
※本一覧は2021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11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
群馬 群馬 情報 情報 170 社会情報学部募集停止

理工 物質・環境 285 理工学部募集停止
電子・機械 185 理工（フレックス）学部募集停止

石川 金沢 融合 先導 55
岐阜 岐阜 社会システム経営 30
兵庫 神戸 海洋政策科学 海洋政策科学 200 海事科学部募集停止

②学科の新設・改組
都道府県 大学 学部 学科 定員 備考
石川 金沢 医薬保健 医薬科学 18 創薬科学類募集停止
愛知 愛知教育 教育 学校教員養成課程 初等教育教員養成課程募集停止

幼児教育専攻 30 中等教育教員養成課程募集停止
義務教育専攻 特別支援学校教員養成課程募集停止

学校教育科学専修 30 養護教諭養成課程募集停止
生活・総合専修 10
ＩＣＴ活用支援専修 20
日本語支援専修 23
教科指導系
国語専修 60
社会専修 71
算数・数学専修 76
理科専修 84
音楽専修 30
図画工作・美術専修 30
保健体育専修 60
ものづくり・技術専修 15
家庭専修 30
英語専修 16

高等学校教育専攻
教科学習開発系
国語・書道専修 10
地歴・公民専修 9
数学専修 14
理科専修 24
英語専修 17

特別支援教育専攻 30
養護教育専攻 40

岡山 岡山 工 工 工学部
機械システム系 160 機械システム系学科募集停止
環境・社会基盤系 90 電気通信系学科募集停止
情報・電気・数理データサイエンス系 190 情報系学科募集停止
化学・生命系 170 化学生命系学科募集停止

環境理工学部募集停止
山口 山口 理 化学 40 生物・化学科募集停止

生物 40
福岡 九州 工 電気情報工 153 建築学科募集停止

材料工 53 電気情報工学科募集停止
応用化学 72 物質科学工学科募集停止
化学工 38 地球環境工学科募集停止
融合基礎工 57 エネルギー科学科募集停止
物質材料コース 機械航空工学科募集停止
機械電気コース ※募集は学科群毎に行う
機械工 135
航空宇宙工 29
量子物理工 38
船舶海洋工 34
地球資源システム工 34
土木工 77
建築 58

宮崎 宮崎 工 工 370 環境応用化学科募集停止
応用物質化学プログラム 社会環境システム工学科募集停止
土木環境工学プログラム 環境ロボティクス学科募集停止
応用物理工学プログラム 機械設計システム工学科募集停止
電気電子工学プログラム 電子物理工学科募集停止
機械知能工学プログラム 電気システム工学科募集停止
情報通信工学プログラム 情報システム工学科募集停止
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③学科等の募集停止
都道府県 大学 学部 学科
徳島 徳島 薬 創製薬科学

■公立大学
①大学の新設
都道府県 大学 学部 学科 定員 備考
新潟 三条市立 工 技術・経営工 80

＊位置：新潟県三条市

広島 叡啓 ソーシャルシステムデザイン ソーシャルシステムデザイン 100

＊位置：広島県広島市

②学部の新設・改組
都道府県 大学 学部 学科 定員 備考
福島 福島県立医科 保健科学 理学療法 40

作業療法 40
診療放射線科学 25
臨床検査 40

和歌山 和歌山県立医科 薬 薬 100
島根 島根県立 国際関係 国際関係 総合政策学部募集停止

国際関係コース 45
国際コミュニケーションコース 45

地域政策 地域政策
地域経済経営コース 45
地域公共コース 45
地域づくりコース 50

③学科の新設・改組
都道府県 大学 学部 学科 定員 備考
秋田 国際教養 国際教養 国際教養 175 グローバル・ビジネス課程募集停止

グローバル・スタディズ課程募集停止
岡山 岡山県立 保健福祉 現代福祉 35 保健福祉学部

子ども 25 保健福祉学科募集停止
デザイン ビジュアルデザイン 30 デザイン学部

工芸工業デザイン 30 デザイン工学科募集停止
建築 30 造形デザイン学科募集停止

広島 県立広島 保健福祉 保健福祉 190 看護学科募集停止
看護学コース 理学療法学科募集停止
理学療法学コース 作業療法学科募集停止
作業療法学コース コミュニケーション障害学科募集停止
コミュニケーション障害学コース 人間福祉学科募集停止
人間福祉学コース

