
区分 大　　学　　名 　　学 部 等 名 　　　学 科 等 名 位　　　 置 設　置　者

                 
公立 長崎県立大学 経営学部

　経営学科
　国際経営学科
地域創造学部
　公共政策学科
　実践経済学科
国際社会学部
　国際社会学科
情報システム学部
　情報システム学科
　情報セキュリティ学科

140
60

120
130

60

40
40

長崎県佐世保市
長崎県西彼杵郡長与町

長崎県公立大学法人

私立 東北薬科大学 医学部 宮城県仙台市 学校法人
　医学科 100 　東北薬科大学

〃 宮城学院女子大学 現代ビジネス学部 宮城県仙台市 学校法人
　現代ビジネス学科 95 　宮城学院

〃 宮城学院女子大学 生活科学部
　食品栄養学科
　生活文化デザイン学科
教育学部
　教育学科

100
60

170

宮城県仙台市 学校法人
　宮城学院

〃 国際医療福祉大学 成田保健医療学部
　理学療法学科
　作業療法学科
　言語聴覚学科
　医学検査学科
成田看護学部
　看護学科

80
40
40
80

100

千葉県成田市 学校法人
　国際医療福祉大学

〃 千葉工業大学 創造工学部
　建築学科
　都市環境工学科
　デザイン科学科
先進工学部
　未来ロボティクス学科
　生命科学科
　知能メディア工学科

140
110
120

120
110
110

千葉県習志野市 学校法人
　千葉工業大学

〃 亜細亜大学 都市創造学部
　都市創造学科
　（３年次編入学定員）

145
10

東京都武蔵野市 学校法人
　亜細亜学園

〃 桜美林大学 グローバル・コミュニケーション学群
　グローバル・コミュニケーション学類 250

東京都町田市 学校法人
　桜美林学園

１　大学の学部設置　３５校
入 学
定 員

備　　　　　　　　　考

平成２８年度開設予定大学等一覧

人 
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〃 学習院大学 国際社会科学部 東京都豊島区 学校法人
　国際社会科学科 200 　学習院

〃 白百合女子大学 人間総合学部
　児童文化学科
　発達心理学科
　初等教育学科

50
50
75

東京都調布市 学校法人
　白百合学園

〃 大正大学 地域創生学部 東京都豊島区 学校法人
　地域創生学科 100 　大正大学

〃 大正大学 心理社会学部
　人間科学科
　（３年次編入学定員）
　臨床心理学科
　（３年次編入学定員）

　
120

3
110

5

東京都豊島区 学校法人
　大正大学

〃 日本大学 スポーツ科学部
　競技スポーツ学科
危機管理学部
　危機管理学科

300

300

東京都世田谷区 学校法人
　日本大学

〃 武蔵野大学 グローバル学部
　グローバルコミュニケーション学科
　日本語コミュニケーション学科
　グローバルビジネス学科

165
80
55

東京都西東京市
東京都江東区

学校法人
　武蔵野大学

〃 関東学院大学 人間共生学部
　コミュニケーション学科
　（３年次編入学定員）
　共生デザイン学科
　（３年次編入学定員）

140
2

90
2

神奈川県横浜市 学校法人
　関東学院

〃 新潟経営大学 観光経営学部
　観光経営学科 60

新潟県加茂市 学校法人
　加茂暁星学園

〃 金沢学院大学 芸術学部
　芸術学科 70

石川県金沢市 学校法人
　金沢学院大学

〃 金沢星稜大学 人文学部 石川県金沢市 学校法人
　国際文化学科 75 　稲置学園

〃 健康科学大学 看護学部 山梨県都留市 学校法人
　看護学科 80 　富士修紅学院

〃 山梨学院大学 スポーツ科学部 山梨県甲府市 学校法人
　スポーツ科学科 170 　山梨学院

〃 愛知淑徳大学 グローバル・コミュニケーション学部
　グローバル・コミュニケーション学科 60

愛知県名古屋市 学校法人
　愛知淑徳学園

〃 修文大学 看護学部 愛知県一宮市 学校法人
　看護学科 100 　一宮女学園

〃 名城大学 外国語学部
　国際英語学科 130

愛知県名古屋市 学校法人
　名城大学
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〃 立命館大学 総合心理学部
　総合心理学科 280

