
１　大学の学部の設置　　5校 平成２９年６月分

区分 大 学 名 位　　　置 設　置　者 留　意　事　項              備　　　　　　　　　　　　考

人　

私立 岐阜医療科学大学 看護学部
　看護学科 100

岐阜県関市 学校法人
　神野学園

・中日本自動車短期大学モータースポーツエンジ
ニアリング学科の定員充足率の平均が０．７倍未
満となっていることから、学生確保に努めるとと
もに、入学定員の見直しについて検討すること。

保健科学部
　看護学科（廃止）
※平成30年4月学生募集停止

(△90)

私立 東海学園大学 心理学部
　心理学科
　　(3年次編入学定員)

100
2

愛知県名古屋市 学校法人
　東海学園

・特になし。 人文学部
　人文学科
　（3年次編入学定員）〔定員減〕
　（3年次編入学定員については，平成32年4月から定員減）
　心理学科（廃止）
　（3年次編入学定員）
※平成30年4月学生募集停止
　（3年次編入学定員は平成32年4月学生募集停止）

(△1)

(△100)
(△2)

230
25
10
100
100
80
20

保育児童学部
　保育児童学科
　　(3年次編入学定員)
　　(4年次編入学定員)
　保育児童学科（通信教育課程）
　　(2年次編入学定員)
　　(3年次編入学定員)
　　(4年次編入学定員)

東京福祉大学私立

　　学 部 名　　　学 科 等 名　　　 　　入学定員

群馬県伊勢崎市
東京都豊島区

平成３０年度開設予定の大学の学部等の設置届出一覧(平成２９年６月分)

社会福祉学部
　保育児童学科（廃止）
　（3年次編入学定員）
　（4年次編入学定員）
※平成30年4月学生募集停止
　（3年次編入学定員は平成32年4月学生募集停止）
　（4年次編入学定員は平成33年4月学生募集停止）
社会福祉学部（通信教育課程）
　保育児童学科（廃止）
　（2年次編入学定員）
　（3年次編入学定員）
　（4年次編入学定員）
※平成30年4月学生募集停止
　（2年次編入学定員は平成30年4月学生募集停止）
　（3年次編入学定員は平成30年4月学生募集停止）
　（4年次編入学定員は平成30年4月学生募集停止）

(△230)
(△25)
(△10)

(△100)
(△100)
(△80)
(△20)

・東京福祉大学短期大学部こども学科幼児教育専
攻（通信教育課程）の入学定員超過の是正に努め
ること。
・社会福祉学部社会福祉学科（通信教育課程）、
教育学部教育学科（通信教育課程）、心理学部心
理学科（通信教育課程）、東京福祉大学短期大学
部こども学科保育・幼児教育専攻及びこども教
育・保育専攻（通信教育課程）の定員充足率の平
均が０．７倍未満となっていることから、学生確
保に努めるとともに、入学定員の見直しについて
検討すること。

学校法人
　茶屋四郎次郎記念学
園

（注) 「備考」欄の（　)書きの数字は，今回の届出に伴う，既設学部等の入学定員の変更状況を示す。
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5学部　　6学科
（3年次編入学定員）
（4年次編入学定員）

1030
27
10

【通信教育課程】

1学部　　1学科
（2年次編入学定員）
（3年次編入学定員）
（4年次編入学定員）

100
100
80
20

・特になし。

(△400)
(△150)
(△15)

(△50)

(△200)
(△200)

(△16)

(△12)
(△60)
(△12)

(△50)

商学部第一部（廃止）
　商学科
　観光産業学科
　（3年次編入学定員）
商学部第二部（廃止）
　商学科
経営学部（廃止）
　国際経営学科
　産業経営学科
国際文化学部
　国際文化学科
　（3年次編入学定員）〔定員減〕
　日本文化学科
　（3年次編入学定員）〔定員減〕
　臨床心理学科（廃止）
　（3年次編入学定員）
※平成30年4月学生募集停止
　（3年次編入学定員は平成30年4月学生募集停止）

経済学部
　経済学科（夜間主コース）（廃止）
※昼間主コース・夜間主コースの区分廃止
※平成30年4月学生募集停止

・芸術学部生活環境デザイン学科及びソーシャル
デザイン学科の定員充足率の平均が０．７倍未満
となっていることから、学生確保に努めるととも
に、入学定員の見直しについて検討すること。

学校法人
　中村産業学園

福岡県福岡市

学校法人
　立命館

滋賀県草津市
320

食マネジメント学部
　食マネジメント学科

立命館大学私立

150
130

地域共創学部
　観光学科
　地域づくり学科

九州産業大学私立

5　校計

理工学部
　都市システム工学科（廃止）
　（3年次編入学定員）
　環境システム工学科（廃止）
　（3年次編入学定員）
※平成30年4月学生募集停止
　（3年次編入学定員は平成32年4月学生募集停止）
法学部
　法学科〔定員減〕
産業社会学部
　現代社会学科
　　現代社会専攻〔定員減〕
　　メディア社会専攻〔定員減〕
　　スポーツ社会専攻〔定員減〕
　　人間福祉専攻〔定員減〕
　　子ども社会専攻〔定員減〕

(△91)
(△2)
(△75)
(△2)

(△35)

(△80)

(△10)

（注) 「備考」欄の（　)書きの数字は，今回の届出に伴う，既設学部等の入学定員の変更状況を示す。
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２　大学の学部の学科設置　　4校 平成２９年６月分

