
※本一覧は2022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10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
宮城 宮城教育 教育 学校教育教員養成課程 初等教育教員養成課程募集停止

　初等教育専攻 210 中等教育教員養成課程募集停止
　　幼年期教育創生コース 特別支援教育教員養成課程募集停止

　　未来づくり教育創生コース ※芸術体育・生活系教育専攻は
　　人文・社会系教育創生コース 　 総合型選抜のみ実施
　　理数・自然系教育創生コース
　中等教育専攻 60
　　言語・社会系教育コース
　　理数系教育コース
　芸術体育・生活系教育専攻 45
　　芸術・体育系教育コース
　　生活系教育コース
　特別支援教育専攻 30
　　視覚障害教育コース
　　聴覚・言語障害教育コース
　　発達障害教育コース
　　健康・運動障害教育コース

富山 富山 教育 共同教員養成課程 85 人間発達科学部募集停止
※金沢大学との共同教育課程

奈良 奈良女子 工 工 45

②学科の新設・改組
都道府県 大学 学部 学科 定員 備考
新潟 長岡技術科学 工 工学課程 80 機械創造工学課程募集停止

電気電子情報工学課程募集停止
情報・経営システム工学課程募集停止

物質材料工学課程募集停止
生物機能工学課程募集停止
環境社会基盤工学課程募集停止

石川 金沢 融合 観光デザイン 15
愛知 名古屋工業 工（夜間主） 基幹工学教育課程 20 工学部第二部募集停止

　電気・機械工学コース ※総合型・学校推薦型選抜のみ実施
　環境都市工学コース

奈良 奈良女子 生活環境 文化情報 情報衣環境学科募集停止
　生活文化学コース 30 生活文化学科募集停止
　生活情報通信科学コース 15

熊本 熊本 教育 学校教育教員養成課程 小学校教員養成課程募集停止
　初等・中等教育コース 中学校教員養成課程募集停止
　　小学校専攻　 110 特別支援教育教員養成課程募集停止

　　国語専攻 7 養護教諭養成課程募集停止
　　社会専攻 7
　　数学専攻 10
　　理科専攻 10
　　英語専攻 6
　　実技系専攻 20
　特別支援教育コース 20
　養護教育コース 30

■公立大学
①大学の新設
都道府県 大学 学部 学科 定員 備考
神奈川 川崎市立看護 看護 看護 100 川崎市立看護短期大学募集停止

＊位置：神奈川県川崎市
大阪 大阪公立 文 哲学歴史 32 大阪市立大学募集停止

人間行動 56 大阪府立大学募集停止
言語文化 43
文化構想 29

法 法 180
経済 経済 295
商 商 195

公共経営 75
理 数学 40

物理 76
化学 85
生物 40
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①大学の新設(続き）
都道府県 大学 学部 学科 定員 備考
大阪 大阪公立 理 地球 24

生物化学 34
工 航空宇宙工 38

海洋システム工 33
機械工 128
建築 34
都市 50
電子物理工 108
情報工 77
電気電子システム工 65
応用化学 70
化学工 38
マテリアル工 43
化学バイオ工 57

