
※本一覧は2018年度に予定されている大学・短大の新増設を一覧にしました。
※本一覧は文部科学省から公表されているものおよび河合塾調査により２月現在判明した分をまとめています。
　一覧には現在認可申請中のものや設置構想中のものも含まれており、今後変更等の可能性もあります。

■国立大学
①学部の新設・改組
都道府県 大学 学部 学科 定員 備考
富山 富山 都市デザイン 地球システム科学 40

都市・交通デザイン 40
材料デザイン工 60

広島 広島 情報科学 情報科学 80
香川 香川 創造工 創造工 工学部募集停止

　造形・メディアデザインコース 45
　建築・都市環境コース 60
　防災・危機管理コース 25
　情報システム・セキュリティコース 40
　情報通信コース 40
　機械システムコース 60
　先端マテリアル科学コース 60

福岡 九州 共創 共創 105
沖縄 琉球 人文社会 国際法政 80 法文（昼間主）学部募集停止

人間社会 80 観光産業科学（昼間主）部募集停止
琉球アジア文化 40 法文（夜間主）学部募集停止

国際地域創造（昼間主） 国際地域創造 265 観光産業科学（夜間主）部募集停止
国際地域創造（夜間主） 国際地域創造 80

②学科の新設・改組
都道府県 大学 学部 学科 定員 備考
茨城 茨城 工（昼間） 機械システム工 130 工（Ａコース）

電気電子システム工 125 　機械工学科募集停止
物質科学工 110 　知能システム工学科募集停止
情報工 80 　電気電子工学科募集停止
都市システム工 60 　メディア通信工学科募集停止

工（フレックス） 機械システム工 40 　生体分子機能工学科募集停止
　マテリアル工学科募集停止
　情報工学科募集停止
　都市システム工学科募集停止
工（Ｂコース）
　知能システム工学科募集停止

埼玉 埼玉 工 機械工学・システムデザイン 110 機械工学科募集停止
電気電子物理工 110 電気電子システム工学科募集停止
情報工 80 情報システム工学科募集停止
応用化学 90 応用化学科募集停止
環境社会デザイン 100 機能材料工学科募集停止

建設工学科募集停止
環境共生学科募集停止

東京 お茶の水女子 生活科学 心理 26
富山 富山 経済（昼間主） 経済 120 経済（昼間主）学部

経営 100 　経済学科募集停止
経営法 85 　経営学科募集停止

工 工 　経営法学科募集停止
　電気電子工学コース 89 工学部
　知能情報工学コース 80 　電気電子システム工学科募集停止
　機械工学コース 90 　知能情報工学科募集停止
　生命工学コース 53 　機械知能システム工学科募集停止
　応用化学コース 53 　生命工学科募集停止

経済（夜間主） 経済 10 　環境応用化学科募集停止
経営 10 経済（夜間主）学部
経営法 10 　経済学科募集停止

　経営学科募集停止
　経営法学科募集停止

石川 金沢 理工 機械工 100 機械工学類募集停止
フロンティア工 110 電子情報学類募集停止
電子情報通信 80 環境デザイン学類募集停止
地球社会基盤 100 自然システム学類募集停止
生命理工 59 ※機械工・フロンティア工・電子情報通信学類は

３学類前期一括入試

京都 京都工芸繊維 工芸科学 応用化学課程 169 生体分子応用化学課程募集停止
デザイン・建築学課程 156 高分子機能工学課程募集停止

物質工学課程募集停止
デザイン経営工学課程募集停止
デザイン・建築学課程募集停止
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２０１８年度新増設大学・短大一覧
②学科の新設・改組（続き）
都道府県 大学 学部 学科 定員 備考
島根 島根 総合理工 物理・マテリアル工 73 総合理工学部

物質化学 73 　物質科学科募集停止
地球科学 50 　地球資源環境学科募集停止
数理科学 50 　数理・情報システム学科募集停止
知能情報デザイン 50 　機械・電気電子工学科募集停止
機械・電気電子工 64 　建築・生産設計工学科募集停止
建築デザイン 40 生物資源科学部

生物資源科学 生命科学 70 　生物科学科募集停止
農林生産 60 　生命工学科募集停止
環境共生科学 70 　農林生産学科募集停止

　地域環境科学科募集停止
広島 広島 工 第一類（機械・輸送・材料・エネルギー系） 150 第一類（機械システム工学系）募集停止

第二類（電気電子・システム情報系） 90 第二類（電気・電子・システム・情報系）募集停止

第四類（建設・環境系） 90 第四類（建設・環境系）募集停止
総合科学 国際共創 40

香川 香川 経済 経済 240 経済学部
医 臨床心理 20 　経済学科募集停止
経済（夜間主） 経済 10 　経営システム学科募集停止

　地域社会システム学科募集停止
経済（夜間主）学部
　経済学科募集停止
　経営システム学科募集停止
　地域社会システム学科募集停止
※経済（夜間主）学部は社会人対象

