
2021年度新増設

2021年4月新設予定大学・短期大学「学部・学科」一覧　（ver.05）

■2020年11月現在　日本ドリコム調べ。内容はすべて予定のため、変更される場合もあります。詳細な情報は各学校へお問い合わせください。

●2021年(令和３年）４月に新設予定の大学の「学部･学科」　★＝新設

都道府県名 学校名 学部名 学科名 定員 備考

北海道 日本医療大学 保健医療学部 臨床検査学科★ 60

山形 東北文教大学 人間科学部 人間関係学科★ 60
東北文教大学短期大学部総合文化学科廃止。

福島 (公)福島県立医科大学 保健科学部★ 理学療法学科 40

作業療法学科 40

診療放射線学科 25

臨床検査学科 40

群馬 群馬医療福祉大学 医療技術学部★ 医療技術学科（臨床検査学専攻） 40

医療技術学科（臨床工学専攻） 40

群馬 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
保健科学部理学療法学科廃止。

作業療法学科 30

言語聴覚学科 30

埼玉 埼玉学園大学 経済経営学部 経済学科★ 100
経済経営学部経済経営学科廃止。

経営学科★ 100
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都道府県名 学校名 学部名 学科名 定員 備考

埼玉 東京国際大学 医療健康学部★ 理学療法学科 80

埼玉 日本医療科学大学 保健医療学部 臨床検査学科★ 80

千葉 医療創生大学 国際看護学部★ 看護学科 80

千葉 順天堂大学 スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科★ 600
スポーツ健康科学部スポーツ科学科、スポーツマネジメン

ト学科廃止。

千葉 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

東京 青山学院大学 理工学部 物理科学科★ 105
理工学部物理・数理学科廃止。

数理サイエンス学科★ 55

東京 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 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

神奈川 湘南医療大学 薬学部★ 医療薬学科 130

長野 佐久大学 人間福祉学部★ 人間福祉学科 70

静岡 東都大学 沼津ヒューマンケア学部★ 看護学科 100

石川 (国)金沢大学 融合学域★ 先導科学類 55
医薬保健学域創薬科学類廃止。

石川 金沢学院大学 スポーツ科学部★ スポーツ科学科 150
人間健康学部スポーツ健康学科、健康栄養学科廃止。

栄養学部★ 栄誉学科 80
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都道府県名 学校名 学部名 学科名 定員 備考

岐阜 岐阜保健大学 リハビリテーション学部★ 理学療法学科 60
岐阜保健大学短期大学部リハビリテーション学科廃止。

作業療法学科 30

愛知 金城学院大学 看護学部★ 看護学科 100

愛知 中京大学 スポーツ科学部 トレーナー学科★ 80

スポーツマネジメント学科★ 80

愛知 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 南山大学 理工学部 データサイエンス学科★ 70
理工学部システム数理学科、機械電子制御工学科廃止。

電子情報工学科★ 65

機械システム工学科★ 65

三重 鈴鹿医療科学大学 医用工学部 医療健康データサイエンス学科★ 40
医用工学部医用情報工学科廃止。

京都 大谷大学 国際学部★ 国際文化学科 100
文学部国際文化学科廃止。

京都 京都橘大学 経済学部★ 経済学科 240
現代ビジネス学部廃止。

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
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都道府県名 学校名 学部名 学科名 定員 備考

大阪 大阪医科薬科大学 薬学部★ 薬学科
294

大阪薬科大学廃止。※令和3年4月大阪医科大学より校名変

更予定。

大阪 大阪工業大学 情報科学部 データサイエンス学科★
70

大阪 関西医科大学 リハビリテーション学部★ 理学療法学科 60

作業療法学科 40

大阪 滋慶医療科学大学 医療科学部★ 臨床工学科
80

※令和3年4月滋慶医療科学大学院大学より校名変更予定。

大阪 大和大学 社会学部★ 社会学科 200

大阪 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
経営学部ビジネスデザイン学科廃止。

兵庫 関西国際大学 国際コミュニケーション学部 観光学科★ 80

社会学部★ 社会学科 100

兵庫 園田学園女子大学 経営学部★ ビジネス学科 120

和歌山 高野山大学 文学部 教育学科★ 50
文学部人間学科廃止。

和歌山 (公)和歌山県立医科大学 薬学部★ 薬学科 100

福岡 福岡国際医療福祉大学
看護学部★ 看護学科

100
※令和3年4月国際医療福祉大学福岡看護学部から福岡国際

医療福祉大学看護学部に移設予定。

●2021年(令和３年）４月に新設予定の専門職大学の「学部･学科」　★＝新設

都道府県名 学校名 学部名 学科名 定員 備考

新潟 開志専門職大学 アニメ・マンガ学部★ アニメ・マンガ学科 80
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