農 応用生物科学 50
生命機能化学 50
緑地環境科学 50

獣医 獣医 40
医 医 90

リハビリテーション
　理学療法学専攻 25
　作業療法学専攻 25

看護 看護 160
生活科学 食栄養 65

居住環境 43
人間福祉 45

現代システム科学 知識情報システム 60
環境社会システム 100
教育福祉 55
心理 45

＊位置：大阪府堺市
　　　　　 大阪府大阪市
　　　　　 大阪府泉佐野市
　　　　　 大阪府羽曳野市

②学科の新設・改組
都道府県 大学 学部 学科 定員 備考
宮城 宮城 食産業 生物生産 62 食資源開発学類募集停止

※募集は学群一括で行う
群馬 前橋工科 工 建築・都市・環境工 132 社会環境工学科募集停止

情報・生命工 132 建築学科募集停止
総合デザイン工学科募集停止
システム生体工学科募集停止
生物工学科募集停止
生命情報学科募集停止

福井 福井県立 海洋生物資源 先端増養殖科学 30

■私立大学
①大学の新設
都道府県 大学 学部 学科 定員 備考
大阪 大阪信愛学院 教育 教育 80 大阪信愛学院短期大学募集停止

看護 看護 80
＊位置：大阪府大阪市

福岡 令和健康科学 看護 看護 80
リハビリテーション 理学療法 80

作業療法 60
＊位置：福岡県福岡市

②大学の統合
都道府県 大学 学部 学科 定員 備考
兵庫 兵庫医科 医 医 108 下記の２大学を統合

薬 医療薬 150 　兵庫医科大学
看護 看護 100 　　医学部
リハビリテーション 理学療法 40 　兵庫医療大学

作業療法 40 　　薬学部
　　看護学部
　　リハビリテーション学部

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 日本医療 総合福祉 介護福祉マネジメント 40

ソーシャルワーク 80
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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
群馬 群馬パース 看護 看護 80 保健科学部

　看護学科募集停止
千葉 聖徳 教育（昼間主） 児童 325 児童学部募集停止

教育 80
教育（夜間主） 児童 7

教育 3
東京 國學院 観光まちづくり 観光まちづくり 300

順天堂 医療科学 臨床検査 110
臨床工 70

東海 人文 人文 180 教養学部
児童教育 児童教育 150 　国際学科募集停止
国際 国際 200 国際文化学部
経営 経営 230 　デザイン文化学科募集停止
建築都市 建築 240 政治経済学部

土木工 100 　経営学科募集停止
文理融合 経営 130 経営学部募集停止

地域社会 100 工学部
人間情報工 70 　建築学科募集停止

農 農 80 　土木工学科募集停止
動物科学 80 基盤工学部募集停止
食生命科学 70 農学部

　応用植物科学科募集停止
　応用動物科学科募集停止
　バイオサイエンス学科募集停止

東京家政 栄養 栄養 120 家政学部栄養学科募集停止
管理栄養 160

武蔵 国際教養 国際教養 100
　経済経営学専攻
　グローバルスタディーズ専攻

神奈川 神奈川 建築 建築 工学部建築学科募集停止
　建築学系 120
　都市生活学系 80

石川 金沢学院 教育 教育 70 文学部教育学科募集停止
愛知 愛知学院 心理 心理 160 心身科学部心理学科募集停止

金城学院 看護 看護 100
名古屋商科 経営管理 80
名古屋女子 医療科学 理学療法 50

作業療法 30
人間環境 心理 心理 100 人間環境学部募集停止

犯罪心理 50
総合心理 総合心理 80
環境科学 フィールド生態 60

環境データサイエンス 40
名城 情報工 情報工 180 理工学部情報工学科募集停止

京都 京都光華女子 人間健康　 12
京都美術工芸 建築 建築 150 工芸学部建築学科募集停止

大阪 追手門学院 文 人文 180 国際教養学部募集停止
　日本文学専攻
　歴史文化専攻
　美学・建築文化専攻

国際 国際 150
　グローバルスタディーズ専攻
　国際文化専攻

大阪青山 子ども教育 子ども教育 80 健康科学部子ども教育学科募集停止
大阪成蹊 国際観光 国際観光 80 経営学部国際観光ビジネス学科募集停止

近畿 情報 情報 330 理工学部情報学科募集停止
摂南 国際 国際 250 外国語学部募集停止
森ノ宮医療 総合リハビリテーション 理学療法 70 保健医療学部募集停止

