
※2023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。

【大学統合】 【2023/01/20版】

大学 学部 学科／専攻 変更点 2023年度入試 2022年度入試

天理大 文、国際、人間、体
育、医療

天理大と天理医療大の統合
(所在地：奈良県天理市)

天理大
(2023年４月１日より)

天理大、天理医療大

【学部、学科等新設・改組】
大学 学部 学科／専攻 変更点 2023年度入試 2022年度入試

北星学園大 社会福祉 社会福祉 学科新設 社会福祉：入学定員120人

北海道文教大 医療保健科学 看護、リハビリテー
ション／理学療法学、
作業療法学

学部改組 医療保健科学(看護、
医療保健科学(リハビリテーション／理学療法学、
医療保健科学(リハビリテーション／作業療法学)

人間科学(理学療法、作業療法、看護)

柴田学園大 生活創生 フードマネジメント 学科新設 生活創造(フードマネジメント)：入学定員20人

東北学院大 地域総合 政策デザイン、地域コ
ミュニティ

学部新設 地域総合(政策デザイン)：入学定員150人、
地域総合(地域コミュニティ)：入学定員145人

情報 データサイエンス 学部新設 情報(データサイエンス)：入学定員190人

人間科学 心理行動科学 学部新設 人間科学(心理行動科学)：入学定員165人

国際 国際教養 学部新設 国際(国際教養)：入学定員130人

福島学院大 マネジメント 地域マネジメント 学部新設 マネジメント(地域マネジメント)：入学定員90人

国際医療福祉大 福岡保健医療 看護 学科新設 福岡保健医療(看護)：入学定員60人
※大川キャンパス

淑徳大 地域創生 地域創生 学部新設 地域創生(地域創生）：入学定員95人

人文 人間科学 学科新設 人文(人間科学）：入学定員100人

亜細亜大 経営 データサイエンス 学科新設 経営(データサイエンス)：入学定員80人

桜美林大 教育探求科学 教育探求科学 学群新設 教育探求科学：入学定員150人

北里大 未来工 データサイエンス 学部新設 未来工(データサイエンス)：入学定員100人

共立女子大 建築・デザイン 建築・デザイン 学部改組 建築・デザイン(建築・デザイン／建築、デザイン)
：入学定員100人

家政(建築・デザイン／建築、デザイン)

杏林大 保健 リハビリテーション／
理学療法学、作業療
法学、言語聴覚療法
学

学科改組 保健(リハビリテーション／理学療法学)
保健(リハビリテーション／：入学定員65人、
保健(リハビリテーション／作業療法学)
保健(リハビリテーション／：入学定員50人、
保健(リハビリテーション／言語聴覚療法学)
保健(リハビリテーション／：入学定員25人

保健(理学療法、作業療法)

順天堂大 健康データサイエン
ス

健康データサイエン
ス

学部新設 健康データサイエンス(健康データサイエンス)
：入学定員100人

昭和大 保健医療 看護、リハビリテー
ション／理学療法学、
作業療法学

学科改組 保健医療(看護)：入学定員95人、
保健医療(リハビリテーション／理学療法学）
保健医療(リハビリテーション／：入学定員35人、
保健医療(リハビリテーション／作業療法学)
保健医療(リハビリテーション／：入学定員25人
(2023年４月より)

保健医療(看護、理学療法、作業療法)

女子美術大 芸術 共創デザイン 学科新設 芸術(共創デザイン)：入学定員60人

杉野服飾大 服飾 服飾文化 学科新設 服飾(服飾文化)：入学定員40人

東京理科大 先進工 物理工 学部改組 先進工(物理工)：入学定員115人 理(応用物理)

機能デザイン工 学科新設 先進工(機能デザイン工)：入学定員115人

東洋大 福祉社会デザイン 学部改組 福祉社会デザイン(社会福祉)：入学定員216人、
福祉社会デザイン(子ども支援)
福祉社会デザイン(子ども支：入学定員100人、
福祉社会デザイン(人間環境デザイン）
福祉社会デザイン(人間環境：入学定員160人
※社会福祉学科は白山キャンパスから赤羽台キャン
パスへ移転