大阪府茨木市 学校法人
　立命館

〃 大阪経済法科大学 国際学部 大阪府八尾市 学校法人
　国際学科 140 　大阪経済法律学園

〃 関西福祉科学大学 心理科学部
　心理科学科
　（３年次編入学定員）

110
10

大阪府柏原市 学校法人
　玉手山学園

〃 関西福祉科学大学 教育学部 大阪府柏原市 学校法人
　教育学科 　玉手山学園
　　子ども教育専攻 50
　　発達支援教育専攻 50

〃 近畿大学 国際学部
　国際学科 500

大阪府東大阪市 学校法人
　近畿大学

〃 大和大学 政治経済学部 大阪府吹田市 学校法人
　政治行政学科 60 　西大和学園
　経済経営学科 120

〃 大手前大学 健康栄養学部 兵庫県伊丹市 学校法人
　管理栄養学科 80 大阪府大阪市 　大手前学園
　（３年次編入学定員） 16

〃 姫路獨協大学 看護学部 兵庫県姫路市 学校法人
　看護学科 80 　獨協学園

〃 姫路獨協大学 人間社会学群
　国際言語文化学類
　現代法律学類
　産業経営学類

80
100
100

兵庫県姫路市 学校法人
　獨協学園

〃 兵庫大学 現代ビジネス学部
　現代ビジネス学科
　（３年次編入学定員）

120
2

兵庫県加古川市 学校法人
　睦学園

〃 岡山理科大学 教育学部 岡山県岡山市 学校法人
　初等教育学科 70 　加計学園
　中等教育学科 60

〃 環太平洋大学 経営学部 岡山県岡山市 学校法人
　現代経営学科 200 　創志学園
　（３年次編入学定員） 50
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区分 大　　学　　名 　　学 部 等 名 　　　学 科 等 名 位　　　 置 設　置　者

                 
公立 会津大学短期大学部 幼児教育学科 50 福島県会津若松市 公立大学法人

　 　会津大学

〃 静岡県立大学短期大学部 こども学科 30 静岡県静岡市 静岡県公立大学法人

　