作業療法 40 　看護学科募集停止
看護 看護 90 　理学療法学科募集停止

　作業療法学科募集停止
兵庫 神戸女子 心理 心理 80
岡山 岡山理科 生命科学 生物科学 総合情報学部募集停止

　バイオサイエンスコース 45  理学部生物化学科募集停止　
　生物生産コース 30 工学部知能機械工学科募集停止
　コスメ・食品コース 30
　環境科学コース 30
　医用生物学コース 30

情報理工 情報理工
　コンピュータサイエンスコース 50
　ＡＩ・データサイエンスコース 40
　デジタルゲーム・メディアコース 50
　ＡＩロボティクスコース 35
 メカトロニクスコース 35

アクティブラーナーズ 30
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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 札幌国際 人文 国際教養 60 人文学部

観光 観光ビジネス 140 　現代文化学科募集停止
観光学部
　国際観光学科募集停止

日本医療 保健医療 臨床工 60
青森 八戸工業 工 工 工学部

　機械工学コース 50 　機械工学科募集停止
　電気電子通信工学コース 40 　電気電子工学科募集停止
　システム情報工学コース 60 　システム情報工学科募集停止
　生命環境科学コース 40 　生命環境科学科募集停止
　建築・土木工学コース 60 　土木建築工学科募集停止

宮城 石巻専修 理工 生物科学 91 理工学部
　食環境学科募集停止

埼玉 日本工業 先進工 データサイエンス 120
東京 青山学院 法 ヒューマンライツ 120

成蹊 理工 理工 420 物質生命理工学科募集停止
　データ数理専攻 情報科学科募集停止
　コンピュータ科学専攻 システムデザイン学科募集停止
　機械システム専攻
　電気電子専攻
　応用化学専攻

帝京 外国語 国際日本 150
東海 工 航空宇宙 工学部

　航空宇宙学専攻 90 　生命化学科募集停止
　航空操縦学専攻 50 　応用化学科募集停止
機械工 140 　光・画像工学科募集停止
機械システム工 140 　原子力工学科募集停止
電気電子工 120 　電気電子工学科募集停止
医工 80 　材料科学科募集停止
生物工 100 　精密工学科募集停止
応用化学 100 　機械工学科募集停止

情報理工 情報メディア 100 　動力機械工学科募集停止
情報通信 情報通信 240 　航空宇宙学科募集停止
海洋 海洋理工 　医用生体工学科募集停止

　海洋理工学専攻 130 情報通信学部
　航海学専攻 20 　情報メディア学科募集停止

　組込みソフトウェア工学科募集停止
　経営システム工学科募集停止
　通信ネットワーク工学科募集停止
海洋学部
　海洋文明学科募集停止
　環境社会学科募集停止
　海洋地球科学科募集停止
　航海工学科募集停止

東京経済 コミュニケーション 国際コミュニケーション 90
二松学舎 文 歴史文化 60

静岡 静岡理工科 理工 土木工 50
愛知 至学館 健康科学 体育科学 100 至学館大学短期大学部募集停止
三重 鈴鹿医療科学 保健衛生 救急救命 40
京都 佛教 教育 幼児教育 80
大阪 近畿 理工 エネルギー物質 120
兵庫 神戸常盤 保健科学 口腔保健 70 神戸常盤大学短期大学部募集停止

宝塚医療 和歌山保健医療 看護 50
福岡 第一薬科 薬 薬科学

　医療データ科学専攻 15
　生命医科学専攻 15

熊本 崇城 生物生命 生物生命 150 応用微生物工学科募集停止
応用生命科学科募集停止

■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
青森 弘前医療福祉大短大部 口腔衛生 30 介護福祉学科募集停止

②短期大学の募集停止
都道府県 大学
北海道 札幌大学女子短期大学部

栃木 宇都宮文星短期大学

東京 杉野服飾大学短期大学部

福岡 久留米信愛短期大学

※４年制化に伴う募集停止は除く
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■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
茨城 アール医療専門職 リハビリテーション 理学療法 40

作業療法 40

＊位置：茨城県土浦市

２０２２年度新増設専門職大学一覧
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