
2021年9月24日現在
本資料は2022年度入試の変更点をまとめたものです。
●詳細は、必ず大学発行の募集要項、ホームページ等で確認してください。
●大学・学部・学科の新設情報は、設置認可申請中、構想中、届出予定の内容を含みます。名称や設置内容等については今後変更されることがあります。

設置 大学 学部 学科・専攻 日程・方式 変更内容 2022年度(変更後) 2021年度(変更前)
国 北海道 総合入試理

系
全学科 前期(数学重点選抜) 募集人員 125名 129名

前期(物理重点選抜) 募集人員 225名 233名
前期(化学重点選抜) 募集人員 226名 233名
前期(生物重点選抜) 募集人員 169名 175名
前期(総合科学選抜) 募集人員 239名 247名

文 人文科学 後期 選抜方法(2次教科) 小論、必須。 総合、必須。
選抜方法(2次配点) 小論200、合計200。 総合200、合計200。

理 数学 後期 募集人員 10名 13名
物理 後期 募集人員 3名 10名
化学 後期 募集人員 20名 23名
生物科学(高分子機能
学)

後期 募集人員 2名 5名

医 医 前期 募集人員 85名 97名
保健(放射線技術科学) 後期 入試方式(廃止) － 7名
保健(検査技術科学) 前期 募集人員 25名 28名

後期 入試方式(廃止) － 7名
保健(理学療法学) 後期 入試方式(廃止) － 4名
保健(作業療法学) 前期 募集人員 10名 13名

工 応用理工系 後期 募集人員 29名 34名
機械知能工 後期 募集人員 25名 30名
環境社会工 後期 募集人員 47名 49名

国 北海道教育 教育・札幌
校

教員養成(芸体教育/図
画工作・美術教育)

前期 選抜方法(2次配点) 実技200・面接200、合計400。 実技250・面接150、合計400。

教員養成(養護教育) 前期 試験日 2/25・2/26。 2/25・2/26・2/27。
教育・岩見
沢校

芸スポ(芸術・スポー
ツビジネス)

前期 募集人員 15名 11名

選抜方法(2次教科) 実技・面接、必須。 面接、必須。
選抜方法(2次配点) 実技350・面接150、合計500。 面接300、合計300。

後期 募集人員 6名 10名
選抜方法(2次教科) 面接・書類、必須。 面接、必須。
選抜方法(2次配点) 面接700、合計700。 面接400、合計400。
選抜方法(2次書類) 活動実績書。 －

芸スポ(美術文化/美
術・デザイン)

前期 入試方式(廃止) － 5名

後期 入試方式(廃止) － 11名
芸スポ(美術文化/書
画・工芸)

前期 入試方式(廃止) － 4名

後期 入試方式(廃止) － 6名
芸スポ(美術文化/メ
ディア・タイムアー
ト)

前期 入試方式(廃止) － 3名

後期 入試方式(廃止) － 6名
芸スポ(美術文化/美術
文化教育)

前期 入試方式(廃止) － 4名

後期 入試方式(廃止) － 2名
芸スポ(美術文化) 前期 入試方式(新規) 26名 －

後期 入試方式(新規) 15名 －
芸スポ(スポーツ文化/
アウトドア・ライフ)

前期 試験日 2/25・2/26・2/27。 2/25・2/26。

国 弘前 人文社会科
学

全 後期 選抜方法(2次教科) 小論、必須。 小論・書類、必須。

選抜方法(2次配点) 小論900、合計900。 小論900・書類100、合計1000。
選抜方法(2次書類) － 志望理由書。

文化創生 前期 選抜方法(2次教科) 外国語・国語、必須。 外国語・国語・書類、必須。
選抜方法(2次配点) 外国語300・国語300、合計600。 外国語300・国語300・書類100、合計700。
選抜方法(2次書類) － 志望理由書。

社会経営 前期(国語) 選抜方法(2次教科) 外国語・国語、必須。 外国語・国語・書類、必須。
選抜方法(2次配点) 外国語300・国語300、合計600。 外国語300・国語300・書類100、合計700。

前期(国語)
前期(数学)

選抜方法(2次書類) － 志望理由書。

前期(数学) 選抜方法(2次教科) 外国語・数学、必須。 外国語・数学・書類、必須。
選抜方法(2次配点) 外国語300・数学300、合計600。 外国語300・数学300・書類100、合計700。

医 医 前期(一般枠) 募集人員 35名 50名
前期(青森県定着枠) 募集人員 8名 15名

保健 前期 選抜方法(2次書類) － 志望理由書。
保健(看護学、理学療
法学、作業療法学)

前期 選抜方法(2次教科) 小論、必須。外国語・数学から、1教科選
択。

小論・書類、必須。外国語・数学から、1教
科選択。

選抜方法(2次配点) 外国語(200)・数学(200)・小論200、合計
400。

外国語(200)・数学(200)・小論200・書類
40、合計440。

保健(放射線技術科学) 前期 選抜方法(2次教科) 数学・理科、必須。 数学・理科・書類、必須。
選抜方法(2次配点) 数学200・理科200、合計400。 数学200・理科200・書類40、合計440。

保健(検査技術科学) 前期 選抜方法(2次教科) 外国語・理科、必須。 外国語・理科・書類、必須。
選抜方法(2次配点) 外国語200・理科200、合計400。 外国語200・理科200・書類40、合計440。

理工 数物科学 前期(数学) 選抜方法(2次配点) 数学800、合計800。 数学800・書類100、合計900。
前期(数学)
後期(数学)

選抜方法(2次教科) 数学、必須。 数学・書類、必須。

前期(数学)
前期(数学理科)
後期(数学)
後期(理科)

選抜方法(2次書類) － 志望理由書。

前期(数学理科) 選抜方法(2次教科) 数学・理科、必須。 数学・理科・書類、必須。
選抜方法(2次配点) 数学300・理科500、合計800。 数学300・理科500・書類100、合計900。

後期(数学) 選抜方法(2次配点) 数学600、合計600。 数学600・書類100、合計700。
後期(理科) 選抜方法(2次教科) 理科、必須。 理科・書類、必須。

選抜方法(2次配点) 理科600、合計600。 理科600・書類100、合計700。
物質創成化学
地球環境防災
電子情報工
機械科学
自然エネルギー

前期 選抜方法(2次教科) 数学・理科、必須。 数学・理科・書類、必須。

選抜方法(2次配点) 数学300・理科500、合計800。 数学300・理科500・書類100、合計900。
前期
後期

選抜方法(2次書類) － 志望理由書。

後期 選抜方法(2次教科) 理科、必須。 理科・書類、必須。
選抜方法(2次配点) 理科600、合計600。 理科600・書類100、合計700。

農学生命科
学

全 前期
後期

選抜方法(2次書類) － 志望理由書。

後期 選抜方法(2次教科) 小論、必須。 小論・書類、必須。
選抜方法(2次配点) 小論100、合計100。 小論200・書類50、合計250。

2022年度 入試変更点 ～国公立大学(一般選抜) 編～
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設置 大学 学部 学科・専攻 日程・方式 変更内容 2022年度(変更後) 2021年度(変更前)
国 弘前 農学生命科

学
生物
分子生命科学
食料資源
国際園芸農

前期 選抜方法(2次教科) 理科、必須。 理科・書類、必須。

選抜方法(2次配点) 理科400、合計400。 理科400・書類50、合計450。
食料資源 前期 募集人員 28名 26名

後期 募集人員 8名 12名
国際園芸農 前期 募集人員 27名 25名

後期 募集人員 8名 10名
地域環境工 前期 募集人員 16名 15名

選抜方法(2次教科) 数学、必須。 数学・書類、必須。
選抜方法(2次配点) 数学400、合計400。 数学400・書類50、合計450。

後期 募集人員 5名 6名
国 岩手 理工 化学・生命理工(化学) 前期 選抜方法(2次配点) 数学150・理科450・その他30、合計630。 数学300・理科300・その他30、合計630。

後期 選抜方法(2次配点) 数学100・理科300・その他30、合計430。 数学200・理科200・その他30、合計430。
国 東北 文 人文社会 前期 2段階選抜 3.5倍 4.0倍

選抜方法(2次資格) CEFR(A2)が出願要件。 －
教育 教育科学 前期 選抜方法(2次資格) CEFR(A2)が出願要件。 －
法 法 前期 選抜方法(2次資格) CEFR(A2)が出願要件。 －
経済 経済、経営 前期(文系) 2段階選抜 3.5倍 4.0倍

前期(文系)
前期(理系)
後期(文系)
後期(理系)

選抜方法(2次資格) CEFR(A2)が出願要件。 －

後期(文系) 2段階選抜 14.0倍 15.0倍
後期(理系) 選抜方法(2次教科) 外国語・数学・面接、必須。書類、加点。 数学・面接、必須。書類、加点。

理 全 前期
後期

選抜方法(2次資格) CEFR(A2)が出願要件。 －

後期 選抜方法(2次教科) 外国語・数学・理科・面接、必須。書類、加
点。

数学・理科・面接、必須。書類、加点。

物理系 前期 募集人員 74名 72名
生物系 前期 募集人員 26名 25名

後期 募集人員 4名 7名
医 全 前期 選抜方法(2次資格) CEFR(A2)が出願要件。 －

医 前期 募集人員 75名 77名
歯 歯 前期 選抜方法(2次資格) CEFR(A2)が出願要件。 －
薬 創薬科学、薬 前期 選抜方法(2次資格) CEFR(A2)が出願要件。 －
工 全 前期 選抜方法(2次資格) CEFR(A2)が出願要件。 －

機械知能・航空工(国
際機械工学以外)

前期 2段階選抜 (3.0)倍
(他試験との合計)

(3.5)倍
(他試験との合計)

電気情報物理工 前期 2段階選抜 (3.0)倍
(他試験との合計)

(3.5)倍
(他試験との合計)

化学・バイオ工 前期 2段階選抜 (3.0)倍
(他試験との合計)

(3.5)倍
(他試験との合計)

材料科学総合 前期 2段階選抜 (3.0)倍
(他試験との合計)

(3.5)倍
(他試験との合計)

建築・社会環境工 前期 2段階選抜 (3.0)倍
(他試験との合計)

(3.5)倍
(他試験との合計)

