
届出の種類：大学の学部設置　１０校 平成１８年４月分
区分 大　　学　　名 　　学 部　・　学 科 名 入学定員（人） 位　　　 置 設　置　者
私立 国士舘大学 理工学部 東京都世田谷区

　理工学科 320
 
  
  
  
  

 
〃 拓殖大学 国際学部 東京都八王子市 平成１９年４月名称変更予定

　国際学科 300 　工学部情報エレクトロニクス学科→工学部電子システム工学科

 
〃 目白大学 人間学部 東京都新宿区

　心理カウンセリング学科 120
　（３年次編入学定員） 10
　人間福祉学科 120
　（３年次編入学定員） 10
　子ども学科 140
　（３年次編入学定員） 10

社会学部
　社会情報学科 100
　（３年次編入学定員） 5
　メディア表現学科 120
　（３年次編入学定員） 5
　地域社会学科 80
　（３年次編入学定員） 5

 
〃 平安女学院大学 国際観光学部 京都府京都市

　国際観光学科 90
　（３年次編入学定員） 10

生活福祉学部 大阪府高槻市
　生活福祉学科 140

　（３年次編入学定員） 5
 

〃 大阪国際大学 国際コミュニケーション学部 大阪府守口市
　国際コミュニケーション学科 160
　（３年次編入学定員） 15

  
  

 

平成１９年度開設予定の大学の学部等の設置届出一覧（平成１８年４月分）

学校法人拓殖大学

学校法人大阪国際学園

学校法人平安女学院

学校法人目白学園

学校法人国士舘

備　　　　　　　　　考
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区分 大　　学　　名 　　学 部　・　学 科 名 入学定員（人） 位　　　 置 設　置　者
私立 追手門学院大学 国際教養学部 大阪府茨木市

　アジア学科 100
  （３年次編入学定員） 5
　
  英語コミュニケーション学科 130
　（３年次編入学定員） 5

 
〃 関西大学 システム理工学部 大阪府吹田市

　数学科 30
　物理・応用物理学科 60
　機械工学科 200
　電気電子情報工学科 165

環境都市工学部
　建築学科 95
　都市システム工学科 120
　エネルギー・環境工学科 80

化学生命工学部
　化学・物質工学科 220
　生命・生物工学科 95

 
〃 宝塚造形芸術大学 東京メディア・コンテンツ学部 東京都新宿区 　

　メディア・コンテンツ学科 130

　
  
  

 
〃 奈良産業大学 ビジネス学部 奈良県生駒郡三郷町

　ビジネス学科 200

　
  
  

 
〃 松山東雲女子大学 人文科学部 愛媛県松山市

　心理子ども学科
　　心理専攻 50
　（３年次編入学定員） 5
　　子ども福祉専攻 50
　（３年次編入学定員） 5
　国際文化学科 60
　（３年次編入学定員） 5

学校法人松山東雲学園

学校法人関西大学

学校法人追手門学院

学校法人奈良学園

備　　　　　　　　　考

学校法人関西女子学園
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届出の種類：短期大学の学科設置　２校 平成１８年４月分
区分 短　期　大　学　名 　　学科名 入学定員（人） 位　　　 置 設　置　者
私立 目白大学短期大学部 製菓学科 50 東京都新宿区 入学定員の変更

 80 50名→80名
 
  
  　
  　
  　

 
〃 湘南短期大学 看護学科（３年制） 80 神奈川県横須賀市

 
 
  
  
  
  

 

備　　　　　　　　　考

学校法人神奈川歯科大
学

学校法人目白学園
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届出の種類：大学の学部の学科設置　１７校 平成１８年４月分
区分 大　　学　　名 　　学 部　・　学 科 名 入学定員（人） 位　　　 置 設　置　者
私立 上武大学 ビジネス情報学部 群馬県伊勢崎市

　会計ファイナンス学科 60
　アジア地域ビジネス学科 100
　スポーツマネジメント学科 100
　
経営情報学部 群馬県高崎市
　経営デザイン学科 70
　メディアマネジメント学科 70

 
〃 埼玉工業大学 工学部 埼玉県深谷市

　生命環境化学科 80
　情報システム学科 120
　ヒューマン・ロボット学科 60

　  
  

 
〃 西武文理大学 サービス経営学部 埼玉県狭山市

　健康福祉マネジメント学科 80
 
  
  
  
  

 
〃 中京学院大学 経営学部 岐阜県中津川市

　中国ビジネス学科 30
 
  
  
  
  

 
〃 杏林大学  保健学部 東京都八王子市 平成１９年４月名称変更予定

　 救急救命学科 40 　保健学部保健学科→保健学部健康福祉学科
　（３年次編入学定員） 5

 
  

 
〃 創価大学 文学部            東京都八王子市

　人間学科 390

 
  

 

備　　　　　　　　　考

学校法人文理佐藤学園

学校法人創価大学

 学校法人杏林学園

学校法人学文館

学校法人智香寺学園

学校法人安達学園
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区分 大　　学　　名 　　学 部　・　学 科 名 入学定員（人） 位　　　 置 設　置　者
私立 拓殖大学 商学部 平成１９年４月名称変更予定  

　会計学科 70 　工学部情報エレクトロニクス学科→工学部電子システム工学科
  

  
  

  
〃 帝京大学 医療技術学部 東京都八王子市

　スポーツ医療学科 200
 
  
  
