
公立 川崎市立看護大学 看護学部 神奈川県川崎市 川崎市 川崎市立看護短期大学（廃止）

　看護学科 100 　看護学科 (△80)

　※令和4年4月学生募集停止

公立 大阪公立大学 現代システム科学域 大阪府堺市 公立大学法人大阪 大阪市立大学（廃止）

　知識情報システム学類 60 大阪府大阪市 　商学部

　環境社会システム学類 100 大阪府泉佐野市 　　商学科 (△170)

　教育福祉学類 55 大阪府羽曳野市 　　公共経営学科 (△65)

　心理学類 45 　経済学部

　　経済学科 (△220)

文学部 　法学部

　哲学歴史学科 32 　　法学科 (△165)

　（3年次編入学定員） 4 　　（3年次編入学定員） (△5)

　人間行動学科 56 文学部

　（3年次編入学定員） 4 　哲学歴史学科 (△32)

　言語文化学科 43 　（3年次編入学定員） (△4)

　（3年次編入学定員） 4 　人間行動学科 (△56)

　文化構想学科 29 　（3年次編入学定員） (△4)

　（3年次編入学定員） 4 　言語文化学科 (△43)

　（3年次編入学定員） (△4)

法学部 　文化構想学科 (△24)

　法学科 180 　（3年次編入学定員） (△4)

　（3年次編入学定員） 5 理学部

　数学科 (△27)

経済学部 　物理学科 (△33)

　経済学科 295 　化学科 (△46)

　　（3年次編入学定員） (△3)

商学部 　生物学科 (△34)

　商学科 195 　地球学科 (△20)

　公共経営学科 75 工学部

　機械工学科 (△56)

理学部 　電子・物理工学科 (△42)

　数学科 40 　電気情報工学科 (△48)

　物理学科 76 　化学バイオ工学科 (△56)

　化学科 85 　建築学科 (△34)

　生物学科 40 　都市学科 (△50)

　地球学科 24

　生物化学科 34

令和４年度開設予定大学等認可申請一覧

１　大学を設置するもの　4校 令和２年１１月

区分 大 学 名 学部・学科等名
入 学
定 員 位 置 備 考

(人)
設 置 者
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区分 大 学 名 学部・学科等名
入 学
定 員 位 置 備 考

(人)
設 置 者

（大阪公立大学） 工学部 医学部

　航空宇宙工学科 38 　医学科 (△90)

　（3年次編入学定員） 1 　　（指定医療枠） (△5)

　海洋システム工学科 33 　看護学科 (△55)

　（3年次編入学定員） 3 生活科学部

　機械工学科 128 　食品栄養科学科 (△35)

　（3年次編入学定員） 4 　居住環境学科 (△43)

　建築学科 34 　人間福祉学科 (△45)

　（2年次編入学定員） 1 　※令和4年4月学生募集停止

　都市学科 50 　　（3年次編入学は令和6年4月学生募集停止）

　（3年次編入学定員） 1

　電子物理工学科 108 大阪市立大学大学院（廃止）

　（3年次編入学定員） 3 経営学研究科

　情報工学科 77 　グローバルビジネス専攻(M) (△20)

　（3年次編入学定員） 2 　グローバルビジネス専攻(D) (△8)

　電気電子システム工学科 65 経済学研究科

　（3年次編入学定員） 4 　現代経済専攻(M) (△20)

　応用化学科 70 　現代経済専攻(D) (△6)

　（3年次編入学定員） 7 文学研究科

　化学工学科 38 　哲学歴史学専攻(M) (△14)

　（3年次編入学定員） 8 　哲学歴史学専攻(D) (△5)

　マテリアル工学科 43 　人間行動学専攻(M) (△16)

　（3年次編入学定員） 4 　人間行動学専攻(D) (△6)

　化学バイオ工学科 57 　言語文化学専攻(M) (△18)

　（3年次編入学定員） 2 　言語文化学専攻(D) (△6)

　文化構想学専攻(M) (△12)

農学部 　文化構想学専攻(D) (△4)

　応用生物科学科 50 理学研究科

　生命機能化学科 50 　数物系専攻(M) (△31)

　緑地環境科学科 50 　数物系専攻(D) (△10)
　物質分子系専攻(M) (△37)

獣医学部 　物質分子系専攻(D) (△7)