農 生物生産科学、応用生
物化学

前期 選抜方法(2次資格) CEFR(A2)が出願要件。 －

国 宮城教育 教育 学科(改組) 学校教育教員養成課程 初等教育教員養成課程、中等教育教員養成課
程、特別支援教育教員養成課程

学校(初等) 前期(文系型) 入試方式(新規) 85名 －
前期(理系型) 入試方式(新規) 36名 －
後期(文系型) 入試方式(新規) (41)名

(他試験との合計)
－

後期(理系型) 入試方式(新規) (41)名
(他試験との合計)

－

初等教育(発達・教育/
幼児教育)

前期 入試方式(廃止) － 5名

後期 入試方式(廃止) － 2名
学校(中等/言語・社
会)

前期(文系) 選抜方法(2次教科) 外国語・国語・小論、必須。 外国語・国語、必須。

選抜方法(2次配点) 外国語200・国語200・小論200、合計600。 外国語300・国語300、合計600。
学校(中等/言語・社会
/英語)

前期(文系) 募集人員 8名 7名

初等教育(発達・教育/
子ども文化)

前期 入試方式(廃止) － 5名

後期 入試方式(廃止) － 2名
学校(中等/言語・社会
/国語)

前期(文系) 募集人員 9名 7名

初等教育(発達・教育/
教育学)

前期 入試方式(廃止) － 9名

後期 入試方式(廃止) － 3名
学校(中等/言語・社会
/社会)

前期(文系) 募集人員 8名 7名

初等教育(発達・教育/
教育心理学)

前期 入試方式(廃止) － 9名

後期 入試方式(廃止) － 3名
学校(中等/理数) 前期(理系) 選抜方法(2次教科) 数学・国語・小論、必須。 数学・国語、必須。
学校(中等/理数/数学) 前期(理系) 募集人員 18名 14名

選抜方法(2次配点) 数学200・国語200・小論200、合計600。 数学400・国語200、合計600。
初等教育(言語・社会/
国語)

前期 入試方式(廃止) － 8名

後期 入試方式(廃止) － 3名
学校(中等/理数/理科) 前期(理系) 募集人員 17名 14名

選抜方法(1次配点) 外国語200・数学200・国語200・理科200・地
公100、合計900。

外国語200・数学200・国語200・理科400・地
公100、合計1100。

選抜方法(2次配点) 数学200・国語200・小論200、合計600。 数学200・国語200、合計400。
初等教育(言語・社会/
社会)

前期 入試方式(廃止) － 13名

後期 入試方式(廃止) － 4名
初等教育(言語・社会/
英語コミュニケーショ
ン)

前期 入試方式(廃止) － 7名

後期 入試方式(廃止) － 2名
初等教育(理数・生活/
数学)

前期 入試方式(廃止) － 12名

後期 入試方式(廃止) － 4名
初等教育(理数・生活/
理科)

前期 入試方式(廃止) － 12名

後期 入試方式(廃止) － 4名
初等教育(理数・生活/
情報・ものづくり)

前期 入試方式(廃止) － 6名

後期 入試方式(廃止) － 3名
初等教育(理数・生活/
家庭科)

前期 入試方式(廃止) － 5名

後期 入試方式(廃止) － 2名
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設置 大学 学部 学科・専攻 日程・方式 変更内容 2022年度(変更後) 2021年度(変更前)
国 宮城教育 教育 初等教育(芸術・体育/

音楽)
前期 入試方式(廃止) － 4名

後期 入試方式(廃止) － 2名
初等教育(芸術・体育/
美術)

前期 入試方式(廃止) － 4名

後期 入試方式(廃止) － 2名
学校(特別支援) 前期(文系型) 入試方式(新規) 11名 －

前期(理系型) 入試方式(新規) 11名 －
初等教育(芸術・体育/
体育・健康)

前期 入試方式(廃止) － 5名

後期 入試方式(廃止) － 2名
中等教育(国語教育) 後期 入試方式(廃止) － 3名
中等教育(社会教育) 後期 入試方式(廃止) － 3名
中等教育(数学教育) 後期 入試方式(廃止) － 6名
中等教育(理科教育) 後期 入試方式(廃止) － 6名
中等教育(音楽教育) 前期 入試方式(廃止) － 8名
中等教育(美術教育) 前期 入試方式(廃止) － 5名
中等教育(保健体育) 前期 入試方式(廃止) － 8名
中等教育(技術教育) 前期 入試方式(廃止) － 8名
中等教育(家庭教育) 前期 入試方式(廃止) － 5名
特別支援教育(視覚障
害教育)

前期(Ⅰ型) 入試方式(廃止) － 5名

前期(Ⅱ型) 入試方式(廃止) － 5名
特別支援教育(聴覚・
言語障害教育)

前期(Ⅰ型) 入試方式(廃止) － 5名

前期(Ⅱ型) 入試方式(廃止) － 5名
特別支援教育(発達障
害教育)

前期(Ⅰ型) 入試方式(廃止) － 5名

前期(Ⅱ型) 入試方式(廃止) － 5名
特別支援教育(健康・
運動障害教育)

前期(Ⅰ型) 入試方式(廃止) － 4名

前期(Ⅱ型) 入試方式(廃止) － 4名
国 秋田 国際資源 国際資源(資源地球科

学、資源開発環境)
後期 選抜方法(1次配点) 外国語200・数学300・国語200・理科300・地

公50、合計1050。
外国語200・数学200・国語200・理科200・地
公50、合計850。

選抜方法(2次配点) 小論200・面接100、合計300。 小論100・面接200、合計300。
教育文化 地域文化 後期 募集人員 10名 15名

国 山形 人文社会科
学

人文社会科学(人間文
化)

前期 募集人員 55名 53名

後期 募集人員 10名 7名
地域教育文
化

地域教育文化(児童教
育)

前期 選抜方法(2次教科) 外国語・総合、必須。 外国語・小論、必須。

選抜方法(2次配点) 外国語200・総合200、合計400。 外国語200・小論200、合計400。
後期 選抜方法(2次教科) 総合、必須。 小論、必須。

選抜方法(2次配点) 総合100、合計100。 小論100、合計100。
理 理 前期 選抜方法(2次教科) 数学・理科・総合から、1教科選択。 数学・理科から、1教科選択。

選抜方法(2次理科) 物理・化学・生物から、1科目まで選択可。 物理・化学・生物・地学から、1科目まで選
択可。

選抜方法(2次配点) 数学(300)・理科(300)・総合(300)、合計
300。

数学(500)・理科(500)、合計500。

国 茨城 教育 学校教育(音楽教育) 前期 選抜方法(2次配点) 実技450・面接100、合計550。 実技400・面接100、合計500。
後期 選抜方法(2次配点) 実技400・面接150、合計550。 実技400・面接100、合計500。

学校教育(美術教育) 前期 選抜方法(2次教科) 面接・書類、必須。 実技・面接、必須。
選抜方法(2次配点) 面接200・書類200、合計400。 実技300・面接100、合計400。
選抜方法(2次書類) 実技資料。 －

国 筑波 芸術専門 後期 2段階選抜 10.0倍 6.0倍
国 筑波技術 保健科学 全 前期 選抜方法(2次教科) 小論・面接・書類、必須。 面接・書類、必須。

選抜方法(2次配点) 小論200・面接500・書類60、合計760。 面接500・書類60、合計560。
国 宇都宮 全 前期 試験日 2/25。 －

地域デザイ
ン科学

全 後期 試験日 3/12。 －

コミュニティデザイン 前期 選抜方法(1次配点) ①外国語200・数学200・国語200・理科100・
地公200、合計900。
②外国語200・数学200・国語200・理科200・
地公100、合計900。

①外国語200・数学400・国語400・理科100・
地公200、合計1300。
②外国語200・数学400・国語400・理科200・
地公100、合計1300。

選抜方法(2次教科) 小論、必須。 －
選抜方法(2次配点) 小論400、合計400。 －

後期 選抜方法(2次配点) 面接300、合計300。 －
コミュニティデザイン
建築都市デザイン

後期 選抜方法(2次教科) 面接、必須。 －

建築都市デザイン 前期 選抜方法(1次配点) 外国語200・数学200・国語200・理科200・地
公100、合計900。

外国語200・数学500・国語200・理科200・地
公100、合計1200。

選抜方法(2次教科) 数学、必須。 －
選抜方法(2次配点) 数学300、合計300。 －

後期 選抜方法(2次配点) 面接100、合計100。 －
建築都市デザイン
社会基盤デザイン

前期
後期

選抜方法(1次数学) 数ⅠA・数ⅡB、必須。 数Ⅰ・数ⅠA・数Ⅱ・数ⅡBから、2科目選
択。

社会基盤デザイン 前期 選抜方法(1次配点) 外国語200・数学200・国語200・理科200・地
公100、合計900。

外国語200・数学500・国語200・理科400・地
公100、合計1400。

選抜方法(2次教科) 数学・理科、必須。 －
選抜方法(2次配点) 数学300・理科200、合計500。 －

後期 選抜方法(2次教科) 小論、必須。 －
選抜方法(2次配点) 小論100、合計100。 －

国際 国際 前期 選抜方法(1次配点) 外国語200・数学*100-200・国語200・理科
*100-200・地公300、合計1000。
*高得点科目を加重。

外国語600・数学*100-200・国語400・理科
*100-200・地公500、合計1800。
*高得点科目を加重。

選抜方法(2次教科) 外国語・小論、必須。 －
選抜方法(2次配点) 外国語400・小論400、合計800。 －

共同教育 学校教育(教育人間科
学、人文社会)

前期 選抜方法(1次数学) 数Ⅰ・数ⅠA・数Ⅱ・数ⅡBから、1科目選
択。

数Ⅰ・数ⅠA・数Ⅱ・数ⅡBから、2科目選
択。

選抜方法(1次配点) 外国語200・数学100・国語200・理科100・地
公200、合計800。

外国語200・数学200・国語200・理科100・地
公200、合計900。

学校教育(教育人間科
学、人文社会、芸術・
生活・健康)

前期 選抜方法(1次理科) 物基・化基・生基・地基から、2科目選択。
物理・化学・生物・地学から、1科目選択。

物基・化基・生基・地基から、2科目選択。
物理・化学・生物・地学、選択可。

学校教育(教育人間科
学、人文社会、自然科
学)