  
  

 
〃 京都嵯峨芸術大学 芸術学部 京都府京都市  

　メディアデザイン学科 50   
　（３年次編入学定員） 5
  
  
  
  

 
〃 京都造形芸術大学 芸術学部 京都府京都市 平成１９年４月名称変更予定

　映画学科 65 　芸術学部美術・工芸学科→芸術学部美術工芸学科
　（２年次編入学定員） 2
　（３年次編入学定員） 2

　舞台芸術学科 35
　（２年次編入学定員） 2
　（３年次編入学定員） 2

　こども芸術学科 30
　（２年次編入学定員） 2
　（３年次編入学定員） 2

　キャラクターデザイン学科 50
　（２年次編入学定員） 2
　（３年次編入学定員） 2

 
〃 京都橘大学 文学部 京都府京都市  

　児童教育学科 100
 
  
  
  
  

 

東京都八王子市
（１年次～２年次）
東京都文京区
（３年次～４年次）

学校法人瓜生山学園

学校法人大覚寺学園

学校法人帝京大学

学校法人京都橘学園

備　　　　　　　　　考

学校法人拓殖大学
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区分 大　　学　　名 　　学 部　・　学 科 名 入学定員（人） 位　　　 置 設　置　者
私立 大阪工業大学 情報科学部 大阪府枚方市 平成１９年４月名称変更予定

　情報ネットワーク学科 95 　情報科学部情報科学科→情報科学部コンピュータ科学科
　（３年次編入学定員） 5
　

 
〃 大阪電気通信大学 工学部 大阪府寝屋川市 平成１９年４月名称変更予定

　基礎理工学科 40 　工学部第１部→工学部
 
  
  
  

 
〃 関西医療大学 保健医療学部 大阪府泉南郡熊取町 平成１９年４月名称変更予定  

　理学療法学科 40 　関西鍼灸大学→関西医療大学  
 　鍼灸学部→保健医療学部  
  
  
  
  

 
〃 岡山理科大学 工学部 岡山県岡山市

　生体医工学科 60

総合情報学部
  　建築学科 80

　（３年次編入学定員） 10
  

 
〃 東亜大学 医療工学部 山口県下関市

　医療栄養学科 80

 人間科学部
　人間社会学科 90
　スポーツ健康学科 120

 
〃 崇城大学 工学部 熊本県熊本市

　ナノサイエンス学科
     昼間主コース 70
　　 夜間主コース 10
  エコデザイン学科
     昼間主コース 80
　　 夜間主コース 10

 

学校法人関西医療学園

学校法人加計学園

学校法人君が淵学園

学校法人大阪工大摂南
大学

学校法人東亜大学学園

学校法人大阪電気通信
大学

備　　　　　　　　　考
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届出の種類：研究科設置　１校 平成１８年４月分
区分 大　学　院　名 　　研 究 科・専 攻 名 入学定員（人） 位　　　 置 設　置　者
私立 立命館大学大学院 公務研究科 京都府京都市 大学院設置基準第14条特例の実施

公共政策専攻（Ｍ） 60

届出の種類：専攻設置又は課程変更 ６校 平成１８年４月分
区分 大　学　院　名 　　研 究 科・専 攻 名 入学定員（人） 位　　　 置 設　置　者
私立 恵泉女学園大学大学院 人文学研究科 東京都多摩市

文化共生専攻（Ｍ） 5
人間社会学研究科

平和学専攻（Ｍ） 7

〃 昭和女子大学大学院 生活機構研究科 東京都世田谷区 大学院設置基準第14条特例の実施
環境デザイン研究専攻（Ｍ） 5

〃 創価大学大学院 工学研究科 東京都八王子市 平成１９年４月名称変更予定
環境共生工学専攻（Ｍ） 25 工学研究科情報システム学専攻（Ｍ，Ｄ）
環境共生工学専攻（Ｄ） 3 　→工学研究科情報システム工学専攻（Ｍ，Ｄ）

工学研究科生物工学専攻（Ｍ，Ｄ）
　→工学研究科生命情報工学専攻（Ｍ，Ｄ）

〃 龍谷大学大学院 理工学研究科 滋賀県大津市
情報メディア学専攻（Ｍ） 20
環境ソリューション工学専攻（Ｍ） 20

〃 大阪工業大学大学院 工学研究科 大阪府大阪市 　
環境工学専攻（Ｍ） 10 　
環境工学専攻（Ｄ） 3 　
生体医工学専攻（Ｍ） 15 　
生体医工学専攻（Ｄ） 3

　

備　　　　　　　　　考

備　　　　　　　　　考

学校法人創価大学

学校法人昭和女子大学

学校法人恵泉女学園

学校法人立命館

学校法人大阪工大摂南
大学

学校法人龍谷大学
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区分 大　学　院　名 　　研 究 科・専 攻 名 入学定員（人） 位　　　 置 設　置　者
私立 大阪電気通信大学大学院 医療福祉工学研究科 大阪府四條畷市 平成１９年４月名称変更予定

　医療福祉工学専攻（Ｄ） 5
総合情報学研究科

コンピュータサイエンス専攻（Ｄ） 5

備　　　　　　　　　考

学校法人大阪電気通信
大学 　総合情報学研究科メディア情報文化学専攻（Ｍ）

　　→総合情報学研究科デジタルアート・アニメーション学専攻（Ｍ）
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