
平成２１年６月

区分 大　　学　　名 　　学 部 名 　　　学 科 等 名
入 学
定 員

位　　　 置 設　置　者

                 人 
私立 盛岡大学 栄養科学部 岩手県岩手郡滝沢村 学校法人 盛岡大学短期大学部  

　栄養科学科 80 　盛岡大学 　食物栄養科（廃止） (△100)
平成２２年４月学生募集停止

〃 群馬社会福祉大学 看護学部 群馬県藤岡市 学校法人 平成２２年４月名称変更予定
　看護学科 80 　昌賢学園 群馬社会福祉大学→群馬医療福祉大学

〃 東京工科大学 医療保健学部 東京都大田区 学校法人  
　看護学科 80 　片柳学園
　臨床工学科 80 
　理学療法学科 80 
　作業療法学科 40 
デザイン学部
　デザイン学科 200 

〃 ビジネス・ブレークスルー大学院 経営学部 東京都千代田区 株式会社 ・構造改革特別区域法に基づく学校設置
大学 　グローバル経営学科 ビジネス・ブレークスルー 　会社による設置

　　　　　　　　（通信教育課程） 1000 ・構造改革特別区域法に基づくインター
　ＩＴソリューション学科 　 　ネット等のみを用いて授業を行う学部
　　　　　　　　（通信教育課程） 800 　の設置
　（３年次編入学定員） 200
　 　 平成２２年４月名称変更予定

ビジネス・ブレークスルー大学院大学
→ビジネス・ブレークスルー大学

〃 文教大学 健康栄養学部 神奈川県茅ヶ崎市 学校法人 文教大学女子短期大学部
　管理栄養学科 100 　 　文教大学学園 　健康栄養学科（廃止） (△150)

平成２２年４月学生募集停止

〃 山梨学院大学 健康栄養学部 山梨県甲府市 学校法人 山梨学院短期大学
　管理栄養学科 40 　山梨学院 　食物栄養科〔定員減〕 (△40)
　（３年次編入学定員） 10

〃 新潟リハビリテーション大学院大学 医療学部 新潟県村上市 学校法人 平成２２年４月名称変更予定
　リハビリテーション学科 　北都健勝学園 新潟リハビリテーション大学院大学
　　理学療法学専攻 40 　→新潟リハビリテーション大学
　　言語聴覚学専攻 40 

〃 椙山女学園大学 看護学部 愛知県名古屋市 学校法人
　看護学科 100 　椙山女学園

〃 中京学院大学 看護学部 岐阜県瑞浪市 学校法人 平成２２年４月名称変更予定
　看護学科 80 　安達学園 中京短期大学

　→中京学院大学中京短期大学部

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

１　学部を設置するもの　　　１６校

平成２２年度開設予定学部等認可申請一覧

備　　　　　　　　　考
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区分 大　　学　　名 　　学 部 名 　　　学 科 等 名
入 学
定 員

位　　　 置 設　置　者

                 人 

備　　　　　　　　　考

私立 立命館大学 スポーツ健康科学部 滋賀県草津市 学校法人 経済学部
　スポーツ健康科学科 220 　立命館 　経済学科〔定員減〕 (△50)

経営学部
　経営学科〔定員減〕 (△50)

〃 大阪医科大学 看護学部 大阪府高槻市 学校法人  
　看護学科 85 　大阪医科大学  
  

〃 関西大学 人間健康学部 大阪府堺市 学校法人 文学部
　人間健康学科 300 大阪府吹田市 　関西大学 　総合人文学科〔定員減〕 (△150)
社会安全学部 大阪府高槻市 社会学部
　社会安全学科 250 　社会学科

　　社会学専攻〔定員減〕 (△10)
　　心理学専攻〔定員減〕 (△10)
　　マス・コミュニケーション学専攻
　　　　　　　　　　〔定員減〕 (△20)
　　社会システムデザイン専攻
　　　　　　　　　　〔定員減〕 (△10)

〃 宝塚造形芸術大学 看護学部 大阪府大阪市 学校法人 造形学部
　看護学科 100 兵庫県宝塚市 　関西女子学園 　美術学科（廃止） (△40)

　芸術情報学科（廃止） (△40)
　（３年次編入学定員） (△5)
メディア・コンテンツ学部（廃止）
　メディア・コンテンツ学科 (△170)
平成２２年４月学生募集停止
　編入学定員については，平成２４年４月
　学生募集停止
造形学部
　産業デザイン学科〔定員減〕 (△10)

平成２２年４月名称変更予定
宝塚造形芸術大学→宝塚大学
　造形学部産業デザイン学科
　→造形芸術学部アート・デザイン学科

〃 梅花女子大学 看護学部 大阪府茨木市 学校法人 現代人間学部（廃止）
　看護学科 80 　梅花学園 　人間福祉学科 (△150)

　心理学科 (△70)
　（３年次編入学定員） (△10)
平成２２年４月学生募集停止
　編入学定員については，平成２４年４月
　学生募集停止

（注） 「備考」欄の（　）書きの数字は，今回の認可申請に伴う，既設学部等の入学定員の変更状況を示す。
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区分 大　　学　　名 　　学 部 名 　　　学 科 等 名
入 学
定 員