前期 選抜方法(2次教科) 小論・面接、必須。 小論、必須。

選抜方法(2次配点) 小論300・面接100、合計400。 小論100、合計100。
学校教育(自然科学) 前期 選抜方法(1次理科) 物理・化学・生物・地学から、2科目選択。 物基・化基・生基・地基から、2科目選択。

物理・化学・生物・地学から、2科目選択。
学校教育(芸術・生
活・健康)

前期 選抜方法(2次教科) 面接、必須。小論・実技から、1教科選択。 小論、必須。実技、選択。

選抜方法(2次配点) 小論(400)・実技(400)・面接100、合計500。 小論50・実技(50)、合計100。
工 基盤工 前期 選抜方法(1次外国語) 英語(RL、R:L=3:1)。他語可。 英語(RL、R:L=5:1)。他語可。

選抜方法(1次配点) 外国語200・数学200・国語200・理科200・地
公100、合計900。

外国語300・数学400・国語200・理科400・地
公100、合計1400。

選抜方法(2次教科) 外国語・数学・理科、必須。 －
選抜方法(2次配点) 外国語100・数学200・理科200、合計500。 －

後期 試験日 3/12。 －
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国 宇都宮 工 基盤工 後期 選抜方法(2次教科) 小論、必須。 －

選抜方法(2次配点) 小論200、合計200。 －
農 生物資源科学

応用生命化学
農業環境工
農業経済

後期 試験日 3/12。 －

選抜方法(2次教科) 面接、必須。 －
生物資源科学
農業環境工
農業経済

後期 選抜方法(2次配点) 面接100、合計100。 －

生物資源科学
森林科学

前期 選抜方法(2次教科) 数学・理科から、1教科選択。 －

選抜方法(2次配点) 数学(300)・理科(300)、合計300。 －
生物資源科学 前期 選抜方法(1次配点) 外国語200・数学200・国語200・理科200・地

公100、合計900。
外国語200・数学350・国語200・理科350・地
公100、合計1200。

応用生命化学 前期 選抜方法(1次配点) 外国語200・数学200・国語200・理科200・地
公100、合計900。

外国語200・数学200・国語200・理科500・地
公100、合計1200。

選抜方法(2次教科) 理科、必須。 －
選抜方法(2次配点) 理科300、合計300。 －

後期 選抜方法(2次配点) 面接300、合計300。 －
農業環境工
農業経済

前期 選抜方法(2次教科) 外国語・数学から、1教科選択。 －

選抜方法(2次配点) 外国語(300)・数学(300)、合計300。 －
農業環境工 前期 選抜方法(1次配点) 外国語200・数学200・国語200・理科200・地

公100、合計900。
外国語*200-300・数学*200-300・国語200・
理科200・地公100、合計1000。
*高得点科目を加重。

農業経済 前期 選抜方法(1次配点) 外国語200・数学200・国語200・理科100-
(200)・地公100-(200)、合計900。

外国語*200-300・数学*200-300・国語200・
理科100-(200)・地公100-(200)、合計1000。
*高得点科目を加重。

国 群馬 共同教育 学校教育(自然科学) 前期 選抜方法(1次数学) 数ⅠA・数ⅡB、必須。 数Ⅰ・数ⅠA・数Ⅱ・数ⅡBから、2科目選
択。

学校教育(自然科学/数
学、自然科学/技術)

前期 選抜方法(1次理科) 物理・化学・生物・地学から、2科目選択。 物理・化学・生物・地学から、1科目選択。

選抜方法(1次配点) 外国語200・数学200・国語200・理科200・地
公100、合計900。

外国語200・数学200・国語200・理科100・地
公100、合計800。

学校教育(自然科学/理
科)

前期 選抜方法(1次理科) 物理・化学・生物・地学から、2科目選択。 物基・化基・生基・地基から、2科目選択。
物理・化学・生物・地学から、2科目選択。

学校教育(芸術・生
活・健康/家政、芸
術・生活・健康/保健
体育)

前期 選抜方法(1次地公) 世A・世B・日A・日B・地A・地B・現社・倫
理・政経・倫政から、1科目選択。

世A・世B・日A・日B・地A・地B・現社・倫
理・政経・倫政から、2科目選択。

選抜方法(1次配点) 外国語200・数学100・国語200・理科100・地
公100、合計700。

外国語200・数学100・国語200・理科200・地
公200、合計900。

国 埼玉 教育 学校教育(小学校/理) 前期 募集人員 40名 38名
学校教育(小学校/実技
/音楽、中学校/芸術/
音楽)

前期 試験日 2/26。 －

学校教育(小学校/実技
/体育)

前期 募集人員 9名 8名

学校教育(小学校/実技
/体育、中学校/身体文
化)

前期 試験日 2/25・2/26。 2/25。

選抜方法(2次教科) 実技・面接・書類、必須。 実技・書類、必須。
選抜方法(2次配点) 実技450・面接50、合計500。 実技500、合計500。

学校教育(中学校/言語
文化/国語)

前期 選抜方法(2次教科) 国語・面接、必須。 国語、必須。

選抜方法(2次配点) 国語450・面接50、合計500。 国語500、合計500。
学校教育(中学校/生活
創造/技術)

前期 募集人員 6名 5名

経済 経済 前期(一般選抜枠) 募集人員 195名 210名
国 千葉 教育 学校教員(英語教育) 前期 選抜方法(2次配点) 外国語500・数学(300)・国語(300)・その他

200、合計1000。
外国語600・数学(200)・国語(200)・その他
200、合計1000。

工 総合工(都市工学) 前期 募集人員 30名 37名
後期 募集人員 12名 15名

総合工(電気電子工学) 前期 募集人員 56名 55名
後期 募集人員 20名 19名

選抜方法(2次配点) 数学400・理科300、合計700。 数学300・理科200、合計500。
総合工(物質科学) 前期 募集人員 70名 68名
総合工(共生応用化学) 前期 募集人員 72名 70名

後期 募集人員 25名 24名
総合工(情報工学) 前期 募集人員 49名 47名

後期 募集人員 20名 19名
医 医 前期(一般枠) 募集人員 80名 82名

前期(千葉県地域枠) 募集人員 5名 15名
後期(千葉県地域枠) 入試方式(廃止) － 5名

国 東京外国語 言語文化 言語文化 前期 選抜方法(2次外国語) 英語(RLWS)。 英語(RLW)。
国際社会 国際社会 前期 選抜方法(2次外国語) 英語(RLWS)。 英語(RLW)。

国 東京海洋 海洋資源環
境

全 前期
後期

選抜方法(2次資格) TOEIC(LR400)、TOEFL(iBT40、ITP435)、
IELTS(3.5)、GTEC(840)、実用英検(準2級)、
TEAP(RLWS160、CBT280)、又はケンブリッジ
英検(120)が出願要件。

TOEIC(LR400)、TOEFL(iBT40、PBT435、
ITP435)、IELTS(3.5)、GTEC(840)、実用英検
(準2級)、TEAP(RLWS160、CBT280)、又はケン
ブリッジ英検(120)が出願要件。

海洋生命科
学

全 後期 選抜方法(2次資格) TOEIC(LR400)、TOEFL(iBT40、ITP435)、
IELTS(3.5)、GTEC(840)、実用英検(準2級)、
TEAP(RLWS160、CBT280)、又はケンブリッジ
英検(120)が出願要件。

TOEIC(LR400)、TOEFL(iBT40、PBT435、
ITP435)、IELTS(3.5)、GTEC(840)、実用英検
(準2級)、TEAP(RLWS160、CBT280)、又はケン
ブリッジ英検(120)が出願要件。

海洋生物資源(水産教
員養成以外、水産教員
養成)
食品生産科学(水産教
員養成以外、水産教員
養成)
海洋政策文化(水産教
員養成以外、水産教員
養成)

前期 選抜方法(2次資格) TOEIC(LR400)、TOEFL(iBT40、ITP435)、
IELTS(3.5)、GTEC(840)、実用英検(準2級)、
TEAP(RLWS160、CBT280)、又はケンブリッジ
英検(120)が出願要件。

TOEIC(LR400)、TOEFL(iBT40、PBT435、
ITP435)、IELTS(3.5)、GTEC(840)、実用英検
(準2級)、TEAP(RLWS160、CBT280)、又はケン
ブリッジ英検(120)が出願要件。

海洋工 流通情報工 前期 募集人員 20名 21名
後期 募集人員 14名 15名

国 東京学芸 教育 初等教育教員養成(も
のづくり技術)

前期 募集人員 8名 7名

初等教育教員養成(幼
児教育)

前期 試験日 2/25。 2/25・2/26。

教育支援(教育支援/多
文化共生教育)

前期
後期

選抜方法(1次教科) 外国語・数学・国語・理科・地公、必須。 外国語・数学・国語・理科・地公、必須。理
科・地公から、1教科選択。

選抜方法(1次理科) 物基・化基・生基・地基から、2科目選択。
物理・化学・生物・地学から、1科目選択。

物基・化基・生基・地基から、2科目まで選
択可。物理・化学・生物・地学から、2科目
まで選択可。

選抜方法(1次地公) 世B・日B・地B・現社・倫政から、2科目選
択。

世B・日B・地B・現社・倫政から、2科目まで
選択可。

選抜方法(1次配点) 外国語500・数学200・国語200・理科100・地
公200、合計1200。

外国語400・数学200・国語200・理科100-
(200)・地公100-(200)、合計1100。
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国 東京藝術 美術 絵画(油画) 前期 選抜方法(2次教科) 実技・面接、必須。 実技、必須。
国 東京農工 工 生命工 前期 募集人員 42名 46名

機械システム工 前期 募集人員 52名 55名
国 一橋 全 前期 選抜方法(2次教科) 外国語・数学・国語・地公、必須。 外国語・数学・国語、必須。地公・その他か

ら、1教科選択。
選抜方法(2次地公) 世B・日B・地Bから、1科目選択。 世B・日B・地Bから、1科目まで選択可。倫

理・政経、選択可。
商 経営、商 前期 選抜方法(2次配点) 外国語250・数学250・国語125・地公125、合

計750。
外国語250・数学250・国語125・地公(125)・
その他(125)、合計750。

経済 経済 前期 選抜方法(2次配点) 外国語260・数学260・国語110・地公160、合
計790。

外国語260・数学260・国語110・地公(160)・
その他(160)、合計790。

法 法律 前期 選抜方法(2次配点) 外国語280・数学180・国語110・地公160、合
計730。

外国語280・数学180・国語110・地公(160)・
その他(160)、合計730。

社会 社会 前期 選抜方法(2次配点) 外国語280・数学130・国語180・地公230、合
計820。

外国語280・数学130・国語180・地公(230)・
その他(230)、合計820。

国 横浜国立 教育 学校教員 前期 WEB出願 1/17-2/4、WEB出願必須。 －
試験日 2/25。 －

経済 経済 前期(一般)
前期(DSEP)
前期(LBEEP)