区分 大 学 名 位　　　置 設　置　者 留　意　事　項              備　　　　　　　　　　　　考

人　

私立 杏林大学 保健学部
　臨床心理学科 80

東京都三鷹市 学校法人
　杏林学園

・特になし。

私立 武蔵野大学 教育学部
　こども発達学科 100

東京都西東京市 学校法人
　武蔵野大学

・完成年度前に、定年規程に定める退職年齢を超
える専任教員数の割合が比較的高いことから、定
年規程の趣旨を踏まえた適切な運用に努めるとと
もに、教員組織編制の将来構想について着実に実
施すること。
・人間科学部人間科学科（通信教育課程）及び教
育学部児童教育学科（通信教育課程）の定員充足
率の平均が０．７倍未満となっていることから、
学生確保に努めるとともに、入学定員の見直しに
ついて検討すること。

教育学部
　児童教育学科〔定員減〕 (△100)

私立 京都橘大学 健康科学部
　作業療法学科
　臨床検査学科

40
80

京都府京都市 学校法人
　京都橘学園

・完成年度前に、定年規程に定める退職年齢を超
える専任教員数の割合が比較的高いことから、定
年規程の趣旨を踏まえた適切な運用に努めるとと
もに、教員組織編制の将来構想について検討する
こと。（健康科学部臨床検査学科）
・健康科学部心理学科（通信教育課程）の定員充
足率の平均が０．７倍未満となっていることか
ら、学生確保に努めるとともに、入学定員の見直
しについて検討すること。

健康科学部
　心理学科
　（3年次編入学定員）
　（3年次編入学定員は平成30年4月学生募集停止）

(△5)

私立 大阪電気通信大学 工学部
　建築学科
総合情報学部
　デジタルゲーム学科
　　(3年次編入学定員)
　ゲーム＆メディア学科

80

140
5

110

大阪府寝屋川市
大阪府四條畷市

学校法人
　大阪電気通信大学

・特になし。 総合情報学部
　デジタルゲーム学科（廃止）
　（2年次編入学定員）
　（3年次編入学定員）
金融経済学部（廃止）
　資産運用学科
　（3年次編入学定員）
※平成30年4月学生募集停止
　（2年次編入学定員は平成30年4月学生募集停止）
　（3年次編入学定員は平成30年4月学生募集停止）

(△210)
(△30)
(△10)

(△80)
(△30)

計 4　校
5学部　　7学科

（3年次編入学定員）
630
5

　　学 部 名　　　学 科 等 名　　　 　　入学定員

（注) 「備考」欄の（　)書きの数字は，今回の届出に伴う，既設学部等の入学定員の変更状況を示す。
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３　大学院の研究科の設置　　1校 平成２９年６月分

区分 大　学　院　名 位　　　置 設　置　者 留　意　事　項              備　　　　　　　　　　　　考

人　

私立 帝京大学大学院 保健学研究科
　診療放射線科学専攻（Ｍ）
　診療放射線科学専攻（Ｄ）

5
2

福岡県大牟田市 学校法人
　帝京大学

・完成年度前に、定年規程に定める退職年齢を超
える専任教員数の割合が比較的高いことから、定
年規程の趣旨を踏まえた適切な運用に努めるとと
もに、教員組織編制の将来構想について着実に実
施すること。（保健学研究科診療放射線科学専攻
（Ｍ）及び診療放射線科学専攻（Ｄ））
・経済学部地域経済学科、理工学部機械・精密シ
ステム工学科、理工学部航空宇宙工学科、理工学
部情報科学科（通信教育課程）、帝京大学短期大
学人間文化学科及び現代ビジネス学科の定員充足
率の平均が０．７倍未満となっていることから、
学生確保に努めるとともに、入学定員の見直しに
ついて検討すること。

計 1　校
1　研究科　（Ｍ） 1　専攻
　　　　　 （Ｄ） 1　専攻

5
2

　　研 究 科 名　　専 攻 名  　　　 　　入学定員

（注) 「備考」欄の（　)書きの数字は，今回の届出に伴う，既設学部等の入学定員の変更状況を示す。
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４　大学院の研究科の専攻の設置　　1校 平成２９年６月分

区分 大　学　院　名 位　　　置 設　置　者 留　意　事　項              備　　　　　　　　　　　　考

人　

私立 帝京大学大学院 医療技術学研究科
　救急救護学専攻（Ｍ） 5

東京都板橋区 学校法人
　帝京大学

・完成年度前に、定年規程に定める退職年齢を超
える専任教員数の割合が比較的高いことから、定
年規程の趣旨を踏まえた適切な運用に努めるとと
もに、教員組織編制の将来構想について着実に実
施すること。
・経済学部地域経済学科、理工学部機械・精密シ
ステム工学科、理工学部航空宇宙工学科、理工学
部情報科学科（通信教育課程）、帝京大学短期大
学人間文化学科及び現代ビジネス学科の定員充足
率の平均が０．７倍未満となっていることから、
学生確保に努めるとともに、入学定員の見直しに
ついて検討すること。

計 1　校 1　研究科　（Ｍ） 1　専攻 5

　　研 究 科 名　　専 攻 名  　　　 　　入学定員

（注) 「備考」欄の（　)書きの数字は，今回の届出に伴う，既設学部等の入学定員の変更状況を示す。
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