
2021年度（令和3年度）新増設予定 
「大学・短期大学・専門職大学」  「学部・学科」　一覧

●2021年1月29日時点　文部科学省の発表をもとに、リクルート進学総研がまとめたもの。
 　※2年次・3年次編入学、通信教育課程、大学院は除く

【大学：新設】
区分 学校名 学部 学科  入学定員 都道府県
公立 三条市立大学 工学部 技術・経営工学科 80 新潟県

叡啓大学 ソーシャルシステムデザイン学部 ソーシャルシステムデザイン学科 100 広島県

私立 松本看護大学 看護学部 看護学科 70 長野県

【大学：学部新設・改組】
区分 学校名 学部 学科  入学定員 都道府県
国立 群馬大学 情報学部 情報学科 170 群馬県

理工学部 物質・環境類 285

電子・機械類 185

岐阜大学 社会システム経営学環 30 岐阜県

金沢大学 融合学域 先導学類 55 石川県

神戸大学 海洋政策科学部 海洋政策科学科 200 兵庫県

公立 福島県立医科大学 保健科学部 理学療法学科 40 福島県
作業療法学科 40
診療放射線科学科 25
臨床検査学科 40

和歌山県立医科大学  薬学部 薬学科 100 和歌山県
島根県立大学 国際関係学部 国際関係学科 90 島根県

地域政策学部 地域政策学科 140
私立 群馬医療福祉大学 医療技術学部 医療技術学科 80 群馬県

東京国際大学 医療健康学部 理学療法学科 80 埼玉県
立正大学 データサイエンス学部 データサイエンス学科 240 埼玉県
湘南医療大学  薬学部 医療薬学科 130 神奈川県
佐久大学 人間福祉学部 人間福祉学科 70 長野県
岐阜保健大学 リハビリテーション学部 理学療法学科 60 岐阜県

作業療法学科 30
大阪医科大学 ※1 薬学部 薬学科 294 大阪府

薬科学科 0
関西医科大学 リハビリテーション学部  理学療法学科 60 大阪府

作業療法学科 40
滋慶医療科学大学院大学　※2 医療科学部 臨床工学科 80 大阪府
大和大学 社会学部 社会学科 200 大阪府
園田学園女子大学  経営学部 ビジネス学科 120 兵庫県
札幌学院大学 経済経営学部 経済学科 150 北海道

経営学科 150
東北文化学園大学 現代社会学部 現代社会学科 100 宮城県
敬愛大学 教育学部 こども教育学科 72 千葉県
静岡産業大学 スポーツ科学部 スポーツ科学科 120 静岡県
京都精華大学 メディア表現学部 メディア表現学科 168 京都府

国際文化学部 人文学科 160
グローバルスタディーズ学科 90

関西国際大学 社会学部 社会学科 100 兵庫県
関西学院大学 理学部 数理科学科 54 兵庫県

物理・宇宙学科 60
化学科 66

工学部 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

生命環境学部 生物科学科 61
生命医科学科 84
環境応用化学科 83

建築学部 建築学科 132
医療創生大学 国際看護学部 看護学科 80 千葉県
神田外語大学 グローバル・リベラルアーツ学部 グローバル・リベラルアーツ学科 60 千葉県
大谷大学 国際学部 国際文化学科 100 京都府
京都橘大学 経済学部 経済学科 240 京都府

経営学部 経営学科 260
工学部 情報工学科 130

建築デザイン学科 80
桃山学院大学 ビジネスデザイン学部 ビジネスデザイン学科 200 大阪府
群馬パース大学 リハビリテーション学部 理学療法学科 60 群馬県