試験日 2/25。 －

選抜方法(1次配点) 外国語200・数学200・国語200・理科100・地
公200、合計900。

外国語800・数学800・国語200・理科100・地
公200、合計2100。

選抜方法(2次教科) 外国語・数学・書類、必須。 書類、必須。
選抜方法(2次配点) 外国語400・数学400、合計800。 －

前期(一般)
前期(DSEP)
前期(LBEEP)
後期(一般)
後期(DSEP)

WEB出願 1/17-2/4、WEB出願必須。 －

後期(一般) 選抜方法(1次配点) 外国語200・数学200・国語200・理科100・地
公100、合計800。

外国語*200-1200・数学*200-1200・国語
200・理科100・地公100、合計1800。
*高得点科目を加重。

選抜方法(2次教科) 書類、必須。外国語・数学から、1教科選
択。

書類、必須。

選抜方法(2次配点) 外国語(800)・数学(800)、合計800。 －
後期(一般)
後期(DSEP)

試験日 3/12。 －

後期(DSEP) 選抜方法(1次配点) 外国語200・数学200・国語200・理科100・地
公100、合計800。

外国語200・数学1200・国語200・理科100・
地公100、合計1800。

選抜方法(2次教科) 数学・書類、必須。 書類、必須。
選抜方法(2次配点) 数学800、合計800。 －

経営 経営 前期(一般) 選抜方法(1次配点) 外国語200・数学200・国語200・理科100・地
公100、合計800。

外国語*200-600・数学*200-600・国語200・
理科100・地公100、合計1200。
*高得点科目を加重。

選抜方法(2次教科) 書類、必須。外国語・数学から、1教科選
択。

書類、必須。

選抜方法(2次配点) 外国語(400)・数学(400)、合計400。 －
前期(一般)
前期(DSEP)

試験日 2/25。 －

前期(一般)
前期(DSEP)
後期(一般)
後期(DSEP)

WEB出願 1/17-2/4、WEB出願必須。 －

前期(DSEP) 選抜方法(1次配点) 外国語200・数学200・国語200・理科100・地
公100、合計800。

外国語200・数学600・国語200・理科100・地
公100、合計1200。

選抜方法(2次教科) 数学・書類、必須。 書類、必須。
選抜方法(2次配点) 数学400、合計400。 －

後期(一般)
後期(DSEP)

試験日 3/12。 －

選抜方法(1次配点) 外国語100・数学100・国語100・理科50・地
公50、合計400。

外国語300・数学300・国語100・理科50・地
公50、合計800。

選抜方法(2次教科) 外国語・数学・書類、必須。 書類、必須。
選抜方法(2次配点) 外国語200・数学200、合計400。 －

理工 全 前期 試験日 2/25。 －
選抜方法(1次配点) 外国語200・数学200・国語200・理科200・地

公100、合計900。
外国語500・数学650・国語200・理科650・地
公100、合計2100。

選抜方法(2次教科) 外国語・数学・理科・書類、必須。 書類、必須。
選抜方法(2次配点) 外国語300・数学450・理科450、合計1200。 －

前期
後期

WEB出願 1/17-2/4、WEB出願必須。 －

後期 試験日 3/12。 －
選抜方法(1次配点) 外国語300・数学100・国語100・理科100・地

公50、合計650。
外国語300・数学550・国語100・理科550・地
公50、合計1550。

選抜方法(2次教科) 数学・理科・書類、必須。 書類、必須。
選抜方法(2次配点) 数学450・理科450、合計900。 －

都市科学 全 前期 試験日 2/25。 －
前期
後期

WEB出願 1/17-2/4、WEB出願必須。 －

後期 試験日 3/12。 －
都市社会共生 前期 募集人員 33名 30名

選抜方法(1次配点) 外国語200・数学200・国語200・理科100-
(200)・地公100-(200)、合計900。

外国語300・数学200・国語400・理科100-
(200)・地公200-(300)、合計1300。

選抜方法(2次教科) 小論・書類、必須。 書類、必須。
選抜方法(2次配点) 小論500、合計500。 －

後期 選抜方法(1次配点) 外国語200・数学200・国語200・理科100-
(200)・地公100-(200)、合計900。

①外国語300・数学200・国語200・理科100-
(200)・地公200-(300)、合計1100。
②外国語200・数学300・国語200・理科100-
(200)・地公200-(300)、合計1100。
③外国語200・数学200・国語300・理科100-
(200)・地公200-(300)、合計1100。
④外国語200・数学200・国語200・理科200-
(300)・地公200-(300)、合計1100。
⑤外国語200・数学200・国語200・理科100-
(200)・地公300-(400)、合計1100。

選抜方法(2次教科) 面接・書類、必須。 書類、必須。
選抜方法(2次配点) 面接200、合計200。 －

建築
都市基盤

後期 選抜方法(1次配点) 外国語300・数学100・国語100・理科100・地
公50、合計650。

外国語300・数学550・国語100・理科550・地
公50、合計1550。

選抜方法(2次教科) 数学・理科・書類、必須。 書類、必須。
選抜方法(2次配点) 数学450・理科450、合計900。 －

建築
都市基盤
環境リスク共生

前期 選抜方法(1次配点) 外国語200・数学200・国語200・理科200・地
公100、合計900。

外国語500・数学650・国語200・理科650・地
公100、合計2100。

選抜方法(2次教科) 外国語・数学・理科・書類、必須。 書類、必須。
選抜方法(2次配点) 外国語300・数学450・理科450、合計1200。 －

環境リスク共生 後期 選抜方法(1次配点) 外国語300・数学100・国語100・理科350・地
公250、合計1100。

外国語300・数学750・国語100・理科350・地
公250、合計1750。

選抜方法(2次教科) 数学・小論・書類、必須。 書類、必須。
選抜方法(2次配点) 数学450・小論200、合計650。 －
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設置 大学 学部 学科・専攻 日程・方式 変更内容 2022年度(変更後) 2021年度(変更前)
国 上越教育 学校教育 初等教育教員養成 前期 試験日 2/25・2/26。 2/25。

選抜方法(2次教科) 小論・実技・面接、必須。 小論、必須。
選抜方法(2次配点) 小論90・実技90、合計180。 小論90、合計90。

国 長岡技術科
学

工 全課程 学科(募集停止) － 機械創造工学課程、電気電子情報工学課程、
物質材料工学課程、環境社会基盤工学課程、
生物機能工学課程、情報・経営システム工学
課程

前期 入試方式(廃止) － 50名
工学 前期 入試方式(新規) 50名 －

国 新潟 教育 学校教員養成(教科教
育/音楽教育)

前期 試験日 2/25・2/26。 2/26。

国 富山 学部(改組) 人文学部、教育学部、経済学部(昼間主コー
ス)、理学部、医学部、薬学部、工学部、芸
術文化学部、都市デザイン学部、経済学部
(夜間主コース)

人文学部、人間発達科学部、経済学部(昼間
主コース)、理学部、医学部、薬学部、工学
部、芸術文化学部、都市デザイン学部、経済
学部(夜間主コース)

人文 人文 前期 募集人員 125名 110名
後期 募集人員 38名 35名

教育 学科(改組) 共同教員養成課程 －
共同教員養成 前期(Ⅰ) 入試方式(新規) (62)名

(他試験との合計)
－

前期(Ⅱ) 入試方式(新規) (62)名
(他試験との合計)

－

後期 入試方式(新規) 10名 －
人間発達科
学

発達教育 学科(募集停止) － 発達教育学科

前期(Ⅰ) 入試方式(廃止) － (52)名
(他試験との合計)

前期(Ⅱ) 入試方式(廃止) － (52)名
(他試験との合計)

後期 入試方式(廃止) － 20名
人間環境システム 学科(募集停止) － 人間環境システム学科

前期(文系) 入試方式(廃止) － 20名
前期(理系) 入試方式(廃止) － 20名
前期(実技系Ⅰ) 入試方式(廃止) － (10)名

(他試験との合計)
前期(実技系Ⅱ) 入試方式(廃止) － (10)名

(他試験との合計)
後期 入試方式(廃止) － 25名

経済 経済 前期 募集人員 94名 79名
経営 前期 募集人員 72名 64名
経営法 前期 募集人員 63名 56名

理 数学 前期 募集人員 30名 29名
選抜方法(2次配点) 数学600、合計600。 数学900、合計900。

後期 募集人員 10名 15名
物理 前期(a) 選抜方法(1次配点) 外国語200・数学200・国語150・理科200・地

公50、合計800。
外国語200・数学200・国語200・理科200・地
公100、合計900。

選抜方法(2次配点) 数学150・理科250、合計400。 数学150・理科150、合計300。
生物 後期 募集人員 10名 7名

選抜方法(2次配点) 理科500、合計500。 理科600、合計600。
自然環境科学 学科(名称) 自然環境科学科 生物圏環境科学科

前期(a) 募集人員 16名 14名
後期 募集人員 4名 3名

医 医 前期 募集人員 70名 60名
後期 入試方式(廃止) － 20名

薬 薬 前期 募集人員 40名 35名
創薬科学 前期 募集人員 29名 40名

後期 募集人員 3名 5名
工 工(電気電子工学) 前期(a) 募集人員 47名 45名

前期(b) 募集人員 23名 20名
工(知能情報工学) 前期(a) 募集人員 51名 40名

前期(b) 募集人員 24名 18名
後期 募集人員 3名 10名

都市デザイ
ン

都市・交通デザイン 前期 募集人員 24名 15名

後期 募集人員 15名 10名
材料デザイン工 前期(a) 募集人員 25名 20名

国 金沢 融合 先導 前期(文系傾斜)
前期(理系傾斜)

選抜方法(1次資格) ケンブリッジ英検(140)、実用英検(1950)、
GTEC(CBT960)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225、
CBT420)、又はTOEFL(iBT42)で英語に得点換
算。

