
平成２６年８月

区分
大 学 名 学 部 ・ 学 科 等 名 平成26年度 平成27年度 入学定員 位 置 備　　考 留 意 事 項
（設置者名） 入学定員 入学定員 増△減数

整理
番号 (人) (人) (人)

私立 北海商科大学 　商学部 北海道札幌市 ・特になし
（学校法人　北海学園） 　　商学科 100 120 20

　　観光産業学科 50 60 10

　　計 150 180 30
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私立 東北福祉大学 　総合福祉学部 宮城県仙台市 ・特になし
（学校法人　栴檀学園） 　　社会福祉学科 300 400 100

　　社会教育学科 100 （廃止） △ 100
（別途届出）
　　福祉行政学科 0 100 100

　子ども科学部
　　子ども教育学科 150 （廃止） △ 150

（別途届出）
　教育学部
　　教育学科 0 250 250

　その他の学科等 550 550

　　計 1,100 1,300 200

（通信教育課程）
　その他の学科等 800 800

　計 800 800 0
2

私立 国際医療福祉大学 　小田原保健医療学部 栃木県大田原市 ・特になし
（学校法人　国際医療福祉大学） 　　看護学科 50 80 30 福岡県大川市

福岡県福岡市
　その他の学科等 1,220 1,220 神奈川県小田原市

（3年次編入学定員） 5 5

　　計 1,270 1,300 30
（3年次編入学定員） 5 5
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平成２７年度からの私立大学等の収容定員の増加に係る学則変更予定一覧

１　大学　１６校
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区分
大 学 名 学 部 ・ 学 科 等 名 平成26年度 平成27年度 入学定員 位 置 備　　考 留 意 事 項
（設置者名） 入学定員 入学定員 増△減数

整理
番号 (人) (人) (人)

私立 青山学院大学 （別途届出） 東京都渋谷区 ・地球社会共生学部における定
（学校法人　青山学院） 　地球社会共生学部 神奈川県相模原市 員充足の根拠として，高校生を

　　地球社会共生学科 0 190 190 対象としたWebアンケート調査
及び本学への志願実績のある首
都圏高等学校への用紙アンケー

　その他の学科等 3,712 3,712 ト調査結果をもとに，推定志願
（2年次編入学定員） 12 12 者数及び推定志願倍率を挙げて
（3年次編入学定員） 20 20 おり，一定の学生確保の見通し

があることは認められるが，推
　　計 3,712 3,902 190 計方法が複数の仮定から成り立

（2年次編入学定員） 12 12 っておりやや複雑であることか
（3年次編入学定員） 20 20 ら，さらに精緻な分析を行うな

どして，設定した定員の確保に
活用できるように努めること。
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私立 帝京大学 　福岡医療技術学部 東京都板橋区 平成２７年４月名称変更予定 ・理工学部航空宇宙工学科，情
（学校法人　帝京大学） （別途届出） 東京都八王子市 　理工学部 報科学科（通信教育課程），帝

　　医療技術学科 0 80 80 栃木県宇都宮市 　　ヒューマン情報システム学科 京大学短期大学人間文化学科，
福岡県大牟田市 　　→情報電子工学科 現代ビジネス学科の定員未充足

　その他の学科等 5,288 5,288 の是正に努めること。
（2年次編入学定員） 65 65
（3年次編入学定員） 240 240

　　計 5,288 5,368 80
（2年次編入学定員） 65 65
（3年次編入学定員） 240 240

（通信教育課程）
　その他の学科等 200 200

　計 200 200 0
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私立 帝京科学大学 　生命環境学部 山梨県上野原市 ・生命環境学部生命科学科の定
（学校法人　帝京科学大学） 　　アニマルサイエンス学科 250 290 40 東京都足立区 員超過の是正に努めること。

（3年次編入学定員） 5 5 山梨県山梨市 ・医療科学部柔道整復学科の定
員未充足の是正に努めること。

　その他の学科等 830 830
（3年次編入学定員） 20 20

　　計 1,080 1,120 40
（3年次編入学定員） 25 25
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私立 東京農業大学 　応用生物科学部 東京都世田谷区 ・特になし
（学校法人　東京農業大学） 　　栄養科学科 80 120 40 神奈川県厚木市