社会(社会福祉)、
ライフデザイン(人間環境デザイン)

健康スポーツ科学 学部改組 健康スポーツ科学(健康スポーツ科学)
健康スポーツ科学(健康ス：入学定員230人、
健康スポーツ科学(栄養科学）
健康スポーツ科学(健康科：入学定員100人

食環境科学(食環境科学／
食環境科学(スポーツ・食品機能)、
ライフデザイン(健康スポーツ)

東京都市大 デザイン・データ科
学

デザイン・データ科学 学部新設 デザイン・データ科学(デザイン・データ科学)
：入学定員100人
※横浜キャンパス(2023年４月１日より）

日本大 生物資源科学 バイオサイエンス、獣
医、動物、海洋生物、
森林、環境、アグリサ
イエンス、食品ビジネ
ス、食品開発、国際
共生、獣医保健看護

学科改組 生物資源科学(バイオサイエンス、獣医、
生物資源科学(動物、海洋生物、森林、環境、
生物資源科学(アグリサイエンス、
生物資源科学(食品ビジネス、食品開発、
生物資源科学(国際共生、獣医保健看護)

生物資源科学(生命農、獣医、動物資源科学、
生物資源科学(森林資源科学、
生物資源科学(海洋生物資源科学、
生物資源科学(生物環境工、応用生物科学、
生物資源科学(生命化、食品ビジネス、
生物資源科学(国際地域開発、食品生命、
生物資源科学(くらしの生物)

日本女子大 国際文化 国際文化 学部新設 国際文化(国際文化)：入学定員121人
※目白キャンパス

文京学院大 経営 マーケティング・デザ
イン

学科改組 経営(マーケティング・デザイン) 経営(経営コミュニケーション
経営(経営コミュ／マーケティング・デザイン)

人間 児童発達／国際こど
も

コース新設 人間(児童発達／国際こども)：募集人員20人
※児童発達学科の募集人員130人に含まれる

武蔵野大 工 サステナビリティ 学科改組 工(サステナビリティ)：入学定員70人
※有明キャンパス

工(環境システム)

2023年度入試 主要私立大 新増設一覧
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大学 学部 学科／専攻 変更点 2023年度入試 2022年度入試

立教大 コミュニティ福祉、ス
ポーツウエルネス

学部改組 コミュニティ福祉(福祉)：入学定員130人、
コミュニティ福祉(コミュニティ政策
コミュニティ福祉(コミュニティ／政策、コミュニティ)
コミュニティ福祉(コミュニティ政／：入学定員220人、
スポーツウエルネス(スポーツウエルネス）
スポーツウエルネスス(：入学定員230人

コミュニティ福祉(福祉、
コミュニティ福祉(コミュニティ政策、
コミュニティ福祉(スポーツウエルネス）

神奈川大 化学生命 応用化学、生命機能
学

学部新設 化学生命(応用化学、
化学生命(生命機能／応用化学、生命機能学、
化学生命(生命機能／環境生活科学)

情報 計算機科学、システ
ム数理、先端情報領
域プログラム

学部新設 情報(計算機科学、システム数理、
情報(先端情報領域プログラム)

理 理 学科改組 理(理／生物、化学、総合理学、
理(理／数学、物理、地球環境科学)
※６コース

理(生物科学、化学、情報科学、
理(数理・物理、総合理学プログラム)
※４学科１プログラム

工 機械工、電気電子情
報工、経営工、応用
物理

学科改組 工(機械工、電気電子情報工、経営工、
工(応用物理)

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(経営工、総合工)