私立 聖和学園短期大学 保育学科
キャリア開発総合学科

90
160

宮城県仙台市 学校法人
　聖和学園

〃 仙台青葉学院短期大学 観光ビジネス学科 40 宮城県仙台市 学校法人
　北杜学園

〃 湘北短期大学 総合ビジネス・情報学科 220 神奈川県厚木市 学校法人
　ソニー学園

〃 金沢学院短期大学 現代教養学科 100 石川県金沢市 学校法人
　金沢学院大学

〃 池坊短期大学 幼児保育学科 100 京都府京都市 学校法人

　池坊学園

〃 大阪成蹊短期大学 生活デザイン学科
調理・製菓学科
栄養学科

50
120
120

大阪府大阪市 学校法人
　大阪成蹊学園

〃 神戸山手短期大学 現代生活学科 100 兵庫県神戸市 学校法人
　神戸山手学園

区分 大　　学　　名 　　学 部 等 名 　　　学 科 等 名 位　　　 置 設　置　者

                 
公立 名寄市立大学 保健福祉学部 北海道名寄市 北海道名寄市

　社会保育学科 50
　（３年次編入学定員） 3

私立 千歳科学技術大学 理工学部
　情報システム工学科 80

北海道千歳市 学校法人
　千歳科学技術大学

〃 日本医療大学 保健医療学部 北海道札幌市 学校法人
　診療放射線学科 50 　日本医療大学

〃 八戸学院大学 人間健康学部 青森県八戸市 学校法人
　看護学科 80 　光星学院

〃 東北文化学園大学 科学技術学部
　臨床工学科 40

宮城県仙台市 学校法人
　東北文化学園大学

〃 つくば国際大学 医療保健学部
　医療技術学科 40

茨城県土浦市 学校法人
　霞ヶ浦学園

〃 城西国際大学 福祉総合学部 千葉県東金市 学校法人
　理学療法学科 80 　城西大学

２　短期大学の学科設置　９校
入 学
定 員

備　　　　　　　　　考

人 

３　大学の学部の学科設置　３２校
入 学
定 員

備　　　　　　　　　考

人 
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〃 千葉工業大学 工学部
　機械工学科
　機械電子創成工学科
　電気電子工学科
　情報通信システム工学科
　先端材料工学科
　応用化学科

140
110
140
110
110
110

千葉県習志野市 学校法人
　千葉工業大学

〃 工学院大学 情報学部
　情報通信工学科
　システム数理学科

90
60

東京都新宿区
東京都八王子市

学校法人
　工学院大学

〃 帝京科学大学 医療科学部 東京都足立区 学校法人
　医療福祉学科 80 　帝京科学大学
　（３年次編入学定員） 10

〃 帝京科学大学 こども学部
　幼児保育学科
　学校教育学科
　　小学校コース
　　中高理科コース
　　中高保健体育コース

100

40
20
40

東京都足立区 学校法人
　帝京科学大学

〃 東京医療学院大学 保健医療学部 東京都多摩市 学校法人
　看護学科 80 　常陽学園

〃 東京理科大学 工学部
　情報工学科
経営学部
　ビジネスエコノミクス学科

90

160

東京都葛飾区
東京都新宿区

学校法人
　東京理科大学

〃 高岡法科大学 法学部
　法学科 120

富山県高岡市 学校法人
　高岡第一学園

〃 金沢学院大学 スポーツ健康学部 石川県金沢市 学校法人
　健康栄養学科 80 　金沢学院大学
　（３年次編入学定員） 5

〃 金沢学院大学 経営情報学部
　経営情報学科
　（３年次編入学定員）

160
10

石川県金沢市 学校法人
　金沢学院大学

〃 愛知東邦大学 経営学部
　国際ビジネス学科 55

愛知県名古屋市 学校法人
　東邦学園

〃 中部大学 国際関係学部
　国際学科
　（３年次編入学定員）
経営情報学部
　経営総合学科
　（３年次編入学定員）

140
5

300
6

愛知県春日井市 学校法人
　中部大学

〃 京都華頂大学 現代家政学部
　食物栄養学科

　
60

京都府京都市 学校法人
　佛教教育学園

〃 京都産業大学 理学部
　宇宙物理・気象学科 40

京都府京都市 学校法人
　京都産業大学
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〃 京都橘大学 健康科学部 京都府京都市 学校法人