福岡 九州工業 工 宇宙システム工 55 工学部
情報工 知能情報工 93 　総合システム工学科募集停止

情報・通信工 93 情報工学部
知的システム工 94 　知能情報工学科募集停止
物理情報工 65 　電子情報工学科募集停止
生命化学情報工 65 　システム創成情報工学科募集停止

　機械情報工学科募集停止
　生命情報工学科募集停止
※工学部の募集は１～５類、情報工学部の募集は

１～３類で実施

熊本 熊本 工 土木建築 124 物質生命化学科募集停止
　土木工学教育プログラム マテリアル工学科募集停止
　地域デザイン教育プログラム 機械システム工学科募集停止
　建築学教育プログラム 社会環境工学科募集停止
機械数理工 109 建築学科募集停止
　機械工学教育プログラム 情報電気電子工学科募集停止
　機械システム教育プログラム 数理工学科募集停止
　数理工学教育プログラム ※現行の７学科で選抜を実施し、合格した

情報電気工 149 学科に対応する改組後の学科・教育
　電気工学教育プログラム プログラムに所属
　電子工学教育プログラム
　情報工学教育プログラム
材料・応用化学 131
　応用生命化学教育プログラム
　応用物質化学教育プログラム
　物質材料工学教育プログラム

③学科等の募集停止
都道府県 大学 学部 学科
富山 富山 理 地球科学

工 材料機能工
香川 香川 教育 人間発達環境課程

■公立大学
①大学の新設
都道府県 大学 学部 学科 定員 備考
石川 公立小松 国際文化交流 国際文化交流 80 小松短期大学募集停止

生産システム科学 生産システム科学 80
保健医療 看護 50

臨床工 30

＊位置：石川県小松市
長野 長野県立 グローバルマネジメント グローバルマネジメント 170 長野県短期大学募集停止

健康発達 食健康 30

こども 40

＊位置：長野県長野市
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２０１８年度新増設大学・短大一覧
②学部の新設・改組
都道府県 大学 学部 学科 定員 備考
東京 首都大学東京 人文社会 人間社会 110 都市教養学部募集停止

人文 90
法 法 200
経済経営 経済経営 200
理 数理科学 45

物理 47
化学 48
生命科学 60

神奈川 横浜市立 データサイエンス データサイエンス 60
山梨 都留文科 教養 学校教育 180 文学部

地域社会 150 　初等教育学科募集停止
　社会学科募集停止

愛知 名古屋市立 総合生命理学 総合生命理学 40
島根 島根県立 人間文化 保育教育 40

地域文化 70
山口 山陽小野田市立山口東京理科 薬 薬 120

③学科の新設・改組
都道府県 大学 学部 学科 定員 備考
秋田 秋田県立 システム科学技術 機械工 60 機械知能システム学科募集停止

知能メカトロニクス 60 電子情報システム学科募集停止
情報工 40

東京 首都大学東京 都市環境 地理環境 30 都市環境学部
都市基盤環境 50 　都市環境学科募集停止
建築 50 システムデザイン学部
環境応用化学 60 　システムデザイン学科募集停止
観光科学 30
都市政策科学 35

システムデザイン 情報科学 50
電子情報システム工 85
機械システム工 90
航空宇宙システム工 45
インダストリアルアート 50

大阪 大阪市立 商 公共経営 65 ※募集は学部一括で実施
島根 島根県立 看護栄養 健康栄養 40 島根県立大学短期大学部

　健康栄養学科募集停止

■私立大学
①大学の新設
都道府県 大学 学部 学科 定員 備考
群馬 育英 教育 教育

　児童教育専攻 50

　スポーツ教育専攻 50

＊位置：群馬県高崎市
新潟 新潟食料農業 食料産業 食料産業 180

＊位置：新潟県新潟市・胎内市

②大学の統合
都道府県 大学 学部 学科 定員 備考
北海道 （新）北海道科学 工 機械工 92 下記の２大学を統合

情報工 90 　北海道科学大
電気電子工 80 　　工学部
建築 80 　　保健医療学部

都市環境 50 　　未来デザイン学部

薬 薬 180 　北海道薬科大

保健医療 看護 80 　　薬学部
理学療法 40
義肢装具 50

臨床工 70

診療放射線 50

未来デザイン メディアデザイン 80

人間社会 50
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２０１８年度新増設大学・短大一覧
③学部の新設・改組
都道府県 大学 学部 学科 定員 備考
北海道 札幌学院 心理 臨床心理 95 人文学部臨床心理学科募集停止
青森 八戸学院 地域経営 地域経営 80 ビジネス学部募集停止
茨城 常磐 看護 看護 80