位　　　 置 設　置　者

                 人 

備　　　　　　　　　考

私立 広島文化学園大学 学芸学部 広島県広島市 学校法人 社会情報学部
　子ども学科 80 　広島文化学園 　社会情報学科〔定員減〕 (△15)
　（３年次編入学定員） 10 健康福祉学科〔定員減〕 (△15)
　音楽学科 45 　（２年次編入学定員）（廃止） (△5)
　（３年次編入学定員） 10 　（３年次編入学定員）〔定員減〕 (△5)

広島文化学園短期大学
　音楽学科（廃止） (△80)
平成２２年４月学生募集停止
　保育学科〔定員減〕 (△60)
　コミュニティ生活学科〔定員減〕 (△20)

〃 南九州大学 人間発達学部 宮崎県都城市 学校法人  
　子ども教育学科 80 　南九州学園   

 
 

今回の認可申請に伴う，既設学部等の入学定員の変更状況

（３年次編入学定員） 30 （２年次編入学定員）　　　△   5 （３年次編入学定員）　　　△　20
計 １６　校 　１７学部　２１学科　２専攻 2280 　大　　　学　　　　　　　△ 810 短　期　大　学　　　    　△ 450

〔通信教育課程〕
（３年次編入学定員） 200
　　１学部　　２学科 1800 

（注） 「備考」欄の（　）書きの数字は，今回の認可申請に伴う，既設学部等の入学定員の変更状況を示す。
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区分 大　　学　　名 　　学 科 名
入 学
定 員

位　　　 置 設　置　者

                 人 
私立 華頂短期大学 歴史文化学科 50 京都府京都市 学校法人

　佛教教育学園  

今回の認可申請に伴う，既設学部等の入学定員の変更状況

計 １　校 　　１学科 50 　大　　　学　　　　　　　△　0 短　期　大　学　　　　△  0

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

２　短期大学の学科を設置するもの　　１校

備　　　　　　　　　考
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区分 大　　学　　名 　　学 部 名 　　　学 科 名
入 学
定 員

位　　　 置 設　置　者

                 人 
私立 北海道文教大学 人間科学部 北海道恵庭市 学校法人 北海道文教大学短期大学部（廃止）

　こども発達学科 80 　鶴岡学園 　幼児保育学科 (△80)
平成２２年４月学生募集停止

〃 尚絅学院大学 総合人間科学部 宮城県名取市 学校法人 尚絅学院大学女子短期大学部（廃止） 　
　子ども学科 80 　尚絅学院 　保育科   　                    (△150)
　（３年次編入学定員） 10 平成２２年４月学生募集停止  

 
〃 明治学院大学 心理学部 東京都港区 学校法人 文学部

　教育発達学科 100 神奈川県横浜市 　明治学院 　英文学科〔定員減〕 (△60)
心理学部
  心理学科〔定員減〕 (△40)

〃 神奈川工科大学 応用バイオ科学部 神奈川県厚木市 学校法人 工学部
　栄養生命科学科 80  幾徳学園 　機械工学科〔定員減〕 (△10)

　応用化学科〔定員減〕 (△10)
創造工学部
　自動車システム開発工学科
　　　　　　　　　　〔定員減〕 (△10)
  ロボット・メカトロニクス学科
　　　　　　　　　　〔定員減〕 (△10)

〃 摂南大学 工学部 大阪府寝屋川市 学校法人 平成２２年４月名称変更予定
　生命科学科 60 　常翔学園 　工学部→理工学部
　（３年次編入学定員） 5 　経営情報学部→経営学部

〃 鹿児島国際大学 国際文化学部 鹿児島県鹿児島市 学校法人 鹿児島国際大学短期大学部
　音楽学科 35 　津曲学園 　音楽科（廃止） (△50)

平成２２年４月学生募集停止

今回の認可申請に伴う，既設学部等の入学定員の変更状況

（３年次編入学定員） 15 （３年次編入学定員）　　　△ 　0
計 ６　校 　　６学部　６学科　０専攻　　 435 　大　　　学　　　　　　　△ 140 短　期　大　学　　　　△ 280

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

３　学部の学科を設置するもの　　６校

備　　　　　　　　　考
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区分 大　　学　　名 　　学 部 名 　　　学 科 名
入 学
定 員

位　　　 置 設　置　者

                 人 
私立 大手前大学 現代社会学部 兵庫県西宮市 学校法人

　現代社会学科（通信教育課程） 500 　大手前学園 　
　（３年次編入学定員） 500

今回の認可申請に伴う，既設学部等の入学定員の変更状況

　（３年次編入学定員） 500 （３年次編入学定員）　　　△ 　0
計 １　校 　　１学部　１学科 500 　大　　　学　　　　　  　△　 0 短　期　大　学　　　　△　0

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

４　大学の通信教育を開設するもの　　１校

備　　　　　　　　　考
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