　救急救命学科 50 　京都橘学園

〃 京都美術工芸大学 工芸学部
　建築学科
　（３年次編入学定員）

50
5

京都府南丹市 学校法人
　二本松学院

〃 龍谷大学 社会学部
　現代福祉学科
　（３年次編入学定員）

180
30

滋賀県大津市 学校法人
　龍谷大学

〃 大阪成蹊大学 マネジメント学部
　スポーツマネジメント学科 90

大阪府大阪市 学校法人
　大阪成蹊学園

〃 大阪人間科学大学 人間科学部 大阪府摂津市 学校法人

　理学療法学科 60 　薫英学園

〃 近畿大学 文芸学部
　文化デザイン学科 80

大阪府東大阪市 学校法人
　近畿大学

〃 森ノ宮医療大学 保健医療学部
　作業療法学科
　臨床検査学科

40
60

大阪府大阪市 学校法人
　森ノ宮医療学園

〃 広島工業大学 環境学部
　建築デザイン学科
工学部
　環境土木工学科

100

70

広島県広島市 学校法人
　鶴学園

〃 広島修道大学 人文学部
　教育学科 100

広島県広島市 学校法人
　修道学園

〃 安田女子大学 家政学部
　造形デザイン学科 80

広島県広島市 学校法人
　安田学園

〃 九州産業大学 芸術学部
　芸術表現学科
　写真・映像メディア学科
　ビジュアルデザイン学科
　生活環境デザイン学科
　ソーシャルデザイン学科

65
50
75
70
40

福岡県福岡市 学校法人
　中村産業学園

〃 第一薬科大学 薬学部
　漢方薬学科（６年制） 60

福岡県福岡市 学校法人
　都築学園

区分 大　　学　　院　　名 　　研 究 科 名 　　　専 攻 等 名 位　　　 置 設　置　者

                 
〃 横浜創英大学大学院 看護学研究科 神奈川県横浜市 学校法人

　看護学専攻（Ｍ） 6 　堀井学園

〃 岐阜医療科学大学大学院 保健医療学研究科 岐阜県関市 学校法人
　保健医療学専攻（Ｍ） 9 　神野学園

４　大学院を設置するもの　２校
入 学
定 員

備　　　　　　　　　考

人 
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区分 大　　学　　院　　名 　　研 究 科 名 　　　専 攻 等 名 位　　　 置 設　置　者

                 
公立 公立鳥取環境大学大学院 環境経営研究科

　環境学専攻（Ｍ）
　経営学専攻（Ｍ）

10
5

鳥取県鳥取市 公立大学法人
　公立鳥取環境大学

〃 島根県立大学大学院 看護学研究科 島根県出雲市 公立大学法人
　看護学専攻（Ｍ） 5 　島根県立大学

〃 県立広島大学大学院 経営管理研究科 広島県広島市 公立大学法人 学校教育法第９９条第２項に規定する専門職
　ビジネス・リーダーシップ専攻（Ｐ） 25 　県立広島大学 大学院の設置

私立 札幌国際大学大学院 スポーツ健康指導研究科 北海道札幌市 学校法人
　スポーツ健康指導専攻（Ｍ） 5 　札幌国際大学

〃 淑徳大学大学院 看護学研究科 千葉県千葉市 学校法人
　看護学専攻（Ｍ） 5 　大乗淑徳学園

〃 上智大学大学院 実践宗教学研究科
　死生学専攻（Ｍ）

　
10

東京都千代田区 学校法人
　上智学院

〃 東洋大学大学院 食環境科学研究科
　食環境科学専攻（Ｍ）
総合情報学研究科
　総合情報学専攻（Ｍ）

10

15

群馬県邑楽郡板倉町
埼玉県川越市

学校法人
　東洋大学

〃 法政大学大学院 スポーツ健康学研究科 東京都町田市 学校法人
　スポーツ健康学専攻（Ｍ） 10 　法政大学

〃 早稲田大学大学院 経営管理研究科
　経営管理専攻（Ｐ） 255

東京都新宿区 学校法人
　早稲田大学

〃 金沢工業大学大学院 イノベーションマネジメント研究科 東京都港区 学校法人
　イノベーションマネジメント専攻（Ｍ） 40 　金沢工業大学

〃 京都橘大学大学院 健康科学研究科 京都府京都市 学校法人
　健康科学専攻（Ｍ） 12 　京都橘学園

〃 摂南大学大学院 看護学研究科 大阪府枚方市 学校法人

　看護学専攻（Ｍ） 6 　常翔学園

〃 神戸女子大学大学院 健康栄養学研究科
　健康栄養学専攻（Ｍ） 4

兵庫県神戸市 学校法人
　行吉学園

〃 岡山理科大学大学院 生物地球科学研究科
　生物地球科学専攻（Ｍ） 12

岡山県岡山市 学校法人
　加計学園

〃 徳島文理大学大学院 総合政策学研究科 徳島県徳島市 学校法人
　総合政策学専攻（Ｍ） 5 　村崎学園

５　大学院の研究科設置　１５校
入 学
定 員

備　　　　　　　　　考

人 
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区分 大　　学　　院　　名 　　研 究 科 名 　　　専 攻 等 名 位　　　 置 設　置　者