作業療法学科 30
言語聴覚学科 30

金沢学院大学 スポーツ科学部 スポーツ科学科 120 石川県
栄養学部 栄養学科 80

北海道文教大学 国際学部 国際教養学科 50 北海道
国際コミュニケーション学科 50

武蔵野大学 アントレプレナーシップ学部 アントレプレナーシップ学科 60 東京都
※1 2021年4月校名変更：大阪医科大学→大阪医科薬科大学

※2 2021年4月校名変更：滋慶医療科学大学院大学→滋慶医療科学大学



【大学：学科新設・改組】
区分 学校名 学部 学科  入学定員 都道府県

国立 金沢大学 医薬保健学域 医薬科学類 18 石川県

愛知教育大学 教育学部 学校教員養成課程 729 愛知県

岡山大学 工学部 工学科 610 岡山県

山口大学 理学部 化学科 40 山口県

生物学科 40

九州大学 工学部 材料工学科 53 福岡県

応用化学科 72

化学工学科 38

融合基礎工学科 57

機械工学科 135

航空宇宙工学科 29

量子物理工学科 38

船舶海洋工学科 34

地球資源システム工学科 34

土木工学科 77

宮崎大学 工学部 工学科 370 宮崎県

私立 東北文教大学 人間科学部 人間関係学科 60 山形県

東都大学 幕張ヒューマンケア学部 医療テクノロジー学科 40 千葉県

名古屋産業大学 現代ビジネス学部 経営専門職学科 40 愛知県

高野山大学  文学部 教育学科 50 大阪府/和歌山県

日本医療大学 保健医療学部 臨床検査学科 60 北海道

石巻専修大学 経営学部 情報マネジメント学科 45 宮城県

東洋大学 社会学部第1部 国際社会学科 150 東京都

ヤマザキ動物看護大学 動物看護学部 動物人間関係学科 80 東京都

北陸大学 国際コミュニケーション学部 心理社会学科 45 石川県

愛知大学 文学部 歴史地理学科 70 愛知県

日本語日本文学科 48

関西国際大学 国際コミュニケーション学部 観光学科 80 兵庫県

神戸親和女子大学 文学部 心理学科 60 兵庫県

東京基督教大学 神学部 総合神学科 33 千葉県

玉川大学 芸術学部 音楽学科 80 東京都

アート・デザイン学科 100

演劇・舞踊学科 90

東京工科大学 医療保健学部 リハビリテーション学科 160 東京都

東京理科大学 経営学部 国際デザイン経営学科 120 東京都/北海道

日本医療科学大学 保健医療学部 臨床検査学科 80 埼玉県

順天堂大学 スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 600 千葉県

青山学院大学 理工学部 物理科学科 105 神奈川県

数理サイエンス学科 55

中京大学 スポーツ科学部 トレーナー学科 80 愛知県

スポーツマネジメント学科 80

南山大学 理工学部 データサイエンス学科 70 愛知県

電子情報工学科 65

機械システム工学科 65

大阪工業大学 情報科学部 データサイエンス学科 70 大阪府

【短期大学：学科新設・改組】
区分 学校名 学科 専攻  入学定員 都道府県
公立 三重短期大学 食物栄養学科 食物栄養学専攻 50 三重県

私立 仙台青葉学院短期大学 言語聴覚学科 40 宮城県

大阪国際大学短期大学部 栄養学科 40 大阪府

ライフデザイン学科 100

【専門職大学・専門職短期大学：新設】
区分 学校名 学部／学科（専門職短期大学） 学科  入学定員 都道府県
公立 芸術文化観光専門職大学 芸術文化・観光学部 芸術文化・観光学科 80 兵庫県

私立 かなざわ食マネジメント専門職大学 フードサービスマネジメント学部 フードサービスマネジメント学科 40 石川県

名古屋国際工科専門職大学  工科学部 情報工学科 80 愛知県

デジタルエンタテインメント学科 40

大阪国際工科専門職大学 工科学部 情報工学科 120 大阪府

デジタルエンタテインメント学科 40

和歌山リハビリテーション専門職大学 健康科学部 リハビリテーション学科 80 和歌山県

せとうち観光専門職短期大学 観光振興学科（3年制） 80 香川県

【専門職大学：学部新設・改組】
区分 学校名 学部 学科  入学定員 都道府県
私立 開志専門職大学 アニメ・マンガ学部 アニメ・マンガ学科 80 新潟県


