
平成１９年７月

区分 大　　学　　名 　　学 部 名 　　　学 科 等 名 入 学
定 員 位　　　 置 設　置　者 備　　　　　　　　　考

                 人 
私立 旭川大学 保健福祉学部 北海道旭川市 学校法人 経済学部

　コミュニティ福祉学科 60 　旭川大学 　経済法学科（廃止）　　　　　　　（△５０）
　保健看護学科 60  平成２０年４月学生募集停止

〃 秀明大学 学校教師学部 千葉県八千代市 学校法人
　中等教育教員養成課程 250 　秀明学園

〃 慶應義塾大学 薬学部 神奈川県横浜市（１年次） 学校法人
　薬学科（６年制） 180 東京都港区（２年次～６年次） 　慶應義塾
　薬科学科（４年制） 30 
　薬学科（旧課程） －
　医療薬学科（旧課程） －

〃 松蔭大学 観光文化学部 神奈川県厚木市 学校法人 異文化コミュニケーション学部
　観光サービス学科 187 　松蔭学園 　異文化コミュニケーション学科〔定員減〕　（△２１）
　（３年次編入学定員） 2

〃 桐蔭横浜大学 スポーツ健康政策学部 神奈川県横浜市 学校法人
　スポーツ教育学科 80 　桐蔭学園
　スポーツテクノロジー学科 80 
　スポーツ健康政策学科 80 

〃 帝京科学大学 こども学部 山梨県上野原市 学校法人
　こども学科 50 　帝京科学大学
　（３年次編入学定員） 5

〃 中部学院大学 経営学部 岐阜県各務原市（１・２年次） 学校法人
　経営学科 80 岐阜県関市（３・４年次） 　岐阜済美学院
　（３年次編入学定員） 5

〃 中部大学 現代教育学部 愛知県春日井市 学校法人 工学部
　幼児教育学科 80 　中部大学 　機械工学科〔定員減〕
　（３年次編入学定員） 5 　（３年次編入学定員）　　　　　　（△５）
　児童教育学科 80 　電子情報工学科〔定員減〕
　（３年次編入学定員） 5 　（３年次編入学定員）　　　　　　（△５）

平成２２年４月から編入学定員減

〃 鈴鹿医療科学大学 薬学部 三重県鈴鹿市 学校法人
　薬学科（６年制） 100 　鈴鹿医療科学大学

（注） 「備考」欄の（　）書の数字は，今回の認可申請に伴う関係のある既設学部等の入学定員の減を示す。

１　学部を設置するもの　　　１４校

平成２０年度開設予定学部等認可申請一覧



区分 大　　学　　名 　　学 部 名 　　　学 科 等 名 入 学
定 員 位　　　 置 設　置　者 備　　　　　　　　　考

                 人 
私立 立命館大学 薬学部 滋賀県草津市 学校法人 理工学部

　薬学科（６年制） 100 　立命館 　応用化学科（廃止）　　　　　　（△９５）
　化学生物工学科（廃止）　　　　（△８０）
情報理工学部
　生命情報学科（廃止）　　　　　（△６０）
平成２０年４月学生募集停止

理工学部
　電気電子工学科〔定員減〕　　　（△　５）
　電子情報デザイン学科〔定員減〕（△２０）
　マイクロ機械システム工学科〔定員減〕
　　　　　　　　　　　　　　　　（△　５）
情報理工学部
　情報システム学科〔定員減〕　　（△１５）
　情報コミュニケーション学科〔定員減〕
　　　　　　　　　　　　　　　　（△１５）
　メディア情報学科〔定員減〕　　（△１５）
　知能情報学科〔定員減〕　　　　（△１５）

〃 四天王寺国際仏教大学 経営学部 大阪府羽曳野市 学校法人 平成２０年４月から名称変更予定
　経営学科 160 　四天王寺学園 　四天王寺国際仏教大学→四天王寺大学
　（３年次編入学定員） 15

〃 千里金蘭大学 看護学部 大阪府吹田市 学校法人 人間社会学部
　看護学科 80 　金蘭会学園 　情報社会学科（廃止）　　　　　（△８０）

平成２０年４月学生募集停止

〃 近大姫路大学 教育学部 兵庫県姫路市 学校法人
　こども未来学科 80  　近畿大学弘徳学園
　（３年次編入学定員） 10

〃 高知工科大学 マネジメント学部 高知県香美市 学校法人 工学部
　マネジメント学科 100 　高知工科大学 　物質・環境システム工学科〔定員減〕（△２０）

　知能機械システム工学科〔定員減〕　（△２０）
　電子・光システム工学科〔定員減〕　（△２０）
　情報システム工学科〔定員減〕　　　（△２０）
　社会システム工学科〔定員減〕　　　（△２０）