（3年次編入学定員） 4 4 北海道網走市

　その他の学科等 2,400 2,400
（3年次編入学定員） 167 167

　　計 2,480 2,520 40
（3年次編入学定員） 171 171
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区分
大 学 名 学 部 ・ 学 科 等 名 平成26年度 平成27年度 入学定員 位 置 備　　考 留 意 事 項
（設置者名） 入学定員 入学定員 増△減数

整理
番号 (人) (人) (人)

私立 東京理科大学 　工学部第一部 東京都葛飾区 ・諏訪東京理科大学工学部電気
（学校法人　東京理科大学） 　　建築学科 90 110 20 東京都新宿区 電子工学科の定員未充足の是正

　　電気工学科 90 110 20 千葉県野田市 に努めること。
　　機械工学科 90 110 20 埼玉県久喜市

北海道山越郡長万部町
　その他の学科等 3,235 3,235

　　計 3,505 3,565 60
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私立 新潟薬科大学 　応用生命科学部 新潟県新潟市 ・新潟工業短期大学自動車工業
（学校法人　新潟科学技術学園） （別途届出） 科の定員未充足の是正に努める

　　生命産業創造学科 0 60 60 こと。

　その他の学科等 300 300

　　計 300 360 60
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私立 名古屋外国語大学 　外国語学部 愛知県日進市 ・特になし
（学校法人　中西学園） 　　中国語学科 60 50 △ 10

　　日本語学科 60 50 △ 10
（別途届出）
    世界教養学科 0 100 100

　その他の学科等 700 700
（3年次編入学定員） 10 10

　　計 820 900 80
（3年次編入学定員） 10 10
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私立 京都産業大学 　文化学部 京都府京都市 ・特になし
（学校法人　京都産業大学） （別途届出）

　　京都文化学科 0 100 100
　　国際文化学科 200 170 △ 30

　その他の学科等 2,630 2,630
（3年次編入学定員） 60 60

　　計 2,830 2,900 70
（3年次編入学定員） 60 60
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区分
大 学 名 学 部 ・ 学 科 等 名 平成26年度 平成27年度 入学定員 位 置 備　　考 留 意 事 項
（設置者名） 入学定員 入学定員 増△減数

整理
番号 (人) (人) (人)

私立 京都橘大学 　人間発達学部 京都府京都市 ・健康科学部心理学科（通信教
（学校法人　京都橘学園） 　　児童教育学科 120 140 20 育課程）の定員未充足の是正に

努めること。
　現代ビジネス学部
（別途届出）
　　経営学科 0 130 130
　　現代マネジメント学科 130 （廃止） △ 130

（3年次編入学定員） 5 （廃止） △ 5

　その他の学科等 605 605
（3年次編入学定員） 15 15

　　計 855 875 20
（3年次編入学定員） 20 15 △ 5

（通信教育課程）
　その他の学科等 180 180

（3年次編入学定員） 180 180

　計 180 180 0
（3年次編入学定員） 180 180
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私立 立命館大学 　薬学部 京都府京都市 ・特になし
（学校法人　立命館） （別途届出） 滋賀県草津市

　　創薬科学科 0 60 60

　その他の学科等 7,017 7,017
（3年次編入学定員） 56 56

　　計 7,017 7,077 60
（3年次編入学定員） 56 56
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私立 追手門学院大学 　経済学部 大阪府茨木市 ・特になし
（学校法人　追手門学院） 　　経済学科 200 290 90

（3年次編入学定員） 5 10 5
　　ヒューマンエコノミー学科 140 (廃止) △ 140

（3年次編入学定員） 5 (廃止) △ 5

（別途届出）
　地域創造学部
　　地域創造学科 0 150 150

　その他の学科等 980 980
（3年次編入学定員） 40 40

　　計 1,320 1,420 100
（3年次編入学定員） 50 50
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区分
大 学 名 学 部 ・ 学 科 等 名 平成26年度 平成27年度 入学定員 位 置 備　　考 留 意 事 項
（設置者名） 入学定員 入学定員 増△減数