関東学院大 理工 理工／生命科学、数
理・物理、応用化学、
電気・電子、情報ネッ
ト・メディア、土木・都
市防災、健康科学・テ
クノロジー、表面工学

コース改組 理工／生命科学、数理・物理、応用化学、
理工／電気・電子、情報ネット・メディア、
理工／土木・都市防災、健康科学・テクノロジー、
理工／表面工学

理工／生命科学、数理・物理、応用化学、
理工／電気・電子、健康・スポーツ計測、
理工／情報ネット・メディア、
理工／土木・都市災害

湘南工科大 情報 情報／人工知能、情
報工学、情報メディア

学部新設 情報(情報／人工知能：入学定員50人、
情報(情報／情報工学：入学定員150人、
情報(情報／情報メディア：入学定員75人)

新潟医療福祉大 リハビリテーション 鍼灸健康 学科新設 リハビリテーション(鍼灸健康)：入学定員40人

新潟青陵大 福祉心理子ども 子ども発達 学科新設 福祉心理子ども(子ども発達)：入学定員40人

新潟薬科大 医療技術 臨床検査 学部新設 医療技術(臨床検査)：入学定員60人

看護 看護 学部新設 看護(看護)：入学定員80人

北陸大 医療保健 理学療法 学科新設 医療保健(理学療法)：入学定員60人

北陸学院大 社会、教育 学部改組 社会(社会)：入学定員95人、
教育(幼児教育)：入学定員45人、
教育(初等中等教育)：入学定員25人

人間総合(社会、子ども教育)

健康科学 栄養 学部新設 健康科学(栄養)：入学定員65人

福井工業大 経営情報 経営情報 学部新設 経営情報(経営情報)：入学定員90人

中部大 理工 数理・物理サイエン
ス、ＡＩロボティクス、
宇宙航空

学部新設 理工(数理・物理サイエンス)：入学定員40人、
理工(ＡＩロボティクス)：入学定員80人、
理工(宇宙航空)：入学定員80人

工、理工 学科改組 工(機械工、建築、応用化学、都市建設工、
工(情報工、電気電子システム工)
理工(AＩロボティクス、宇宙航空)

※AＩロボティクスはロボット理工から、宇宙航空は宇
宙航空理工から名称変更

工(機械工、建築、応用化学、都市建設工、
工(情報工、ロボット理工、
工(電気電子システム工、宇宙航空理工)

京都芸術大 芸術 キャラクターデザイン
／マンガ、キャラク
ターデザイン

学科改組 芸術(キャラクターデザイン
芸術(キャラクターデ／マンガ、
芸術(キャラクターデ／キャラクターデザイン)

芸術(マンガ、キャラクターデザイン)

京都女子大 データサイエンス データサイエンス 学部新設 データサイエンス(データサイエンス)
：入学定員95人

京都橘大 総合心理 総合心理 学部新設 総合心理(総合心理)：入学定員90人<通学課程>
※別途、通信教育課程あり

龍谷大 心理 心理 学部改組 心理(心理）：入学定員225人
(2023年４月より）

文(臨床心理)

追手門学院大 法 法律 学部新設 法(法律)：入学定員230人

大阪成蹊大 看護 看護 学部新設 看護(看護)：入学定員80人

データサイエンス データサイエンス 学部新設 データサイエンス(データサイエンス)
：入学定員80人

関西外国語大 国際共生 国際共生 学部新設 国際共生(国際共生)：入学定員100人

外国語 英語・デジタルコミュ
ニケーション

学科新設 外国語(英語・デジタルコミュニケーション)
：入学定員200人

摂南大 現代社会 学部新設 現代社会：入学定員250人

大和大 情報 情報 学部新設 情報(情報)：入学定員200人

大手前大 経営 経営、会計、マーケ
ティング、デジタルビ
ジネス、いきいきキャ
リア

学部新設 経営(経営、会計、マーケティング、
経営(デジタルビジネス、いきいきキャリア)
経営(デジタルビジネス：入学定員170人
※さくら夙川キャンパス

現代社会 現代社会／メディア・
社会学

専攻新設 現代社会／メディア・社会学

甲子園大 栄養 食創造 学科新設 栄養(食創造)