認可申請に伴う入学定員の減

（３年次編入学定員） 47 （３年次編入学定員）　　　△　１０
計 １４　校 　１４学部　２１学科等　 1917 　大　　　学　　　　　　　△５７６ 短　期　大　学　　　　△　０



区分 大　　学　　名 　　学 科 名 入 学
定 員 位　　　 置 設　置　者 備　　　　　　　　　考

                 人 
私立 八戸短期大学 看護学科（３年制） 80 青森県八戸市 学校法人 ライフデザイン学科〔定員減〕　（△４０）

　光星学院 八戸大学
　ビジネス学部
　　ビジネス学科〔定員減〕　　（△２０）

〃 川口短期大学 こども学科 150 埼玉県川口市 学校法人
　峯徳学園

〃 富山福祉短期大学 看護学科（３年制） 80 富山県射水市 学校法人
　浦山学園

〃 信州豊南短期大学 幼児教育学科 100 長野県上伊那郡辰野町 学校法人 言語コミュニケーション学科
　豊南学園 　　　　　　　　〔定員減〕　（△１００）

〃 名古屋経営短期大学 健康福祉学科 60 愛知県尾張旭市 学校法人
　菊武学園

〃 純真短期大学 看護学科（３年制） 80 福岡県福岡市 学校法人
臨床検査学科（３年制） 80 　純真学園
臨床工学科（３年制） 80 
診療放射線学科（３年制） 80 

認可申請に伴う入学定員の減

計 ６　校 　　９学科 790 　大　　　学　　　　　　　△２０ 短　期　大　学　　　　△１４０

２　短期大学の学科を設置するもの　　６校



区分 大　　学　　名 　　学 部 名 　　　学 科 等 名 入 学
定 員 位　　　 置 設　置　者 備　　　　　　　　　考

                 人 
私立 東北工業大学 ライフデザイン学部 宮城県仙台市 学校法人 工学部

　経営コミュニケーション学科 60 　東北工業大学 　デザイン工学科（廃止）　　　　　　（△１００）
平成２０年４月学生募集停止

工学部
　知能エレクトロニクス学科〔定員減〕（△３５）
　情報通信工学科〔定員減〕　　　　　（△３５）
　建築学科〔定員減〕　　　　　　　　（△３５）
　建設システム工学科〔定員減〕　　　（△２０）

〃 常磐大学 人間科学部 茨城県水戸市 学校法人 常磐短期大学
　健康栄養学科 80 　常磐大学 　生活科学科
（３年次編入学定員） 4 　　食物栄養専攻（廃止）　　　　　　（△８０）

平成２０年４月学生募集停止

〃 相模女子大学 学芸学部 神奈川県相模原市 学校法人
　子ども教育学科 100 　相模女子大学

〃 東海学院大学 総合福祉学部 岐阜県各務原市 学校法人 平成２０年４月から名称変更予定
　食健康学科 80 　神谷学園 　総合福祉学部→健康福祉学部

東海女子短期大学
　食物栄養学科（廃止）　　　　　　（△８０）
平成２０年４月学生募集停止

平成２０年４月から名称変更予定
　東海女子短期大学
　　→東海学院大学短期大学部

〃 愛知学院大学 心身科学部 愛知県日進市 学校法人 文学部
　健康栄養学科 80 　愛知学院 　宗教学科〔定員減〕　　　　　　　（△１０）

商学部
　商学科〔定員減〕　　　　　　　　（△　５）
　ビジネス情報学科〔定員減〕　　　（△１０）
経営学部
　現代企業学科〔定員減〕　　　　　（△１０）
法学部
　法律学科〔定員減〕　　　　　　　（△　５）
　現代社会法学科〔定員減〕　　　　（△１５）
総合政策学部
　総合政策学科〔定員減〕　　　　　（△２５）

平成２０年４月から名称変更予定
　文学部宗教学科→文学部宗教文化学科

〃 東海学園大学 人文学部 愛知県名古屋市 学校法人
　発達教育学科 100 　東海学園
　（３年次編入学定員） 10

３　学部の学科を設置するもの　　１３校



区分 大　　学　　名 　　学 部 名 　　　学 科 等 名 入 学
定 員 位　　　 置 設　置　者 備　　　　　　　　　考

                 人 
私立 名古屋文理大学 情報文化学部 愛知県稲沢市 学校法人 情報文化学部

　ＰＲ学科 80 　滝川学園 　情報メディア学科〔定員減〕　　　（△８０）

〃 日本福祉大学 子ども発達学部 愛知県知多郡美浜町 学校法人 社会福祉学部
　子ども発達学科 150 　日本福祉大学 　保健福祉学科（夜間主コース）（廃止）（△７０）
健康科学部 愛知県半田市 　（３年次編入学定員）　　　　　　　　（△２０）
　リハビリテーション学科 情報社会科学部（廃止）
　　理学療法学専攻 40 　人間福祉情報学科　　　　　　　　　（△１１０）
　　作業療法学専攻 40 平成２０年４月学生募集停止
　　介護学専攻 40 