整理
番号 (人) (人) (人)

私立 関西医療大学 　保健医療学部 大阪府泉南郡熊取町 ・特になし
（学校法人　関西医療学園） 　　理学療法学科 40 60 20

　保健看護学部
　　保健看護学科 80 90 10

（3年次編入学定員） 8 （廃止） △ 8

　その他の学科等 140 140

　　計 260 290 30
（3年次編入学定員） 8 （廃止） △ 8
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私立 神戸山手大学 　現代社会学部 兵庫県神戸市 ・新設する観光文化学科の前身
（学校法人　神戸山手学園） 　　総合社会学科 110 80 △ 30 である神戸夙川学院大学観光文

（3年次編入学定員） 10 10 化学部観光文化学科の入学者数
（別途届出） の状況や進学実績のある高校か
　　観光文化学科 0 140 140 らの入学者推計等が示されてお

り，一定の学生確保の見通しが
　　計 110 220 110 あることは認められる。今後の

（3年次編入学定員） 10 10 学生募集においては，神戸夙川
学院大学の蓄積のみに頼ること
なく，本学独自の特色を強く打
ち出すなどして，設定した定員
を確保できるように努めること。
・高校及び学習塾の教員に対す
るアンケート調査について，調
査対象の選定方法が不明確であ
り，導き出される調査結果は必
ずしも精度が高いと言えない部
分もあることから，さらに精緻
な分析を行うなどして，設定し
た定員の確保に活用できるよう
に努めること。
・現代社会学部総合社会学科，
神戸山手短期大学キャリア・コ
ミュニケーション学科の定員未
充足の是正に努めること。
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合計 認可申請に伴う増
　　  1,200人

2年次編入学定員  　　0人
3年次編入学定員　　 13人減

合計 （通信制） 認可申請に伴う増
　  　　 0人

3年次編入学定員  　　0人

1,180　→　1,180

32,097　→  33,297
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２　短期大学　２校

区分
短期大学名 学　科　等　名 平成26年度 平成27年度 入学定員 位 置 備 考 留 意 事 項

（設置者名） 入学定員 入学定員 増△減数
整理
番号 (人) (人) (人)

私立 鈴鹿短期大学 　生活コミュニケーション学科 三重県鈴鹿市 平成２７年４月名称変更予定
（学校法人　享栄学園） 　　こども学専攻 70 90 20 　鈴鹿短期大学 ・過去の入学志願者数等が示さ

　→鈴鹿大学短期大学部 れており，定員を増加した場合
　その他の学科等 80 80 でも一定の学生確保の見通しが

あるということは認められる。
　計 150 170 20 一方で，アンケート調査の結果

から163人の入学希望者が存在す
ると分析している点については，
資料としてアンケート回答者の
回答票そのものが添付されてい
るのみで，具体的分析方法がや
や不明確であるなど，導き出さ
れた結果との関係が必ずしも明
らかではない部分もある。した
がって，さらに精緻な分析を行
うなどして，設定した定員の確
保に活用できるように努めるこ
と。
・生活コミュニケーション学科
生活コミュニケーション学専攻
，鈴鹿国際大学国際人間科学部
国際学科の定員未充足の是正に
努めること。
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私立 近畿大学豊岡短期大学 　その他の学科 40 40 兵庫県豊岡市
（学校法人　近畿大学弘徳学園） ・子ども学科幼児専攻（通信教

　計 40 40 育課程）の定員超過の是正に努
めること。

（通信教育課程） ・近大姫路大学教育学部こども
　こども学科 未来学科（通信教育課程）の定
　　幼児専攻 600 1,000 400 員未充足の是正に努めること。

　　その他の学科等 1,800 1,800

　計 2,400 2,800 400
18

合計 認可申請に伴う増
　 20人

合計 （通信制） 認可申請に伴う増
　400人

190  →　210

2400　→　2800
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