■私立大学
①大学の新設
都道府県 大学 学部 学科 定員 備考
長野 松本看護 看護 看護 70 松本短大看護学科募集停止

＊位置：長野県松本市

②大学の統合
都道府県 大学 学部 学科 定員 備考
大阪 大阪医科薬科 医 医 112 下記の２大学を統合

看護 看護 85 大阪医科大学
薬 薬 294 医学部

看護学部
大阪薬科大学
薬学部

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 経済経営 経済 150 経済学部募集停止

経営 150 経営学部募集停止
北海道文教 国際 国際教養 50 外国語学部募集停止

国際コミュニケーション 50
宮城 東北文化学園 現代社会 現代社会 100 医療福祉学部保健福祉学科募集停止
福島 医療創生 国際看護 看護 80
群馬 群馬医療福祉 医療技術 医療技術

臨床検査学専攻 40
臨床工学専攻 40

群馬パース リハビリテーション 理学療法 60 保健科学部理学療法学科募集停止
作業療法 30
言語聴覚 30
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③学部の新設・改組（続き）
都道府県 大学 学部 学科 定員 備考
埼玉 東京国際 医療健康 理学療法 80

東都 沼津ヒューマンケア 看護 100
千葉 神田外語 グローバル・リベラルアーツ グローバル・リベラルアーツ 60

敬愛 教育 こども教育 72 国際学部こども教育学科募集停止
東京 武蔵野 アントレプレナーシップ アントレプレナーシップ 60

立正 データサイエンス データサイエンス 240
神奈川 湘南医療 薬 医療薬 130
石川 金沢学院 栄養 栄養 80 人間健康学部募集停止

スポーツ科学 スポーツ科学 150
長野 佐久 人間福祉 人間福祉 70
岐阜 岐阜保健 リハビリテーション 理学療法 60 岐阜保健大学短期大学部募集停止

作業療法 30
静岡 静岡産業 スポーツ科学 スポーツ科学 120 経営学部スポーツ経営学科募集停止
京都 大谷 国際 国際文化 100 文学部国際文化学科募集停止

京都精華 国際文化 人文 160 人文学部募集停止
グローバルスタディーズ 90 ポピュラーカルチャー学部募集停止

メディア表現 メディア表現 168
京都橘 経済 経済 240 現代ビジネス学部募集停止

経営 経営 260
工 情報工 130

建築デザイン 80
大阪 関西医科 リハビリテーション 理学療法 60

作業療法 40
滋慶医療科学 医療科学 臨床工 80
桃山学院 ビジネスデザイン ビジネスデザイン 200 経営学部ビジネスデザイン学科募集停止
大和 社会 社会 200

兵庫 関西国際 社会 社会 100 現代社会学部総合社会学科募集停止
関西学院 理 数理科学 54 理工学部募集停止

物理・宇宙 60
化学 66

工 物質工学課程 55
電気電子応用工学課程 60
情報工学課程 90
知能・機械工学課程 60

生命環境 生物科学 61
生命医科学
生命医科学専攻 28
発生再生医科学専攻 28
医工学専攻 28
環境応用化学 83

建築 建築 132
園田学園女子 経営 ビジネス 120

福岡 福岡国際医療福祉 看護 看護 100

④学科の新設・改組
都道府県 大学 学部 学科 定員 備考
北海道 日本医療 保健医療 臨床検査 60
宮城 石巻専修 経営 情報マネジメント 45
山形 東北文教 人間科学 人間関係 60
埼玉 東都 幕張ヒューマンケア 臨床工 40

日本医療科学 保健医療 臨床検査 80
千葉 東京基督教 神 総合神 33 神学科募集停止

国際キリスト教福祉学科募集停止
東京 青山学院 理工 物理科学 105 物理・数理学科募集停止

数理サイエンス 55
順天堂 スポーツ健康科学 スポーツ健康科学 600 スポーツ科学科募集停止

スポーツマネジメント学科募集停止
健康学科募集停止

玉川 芸術 音楽 パフォーミング・アーツ学科募集停止
演奏・創作コース 20 メディア・デザイン学科募集停止
ミュージカルコース 30 芸術教育学科募集停止
音楽教育コース 30
アート・デザイン
メディア表現コース 85
美術教育コース 15
演劇・舞踏 90