ケンブリッジ英検(140)、実用英検(1950)、
GTEC(CBT910)、IELTS(3.0)、TEAP(RLWS225、
CBT420)、又はTOEFL(iBT42)で英語に得点換
算。

前期(理系傾斜) 試験日 2/25。 2/25・2/26。
観光デザイン 学科(新設) 観光デザイン学類 －

前期(文系傾斜) 入試方式(新規) 25名 －
前期(理系傾斜) 入試方式(新規) 15名 －

一括入試文
系

一括入試文系 前期 募集人員 74名 68名

選抜方法(1次資格) ケンブリッジ英検(140)、実用英検(1950)、
GTEC(CBT960)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225、
CBT420)、又はTOEFL(iBT42)で外国語に得点
換算。

ケンブリッジ英検(140)、実用英検(1950)、
GTEC(CBT910)、IELTS(3.0)、TEAP(RLWS225、
CBT420)、又はTOEFL(iBT42)で外国語に得点
換算。

一括入試理
系

一括入試理系 前期 募集人員 81名 78名

選抜方法(1次資格) ケンブリッジ英検(140)、実用英検(1950)、
GTEC(CBT960)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225、
CBT420)、又はTOEFL(iBT42)で外国語に得点
換算。

ケンブリッジ英検(140)、実用英検(1950)、
GTEC(CBT910)、IELTS(3.0)、TEAP(RLWS225、
CBT420)、又はTOEFL(iBT42)で外国語に得点
換算。

人間社会 人文 前期 募集人員 120名 123名
人文
経済
学校教育
地域創造
国際

前期 選抜方法(1次資格) ケンブリッジ英検(140)、実用英検(1950)、
GTEC(CBT960)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225、
CBT420)、又はTOEFL(iBT42)で英語に得点換
算。

ケンブリッジ英検(140)、実用英検(1950)、
GTEC(CBT910)、IELTS(3.0)、TEAP(RLWS225、
CBT420)、又はTOEFL(iBT42)で英語に得点換
算。

法 前期 募集人員 125名 135名
国際 前期 募集人員 51名 53名

理工 全 前期 選抜方法(1次資格) ケンブリッジ英検(140)、実用英検(1950)、
GTEC(CBT960)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225、
CBT420)、又はTOEFL(iBT42)で英語に得点換
算。

－

医薬保健 保健 前期 選抜方法(1次資格) ケンブリッジ英検(140)、実用英検(1950)、
GTEC(CBT960)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225、
CBT420)、又はTOEFL(iBT42)で英語に得点換
算。

ケンブリッジ英検(140)、実用英検(1950)、
GTEC(CBT910)、IELTS(3.0)、TEAP(RLWS225、
CBT420)、又はTOEFL(iBT42)で英語に得点換
算。

保健(診療放射線技術
学)

前期 選抜方法(1次配点) 外国語200・数学200・国語50・理科200・地
公50、合計700。

外国語300・数学200・国語100・理科400・地
公100、合計1100。
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設置 大学 学部 学科・専攻 日程・方式 変更内容 2022年度(変更後) 2021年度(変更前)
国 金沢 医薬保健 保健(診療放射線技術

学)
前期 選抜方法(2次配点) 外国語300・数学400・理科400、合計1100。 外国語800・数学800・理科800、合計2400。

国 福井 教育 学校教育(初等教育) 後期(特別支援型) 入試方式(廃止) － 5名
学校教育(中等教育) 後期(統合型) 募集人員 4名 6名

国 信州 人文 人文 前期 試験日 2/25。 －
選抜方法(2次教科) 総合・書類、必須。 －
選抜方法(2次配点) 総合400・書類50、合計450。 －

前期
後期

選抜方法(2次書類) 調査書。 －

後期 試験日 3/12。 －
選抜方法(2次教科) 小論・書類、必須。 －
選抜方法(2次配点) 小論200・書類50、合計250。 －

教育 学校教育(現代教育、
国語教育、英語教育、
社会科教育、数学教
育、理科教育、ものづ
くり・技術教育、家庭
科教育、特別支援教
育、心理支援教育)

前期 試験日 2/25・2/26。 2/25。

学校教育(現代教育) 前期 募集人員 10名 12名
後期 募集人員 3名 4名

学校教育(現代教育、
家庭科教育、特別支援
教育、心理支援教育)

前期 選抜方法(2次教科) 面接、必須。外国語・数学・国語から、1教
科選択。

外国語・数学・国語から、1教科選択。

選抜方法(2次配点) 外国語(300)・数学(300)・国語(300)・面接
50、合計350。

外国語(300)・数学(300)・国語(300)、合計
300。

学校教育(野外教育、
音楽教育、保健体育)

前期 選抜方法(2次教科) 実技・面接、必須。 実技、必須。

選抜方法(2次配点) 実技300・面接50、合計350。 実技300、合計300。
学校教育(野外教育、
図画工作・美術教育、
保健体育)

前期 試験日 2/25・2/26。 2/26。

学校教育(国語教育) 前期 募集人員 12名 13名
選抜方法(2次教科) 国語・面接、必須。 国語、必須。
選抜方法(2次配点) 国語300・面接50、合計350。 国語300、合計300。

学校教育(英語教育) 前期 募集人員 6名 7名
選抜方法(2次教科) 外国語・面接、必須。 外国語、必須。
選抜方法(2次配点) 外国語300・面接50、合計350。 外国語300、合計300。

後期 募集人員 2名 3名
学校教育(社会科教育) 前期 選抜方法(2次教科) 地公・面接、必須。外国語・国語から、1教

科選択。
地公、必須。外国語・国語から、1教科選
択。

選抜方法(2次配点) 外国語(150)・国語(150)・地公150・面接
50、合計350。

外国語(150)・国語(150)・地公150、合計
300。

学校教育(数学教育) 前期 選抜方法(2次教科) 数学・面接、必須。 数学、必須。
選抜方法(2次配点) 数学300・面接50、合計350。 数学300、合計300。

学校教育(理科教育、
ものづくり・技術教
育)

前期 選抜方法(2次教科) ①数学・面接、必須。
②理科・面接、必須。数学・理科から、1教
科選択。

①数学、必須。
②理科、必須。数学・理科から、1教科選
択。

選抜方法(2次配点) ①数学300・面接50、合計350。
②数学(150)・理科150-(300)・面接50、合計
350。

①数学300、合計300。
②数学(150)・理科150-(300)、合計300。

学校教育(音楽教育) 前期 試験日 2/25・2/26。 －
後期 試験日 3/12。 －

学校教育(図画工作・
美術教育)

前期 募集人員 6名 8名

後期 募集人員 3名 2名
理 理(生物学) 前期 選抜方法(2次教科) 理科、必須。 面接・書類、必須。

選抜方法(2次配点) 理科400、合計400。 面接－・書類－、合計400。
選抜方法(2次書類) － 調査書。

経法 全 前期 試験日 2/25。 －
選抜方法(2次教科) 書類、必須。外国語・数学・国語から、1教

科選択。
－

選抜方法(2次配点) 外国語(200)・数学(200)・国語(200)・書類
50、合計250。

－

選抜方法(2次書類) 調査書。 －
国 岐阜 教育 学校教育(国語教育、

社会科教育、家政教
育、英語教育、学校教
育、特別支援教育)

前期 選抜方法(2次教科) 面接、必須。外国語・数学・国語から、2教
科選択。

外国語・数学・国語から、2教科選択。

学校教育(国語教育、
社会科教育、数学教
育、理科教育、技術教
育、家政教育、英語教
育、学校教育、特別支
援教育)

前期 試験日 2/25・2/26。 2/25。

学校教育(数学教育、
理科教育、技術教育)

前期 選抜方法(2次教科) 数学・面接、必須。外国語・国語・理科か
ら、1教科選択。

数学、必須。外国語・国語・理科から、1教
科選択。

学校教育(音楽教育) 前期 選抜方法(2次教科) 実技・面接、必須。外国語・数学・国語か
ら、1教科選択。

実技、必須。外国語・数学・国語から、1教
科選択。

学校教育(保健体育) 前期 試験日 2/25・2/26。 2/26。
選抜方法(2次教科) 実技・面接・書類、必須。 実技、必須。
選抜方法(2次書類) 運動歴調書。 －

医 全 前期 試験日 2/25・2/26。 2/25。
後期 試験日 3/12・3/13。 3/12。

医 前期 募集人員 45名 37名
選抜方法(1次配点) 外国語200・数学200・国語200・理科200・地

公100、合計900。
外国語200・数学200・国語100・理科200・地
公100、合計800。

前期
後期

選抜方法(2次教科) 外国語・数学・理科・面接、必須。 外国語・数学・理科、必須。

後期 募集人員 10名 25名
選抜方法(1次配点) 外国語100・数学100・国語100・理科100・地

公50、合計450。
外国語100・数学100・国語50・理科100・地
公50、合計400。

国 静岡 人文社会科
学

法 前期 募集人員 55名 57名

工 全 前期
後期

選抜方法(1次数学) 数ⅠA・数ⅡB、必須。 数ⅠA・数ⅡB、必須。専門可。

選抜方法(1次理科) 物理・化学、必須。 物理・化学・生物・地学から、2科目選択。
機械工 前期 募集人員 95名 96名

後期 募集人員 50名 46名
化学バイオ工 前期 募集人員 45名 41名

後期 募集人員 45名 47名
国 浜松医科 医 医 前期(一般枠) 募集人員 68名 64名

前期(地域枠) 募集人員 7名 11名
後期(一般枠) 募集人員 14名 15名
後期(地域枠) 入試方式(新規) 1名 －

国 名古屋 医 医 前期 試験日 2/25・2/26・2/27。 2/25・2/26。
選抜方法(2次教科) 外国語・数学・国語・理科・面接・書類、必

須。
外国語・数学・国語・理科・書類、必須。

後期 2段階選抜 基準点 12.0倍
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設置 大学 学部 学科・専攻 日程・方式 変更内容 2022年度(変更後) 2021年度(変更前)
国 名古屋 農 全 前期 選抜方法(2次教科) 外国語・数学・国語・理科、必須。 外国語・数学・理科、必須。

選抜方法(2次配点) 外国語400・数学400・国語150・理科600、合
計1550。

外国語400・数学400・理科600、合計1400。

国 名古屋工業 工/二部(夜
間)

