
※2024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】 【2023/04/28版】

大学 学部 学科／専攻 変更点 2024年度入試 2023年度入試

北海道武蔵女子大 大学新設 北海道武蔵女子大
(2024年４月より)
※北海道札幌市

北海道武蔵女子短期大

仙台青葉学院大 大学新設 仙台青葉学院大
(2024年４月より)
※宮城県仙台市(五橋キャンパス、長町キャンパス)

仙台青葉学院短期大

日本先端工科大 大学新設 日本先端工科大
(2024年４月１日より）
※元関東学院大の小田原キャンパスに設置予定

愛知医療学院大 大学改組 愛知医療学院大
(2024年４月より)
※愛知県清須市

愛知医療学院短期大

高知健康科学大 大学改組 高知健康科学大
(2024年４月より)
※高知県高知市

土佐リハビリテーションカレッジ(専門学校）

【学部、学科等新設・改組】
大学 学部 学科／専攻 変更点 2024年度入試 2023年度入試

国際医療福祉大 成田薬 薬 学部新設 成田薬(薬)：入学定員120人
(2024年４月より)

麗澤大 経営 経営／ビジネスデザ
イン、AI・ビジネス、ス
ポーツビジネス、ファ
ミリービジネス

学部新設 経営(経営／ビジネスデザイン、
経営(経営／AI・ビジネス、スポーツビジネス、
経営(経営／ファミリービジネス)
：入学定員130人

工 工／情報システム工
学、社会ロボティクス
工学

学部新設 工(工／情報システム工学、
工(工／社会ロボティクス工学)：入学定員100人

実践女子大 国際 国際 学部新設 国際(国際)
※渋谷キャンパス(2024年４月より)

人間社会 社会デザイン 学科新設 人間社会(社会デザイン)
※渋谷キャンパス(2024年４月より)

芝浦工業大 工 改組 工(機械工学／基幹機械、先進機械)、
工(物質化学／環境・物質工学、化学・生命工学)、
工(情報・通信工学／情報工学、情報通信)、
工(電気電子工／電気・ロボット工学、
工(電気電子工／先端電子工学)、
工(土木工／都市・環境)

工(機械工、機械機能工、材料工、応用化学、
工(情報工、情報通信工、電気工、電子工、
工(土木工)

順天堂大 薬 薬 学部新設 薬(薬)：入学定員160人
※浦安・日の出キャンパス

東京女子大 現代教養 数理／情報数理科学 専攻改組 数理／情報数理科学 数理／数学、情報理学

東洋大 生命科学 生体医工、生命科
学、生物資源

学部改組 生命科学(生体医工、生命科学、生物資源)
※生体医工は川越キャンパスから、
※生命科学、生物資源は板倉キャンパス
※からそれぞれ朝霞キャンパスへ移転

理工(生体医工)
生命科学(生命科学、応用生物科学)

食環境科学 食環境科学、健康栄
養、フードデータサイ
エンス

学科改組 食環境科学(食環境科学、健康栄養、
食環境科学(フードデータサイエンス)

食環境科学(食環境科学／フードサイエンス)、
食環境科学(健康栄養)

日本女子大 建築デザイン 学部改組 建築デザイン
※目白キャンパス

家政(住居)

武蔵野大 ウェルビーイング ウェルビーイング 学部新設 ウェルビーイング(ウェルビーイング)
：入学定員80人
※武蔵野キャンパス

明治学院大 情報数理 情報数理 学部新設 情報数理(情報数理)：入学定員80人
※横浜キャンパス

麻布大 獣医 獣医保健看護 学科新設 獣医(獣医保健看護)
(2024年４月より)

北陸大 経済経営 経済 学科新設 経済経営(経済)
(2024年４月より)

金城大 総合政策 総合経済 学部新設 総合政策(総合経済)：入学定員150人
(2024年４月より)

大同大 建築 建築 学部改組 建築(建築／建築、インテリアデザイン、
建築(建築／都市空間インフラ、かおりデザイン)

工(建築／建築、インテリアデザイン、
工(建築／土木・環境、かおりデザイン)

大阪歯科大 看護医療 学部新設 看護医療

大阪成蹊大 社会 学部新設 社会

神戸女学院大 国際 英語、グローバルスタ
ディーズ

学部改組 国際(英語、グローバルスタディーズ) 文(英文)

心理 心理 学部改組 心理(心理) 人間科学(心理・行動科学)

音楽 音楽／音楽表現、音
楽キャリアデザイン

専攻改組 音楽／音楽表現：入学定員30人 音楽／楽器、声楽、
音楽／ミュージック・クリエィション

音楽／音楽キャリア
デザイン

専攻新設 音楽／音楽キャリアデザイン：入学定員10人

武庫川女子大 文 歴史文化 学科新設 文(歴史文化)
(2024年４月より)

宝塚医療大 観光 観光 学部新設
（※当初2023年度予定を1年延期)

観光(観光）：入学定員80人
※宮古島キャンパス

2024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 2024年度入試 2023年度入試

天理大 人文 国文学国語、歴史文
化、社会福祉、社会
教育、宗教、心理

学部改組 人文(国文学国語、歴史文化、
人文(社会福祉、社会教育、宗教、心理)

文(国文学国語、歴史文化)
人間(人間関係／社会福祉、生涯教育、
人間(人間関係／臨床心理)、
人間(宗教)

国際 外国語、英米語、中
国語、韓国・朝鮮語、
国際文化、日本(留学
生対象)

学科改組 国際(外国語、英米語、中国語、韓国・朝鮮語、
国際(国際文化、日本(留学生対象))

国際(外国語／英米語、中国語、
国際(外国語／韓国・朝鮮語、
国際(外国語／スペイン語
国際(外国語／スペイ・ブラジルポルトガル語)
国際(地域文化、
国際(地域文化／日本研究(留学生対象))

広島修道大 人文 社会 学科改組 人文(社会)：入学定員95人
(2024年４月より)

人文(人間関係／社会学)

広島国際大 健康科学 社会／地域創生学 学科、専攻新設 健康科学(社会／地域創生学)：入学定員60人
(2024年４月より)

社会／社会福祉学 学科改組 社会(社会／社会福祉学)：入学定員40人
(2024年４月より)

健康科学(医療福祉／医療福祉学、
健康科学(医療福祉／介護福祉学、
健康科学(医療福祉／保育福祉学)

久留米大 医 医療検査 学科新設 医(医療検査)：入学定員75人
※旭町キャンパス

久留米大学医学部付属臨床検査専門学校

【大学名称変更】
大学 学部 学科／専攻 変更点 2024年度入試 2023年度入試

日本国際学園大 大学名称変更 日本国際学園大
※つくばキャンパス、仙台キャンパスの２キャンパス
体制で開学(2024年４月より)

筑波学院大
※茨城県つくば市

九州医療科学大 大学名称変更 九州医療科学大
(2024年４月より)

九州保健福祉大
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