　獣医学科 40 　生物地球系専攻(M) (△29)

　生物地球系専攻(D) (△9)

医学部 工学研究科

　医学科 90 　機械物理系専攻(M) (△36)

　リハビリテーション学科 　機械物理系専攻(D) (△5)

　　理学療法学専攻 25 　電子情報系専攻(M) (△58)

　　作業療法学専攻 25 　電子情報系専攻(D) (△9)

　化学生物系専攻(M) (△36)

看護学部 　化学生物系専攻(D) (△5)

　看護学科 160 　都市系専攻(M) (△47)

　都市系専攻(D) (△9)
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区分 大 学 名 学部・学科等名
入 学
定 員 位 置 備 考

(人)
設 置 者

（大阪公立大学） 生活科学部 生活科学研究科

　食栄養学科 65 　生活科学専攻(M) (△53)

　居住環境学科 43 　生活科学専攻(D) (△10)

　人間福祉学科 45 看護学研究科
　看護学専攻(M) (△10)

（大学院） 　看護学専攻(D) (△3)

現代システム科学研究科 都市経営研究科

　現代システム科学専攻(M) 40 　都市経営専攻(M) (△56)

　現代システム科学専攻(D) 10 　都市経営専攻(D) (△5)

法学研究科

文学研究科 　法学政治学専攻(M) (△15)

　哲学歴史学専攻(M) 14 　法学政治学専攻(D) (△10)

　哲学歴史学専攻(D) 5 　法曹養成専攻(P) (△30)

　人間行動学専攻(M) 16 医学研究科

　人間行動学専攻(D) 6 　医科学専攻(M) (△12)

　言語文化学専攻(M) 18 　基礎医科学専攻(D) (△30)

　言語文化学専攻(D) 6 　臨床医科学専攻(D) (△40)

　文化構想学専攻(M) 12 　※令和4年4月学生募集停止

　文化構想学専攻(D) 4

大阪府立大学（廃止）

法学研究科 現代システム科学域

　法学政治学専攻(M) 8 　知識情報システム学類 (△45)

　法学政治学専攻(D) 4 　環境システム学類 (△125)

　法曹養成専攻(P) 30 　マネジメント学類 (△150)

工学域

経済学研究科 　電気電子系学類 (△163)

　経済学専攻(M) 28 　（3年次編入学定員） (△4)

　経済学専攻(D) 4 　物質化学系学類 (△150)

　（3年次編入学定員） (△13)

経営学研究科 　機械系学類 (△142)

　グローバルビジネス専攻(M) 20 　（3年次編入学定員） (△3)

　グローバルビジネス専攻(D) 6 生命環境科学域

　獣医学類 (△40)

都市経営研究科 　応用生命科学類 (△100)

　都市経営専攻(M) 56 　緑地環境科学類 (△50)

　都市経営専攻(D) 5 　理学類 (△149)

地域保健学域

情報学研究科 　看護学類 (△120)

　基幹情報学専攻(M) 65 　（2年次編入学定員） (△10)

　基幹情報学専攻(D) 10 　総合リハビリテーション学類

　学際情報学専攻(M) 25 　　理学療法専攻 (△25)

　学際情報学専攻(D) 5 　　作業療法専攻 (△25)

　　栄養療法専攻 (△30)
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区分 大 学 名 学部・学科等名
入 学
定 員 位 置 備 考

(人)
設 置 者

（大阪公立大学） 理学研究科 　教育福祉学類 (△55)

　数学専攻(M) 21 　（3年次編入学定員） (△3)

　数学専攻(D) 4 ※令和4年4月学生募集停止

　物理学専攻(M) 55 　（2年次編入学は令和5年4月学生募集停止）

　物理学専攻(D) 10 　（3年次編入学は令和6年4月学生募集停止）

　化学専攻(M) 60

　化学専攻(D) 10 大阪府立大学大学院（廃止）

　生物学専攻(M) 26 工学研究科

　生物学専攻(D) 5 　機械系専攻(M) (△50)

　地球学専攻(M) 15 　機械系専攻(D) (△7)

　地球学専攻(D) 3 　航空宇宙海洋系専攻(M) (△35)

　生物化学専攻(M) 23 　航空宇宙海洋系専攻(D) (△6)

　生物化学専攻(D) 3 　電子・数物系専攻(M) (△45)