経済学部
　経済学科〔定員減〕　　　　　　　　　（△４５）
　（３年次編入学定員）　　　　　　　　（△１０）

〃 藤田保健衛生大学 衛生学部 愛知県豊明市 学校法人 平成２０年４月から名称変更予定
　医療経営情報学科 30 　藤田学園 　衛生学部→医療科学部

〃 大阪青山大学 健康科学部 大阪府箕面市 学校法人 大阪青山短期大学
　健康こども学科 80 　大阪青山学園 　幼児教育・保育科〔定員減〕　　　（△５０）
（３年次編入学定員） 10 　ことばと文化学科〔定員減〕　　　（△５０）

〃 大阪産業大学 人間環境学部 大阪府大東市 学校法人 人間環境学部
　スポーツ健康学科 100 　大阪産業大学 　文化環境学科〔定員減〕　　　　　（△１０）

経営学部
　経営学科
　（３年次編入学定員）〔定員減〕　（△３０）
　流通学科
　（３年次編入学定員）〔定員減〕　（△３０）
経済学部
　経済学科
　（３年次編入学定員）〔定員減〕　（△３０）
　国際経済学科
　（３年次編入学定員）〔定員減〕　（△３０）
工学部
　機械工学科
　（３年次編入学定員）〔定員減〕　（△１０）
　都市創造工学科
　（３年次編入学定員）〔定員減〕　（△１５）
　電子情報通信工学科
　（３年次編入学定員）〔定員減〕　（△１５）
　情報システム工学科
　（３年次編入学定員）〔定員減〕　（△１０）
　環境デザイン学科
　（３年次編入学定員）〔定員減〕　（△１０）

〃 神戸松蔭女子学院大学 人間科学部 兵庫県神戸市 学校法人 神戸松蔭女子学院大学短期大学部（廃止）
　子ども発達学科 80 　松蔭女子学院 　英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科　　　　　　 （△１００）

　生活造形学科　　　　　　　　　（△　９０）
平成２０年４月学生募集停止

〃 徳島文理大学 人間福祉学部 徳島県徳島市 学校法人 文学部
　看護学科 80 　村崎学園 　コミュニケーション学科（廃止） （△４０）



区分 大　　学　　名 　　学 部 名 　　　学 科 等 名 入 学
定 員 位　　　 置 設　置　者 備　　　　　　　　　考

                 人 
私立 （徳島文理大学） 　　学校法人 工学部

　　　村崎学園 　環境システム工学科（廃止）　　 （△４０）
平成２０年４月学生募集停止

平成２０年４月から名称変更予定
　人間福祉学部→保健福祉学部

認可申請に伴う入学定員の減

（３年次編入学定員） 24 （３年次編入学定員）　　　△２１０
計 １３　校 　１４学部　１４学科　３専攻　　 1220 　大　　　学　　　　　　　△７００ 短　期　大　学　　　　△４５０



区分 大　　学　　名 　　学 部 名 　　　学 科 等 名 入 学
定 員 位　　　 置 設　置　者 備　　　　　　　　　考

                 人 
私立 近大姫路大学 教育学部 兵庫県姫路市 学校法人

　こども未来学科 1000 　近畿大学弘徳学園
　（３年次編入学定員） 300

〃 吉備国際大学 文化財学部 岡山県高梁市 学校法人
　文化財情報学科 100 　高梁学園

認可申請に伴う入学定員の減
　（３年次編入学定員） 300

計 ２　校 　　２学部　２学科 1100 　大　　　学　　　　　　　△　0 短　期　大　学　　　　△　0

区分 大　　学　　名 　　学 科 名 入 学
定 員 位　　　 置 設　置　者 備　　　　　　　　　考

人
私立 順正短期大学 幼児教育科（３年制） 100 岡山県高梁市 学校法人

　高梁学園

認可申請に伴う入学定員の減

計 １　校 　１学科 100 　大　　　学　　　　　　　△　0 短　期　大　学　　　　△　0

４　大学の通信教育を開設するもの　　２校

５　短期大学の通信教育を開設するもの　１校
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