                 
公立 秋田県立大学大学院

【共同】
秋田大学大学院

システム科学技術研究科
　共同ライフサイクルデザイン工学専攻
（Ｍ）

5
秋田県秋田市 公立大学法人

　秋田県立大学

【共同】
国立大学法人
　秋田大学

〃 福島県立医科大学大学院

【共同】
長崎大学大学院

医学研究科
　災害・被ばく医療科学共同専攻（Ｍ） 10

福島県福島市 公立大学法人
　福島県立医科大学

【共同】
国立大学法人
　長崎大学

〃 群馬県立県民健康科学大学大学院 看護学研究科 群馬県前橋市 群馬県
　看護学専攻（Ｄ） 2
診療放射線学研究科
　診療放射線学専攻（Ｄ） 2

〃 大阪府立大学大学院 人間社会システム科学研究科
　現代システム科学専攻（Ｍ） 25

大阪府堺市 公立大学法人
　大阪府立大学

〃 兵庫県立大学大学院 地域資源マネジメント研究科 兵庫県豊岡市 公立大学法人
　地域資源マネジメント専攻（Ｄ） 2 　兵庫県立大学

私立 日本赤十字北海道看護大学大学院 看護学研究科 北海道北見市 学校法人
　共同看護学専攻（Ｄ） 2 　日本赤十字学園

〃 北海学園大学大学院 工学研究科
　電子情報生命工学専攻（Ｍ） 6

北海道札幌市 学校法人
　北海学園

〃 北海道科学大学大学院 工学研究科
　工学専攻（Ｄ） 6

北海道札幌市 学校法人
　北海道科学大学

〃 日本赤十字秋田看護大学大学院 看護学研究科 秋田県秋田市 学校法人
　共同看護学専攻（Ｄ） 2 　日本赤十字学園

〃 十文字学園女子大学大学院 人間生活学研究科 埼玉県新座市 学校法人
　食物栄養学専攻（Ｄ） 2 　十文字学園

〃 人間総合科学大学大学院 人間総合科学研究科
　臨床心理学専攻（Ｍ）（通信教育課
程）

15
埼玉県さいたま市 学校法人

　早稲田医療学園

〃 学習院大学大学院 法学研究科
　法律学専攻（Ｍ） 10

東京都豊島区 学校法人
　学習院

〃 上智大学大学院 文学研究科
　哲学専攻（Ｍ）
　哲学専攻（Ｄ）

10
3

東京都千代田区 学校法人
　上智学院

入 学
定 員

備　　　　　　　　　考

人 

６　大学院の研究科の専攻設置又は課程変更　４２校
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〃 拓殖大学大学院 工学研究科
　機械・電子システム工学専攻（Ｄ）
　情報・デザイン工学専攻（Ｄ）

