
平成３０年４月

区分 No 大　学　名 入学定員 位　　　 置 設　置　者 備　　　　　　　　　考

人
国立 1 室蘭工業大学 理工学部 北海道室蘭市 国立大学法人 工学部【廃止】

生産工学科昼間コース 325 　室蘭工業大学 　建築社会基盤系学科　　　　　　　　（△110）
 （3年次編入学定員） 25 　（3年次編入学定員）　　　　　　 　（△10）

　機械航空創造系学科　　　　　　　　（△140）　
生産工学科夜間主コース 40 　（3年次編入学定員）　　　　　　 　（△10）

　夜間主コース　　　　　　　　　　　（△20）
生産科学科 235 　応用理化学系学科　　　　　　　　　（△130）
 （3年次編入学定員） 15 　（3年次編入学定員）　　　　　　 　（△10）

　情報電子工学系学科　　　　　　　　（△180）
　（3年次編入学定員）　　　　　　 　（△10）
　夜間主コース　　　　　　　　　　　（△20）
※平成31年4月学生募集停止
　（3年次編入学定員は平成33年4月学生募集停止）

2 福島大学 農学群 福島県福島市 国立大学法人 人文社会学群
食農学類 100 　福島大学 　人間発達文化学類　　　　　　　　　（△30）

　行政政策学類　　　　　　　　　　　（△25）
　経済経営学類　　　　　　　　　　　（△25）
理工学群
　共生システム理工学類　　　　　　　（△20）

平成３１年度開設予定国立大学意見伺い一覧

１．　学部の設置　　２校

学部・学科等名
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区分 No 大　学　院　名 入学定員 位　　　 置 設　置　者 備　　　　　　　　　考

人
国立 1 岩手大学大学院 理工学研究科 岩手県盛岡市 国立大学法人 工学研究科（博士課程）【廃止】

自然・応用科学専攻（Ｄ） 6 　岩手大学 　フロンティア物質機能工学専攻（Ｄ）　（△9）
　電気電子・情報システム工学専攻（Ｄ）（△4）

システム創成工学専攻（Ｄ） 9 　機械・社会環境システム工学専攻（Ｄ）（△4）
　デザイン・メディア工学専攻（Ｄ）　　（△3）

デザイン・メディア工学専攻（Ｄ） 3 ※平成31年4月学生募集停止

※大学院設置基準第14条特例の実施

2 宇都宮大学大学院 地域創生科学研究科 栃木県宇都宮市 国立大学法人 国際学研究科（博士前期課程）【廃止】
社会デザイン科学専攻（Ｍ） 77 　宇都宮大学 　国際社会研究専攻（Ｍ）　　　　　　　（△10）

　国際文化研究専攻（Ｍ）　　　　　　　（△10）
工農総合科学専攻（Ｍ） 258 　国際交流研究専攻（Ｍ）　　　　　　　（△10）

教育学研究科（修士課程）【廃止】
　学校教育専攻（Ｍ）　　　　　　　　　（△25）
工学研究科（博士前期課程）【廃止】
　機械知能工学専攻（Ｍ）　　　　　　　（△37）
　電気電子システム工学専攻（Ｍ）　　　（△37）
　物質環境化学専攻（Ｍ）　　　　　　　（△42）
　地球環境デザイン学専攻（Ｍ）　　　　（△33）
　情報システム科学専攻（Ｍ）　　　　　（△38）
　先端光工学専攻（Ｍ）　　　　　　　　（△25）
農学研究科（修士課程）【廃止】
　生物生産科学専攻（Ｍ）　　　　　　　（△41）
　農業環境工学専攻（Ｍ）　　　　　　　（△12）
　農業経済学専攻（Ｍ）　　　　　　　　（△8）
　森林科学専攻（Ｍ）　　　　　　　　　（△10）
※平成31年4月学生募集停止

教育学研究科（専門職学位課程）
　教育実践高度化専攻（Ｐ）　　　　　　（+3）

※大学院設置基準第14条特例の実施

3 滋賀大学大学院 データサイエンス研究科 滋賀県彦根市 国立大学法人 教育学研究科
　データサイエンス専攻（Ｍ） 20 　滋賀大学 　学校教育専攻（Ｍ）　　　　　　　　　（△10）