学部(募集停止) － 工学部/第二部(夜間学部)

物質工 学科(募集停止) － 物質工学科
前期 入試方式(廃止) － 5名

機械工 学科(募集停止) － 機械工学科
前期 入試方式(廃止) － 5名

電気情報工 学科(募集停止) － 電気情報工学科
前期 入試方式(廃止) － 5名

社会開発工 学科(募集停止) － 社会開発工学科
前期 入試方式(廃止) － 5名

国 京都 経済 経済経営 前期(文系)
前期(理系)

選抜方法(2次外国語) 英語。 英語。他語可。

国 京都教育 教育 学校教育教員養成(理
科領域)

前期 募集人員 22名 21名

選抜方法(2次配点) 数学100・理科300、合計400。 数学200・理科200、合計400。
後期 募集人員 5名 7名

選抜方法(2次配点) 小論100・面接200、合計300。 小論200・面接200、合計400。
学校教育教員養成(美
術領域/美術)

前期 選抜方法(2次配点) 実技400、合計400。 実技600、合計600。

後期 選抜方法(1次教科) 外国語・国語、必須。数学・理科・地公か
ら、2教科選択。

外国語・国語、必須。数学・理科・地公か
ら、3科目選択。

選抜方法(1次数学) 数Ⅰ・数ⅠA・数Ⅱ・数ⅡBから、1科目まで
選択可。専門可。

数Ⅰ・数ⅠA・数Ⅱ・数ⅡBから、2科目まで
選択可。専門可。

選抜方法(1次理科) 物基・化基・生基・地基から、2科目まで選
択可。物理・化学・生物・地学から、1科目
まで選択可。

物基・化基・生基・地基から、2科目まで選
択可。物理・化学・生物・地学から、2科目
まで選択可。

選抜方法(1次地公) 世A・世B・日A・日B・地A・地B・現社・倫
理・政経・倫政から、1科目まで選択可。

世A・世B・日A・日B・地A・地B・現社・倫
理・政経・倫政から、2科目まで選択可。

選抜方法(1次配点) 外国語200・数学(100)・国語200・理科
(100)・地公(100)、合計600。

外国語200・数学(100)-(200)・国語200・理
科(100)-(200)・地公(100)-(200)、合計
700。

選抜方法(2次配点) 実技400、合計400。 実技500、合計500。
学校教育教員養成(美
術領域/書道)

前期 選抜方法(2次教科) 実技・面接、必須。 実技、必須。

選抜方法(2次配点) 実技400・面接100、合計500。 実技600、合計600。
国 京都工芸繊

維
工芸科学 応用生物学(地域創生

Tech Program)
前期 入試方式(新規) 若干名 －

応用化学(地域創生
Tech Program)

前期 入試方式(新規) 若干名 －

電子システム工学(一
般)
機械工学(一般)

前期
後期

選抜方法(1次地公) 世A・世B・日A・日B・地A・地B・現社・倫
理・政経・倫政から、1科目選択。

世B・日B・地B・現社・倫理・政経・倫政か
ら、1科目選択。

電子システム工学(地
域創生Tech Program)

前期 入試方式(新規) 若干名 －

情報工学(地域創生
Tech Program)

前期 入試方式(新規) 若干名 －

機械工学(地域創生
Tech Program)

前期 入試方式(新規) 若干名 －

デザイン・建築学(一
般)

後期 選抜方法(1次配点) 外国語100・数学100・国語50・理科50・地公
50、合計350。

外国語100・数学200・国語100・理科100・地
公100、合計600。

選抜方法(2次配点) 総合350、合計350。 総合200、合計200。
デザイン・建築学(地
域創生Tech Program)

前期 入試方式(新規) 若干名 －

国 大阪 医 医 前期 募集人員 90名 95名
基礎工 電子物理科学 前期 2段階選抜 2.9倍 3.0倍

化学応用科学 前期 2段階選抜 2.9倍 3.0倍
システム科学 前期 2段階選抜 2.9倍 3.0倍
情報科学 前期 2段階選抜 2.9倍 3.0倍

国 大阪教育 教育 初等教育(小学校教育) 後期 募集人員 10名 15名
学校教育(特別支援教
育)

後期 選抜方法(2次教科) 小論・面接、必須。 小論、必須。

選抜方法(2次配点) 小論300・面接150、合計450。 小論350、合計350。
養護教諭養成 前期 募集人員 25名 20名

後期 募集人員 5名 10名
教育協働(教育心理科
学)

前期 募集人員 21名 22名

教育協働(健康安全科
学)

後期 募集人員 6名 7名

教育協働(理数情報/数
理情報)

前期 募集人員 19名 20名

教育協働(グローバル
教育/英語コミュニ
ケーション)

前期 募集人員 13名 12名

国 神戸 経済 経済 前期(数学) 2段階選抜 4.5倍 (4.5)倍
(他試験との合計)

前期(英数) 2段階選抜 4.5倍 (4.5)倍
(他試験との合計)

前期(総合) 2段階選抜 4.5倍 (4.5)倍
(他試験との合計)

理 数学 前期 選抜方法(1次配点) 外国語75・数学60・国語125・理科50・地公
50、合計360。

外国語75・数学50・国語125・理科50・地公
75、合計375。

選抜方法(2次配点) 外国語125・数学180・理科150、合計455。 外国語125・数学150・理科150、合計425。
後期 選抜方法(1次配点) 外国語75・数学60・国語125・理科200・地公

50、合計510。
外国語75・数学50・国語125・理科200・地公
75、合計525。

選抜方法(2次配点) 外国語125・数学180、合計305。 外国語125・数学150、合計275。
物理 前期 選抜方法(1次配点) 外国語100・数学100・国語75・理科100・地

公50、合計425。
外国語75・数学50・国語125・理科100・地公
75、合計425。

医 保健(看護学) 前期 2段階選抜 6.0倍 (6.0)倍
(他試験との合計)

後期 2段階選抜 10.0倍 (10.0)倍
(他試験との合計)

保健(検査技術科学) 前期 2段階選抜 6.0倍 (6.0)倍
(他試験との合計)

後期 2段階選抜 10.0倍 (10.0)倍
(他試験との合計)

保健(理学療法学) 前期 2段階選抜 6.0倍 (6.0)倍
(他試験との合計)

後期 2段階選抜 10.0倍 (10.0)倍
(他試験との合計)

保健(作業療法学) 前期 2段階選抜 6.0倍 (6.0)倍
(他試験との合計)

工 市民工 前期 募集人員 49名 46名
後期 募集人員 12名 15名

農 食料環境システム(生
産環境工学)

前期 2段階選抜 4.5倍 (4.5)倍
(他試験との合計)
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設置 大学 学部 学科・専攻 日程・方式 変更内容 2022年度(変更後) 2021年度(変更前)
国 神戸 農 食料環境システム(生

産環境工学)
後期 2段階選抜 10.0倍 (10.0)倍

(他試験との合計)
食料環境システム(食
料環境経済学)

前期 2段階選抜 4.5倍 (4.5)倍
(他試験との合計)

後期 2段階選抜 10.0倍 (10.0)倍
(他試験との合計)

資源生命科学(応用動
物学)

前期 2段階選抜 4.5倍 (4.5)倍
(他試験との合計)

後期 2段階選抜 10.0倍 (10.0)倍
(他試験との合計)

資源生命科学(応用植
物学)

前期 2段階選抜 4.5倍 (4.5)倍
(他試験との合計)

後期 2段階選抜 10.0倍 (10.0)倍
(他試験との合計)

生命機能科学(応用生
命化学)

前期 2段階選抜 4.5倍 (4.5)倍
(他試験との合計)

後期 2段階選抜 10.0倍 (10.0)倍
(他試験との合計)

生命機能科学(応用機
能生物学)

前期 2段階選抜 4.5倍 (4.5)倍
(他試験との合計)

後期 2段階選抜 10.0倍 (10.0)倍
(他試験との合計)

海洋政策科
学

海洋政策科学 前期(文系科目重視) 2段階選抜 5.0倍 (5.0)倍
(他試験との合計)

前期(理系科目重視) 2段階選抜 5.0倍 (5.0)倍
(他試験との合計)

国 奈良女子 理 数物科学 前期 募集人員 (32)名
(他試験との合計)

35名

後期 募集人員 18名 20名
化学生物環境学(化学) 前期 募集人員 (22)名

(他試験との合計)
23名

後期 募集人員 (11)名
(他試験との合計)

(13)名
(他試験との合計)

化学生物環境学(生物
科学)

前期 募集人員 (21)名
(他試験との合計)

23名

後期 募集人員 (11)名
(他試験との合計)

(13)名
(他試験との合計)

化学生物環境学(環境
科学)

前期 募集人員 (16)名
(他試験との合計)

17名

後期 募集人員 (11)名
(他試験との合計)

(13)名
(他試験との合計)

生活環境 学科(改組) 食物栄養学科、心身健康学科、文化情報学
科、住環境学科

食物栄養学科、心身健康学科、情報衣環境学
科、住環境学科、生活文化学科

食物栄養学 前期 募集人員 (23)名
(他試験との合計)

20名

後期 募集人員 7名 10名
心身健康学 前期 募集人員 (20)名

(他試験との合計)
22名

後期 募集人員 6名 8名
情報衣環境学(衣環境
学)

前期 入試方式(廃止) － 10名

後期 入試方式(廃止) － (5)名
(他試験との合計)

文化情報(生活情報通
信科学)

前期 募集人員 (9)名
(他試験との合計)

11名

後期 募集人員 3名 (5)名
(他試験との合計)

住環境学 前期 募集人員 (21)名
(他試験との合計)

23名

後期 募集人員 4名 7名
工 学部(新設) 工学部 －

工 学科(新設) 工学科 －
前期 入試方式(新規) (30)名

(他試験との合計)
－

後期 入試方式(新規) 10名 －
国 和歌山 観光 観光 前期 募集人員 65名 63名
国 鳥取 医 医 前期(鳥取県枠) 募集人員 12名 14名

工 化学バイオ系 前期 選抜方法(2次理科) 物理・化学・生物から、1科目まで選択可。 化学・生物から、1科目まで選択可。
農 生命環境農 後期 募集人員 20名 25名

選抜方法(2次配点) 面接300、合計300。 面接100、合計100。
国 島根 医 医 前期(一般枠) 募集人員 (58)名

(他試験との合計)
58名

前期(県内定着枠) 募集人員 (58)名
(他試験との合計)

