
1　大学の学部の学科設置　　3校 平成２９年７月分

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

人　

私立 作新学院大学 人間文化学部
　発達教育学科
　心理コミュニケーション学科

50
50

栃木県宇都宮市 学校法人
　船田教育会

・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を策定し、着実に実行す
ること。（発達教育学科）

人間文化学部
　人間文化学科（廃止）
※平成30年4月学生募集停止

(△100)

私立 愛知大学 文学部
　心理学科 55

愛知県豊橋市 学校法人
　愛知大学

・特になし。 文学部
　人文社会学科〔定員減〕

平成30年4月名称変更予定
　国際コミュニケーション学部
　　比較文化学科→国際教養学科

(△55)

私立 愛知淑徳大学 文学部
　総合英語学科 100

愛知県長久手市 学校法人
　愛知淑徳学園

・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。

文学部
　英文学科（廃止）
※平成30年4月学生募集停止

(△100)

計 3　校 3学部　　4学科 255

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７月分)

　　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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2　短期大学の学科の設置　　1校 平成２９年７月分

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

人　

私立 大阪健康福祉短期大学 保育・幼児教育学科 40 島根県安来市
島根県松江市

学校法人
　みどり学園

・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。
・介護福祉学科及び子ども福祉学科の定員充足率
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。
・運動場及び体育館が別地にあることから、教育
に支障のないようにすることはもとより、学生の
課外活動等に配慮すること。

子ども福祉学科〔定員減〕
介護福祉学科〔定員減〕

(△10)
(△30)

計 1　校 1学科 40

　　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　　2校 平成２９年７月分

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

人　

私立 武蔵野大学大学院 法学研究科
　ビジネス法務専攻（Ｍ） 10

東京都江東区 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。

政治経済学研究科
　政治経済学専攻（Ｍ）〔定員減〕

平成30年4月名称変更予定
　通信教育部
　　人間学研究科→人間社会研究科

(△5)

私立 追手門学院大学大学院 経営・経済研究科
　経営・経済専攻（Ｍ）
　経営・経済専攻（Ｄ）

15
3

大阪府茨木市 学校法人
　追手門学院

・特になし。

計 2　校
2　研究科　（Ｍ） 2　専攻
　　　　　 （Ｄ） 1　専攻

25
3

経済学研究科（廃止）
　経済学専攻（Ｍ）
　経済学専攻（Ｄ）
経営学研究科（廃止）
　経営学専攻（Ｍ）
　経営学専攻（Ｄ）
文学研究科
　中国文化専攻（Ｍ）（廃止）
※平成30年4月学生募集停止

平成30年4月名称変更予定
　文学研究科→現代社会文化研究科
　　社会学専攻（Ｍ）→現代社会学専攻（Ｍ）
　　英文学専攻（Ｍ）→国際教養学専攻（Ｍ）

(△15)
(△3)

(△15)
(△3)

(△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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4　大学院の研究科の専攻設置又は課程変更　　2校 平成２９年７月分

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

人　

私立 東洋大学大学院 食環境科学研究科
　食環境科学専攻（Ｄ） 2

群馬県邑楽郡板倉町 学校法人
　東洋大学

・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検討する
こと。
・文学部第１部国際文化コミュニケ―ション学科
の入学定員超過の是正に努めること。

私立 鶴見大学大学院 文学研究科
　ドキュメンテーション専攻（Ｍ）
　ドキュメンテーション専攻（Ｄ）

3
2

神奈川県横浜市 学校法人
　総持学園

・文学部日本文学科の入学定員超過の是正に努め
ること。

文学研究科
　日本文学専攻（Ｍ）〔定員減〕
　日本文学専攻（Ｄ）〔定員減〕
　英米文学専攻（Ｍ）〔定員減〕
　英米文学専攻（Ｄ）〔定員減〕
　文化財学専攻（Ｍ）〔定員減〕

(△1)
(△1)
(△1)
(△1)
(△1)

計 2　校
2　研究科　（Ｍ） 1　専攻
　　　　　 （Ｄ） 2　専攻

3
4

(△15)
(△5)
(△10)
(△3)

(△20)
(△5)
(△20)
(△20)
(△5)
(△10)
(△4)

国際地域学研究科（廃止）
　国際地域学専攻（Ｍ）
　国際地域学専攻（Ｄ）
　国際観光学専攻（Ｍ）
　国際観光学専攻（Ｄ）
福祉社会デザイン研究科（廃止）
　社会福祉学専攻（Ｍ）
　社会福祉学専攻（Ｄ）
　福祉社会システム専攻（Ｍ）
　ヒューマンデザイン専攻（Ｍ）
　ヒューマンデザイン専攻（Ｄ）
　人間環境デザイン専攻（Ｍ）
　人間環境デザイン専攻（Ｄ）
※平成30年4月学生募集停止

　　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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