日本ウェルネススポーツ スポーツプロモーション スポーツプロモーション 75
栃木 国際医療福祉 赤坂心理・医療福祉マネジメント 心理 60

医療マネジメント 60
埼玉 聖学院 心理福祉 心理福祉 120 人間福祉学部

　こども心理学科募集停止
　人間福祉学科募集停止

東都医療 幕張ヒューマンケア 看護 120
管理栄養 管理栄養 80

日本工業 基幹工 機械工 200 工学部募集停止
電気電子通信工 170
応用化学 80

先進工 ロボティクス 100
情報メディア工 200

建築 建築
　建築コース 200
　生活環境デザインコース 50

千葉 和洋女子 看護 看護 100
東京 跡見学園女子 心理 臨床心理 120 文学部臨床心理学科募集停止

駒沢女子 看護 看護 80 人文学部募集停止
人間総合 人間文化 170

観光文化 60
心理 80
住空間デザイン 60

大東文化 社会 社会 200 環境創造学部募集停止
東海 文化社会 アジア 70 文学部

ヨーロッパ・アメリカ 70 　アジア文明学科募集停止
北欧 60 　ヨーロッパ文明学科募集停止
文芸創作 60 　アメリカ文明学科募集停止
広報メディア 100 　北欧学科募集停止
心理・社会 90 　文芸創作学科募集停止

健康 健康マネジメント 200 　広報メディア学科募集停止
　心理・社会学科募集停止
健康科学部
　社会福祉学科募集停止

東京医療保健 千葉看護 看護 100
和歌山看護 看護 90

東京家政学院 人間栄養 人間栄養 140 現代生活学部健康栄養学科募集停止
東京福祉 保育児童 保育児童 230 社会福祉学部保育児童学科募集停止
日本体育 スポーツマネジメント スポーツマネジメント 145 体育学部社会体育学科募集停止

スポーツライフマネジメント 110
目白 メディア メディア 140 社会学部メディア表現学科募集停止

新潟 新潟医療福祉 リハビリテーション 理学療法 120 医療技術学部
作業療法 50 　理学療法学科募集停止
言語聴覚 40 　作業療法学科募集停止
義肢装具自立支援 40 　言語聴覚学科募集停止

看護 看護 107 　義肢装具自立支援学科募集停止
健康科学部
　看護学科募集停止

新潟国際情報 経営情報 経営 85 情報文化学部募集停止
情報システム 65

石川 金沢工業 建築 建築 200 環境・建築学部
　建築デザイン学科募集停止
　建築学科募集停止

岐阜 岐阜医療科学 看護 看護 100 保健科学部看護学科募集停止
愛知 東海学園 心理 心理 100 人文学部心理学科募集停止

名古屋学芸 看護 看護 100
名古屋商科 国際 グローバル教養 134 コミュニケーション学部募集停止

英語 ※募集は学部一括で実施
京都 大谷 教育 教育 文学部

　初等教育 50 　社会学科募集停止
　幼児教育 80 　人文情報学科募集停止

社会 現代社会 120 　教育・心理学科募集停止
コミュニティデザイン 100

京都外国語 国際貢献 グローバルスタディーズ 100 外国語学部国際教養学科募集停止
グローバル観光 120

京都産業 情報理工 情報理工 160 コンピュータ理工学部募集停止
立命館 食マネジメント 食マネジメント 320
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２０１８年度新増設大学・短大一覧
③学部の新設・改組（続き）
都道府県 大学 学部 学科 定員 備考
大阪 大阪国際 経営経済 経営 80 グローバルビジネス学部募集停止