3名

総合理工 知能情報デザイン 前期 募集人員 21名 23名
後期 募集人員 9名 10名

国 岡山 文 人文 後期 募集人員 27名 29名
教育 学校教育(小学校教育/

地域教育以外)
前期 募集人員 88名 91名

養護教諭養成 前期 選抜方法(2次教科) 小論・面接、必須。 小論、必須。
選抜方法(2次配点) 小論300・面接100、合計400。 小論400、合計400。

法 法 後期 募集人員 32名 35名
経済 経済 後期 募集人員 21名 24名
理 数学 前期 募集人員 17名 16名

後期 募集人員 2名 3名
物理 前期 募集人員 29名 27名
化学 後期 募集人員 2名 3名
生物 前期 募集人員 23名 24名

医 医 前期(一般コース) 募集人員 95名 98名
選抜方法(1次配点) 外国語100・数学100・国語100・理科100・地

公100、合計500。
外国語200・数学200・国語200・理科200・地
公100、合計900。

選抜方法(2次配点) 外国語400・数学400・理科300、合計1100。 外国語400・数学400・理科400、合計1200。
保健 前期 試験日 2/25・2/26。 2/25。
保健(看護学) 前期 選抜方法(2次教科) 外国語・理科・面接、必須。 外国語・理科、必須。

前期
後期

選抜方法(1次理科) 物理・化学・生物から、2科目選択。 生物、必須。物理・化学から、1科目選択。

保健(放射線技術科
学、検査技術科学)

前期 選抜方法(2次教科) 外国語・数学・理科・面接、必須。 外国語・数学・理科、必須。

薬 薬 前期 募集人員 27名 28名
工 工(機械システム) 前期 募集人員 93名 97名

工(環境・社会基盤/都
市環境創成)

前期 募集人員 (57)名
(他試験との合計)

(73)名
(他試験との合計)

後期 募集人員 (5)名
(他試験との合計)

(10)名
(他試験との合計)

工(環境・社会基盤/環
境マネジメント)

前期 募集人員 (57)名
(他試験との合計)

(73)名
(他試験との合計)

後期 募集人員 (5)名
(他試験との合計)

(10)名
(他試験との合計)
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設置 大学 学部 学科・専攻 日程・方式 変更内容 2022年度(変更後) 2021年度(変更前)
国 岡山 工 工(情報・電気・数理

データサイエンス)
前期 募集人員 132名 137名

工(化学・生命) 前期 募集人員 118名 122名
農 総合農業科学 後期 募集人員 9名 10名

国 広島 教育 人間形成基礎 前期 選抜方法(2次教科) 外国語・数学・国語から、2教科選択。 外国語・国語、必須。
選抜方法(2次配点) 外国語(400)・数学(400)・国語(400)、合計

800。
外国語400・国語400、合計800。

医 保健(看護学) 前期(文科) 募集人員 (52)名
(他試験との合計)

26名

前期(理科) 募集人員 (52)名
(他試験との合計)

26名

保健(作業療法学) 前期(文科) 募集人員 (26)名
(他試験との合計)

13名

前期(理科) 募集人員 (26)名
(他試験との合計)

13名

歯 口腔健康科学(口腔工
学)

前期
後期

選抜方法(1次教科) 外国語・数学・国語・理科・地公、必須。 外国語・数学・国語・理科・地公、必須。数
学・理科から、1教科選択。

選抜方法(1次数学) 数ⅠA・数ⅡB、必須。専門可。 数ⅠA・数ⅡBから、2科目まで選択可。専門
可。

選抜方法(1次理科) 物理・化学・生物から、2科目選択。 物理・化学・生物から、2科目まで選択可。
選抜方法(1次配点) 外国語200・数学200・国語200・理科200・地

公100、合計900。
外国語200・数学100-(200)・国語200・理科
100-(200)・地公100、合計800。

工 応用化学・生物工学・
化学工学

後期 選抜方法(2次配点) 面接50、合計50。 面接100、合計100。

情報科学 情報科学 前期(A型) 選抜方法(2次配点) 外国語400・数学800、合計1200。 外国語600・数学600、合計1200。
後期 選抜方法(1次配点) 外国語400・数学800、合計1200。 外国語600・数学600、合計1200。

国 山口 教育 学校教育(小学校教育/
小学校総合)

前期 募集人員 15名 10名

学校教育(小学校教育/
教育学)

前期 募集人員 8名 10名

学校教育(小学校教育/
心理学)

前期 募集人員 8名 10名

学校教育(情報教育) 前期 募集人員 8名 10名
学校教育(教科教育/国
語教育)

前期 募集人員 8名 10名

学校教育(教科教育/社
会科教育)

前期 募集人員 8名 10名

学校教育(教科教育/数
学教育)

前期 募集人員 8名 10名

学校教育(教科教育/理
科教育)

前期 募集人員 11名 13名

学校教育(教科教育/音
楽教育)

前期 募集人員 5名 6名

学校教育(教科教育/美
術教育)

前期 募集人員 5名 6名

学校教育(教科教育/保
健体育)

前期 募集人員 6名 7名

学校教育(教科教育/技
術教育)

前期 募集人員 5名 6名

学校教育(教科教育/家
政教育)

前期 募集人員 5名 6名

学校教育(教科教育/英
語教育)

前期 募集人員 5名 6名

国 徳島 理工 理工(応用理数) 前期 入試方式(廃止) － 39名
後期 入試方式(廃止) － 10名

理工(数理科学) 前期 入試方式(新規) 19名 －
後期 入試方式(新規) 5名 －

理工(自然科学) 前期 入試方式(新規) 20名 －
後期 入試方式(新規) 5名 －

生物資源産
業

生物資源産業 前期 選抜方法(1次配点) 外国語200・数学150・国語100・理科150・地
公50、合計650。

外国語150・数学150・国語50・理科150・地
公50、合計550。

選抜方法(2次教科) 理科・面接、必須。 総合・面接、必須。
選抜方法(2次配点) 理科200・面接150、合計350。 総合300・面接150、合計450。

前期
後期

選抜方法(1次理科) 化学、必須。物理・生物から、1科目選択。 物理・化学・生物から、2科目選択。

国 香川 医 臨床心理 前期 2段階選抜 5.0倍 6.0倍
創造工 創造工(建築・都市環

境)
後期 募集人員 12名 6名

創造工(防災・危機管
理)

前期(B) 募集人員 6名 5名

創造工(情報システ
ム・セキュリティ)

前期(A) 募集人員 22名 24名

国 愛媛 教育 学校 前期 試験日 2/25・2/26。 2/25。
学校(初等、中等) 前期 選抜方法(2次書類) 活動報告書、参考資料等。 調査書、活動報告書、参考資料等。
学校(初等/幼年教育サ
ブ、中等/家政教育)

前期 選抜方法(2次教科) 面接・書類、必須。外国語・数学・国語・理
科から、1教科選択。

書類、必須。外国語・数学・国語・理科か
ら、1教科選択。

選抜方法(2次配点) 外国語(200)・数学(200)・国語(200)・理科
(200)・面接150、合計350。

外国語(200)・数学(200)・国語(200)・理科
(200)・書類100、合計300。

学校(初等/小学校サ
ブ)

前期 選抜方法(2次教科) 面接・書類、必須。外国語・数学・国語・理
科・実技から、1教科選択。

書類、必須。外国語・数学・国語・理科・実
技から、1教科選択。

選抜方法(2次配点) 外国語(200)・数学(200)・国語(200)・理科
(200)・実技(200)・面接150、合計350。

外国語(200)・数学(200)・国語(200)・理科
(200)・実技(200)・書類100、合計300。

学校(中等/国語教育) 前期 選抜方法(2次教科) 国語・面接・書類、必須。 国語・書類、必須。
選抜方法(2次配点) 国語200・面接150、合計350。 国語200・書類100、合計300。

学校(中等/社会科教
育)

前期 選抜方法(2次教科) 面接・書類、必須。外国語・国語から、1教
科選択。

書類、必須。外国語・国語から、1教科選
択。

選抜方法(2次配点) 外国語(200)・国語(200)・面接150、合計
350。

外国語(200)・国語(200)・書類100、合計
300。

学校(中等/英語教育) 前期 選抜方法(2次教科) 外国語・面接・書類、必須。 外国語・書類、必須。
選抜方法(2次配点) 外国語200・面接150、合計350。 外国語200・書類100、合計300。

学校(中等/数学教育) 前期 選抜方法(2次教科) 数学・面接・書類、必須。 数学・書類、必須。
選抜方法(2次配点) 数学200・面接150、合計350。 数学200・書類100、合計300。

学校(中等/理科教育) 前期 選抜方法(2次教科) 理科・面接・書類、必須。 理科・書類、必須。
選抜方法(2次配点) 理科200・面接150、合計350。 理科200・書類100、合計300。

学校(中等/技術教育) 前期 選抜方法(2次教科) 面接・書類、必須。数学・理科から、1教科
選択。

書類、必須。数学・理科から、1教科選択。

選抜方法(2次配点) 数学(200)・理科(200)・面接150、合計350。 数学(200)・理科(200)・書類100、合計300。
学校(中等/保健体育) 前期 選抜方法(2次教科) 実技・面接・書類、必須。 実技・書類、必須。

選抜方法(2次配点) 実技200・面接150、合計350。 実技200・書類100、合計300。
社会共創 地域資源マネジメント

(文化資源マネジメン
ト)

前期 選抜方法(2次配点) 面接400、合計400。 面接500、合計500。

工 工(社会デザイン以外) 前期(理型) 募集人員 324名 326名
国 高知 人文社会科

学
人文社会科学(人文科
学、国際社会)

後期 選抜方法(1次理科) 物基・化基・生基・地基から、2科目まで選
択可。物理・化学・生物・地学から、1科目
まで選択可。

物基・化基・生基・地基から、2科目まで選
択可。

教育 学校(幼児教育、幼児
教育、科学技術教育以
外)

前期 試験日 2/26。 －
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設置 大学 学部 学科・専攻 日程・方式 変更内容 2022年度(変更後) 2021年度(変更前)
国 高知 教育 学校(幼児教育、幼児

教育、科学技術教育以
外)

