
１　大学の学部設置　　5　校 令和元年６月分

区分 大　　学　　名 位　　　置 設　置　者 附　帯　事　項　【　遵　守　事　項　】              備　　　　　　　　　　　　考

人　

私立 医療創生大学 心理学部
　臨床心理学科 60

福島県いわき市 学校法人
　医療創生大学

－

私立 大正大学 社会共生学部
　公共政策学科
　社会福祉学科
　（3年次編入学定員）

130
65
2

東京都豊島区 学校法人
　大正大学

・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、教員組織編成の将来構想について着実に実
施すること。（社会共生学部公共政策学科）

人間学部（廃止）
　社会福祉学科
　人間環境学科
　教育人間学科
　（3年次編入学定員）
※令和2年4月学生募集停止
　（3年次編入学定員は令和4年4月学生募集停止）

心理社会学部
　人間科学科〔定員減〕
　（3年次編入学定員）
　臨床心理学科〔定員減〕
　（3年次編入学定員）
文学部
　人文学科〔定員減〕
　（3年次編入学定員）
　歴史学科〔定員減〕
　（3年次編入学定員）
表現学部
　表現文化学科〔定員減〕
　（3年次編入学定員）

（△80）
（△55）
（△60）
（△3）

（△1）

（△3）

（△1）

（△1）

（△3）

私立 龍谷大学 先端理工学部
　数理・情報科学課程
　（3年次編入学定員）
　知能情報メディア課程
　（3年次編入学定員）
　電子情報通信課程
　（3年次編入学定員）
　機械工学・ロボティクス課程
　（3年次編入学定員）
　応用化学課程
　（3年次編入学定員）
　環境生態工学課程
　（3年次編入学定員）

95
2
95
2
95
2

105
2
95
2
95
2

滋賀県大津市 学校法人
　龍谷大学

－

令和２年度開設予定の大学の学部等の設置届出一覧(令和元年６月分)

　　学 部 等 名　　　学 科 等 名　 　　入学定員

理工学部（廃止）
　数理情報学科
　（3年次編入学定員）
　情報メディア学科
　（3年次編入学定員）
　電子情報学科
　（3年次編入学定員）
　機械システム工学科
　（3年次編入学定員）
　物質化学科
　（3年次編入学定員）
　環境ソリューション工学科
　（3年次編入学定員）
※令和2年4月学生募集停止
　（3年次編入学定員は令和4年4月学生募集停止）

文学部
　真宗学科〔定員減〕
　（3年次編入学定員）
　仏教学科〔定員減〕
　（3年次編入学定員）
　哲学科〔定員減〕
　（3年次編入学定員）
　臨床心理学科〔定員減〕
　（3年次編入学定員）
　歴史学科〔定員減〕
　（3年次編入学定員）
　日本語日本文学科〔定員減〕
　（3年次編入学定員）
　英語英米文学科〔定員減〕
　（3年次編入学定員）

（△95）
（△2）

（△95）
（△2）

（△95）
（△2）

（△105）
（△2）

（△95）
（△2）

（△95）
（△2）

（△7）

（△3）

（△2）

（△1）

（△4）

（△1）

（△1）

（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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区分 大　　学　　名 位　　　置 設　置　者 附　帯　事　項　【　遵　守　事　項　】              備　　　　　　　　　　　　考

人　

私立 武庫川女子大学 食物栄養科学部
　食物栄養学科
　 （3年次編入学定員）
　食創造科学科
　 （3年次編入学定員）
建築学部
　建築学科
　景観建築学科

200
10
80
5

45
40

兵庫県西宮市 学校法人
　武庫川学院

・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、教員組織編成の将来構想について着実に実
施すること。（食物栄養科学部食物栄養学科、建
築学部建築学科、建築学部景観建築学科）

生活環境学部
　建築学科（廃止）
　食物栄養学科（廃止）
　（3年次編入学定員）
※令和2年4月学生募集停止
　（3年次編入学定員は令和4年4月学生募集停止）

（△40）
（△200）
（△10）

私立 九州保健福祉大学 臨床心理学部
　臨床心理学科 40

宮崎県延岡市 学校法人
　順正学園

－ 保健科学部（廃止）
　作業療法学科
　言語聴覚療法学科
　臨床工学科
※令和2年4月学生募集停止

（△160）
（△160）
（△160）

計 5　校
6　学部　　8　学科
　　　　　 6　課程

　　学 部 等 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　短期大学の学科設置　　1　校 令和元年６月分

