設 ホスピタリティ・ツーリズム(デジタル・イノベーションメ
ジャー) ―

國學院大 観光まちづくり 観光まちづくり 学部新設 観光まちづくり(観光まちづくり)：定員300人 ―

順天堂大 医療科学 臨床検査、臨床工 学部新設 医療科学（臨床検査)：定員100人、
医療科学（臨床工)：定員65人 ―

成蹊大 理工 理工 学科改組 理工(理工／データ数理、コンピュータ科学、
理工(理工／機械システム、電気電子、応用化学)

理工(物質生命理工、情報科学、
理工(システムデザイン)

帝京大 外国語 国際日本 学科新設 外国語(国際日本)：定員150人 ―

東海大 児童教育 児童教育 学部新設 児童教育(児童教育)：定員150人
―

人文 人文 学部新設 人文(人文)：定員180人
―

政治経済 政治、経済 学科改組 政治経済(政治)：定員200人
政治経済(経済)：定員200人

政治経済(政治、経済、経営)

経営 経営 学部新設 経営(経営)：定員230人 政治経済(経営)

文理融合 学部改組 文理融合(経営、地域社会、人間情報工) 経営(経営、観光ビジネス)
基礎工(電気電子情報工、医療福祉工)

国際文化 国際コミュニケーショ
ン、地域創造

学科改組 国際文化(国際コミュニケーション、地域創造) 国際文化(国際コミュニケーション、地域創造、
国際文化(デザイン文化)

国際 国際 学部新設 国際(国際)：定員200人 教養(国際)

教養 芸術、人間環境 学科改組 教養(芸術)：定員120人
教養(人間環境)：定員70人

教養(芸術、国際、人間環境)

工、建築都市 学部改組 工(航空宇宙、機械工、機械システム工、
工(応用化学、電気電子工、生物工、医工)
建築都市(建築、土木工)

工(材料科学、建築、航空宇宙、機械工、
工(精密工、動力機械工、土木工、
工(生命化学、応用化学、光・画像工、
工(原子力工、電気電子工、医用生体工)

情報理工 情報メディア 学科新設 情報メディア：定員100人 ―

情報通信 情報通信 学科改組 情報通信(情報通信) 情報通信(情報メディア、組込みソフトウェア、
情報通信(経営システム工、
情報通信(通信ネットワーク工

海洋 水産、海洋生物、海
洋理工

学科改組 海洋(水産、海洋生物、海洋理工) 海洋(水産、海洋文明、海洋生物、
海洋(環境社会、海洋地球、航海工学)

東京家政大 栄養 栄養、管理栄養 学部改組 栄養(栄養、管理栄養) 家政(栄養／栄養、管理栄養士)

東京経済大 コミュニケーション 学科改組 コミュニケーション(メディア社会、
コミュニケーション(国際コミュニケーション)

コミュニケーション(コミュニケーション)

二松學舎大 文 歴史文化 学科新設 文(国文、中国文、都市文化デザイン、
文(歴史文化)

文(国文、中国文、都市文化デザイン)

武蔵大 国際教養 国際教養 学部新設 国際教養(国際教養) ：定員100人
―

神奈川大 工、建築 学部改組 工(物質生命化学、機械工、
工(情報システム創成、電気電子情報工、
工(総合工、経営工)
建築(建築、都市生活)

工(物質生命化学、機械工、
工(情報システム創成、建築、
工(電気電子情報工、
工(経営工、総合工)

新潟青陵大 福祉心理 社会福祉／社会福祉 コース新設 福祉心理(社会心理／社会福祉) ―

静岡理工科大 理工 土木工 学科新設 理工(機械工、電気電子工、物質生命科学、
理工(建築、土木工)

理工(機械工、電気電子工、物質生命科学、
理工(建築)

愛知学院大 心身科学、心理 学部改組 心身科学(健康科学、健康栄養)
心理（心理)

心身科学(心理、健康科学、健康栄養)

金城学院大 看護 学部新設 看護(看護)：定員100人 ―

名古屋女子大 医療科学 学部新設 医療科学（理学療法)：定員50人、
医療科学（作業療法）：定員30人 ―
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大学 学部 学科／専攻 変更点 2022年度入試 2021年度入試

人間環境大 総合心理 学部新設 総合心理(総合心理)：定員80人 ―

心理 心理、犯罪心理 学部改組 心理（心理)：定員100人、
心理(犯罪心理）：定員50人

人間環境（心理）

環境科学 フィールド生態、環境
データサイエンス

学部改組 環境科学（フィールド生態）：定員60人、
環境科学（環境データサイエンス）：定員40人

人間環境（環境科学）

名城大 情報工 学部改組 情報工(情報工)：定員180人 理工(情報工)

鈴鹿医療科学大 保健衛生 救急救命 学科新設 保健衛生(救急救命)
定員：40人 ―

佛教大 教育 幼児教育 学科新設 教育(教育、臨床心理、幼児教育) 教育(教育、臨床心理)

大阪青山大 子ども教育 子ども教育 学部改組 子ども教育（子ども教育）：定員80人 健康科学（子ども教育）：定員80人

大阪成蹊大 国際観光 国際観光 学部新設 国際観光（国際観光／国際ビジネス、国際観光、
国際観光（国際観光／観光まちづくり）：定員80人 ―

京都美術工芸大 建築 学部改組 建築(建築)：定員150人 工芸(建築)：募集人員150人

追手門学院大 国際、文 学部改組 国際(国際)：定員150人
文(人文)：定員180人

国際教養(国際日本、国際教養)：定員330人

近畿大 情報 学部新設 情報(情報)：定員330人 ―

摂南大 経営 経営情報 学科改組 経営(経営)：定員280人 経営(経営情報、経営)

森ノ宮医療大 看護、総合リハビリ
テーション、医療技
術

学部改組 看護（看護）
総合リハビリテーション（理学療法、作業療法）
医療技術（鍼灸、臨床検査、臨床工、診療放射線）

保健医療（鍼灸、理学療法、看護、臨床検査、
保健医療（作業療法、臨床工、診療放射線）

神戸女子大 心理 心理 学部新設 心理(心理)：定員80人 ―

神戸常盤大 保健科学 口腔保健 学科新設 保健科学(口腔保健)：定員70人 ―

宝塚医療大 和歌山保健医療 看護 学科新設 和歌山保健医療(看護)：定員50人 ―

岡山理科大 情報理工 学部新設 情報理工(情報理工) ―

生物科学 学部新設 生物科学(生物科学) ―

第一薬科大 薬 薬科学／医療データ
科学、生命医科学

学科新設 薬(薬科学／医療データ科学：定員15人、
薬(薬科学／生命医科学：定員15人) ―

崇城大 生物生命 生物生命 学科改組 生物生命(生物生命／生物機能科学コース、
生物生命(生物生命／応用生命科学コース)

生物生命(応用微生物工、応用生命)

【大学名称変更】
大学 学部 学科／専攻 変更点 2022年度入試 2021年度入試

稚内北星学園大 大学名称変更予定 育英館大(2022年４月１日より) 稚内北星学園大

【専門職大学新設】
大学 学部 学科／専攻 変更点 2022年度入試 2021年度入試

アール医療
専門職大

リハビリテーション 理学療法、作業療法 大学新設
(所在地：茨城県土浦市)

リハビリテーション(理学療法)：定員40人
リハビリテーション(作業療法)：定員40人 ―
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