帝京平成 健康医療スポーツ リハビリテーション 作業療法学科募集停止
作業療法コース 40 理学療法学科募集停止
理学療法コース 80

東京工科 医療保健 リハビリテーション 理学療法学科募集停止
理学療法学専攻 80 作業療法学科募集停止
作業療法学専攻 40
言語聴覚学専攻 40
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④学科の新設・改組（続き）
都道府県 大学 学部 学科 定員 備考
東京 東京理科 経営 国際デザイン経営 120

東洋 社会 国際社会 150 社会学部
社会文化システム学科募集停止
社会（第２部）学部
社会福祉学科（イブニングコース）募集停止

ヤマザキ動物看護 動物看護 動物人間関係 80
石川 北陸 国際コミュニケーション 心理社会 45
愛知 愛知 文 歴史地理 70

日本語日本文 48
中京 スポーツ科学 スポーツマネジメント 80

トレーナー 80
名古屋産業 現代ビジネス 経営専門職 40
南山 理工 データサイエンス 70 システム数理学科募集停止

電子情報工 65 機械電子制御工学科募集停止
機械システム工 65

三重 鈴鹿医療科学 医用工 医療健康データサイエンス 40 医用情報工学科募集停止
大阪 大阪工業 情報科学 データサイエンス 70
兵庫 関西国際 国際コミュニケーション 観光 80 現代社会学部観光学科募集停止

神戸親和女子 文 心理 60 発達教育学部心理学科募集停止
和歌山 高野山 文 教育 50 人間学科募集停止

⑤大学の募集停止
都道府県 都道府県 大学
東京 東京 上野学園

■短期大学
①学科の新設・改組
都道府県 大学 学科 専攻 定員 備考
宮城 仙台青葉学院短大 言語聴覚 40
三重 三重短大 食物栄養 50 生活科学科食物栄養学専攻募集停止
大阪 大阪健康福祉短大 介護福祉 20 子ども福祉学科介護福祉課程募集停止

保育・幼児教育学科介護福祉課程募集停止

大阪国際大短大部 栄養 40 ライフデザイン総合学科募集停止
ライフデザイン 観光・英語コース 50

キャリアデザインコース 50

②短期大学の募集停止
都道府県 大学
北海道 北海道科学大学短期大学部

埼玉 浦和大学短期大学部

東京 文化学園大学短期大学部

愛知 愛知江南短期大学
大阪 平安女学院大学短期大学部

※４年制化に伴う募集停止は除く
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■公立専門職大学
①専門職大学の新設
都道府県 大学 学部 学科 定員 備考
兵庫 芸術文化観光専門職 芸術文化・観光 芸術文化・観光 80

＊位置：兵庫県豊岡市

■私立専門職大学
①専門職大学の新設
都道府県 大学 学部 学科 定員 備考
石川 かなざわ食マネジメント専門職 フードサービスマネジメント フードサービスマネジメント 40

＊位置：石川県白山市
愛知 名古屋国際工科専門職 工科 情報工 80

デジタルエンタテインメント 40

＊位置：愛知県名古屋市
大阪 大阪国際工科専門職 工科 情報工 120

デジタルエンタテインメント 40

＊位置：大阪府大阪市
和歌山 和歌山リハビリテーション専門職 健康科学 リハビリテーション

理学療法学専攻 40
作業療法学専攻 40

＊位置：和歌山県和歌山市

②学部の新設・改組
都道府県 大学 学部 学科 定員 備考
新潟 開志専門職 アニメ・マンガ アニメ・マンガ 80

■専門職短期大学
①専門職短期大学の新設
都道府県 大学 学科 専攻 定員 備考
香川 せとうち観光専門職短期大学 観光振興 80

＊位置：香川県高松市

２０２１年度新増設専門職大学・短大一覧

5