神戸学院大 経営 経営／経営・会計、
データサイエンス

専攻新設 経営／経営・会計、データサイエンス

宝塚医療大 保健医療 口腔保健 学科新設 保健医療(口腔保健)：入学定員64人

兵庫大 教育 教育 学部改組 教育(教育)：入学定員100人 生涯福祉(こども福祉)

武庫川女子大 社会情報 社会情報／情報メ
ディア、情報サイエン
ス

学科新設 社会情報(社会情報／情報メディア、
社会情報(社会情報／情報サイエンス)
社会情報(社会情報／情報：入学定員180人

心理・社会福祉 心理、社会福祉 学部改組 心理・社会福祉(心理)：入学定員150人、
心理・社会福祉(社会福祉)：入学定員：70人

文(心理・社会福祉)
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大学 学部 学科／専攻 変更点 2023年度入試 2022年度入試

武庫川女子大 健康・スポーツ科学 スポーツマネジメント 学科新設 健康・スポーツ科学(スポーツマネジメント)
：入学定員100人

就実大 経営 経営 学部新設 経営(経営)：入学定員160人

九州女子大 家政 生活デザイン／家庭
科教育、インテリアデ
ザイン、ライフデザイ
ン

学科改組 家政(生活デザイン／家庭科教育、
家政(生活デザイン／インテリアデザイン、
家政(生活デザイン／ライフデザイン)
家政(生活デザイン／ライフ：入学定員60人

家政(人間生活)

人間科学 児童・幼児教育、心
理・文化

学科改組 人間科学(児童・幼児教育)：入学定員100人、
人間科学(心理・文化)：入学定員：90人

人間科学(人間発達科学／人間発達学、
人間科学(人間発達科学／人間基礎学)

尚絅大 こども教育 こども教育 学部新設 こども教育(こども教育)：入学定員70人

日本文理大 保健医療 保健医療 学部新設 保健医療(保健医療／診療放射線
保健医療(保健医療／診療放射：入学定員80人、
保健医療(保健医療／臨床検査：入学定員50人、
保健医療(保健医療／臨床医工：入学定員30人)

立命館アジア太平
洋大

サステイナビリティ
観光

サステイナビリティ観
光

学部新設 サステイナビリティ観光(サステイナビリティ観光)
：入学定員350人

鹿児島国際大 看護 看護 学部新設 看護(看護)：入学定員80人

【大学名称変更】
大学 学部 学科／専攻 変更点 2023年度入試 2022年度入試

神戸親和大 大学名称変更 神戸親和大(2023年４月１日より)
※男女共学化

神戸親和女子大

鹿児島純心大 大学名称変更 鹿児島純心大(2023年４月１日より)
※男女共学化

鹿児島純心女子大

【専門職大学新設】

大学 学部 学科／専攻 変更点 2023年度入試 2022年度入試

電動モビリティ
システム専門職大

電気自動車システ
ム工

電気自動車システム
工

大学新設
(所在地：山形県西置賜郡飯豊町)

電気自動車システム工(電気自動車システム工)
：入学定員40人

東京情報デザイン
専門職大

情報デザイン 情報デザイン 大学新設
(所在地：東京都江戸川区)

情報デザイン(情報デザイン)：入学定員160人

グローバルBiz
専門職大

グローバルビジネス グローバルビジネス 大学新設
(所在地：神奈川県川崎市)

グローバルビジネス(グローバルビジネス)
：入学定員98人

ビューティ＆
ウェルネス専門職大

ビューティ＆ウェル
ネス

ビューティ＆ウェルネ
ス

大学新設
(所在地：神奈川県横浜市)

ビューティ＆ウェルネス(ビューティ＆ウェルネス)
：入学定員234人
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