
令和４年８月

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

人
国立 1 一橋大学 ソーシャル・データサイエンス学部 東京都国立市 国立大学法人 ・特になし 商学部

ソーシャル・データサイエンス学科 60 　一橋大学 　経営学科【定員減】  　　　　　　　　　（△8）
　商学科【定員減】 　 　　　　　　　 　 （△9）
経済学部
　経済学科【定員減】 　　　　　　　　　 （△17）
法学部
　法律学科【定員減】 　　　　　　　　　 （△11）
社会学部
　社会学科【定員減】 　　　　　　　　　 （△15）

国立 2 静岡大学 グローバル共創科学部 静岡県静岡市 国立大学法人 遵守事項 人文社会科学部

グローバル共創科学科 115 　静岡大学 　社会学科【定員減】 　　　　　　　　　 （△10）
　言語文化学科【定員減】　　　　　   　 （△6）
　法学科【定員減】  　  　　　　　　 　 （△6）
　経済学科【定員減】　  　　　　　　  　（△13）
教育学部
　学校教育教員養成課程【定員減】　　 　 （△40）
情報学部
　情報科学科【定員減】　　　　　　　　  （△2）
　行動情報学科【定員減】  　　　　　　  （△1）
　情報社会学科【定員減】　　　　　　　  （△7）
理学部
　化学科【定員減】    　　　　　　　　  （△4）
　生物科学科【定員減】　　　　　　　　  （△4）
　地球科学科【定員減】  　　　　　　　  （△2）
工学部
　機械工学科【定員減】　　　　　　　　  （△8）

助言事項 　化学バイオ工学科【定員減】　　　　　  （△2）
農学部
　生物資源科学科【定員減】　　　　　　 （△10）

・目的と手段の関係について、「人材養成の目
的」は、「～人材を養成すること」と説明してい
るが、例えば「教育の目的」は、「～人材を養成
すること」というように、何が目的か、そのため
に何をするのか、誤解が生じないよう学生等に対
し分かりやすく示すこと。また、「共創」につい
ては、「多様な立場の人々が共に社会課題を解決
し、より良い未来社会を実現すること」と定義さ
れ、人材養成における目的として説明されている
のに対し、共創という「手法」を用いることも人
材養成の目的として説明されていることから、目
的となるのか手段になるのかといった位置づけに
ついて、誤解が生じないよう学生等に対し分かり
やすく示すこと。

・ディプロマ・ポリシーに「（5）エビデンスに基
づき客観的に社会的課題を分析することができ
る」ことのみが掲げられているが、授業科目には
社会的課題の分析のみならず、課題解決能力の修
得を目的としたものが含まれる。このため、「社
会的課題を分析し、エビデンスに基づいて解決の
ための提言を行う技法」までを学ぶことができる
教育課程になっていることが学生に伝わりやすい
よう、より具体的な記載に改めることが望まし
い。

令和５年度国立大学開設予定学部等一覧

１．　学部を設置するもの　　２校

学部・学科等名 附　帯　事　項
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区分 No 大　学　名 入学定員 位　　　 置 設　置　者 備　　　　　　　　　考

人
国立 1 大分大学 医学部 大分県由布市 国立大学法人 遵守事項 経済学部

先進医療科学科 35 大分県大分市 　大分大学 　経済学科【定員減】　　　　　　　　　　（△10）
　経営システム学科【定員減】　　　　　 　（△5）
　地域システム学科【定員減】　　　　　 　（△5）
理工学部

遵守事項 　創生工学科【廃止】　　　　　　　　　 （△235）
　（3年次編入学定員）　　 　　   　　 　 （△7）
※令和5年4月学生募集停止
（3年次編入定員は令和7年4月学生募集停止）
　共創理工学科【廃止】　　　　　　　　　（△150）
　（3年次編入学定員）　　 　　   　　 　  （△3）
※令和5年4月学生募集停止
（3年次編入定員は令和7年4月学生募集停止）

・専任教員資格審査の結果により、教員の補充が
必要とされた授業科目については、確実に教員を
充足させること。

・二以上の校地において教育を行うことから、学
生及び教員の教育研究内容等に支障のないよう留
意すること。また、学生の課外活動等にも配慮す
ること。

２．　学部の学科を設置するもの　　１校

学部・学科等名 附　帯　事　項
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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 福島大学大学院 食農科学研究科 福島県福島市 国立大学法人 ・特になし 人間発達文化研究科【廃止】

食農科学専攻（Ｍ） 20 　福島大学 　教職実践専攻（Ｐ）　　　　　　　　　  （△16）
　地域文化創造専攻（Ｍ） 　　　　　　 　（△17）
　学校臨床心理専攻（Ｍ） 　　　　　　 　 （△7）
※令和5年4月学生募集停止
地域政策科学研究科【廃止】
　地域政策科学専攻（Ｍ）　　　　　　　  （△20）
※令和5年4月学生募集停止
経済学研究科【廃止】
　経済学専攻（Ｍ）　　　　　　　　　　  （△10）
　経営学専攻（Ｍ）　　　　　　　　　　  （△12）
※令和5年4月学生募集停止
共生システム理工学研究科
　共生システム理工学専攻（Ｍ）【定員減】 （△13）
　環境放射能学専攻（Ｍ）【定員減】　　   （△2）

※大学院設置基準第14条特例の実施

国立 2 一橋大学大学院 ソーシャル・データサイエンス研究科 東京都国立市 国立大学法人 遵守事項

ソーシャル・データサイエンス専攻（Ｍ） 21 　一橋大学

　　研究科・専攻等名

３．　研究科を設置するもの　　２校

附　帯　事　項

・本研究科が考える社会科学とデータサイエンス
の知識を融合させる方法について、学生や社会を
はじめとする内外の関係者から適切な理解が得ら
れるよう周知を図るとともに、社会科学とデータ
サイエンスの知識を融合させる際の鍵となる演習
科目のシラバスの一部（例えば、シラバス93ペー
ジの「演習」の「授業科目の概要」）について、
社会科学とデータサイエンスの一方あるいは両方
の内容が十分に記載されておらず、融合的な内容
であることが分かりづらいため、適切に改めるこ
と。
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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 和歌山大学大学院 観光学研究科 和歌山県和歌山市 国立大学法人 助言事項 観光学研究科

観光地域マネジメント専攻（Ｐ） 10 　和歌山大学 　観光学専攻（Ｍ）【定員減】　　　　　   （△8）

※大学院設置基準第14条特例の実施

・「審査意見への対応を記載した書類（６月）」
の第一次審査意見４への対応に伴い変更された授
業科目について、例えば、「経営理念」及び「経
営戦略」について、本授業科目は経営学における
一般的な経営理念や経営戦略を内容とするのでは
なく、観光地域のマネジメントに必要となる経営
に関する内容を学ぶことを目的としていることか
ら、これらの授業科目を含め、当該目的により合
致した科目名称及び科目内容に改めることが望ま
しい。また、「リーダーシップとコミュニケー
ション」について、本授業科目は地域に存在する
異なった利害関係をもった組織間におけるコミュ
ニケーションとリーダーシップを学ぶことを目的
としていることから、当該目的により合致した科
目内容に改めることが望ましい。

４．　研究科の専攻の設置又は課程を変更するもの　１校

研究科・専攻等名 附　帯　事　項
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