6
6

東京都八王子市 学校法人
　拓殖大学

〃 帝京大学大学院 経済学研究科
　地域経済政策学専攻（Ｍ）
医学研究科
　医学専攻（Ｄ）

　
5

70

栃木県宇都宮市

東京都板橋区

学校法人
　帝京大学

〃 東京造形大学大学院 造形研究科 東京都八王子市 学校法人

　造形専攻（Ｄ） 5 　桑沢学園

〃 日本医科大学大学院 医学研究科
　医学専攻（Ｄ） 70

東京都文京区 学校法人
　日本医科大学

〃 日本社会事業大学大学院 福祉マネジメント研究科
　福祉マネジメント専攻（Ｐ） 60

東京都清瀬市 学校法人
　日本社会事業大学

〃 法政大学大学院 公共政策研究科
　サステイナビリティ学専攻（Ｍ）
　サステイナビリティ学専攻（Ｄ）

15
5

東京都千代田区 学校法人
　法政大学

〃 武蔵野大学大学院 仏教学研究科
　仏教学専攻（Ｍ）
　仏教学専攻（Ｍ）（通信教育課程）

5
20

東京都江東区 学校法人
　武蔵野大学

〃 明治学院大学大学院 心理学研究科 東京都港区 学校法人
　教育発達学専攻（Ｍ） 10 　明治学院

〃 立正大学大学院 社会福祉学研究科 埼玉県熊谷市 学校法人
　教育福祉学専攻（Ｍ） 4 　立正大学学園

〃 神奈川大学大学院 理学研究科
　理学専攻（Ｍ）
　理学専攻（Ｄ）

59
3

神奈川県平塚市 学校法人
　神奈川大学

〃 関東学院大学大学院 工学研究科
　情報学専攻（Ｍ）
　総合工学専攻（Ｄ）

3
7

神奈川県横浜市 学校法人
　関東学院

〃 東海大学大学院 工学研究科
　電気電子工学専攻（Ｍ）
　応用理化学専攻（Ｍ）
　建築土木工学専攻（Ｍ）
　機械工学専攻（Ｍ）

50
45
25
75

神奈川県平塚市 学校法人
　東海大学

〃 中部大学大学院 工学研究科
　創造エネルギー理工学専攻（Ｄ） 4

愛知県春日井市 学校法人
　中部大学

〃 南山大学大学院 社会科学研究科
　経済学専攻（Ｄ）
　経営学専攻（Ｄ）
　総合政策学専攻（Ｄ）

3
3
3

愛知県名古屋市
愛知県瀬戸市

学校法人
　南山学園
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〃 日本赤十字豊田看護大学大学院 看護学研究科 愛知県豊田市 学校法人
　共同看護学専攻（Ｄ） 2 　日本赤十字学園

〃 京都産業大学大学院 生命科学研究科
　生命科学専攻（Ｄ） 3

京都府京都市 学校法人
　京都産業大学

〃 関西大学大学院 人間健康研究科 大阪府堺市 学校法人

　人間健康専攻（Ｄ） 3 　関西大学

〃 関西大学大学院 心理学研究科
　心理学専攻（Ｍ） 12

大阪府吹田市 学校法人
　関西大学

〃 近畿大学大学院 生物理工学研究科
　生体システム工学専攻（Ｄ） 2

和歌山県紀の川市 学校法人
　近畿大学

〃 摂南大学大学院 理工学研究科 大阪府寝屋川市 学校法人

　生命科学専攻（Ｄ） 2 　常翔学園

〃 日本赤十字広島看護大学大学院 看護学研究科 広島県廿日市市 学校法人

　共同看護学専攻（Ｄ） 2 　日本赤十字学園

〃 広島工業大学大学院 工学系研究科
　生命機能工学専攻（Ｍ） 10

広島県広島市 学校法人
　鶴学園

〃 広島文化学園大学大学院 教育学研究科 広島県広島市 学校法人

　子ども学専攻（Ｄ） 3 　広島文化学園

〃 徳島文理大学大学院 看護学研究科 徳島県徳島市 学校法人

　看護学専攻（Ｄ） 3 　村崎学園

〃 久留米大学大学院 医学研究科
　看護学専攻（Ｍ） 15

福岡県久留米市 学校法人
　久留米大学

〃 産業医科大学大学院 医学研究科 福岡県北九州市 学校法人

　産業衛生学専攻（Ｄ） 5 　産業医科大学

〃 西南学院大学大学院 人間科学研究科
　臨床心理学専攻（Ｍ）

　
8

福岡県福岡市 学校法人
　西南学院

〃 日本赤十字九州国際看護大学大学院 看護学研究科 福岡県宗像市 学校法人

　共同看護学専攻（Ｄ） 2 　日本赤十字学園

〃 福岡工業大学大学院 工学研究科
　情報システム工学専攻（Ｍ）
　システムマネジメント専攻（Ｍ）

8
6

福岡県福岡市 学校法人
　福岡工業大学
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