経済 60
大阪商業 公共 公共 250 総合経営学部公共経営学科募集停止
関西医科 看護 看護 100

兵庫 甲南女子 医療栄養 医療栄養 80
神戸学院 心理 心理 150 人文学部人間心理学科募集停止

奈良 帝塚山 経済経営 経済経営 210 文学部文化創造学科募集停止
経済学部募集停止
経営学部募集停止

岡山 岡山理科 獣医 獣医 140
獣医保健看護 60

山陽学園 地域マネジメント 地域マネジメント 60
広島 広島修道 国際コミュニティ 国際政治 75 法学部国際政治学科募集停止

地域行政 75
広島女学院 人文 国際英語 65 国際教養学部募集停止

日本文化 40
広島文化学園 人間健康 スポーツ健康福祉 120 社会情報学部募集停止

福岡 九州産業 地域共創 観光 150 国際文化学部
地域づくり 130 　臨床心理学科募集停止

商 経営・流通 500 経営学部募集停止
人間科学 臨床心理 70 商学部募集停止

子ども教育 80 経済（夜間主）学部募集停止
スポーツ健康科学 80 商（第二部）学部募集停止

佐賀 西九州 看護 看護 90
熊本 尚絅 現代文化 文化コミュニケーション 75 文化言語学部募集停止

④学科の新設・改組
都道府県 大学 学部 学科 定員 備考
宮城 東北学院 文 教育 50
栃木 作新学院 人間文化 発達教育 50 人間文化学科募集停止

心理コミュニケーション 50
埼玉 聖学院 人文 児童 100 人間福祉学部児童学科募集停止
東京 杏林 保健 臨床心理 80

昭和女子 グローバルビジネス 会計ファイナンス 60
杉野服飾 服飾 服飾表現 40
大東文化 文 歴史文化 100

スポーツ・健康科学 看護 100
帝京 法 政治 100

経済 国際経済 200
東海 医 看護 85 健康科学部看護学科募集停止
東京家政 健康科学 リハビリテーション

　作業療法学専攻 40
　理学療法学専攻 40

東京家政学院 現代生活 食物 70 人間福祉学科募集停止
東京女子 現代教養 国際英語 155 人文学科英語文学文化専攻募集停止

心理・コミュニケーション 人間科学科募集停止
　心理学専攻 80
　コミュニケーション専攻 115

東京農業 農 生物資源開発 125 バイオセラピー学科募集停止
デザイン農 123

二松學舎 国際政治経済 国際経営 80
武蔵野 教育 こども発達 100

経済 会計ガバナンス 90
明治学院 法 グローバル法 65

新潟 新潟医療福祉 医療技術 診療放射線 90
石川 金沢学院 文 教育 100

金沢工業 工 電気電子工 240 工学部
環境土木工 80 　電気電子工学科募集停止

　電子情報通信工学科募集停止
環境・建築学部
　環境土木工学科募集停止

金城 社会福祉 子ども福祉 70 社会福祉学科こども専攻募集停止
長野 諏訪東京理科 工 情報応用工 150 工学部

機械電気工 150 　機械工学科募集停止
　電気電子工学科募集停止
　コンピュータメディア工学科募集停止
経営情報学部募集停止

清泉女学院 人間 文化 32
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２０１８年度新増設大学・短大一覧
④学科の新設・改組（続き）
都道府県 大学 学部 学科 定員 備考
愛知 愛知 文 心理 55 人文社会学科心理学コース募集停止

愛知淑徳 文 総合英語 100 英文学科募集停止
桜花学園 保育 国際教養こども 45
中部 工 電気電子システム工 160 電気システム工学科募集停止

宇宙航空理工 80 電子情報工学科募集停止
京都 京都橘 健康科学 作業療法 40

臨床検査 80
立命館 理工 環境都市工 166 都市システム工学科募集停止

環境システム工学科募集停止
大阪 大阪成蹊 マネジメント 国際観光ビジネス 60

大阪電気通信 工 建築 80 総合情報学部
総合情報 デジタルゲーム 140 　デジタルゲーム学科募集停止

ゲーム＆メディア 110 金融経済学部募集停止
関西医療 保健医療 作業療法 40
森ノ宮医療 保健医療 臨床工 60

兵庫 関西福祉 教育 保健教育 80
岡山 吉備国際 農 醸造 40
広島 広島女学院 人間生活 生活デザイン 65 生活デザイン・建築学科募集停止

児童教育 90 幼児教育心理学科募集停止
安田女子 心理 ビジネス心理 60

福岡 日本経済 経営 グローバルビジネス 20
長崎 長崎純心 人文 文化コミュニケーション 80 比較文化学科募集停止

人間心理学科募集停止
英語情報学科募集停止

■短期大学
①短期大学の新設
都道府県 大学 学科 専攻 定員 備考
宮城 仙台赤門短大 看護 80

＊位置：宮城県仙台市

②学科の新設・改組
都道府県 大学 学科 専攻 定員 備考
福島 郡山女子大短大部 地域創成 80 文化学科募集停止

家政科福祉情報専攻募集停止
生活芸術科募集停止

石川 金沢学院短大 幼児教育 50
愛知 愛知みずほ短大 現代幼児教育 50 生活学科子ども生活専攻募集停止

名古屋女子大短大部 保育第三部 50
大阪 大阪健康福祉短大 保育・幼児教育 40

東大阪大短大部 介護福祉 80

③短期大学の募集停止
都道府県 大学
東京 立教女学院短大
兵庫 神戸山手短大
奈良 奈良学園大奈良文化女子短大部

※４年制化に伴う募集停止は除く
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