区分 大 学 名 位　　　置 設　置　者 附　帯　事　項　【　遵　守　事　項　】              備　　　　　　　　　　　　考

人　

私立 長崎短期大学 地域共生学科 135 長崎県佐世保市 学校法人
　九州文化学園

－ 食物科（廃止）
保育学科
　介護福祉専攻（廃止）
国際コミュニケーション学科（廃止）
※令和2年4月学生募集停止

（△60）

（△20）
（△60）

計 1　校 　　1　学科

　　　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　大学の学部の学科設置　　3　校 令和元年６月分

区分 大 学 名 位　　　置 設　置　者 附　帯　事　項　【　遵　守　事　項　】              備　　　　　　　　　　　　考

人　

私立 文教大学 教育学部
　発達教育課程 150

埼玉県越谷市 学校法人
　文教大学学園

－ 教育学部
　心理教育課程（廃止）
※令和2年4月学生募集停止

教育学部
　学校教育課程〔定員減〕

（△100）

（△50）

私立 聖徳大学 音楽学部
　音楽学科
　（3年次編入学定員）

60
5

千葉県松戸市 学校法人
　東京聖徳学園

・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、
教員組織編成の将来構想について着実に実施する
こと。

音楽学部
　演奏学科（廃止）
　（3年次編入学定員）
　音楽総合学科（廃止）
　（3年次編入学定員）
※令和2年4月学生募集停止
　（3年次編入学定員は令和4年4月学生募集停止）

（△40）
（△3）

（△35）
（△2）

私立 芝浦工業大学 工学部
　先進国際課程 9

東京都江東区 学校法人
　芝浦工業大学

－ 工学部
　機械工学科〔定員減〕
　機械機能工学科〔定員減〕
　材料工学科〔定員減〕
　応用化学科〔定員減〕
　電気工学科〔定員減〕
　電子工学科〔定員減〕
　情報通信工学科〔定員減〕
　情報工学科〔定員減〕
　土木工学科〔定員減〕

（△1）
（△1）
（△1）
（△1）
（△1）
（△1）
（△1）
（△1）
（△1）

計 3　校
3　学部　　1　学科
　　　　　 2　課程

　　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。
-4-



４　大学院の研究科設置　　1　校 令和元年６月分

区分 大　学　院　名 位　　　置 設　置　者 附　帯　事　項　【　遵　守　事　項　】              備　　　　　　　　　　　　考

人　

私立 武庫川女子大学大学院 建築学研究科
　建築学専攻（Ｍ）
　建築学専攻（Ｄ）
　景観建築学専攻（Ｍ）
　景観建築学専攻（Ｄ）

22
2
6
1

兵庫県西宮市 学校法人
　武庫川学院

・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、教員組織編成の将来構想について着実に実
施すること。（建築学専攻（Ｍ）、建築学専攻
（Ｄ）、景観建築学専攻（Ｍ）、景観建築学専攻
（Ｄ））

生活環境学研究科
　建築学専攻（Ｍ）（廃止）
　建築学専攻（Ｄ）（廃止）
※令和2年4月学生募集停止

　（△22）
　（△2）

計 1　校
1　研究科 （Ｍ） 2　専攻
　 　　　 （Ｄ） 2　専攻

　　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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５　大学院の研究科の専攻設置又は課程変更　　1　校 令和元年６月分

区分 大　学　院　名 位　　　置 設　置　者 附　帯　事　項　【　遵　守　事　項　】              備　　　　　　　　　　　　考

人　

私立 大阪電気通信大学大学院 総合情報学研究科
　総合情報学専攻（Ｍ）
　総合情報学専攻（Ｄ）

30
5

大阪府四條畷市 学校法人
　大阪電気通信大学

－ 工学研究科
　先端理工学専攻（Ｍ）（廃止）
　先端理工学専攻（Ｄ）（廃止）
　電子通信工学専攻（Ｍ）（廃止）
　電子通信工学専攻（Ｄ）（廃止）
　制御機械工学専攻（Ｍ）（廃止）
　制御機械工学専攻（Ｄ）（廃止）
　情報工学専攻（Ｍ）（廃止）
　情報工学専攻（Ｄ）（廃止）
※令和2年4月学生募集停止

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）（廃止）
　デジタルゲーム学専攻（Ｍ）（廃止）
　コンピュータサイエンス専攻（Ｍ）（廃止）
　コンピュータサイエンス専攻（Ｄ）（廃止）
※令和2年4月学生募集停止

（△15）
（△3）

（△20）
（△3）

（△30）
（△5）

（△35）
（△5）

（△10）
（△10）
（△10）
（△5）

計 1　校
1　研究科 （Ｍ） 1　専攻
　 　　　 （Ｄ） 1　専攻

　　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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