　電子・数物系専攻(D) (△10)

工学研究科 　電気・情報系専攻(M) (△83)

　航空宇宙海洋系専攻(M) 35 　電気・情報系専攻(D) (△11)

　航空宇宙海洋系専攻(D) 4 　物質・化学系専攻(M) (△120)

　機械系専攻(M) 86 　物質・化学系専攻(D) (△18)

　機械系専攻(D) 8 　量子放射線系専攻(M) (△8)

　都市系専攻(M) 54 　量子放射線系専攻(D) (△3)

　都市系専攻(D) 6 生命環境科学研究科

　電子物理系専攻(M) 80 　応用生命科学専攻(M) (△63)

　電子物理系専攻(D) 8 　応用生命科学専攻(D) (△12)

　電気電子系専攻(M) 45 　緑地環境科学専攻(M) (△20)

　電気電子系専攻(D) 5 　緑地環境科学専攻(D) (△5)

　物質化学生命系専攻(M) 145 　獣医学専攻(D) (△13)

　物質化学生命系専攻(D) 19 理学系研究科

　量子放射線系専攻(M) 7 　数理科学専攻(M) (△15)

　量子放射線系専攻(D) 3 　数理科学専攻(D) (△3)

　物理科学専攻(M) (△25)

農学研究科 　物理科学専攻(D) (△3)

　応用生物科学専攻(M) 25 　分子科学専攻(M) (△25)

　応用生物科学専攻(D) 3 　分子科学専攻(D) (△3)

　生命機能化学専攻(M) 30 　生物科学専攻(M) (△27)

　生命機能化学専攻(D) 4 　生物科学専攻(D) (△5)

　緑地環境科学専攻(M) 20 経済学研究科

　緑地環境科学専攻(D) 3 　経済学専攻(M) (△15)

　経済学専攻(D) (△8)

獣医学研究科 　経営学専攻(M) (△30)

　獣医学専攻(D) 13 人間社会システム科学研究科

　現代システム科学専攻(M) (△35)

医学研究科 　現代システム科学専攻(D) (△5)

　医科学専攻(M) 12 　人間社会学専攻(M) (△20)

　基礎医科学専攻(D) 20 　人間社会学専攻(D) (△8)

　臨床医科学専攻(D) 50
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区分 大 学 名 学部・学科等名
入 学
定 員 位 置 備 考

(人)
設 置 者

（大阪公立大学） リハビリテーション学研究科 看護学研究科

　リハビリテーション学専攻(M) 15 　看護学専攻(M) (△26)

　リハビリテーション学専攻(D) 5 　看護学専攻(D) (△5)

総合リハビリテーション学研究科

看護学研究科 　総合リハビリテーション学専攻(M) (△15)

　看護学専攻(M) 50 　総合リハビリテーション学専攻(D) (△5)

　看護学専攻(D) 10 　※令和4年4月学生募集停止

生活科学研究科

　生活科学専攻(M) 58

　生活科学専攻(D) 10

私立 大阪信愛学院大学 教育学部 大阪府大阪市 学校法人 大阪信愛学院短期大学（廃止）

　教育学科 80 　大阪信愛女学院 　子ども教育学科 (△120)

看護学部 　看護学科 (△80)

　看護学科 80 　※令和4年4月学生募集停止

私立 令和健康科学大学 看護学部 福岡県福岡市 学校法人

　看護学科 80 　巨樹の会

リハビリテーション学部

　理学療法学科 80

　作業療法学科 60

計 4　校 　　17学部　　46学科

　　15研究科　31専攻(M)

　　　　　　　33専攻(D)

　　　　　　　 1専攻(P)

（注） 「備考」欄の（　）書の数字は，今回の認可申請に伴う関係のある既設学部等の入学定員の減を示す。
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私立 モビリティシステム専門職大学 電動モビリティシステム工学部 山形県西置賜郡飯豊町 学校法人

　電動車両システム工学科 40 　赤門学院

私立 アール医療専門職大学 リハビリテーション学部 茨城県土浦市 学校法人

　理学療法学科 40 　筑波学園

　作業療法学科 40

計 2　校 　　2学部　　3学科

(人)

２　専門職大学を設置するもの　2校 令和２年１１月

区分 大 学 名 学部・学科等名
入 学
定 員 位 置 設 置 者 備 考
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