経済学研究科
　経済学専攻（Ｍ）　　　　　　　　　　（△5）
　経営学専攻（Ｍ）　　　　　　　　　　（△5）

※大学院設置基準第14条特例の実施

２．　研究科の設置　　４校

　　研究科・専攻等名

2 / 4 



区分 No 大　学　院　名 入学定員 位　　　 置 設　置　者 備　　　　　　　　　考

人
国立 4 鳥取大学大学院 共同獣医学研究科 鳥取県鳥取市 国立大学法人 ※大学院設置基準第14条特例の実施

共同獣医学専攻（Ｄ） 5 　鳥取大学 ※岐阜大学大学院との共同教育課程

研究科・専攻等名
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区分 No 大　学　院　名 入学定員 位　　　 置 設　置　者 備　　　　　　　　　考

国立 1 北海道大学大学院 国際食資源学院 北海道札幌市 国立大学法人 農学院
国際食資源学専攻（Ｄ） 6 　北海道大学 　共生基盤学専攻（Ｄ）【廃止】　　　（△8）

　生物資源科学専攻（Ｄ）【廃止】　　（△14）
　応用生物科学専攻（Ｄ）【廃止】　　（△6）
　環境資源学専攻（Ｄ）【廃止】　　　（△14）
　農学専攻（Ｄ）　　　　　　　　　　（+36）

※平成31年4月学生募集停止

※大学院設置基準第14条特例の実施

2 東京外国語大学大学院 総合国際学研究科 東京都府中市 国立大学法人 総合国際学研究科
共同サステイナビリティ研究専攻（Ｄ） 3 　東京外国語大学 　世界言語社会専攻（Ｄ）　　　　　（△3）

※大学院設置基準第14条特例の実施
※東京農工大学大学院及び電気通信大学大学院と
　の共同教育課程

3 東京農工大学大学院 工学府 東京都府中市 国立大学法人 工学府
共同サステイナビリティ研究専攻（Ｄ） 4 　東京農工大学 　電子情報工学専攻（Ｄ）　　　　　（△4）

※大学院設置基準第14条特例の実施
※東京外国語大学大学院及び電気通信大学大学院と
　の共同教育課程

4 電気通信大学大学院 情報理工学研究科 東京都調布市 国立大学法人 情報理工学研究科
共同サステイナビリティ研究専攻（Ｄ） 4 　電気通信大学 　情報学専攻（Ｄ）　　　　　　　　（△1）

　情報・ネットワーク工学専攻（Ｄ）（△1）
　機械知能システム学専攻（Ｄ）　　（△1）
　基盤理工学専攻（Ｄ）　　　　　　（△1）

※大学院設置基準第14条特例の実施
※東京外国語大学大学院及び東京農工大学大学院と
　の共同教育課程

３．　研究科の専攻の設置又は課程変更　4校　　

研究科・専攻等名
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平成３０年４月

区分 No 大　学　院　名 入学定員 位　　　 置 設　置　者 備　　　　　　　　　考

人
国立 1 自然科学技術研究科 岐阜県岐阜市 国立大学法人 自然科学技術研究科

10 　岐阜大学 　生命科学・化学専攻（Ｍ）　　　（△8）
　生物生産環境科学専攻（Ｍ）　　（△2）

連合農学研究科
2 連合農学研究科

　生物資源科学専攻（Ｄ）　　　　（△2）

開設時期：平成31年4月

連携大学：インド工科大学グワハティ校

2 医学系研究科 愛知県名古屋市 国立大学法人 医学系研究科

2 　名古屋大学 　総合医学専攻（Ｄ）　　　　　　（△2）

開設時期：平成30年10月

連携大学：フライブルク大学

3 創成科学研究科 国立大学法人 創成科学研究科
6 山口県山口市 　山口大学 　農学系専攻（Ｍ）　　　　　　　（△6）

開設時期：平成31年4月

連携大学：カセサート大学

山口大学大学院
山口大学・カセサート大学国際連携農
学生命科学専攻（Ｍ）

平成３０・３１年度開設予定国立大学意見伺い（JD）一覧

１.　研究科の専攻の設置（国際連携専攻）　　３校

研究科・専攻等名

名古屋大学大学院
名古屋大学・フライブルク大学国際連
携総合医学専攻（Ｄ）

岐阜大学・インド工科大学グワハティ
校国際連携食品科学技術専攻（Ｄ）

岐阜大学・インド工科大学グワハティ
校国際連携食品科学技術専攻（Ｍ）

岐阜大学大学院
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