前期 選抜方法(2次教科) 書類、必須。外国語・数学・小論から、1教
科選択。

書類、必須。

選抜方法(2次配点) 外国語(250)・数学(250)・小論(250)、合計
250。

－

学校(音楽教育・美術
教育)

前期 選抜方法(2次配点) 実技250、合計250。 書類200、合計200。

選抜方法(2次書類) 志願理由書、活動報告書。 実技実績調べ、活動報告書、志願理由書。
学校(音楽教育・美術
教育、保健体育教育)

前期 試験日 2/25。 －

選抜方法(2次教科) 実技・書類、必須。 書類、必須。
学校(保健体育教育) 前期 選抜方法(2次配点) 実技－・書類－、合計250。 書類200、合計200。
学校(科学技術教育) 前期 試験日 2/25・2/26。 －

選抜方法(1次配点) 外国語200・数学200・国語200・理科200・地
公100、合計900。

外国語200・数学200・国語200・理科300・地
公100、合計1000。

選抜方法(2次教科) 理科・面接、必須。 書類、必須。
選抜方法(2次配点) 理科100・面接150、合計250。 書類100、合計100。
選抜方法(2次書類) － 活動報告書、志願理由書。

理工 生物科学 後期 選抜方法(2次教科) 面接、必須。 小論・書類、必須。
選抜方法(2次配点) 面接200、合計200。 小論200、合計200。
選抜方法(2次書類) － 活動報告書。

医 医 前期(一般枠) 募集人員 45名 55名
農林海洋科
学

海洋資源科学(海底資
源環境学)

前期 選抜方法(2次教科) 面接、必須。 理科・書類、必須。

選抜方法(2次配点) 面接200、合計200。 理科400・書類20、合計420。
選抜方法(2次書類) － 調査書。

国 九州 歯 歯 前期 募集人員 37名 45名
芸術工 芸術工(未来構想デザ

イン)
前期 選抜方法(2次理科) 物理・化学・生物から、2科目選択。 物理、必須。化学・生物から、1科目選択。

国 福岡教育 教育 全 前期 WEB出願 1/17-2/4、WEB出願必須。 －
初等教育教員養成(幼
児教育以外)
中等教育教員養成(数
学、理科、技術)
特別支援教育教員養成

後期 WEB出願 1/17-2/4、WEB出願必須。 －

中等教育教員養成(美
術)

前期 募集人員 5名 6名

特別支援教育教員養成 後期 選抜方法(2次教科) 小論、必須。書類、加点。 小論、必須。
選抜方法(2次配点) 小論200・書類(10)、合計210。 小論200、合計200。
選抜方法(2次書類) 調査書。 －

国 佐賀 農 生物資源科学 前期 募集人員 77名 74名
国 長崎 多文化社会 多文化社会(オランダ

特別以外)
後期 選抜方法(2次教科) 小論・面接・書類、必須。 小論・書類・その他、必須。

選抜方法(2次配点) 小論250・面接30・書類30、合計310。 小論250・書類30・その他30、合計310。
教育 学校教育教員(中学校

教育/理系)
前期 選抜方法(1次配点) 外国語200・数学200・国語200・理科200・地

公100、合計900。
外国語300・数学200・国語200・理科200・地
公100、合計1000。

選抜方法(2次教科) 外国語・面接・書類、必須。数学・理科か
ら、1教科選択。

面接・書類、必須。数学・理科から、1教科
選択。

選抜方法(2次配点) 外国語100・数学(400)・理科(400)・面接
100・書類35、合計635。

数学(400)・理科(400)・面接100・書類35、
合計535。

経済 総合経済 前期 選抜方法(2次教科) 外国語・数学・面接・書類、必須。 外国語・数学・書類・その他、必須。
選抜方法(2次配点) 外国語*100-200・数学*100-200・面接5・書

類15、合計320。
*高得点科目を加重。

外国語*100-200・数学*100-200・書類15・そ
の他5、合計320。
*高得点科目を加重。

後期 選抜方法(2次教科) 小論・面接・書類、必須。 小論・書類・その他、必須。
選抜方法(2次配点) 小論200・面接5・書類15、合計220。 小論200・書類15・その他5、合計220。

医 保健(看護学) 前期 募集人員 54名 48名
後期 入試方式(廃止) － 10名

保健(理学療法学) 前期 募集人員 15名 10名
後期 入試方式(廃止) － 5名

保健(作業療法学) 前期 募集人員 14名 10名
後期 入試方式(廃止) － 5名

歯 歯 後期 入試方式(廃止) － 7名
薬 全 前期 選抜方法(2次教科) 外国語・数学・理科・面接・書類、必須。 外国語・数学・理科・書類・その他、必須。

薬 前期 選抜方法(2次配点) 外国語100・数学100・理科100・面接30・書
類20、合計350。

外国語100・数学100・理科100・書類20・そ
の他30、合計350。

薬科学 前期 選抜方法(2次配点) 外国語150・数学150・理科200・面接30・書
類20、合計550。

外国語150・数学150・理科200・書類20・そ
の他30、合計550。

後期 選抜方法(2次教科) 総合・面接・書類、必須。 総合・書類・その他、必須。
選抜方法(2次配点) 総合150・面接30・書類20、合計200。 総合150・書類20・その他30、合計200。

情報データ
科学

情報データ科学 前期 選抜方法(2次教科) 外国語・数学・理科・面接・書類、必須。 外国語・数学・理科・書類・その他、必須。

選抜方法(2次配点) 外国語100・数学250・理科250・面接30・書
類20、合計650。

外国語100・数学250・理科250・書類20・そ
の他30、合計650。

前期
後期

選抜方法(1次理科) 物理・化学・生物・地学から、2科目選択。 物基・化基・生基・地基から、2科目選択。
物理・化学・生物・地学から、2科目選択。

後期 選抜方法(2次教科) 数学・面接・書類、必須。 数学・書類・その他、必須。
選抜方法(2次配点) 数学200・面接30・書類20、合計250。 数学200・書類20・その他30、合計250。

工 工 後期 選抜方法(1次理科) 物理・化学、必須。 物基・化基・生基・地基から、2科目選択。
物理・化学から、2科目選択。

選抜方法(2次教科) 総合・面接・書類、必須。 総合・書類・その他、必須。
選抜方法(2次配点) 総合300・面接20・書類10、合計330。 総合300・書類10・その他20、合計330。

工(機械工学) 前期 入試方式(廃止) － (224)名
(他試験との合計)

前期(a(共通テスト)) 入試方式(新規) (160)名
(他試験との合計)

－

前期(b(個別学力)) 入試方式(新規) (50)名
(他試験との合計)

－

後期 募集人員 (53)名
(他試験との合計)

(50)名
(他試験との合計)

工(電気電子工学) 前期 入試方式(廃止) － (224)名
(他試験との合計)

前期(a(共通テスト)) 入試方式(新規) (160)名
(他試験との合計)

－

前期(b(個別学力)) 入試方式(新規) (50)名
(他試験との合計)

－

後期 募集人員 (53)名
(他試験との合計)

(50)名
(他試験との合計)

工(構造工学) 前期 入試方式(廃止) － (224)名
(他試験との合計)

前期(a(共通テスト)) 入試方式(新規) (160)名
(他試験との合計)

－

前期(b(個別学力)) 入試方式(新規) (50)名
(他試験との合計)

－

後期 募集人員 (53)名
(他試験との合計)

(50)名
(他試験との合計)

工(社会環境デザイン
工学)

前期 入試方式(廃止) － (224)名
(他試験との合計)
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設置 大学 学部 学科・専攻 日程・方式 変更内容 2022年度(変更後) 2021年度(変更前)
国 長崎 工 工(社会環境デザイン

工学)
前期(a(共通テスト)) 入試方式(新規) (160)名

(他試験との合計)
－

前期(b(個別学力)) 入試方式(新規) (50)名
(他試験との合計)

－

後期 募集人員 (53)名
(他試験との合計)

(50)名
(他試験との合計)

工(化学・物質工学) 前期 入試方式(廃止) － (224)名
(他試験との合計)

前期(a(共通テスト)) 入試方式(新規) (160)名
(他試験との合計)

－

前期(b(個別学力)) 入試方式(新規) (50)名
(他試験との合計)

－

後期 募集人員 (53)名
(他試験との合計)

(50)名
(他試験との合計)

環境科学 環境科学 前期(A(文系)) 選抜方法(2次教科) 外国語・面接・書類、必須。 外国語・書類・その他、必須。
選抜方法(2次配点) 外国語200・面接50・書類50、合計300。 外国語200・書類50・その他50、合計300。

前期(B(理系)) 選抜方法(2次教科) 面接・書類、必須。外国語・数学・理科か
ら、2教科選択。

書類・その他、必須。外国語・数学・理科か
ら、2教科選択。

選抜方法(2次配点) 外国語(200)・数学(200)・理科(200)・面接
50・書類50、合計500。

外国語(200)・数学(200)・理科(200)・書類
50・その他50、合計500。

後期(A(文系)) 募集人員 10名 13名
選抜方法(1次地公) 世B・日B・地B・現社・倫理・政経・倫政か

ら、2科目選択。
世A・世B・日A・日B・地A・地B・現社・倫
理・政経・倫政から、2科目選択。

後期(B(理系)) 募集人員 10名 13名
水産 水産 前期 選抜方法(2次教科) 数学・理科・面接・書類、必須。 数学・理科・書類・その他、必須。

選抜方法(2次配点) 数学125・理科125・面接20・書類10、合計
280。

数学125・理科125・書類10・その他20、合計
280。

国 熊本 文 コミュニケーション情
報

前期 募集人員 20名 18名

後期 入試方式(廃止) － 3名
教育 学科(改組) 学校教育教員養成課程 小学校教員養成課程、中学校教員養成課程、

特別支援教育教員養成課程、養護教諭養成課
程

学校(初等・中等教育/
小学校、初等・中等教
育/国語、初等・中等
教育/社会、初等・中
等教育/数学、初等・
中等教育/理科、初
等・中等教育/実技系/
技術、初等・中等教育
/実技系/家庭、初等・
中等教育/英語、特別
支援教育、養護教育)

前期 試験日 2/25・2/26。 2/25。

学校(初等・中等教育/
小学校、初等・中等教
育/社会、初等・中等
教育/実技系/技術、初
等・中等教育/実技系/
家庭、特別支援教育)

前期 選抜方法(2次教科) 面接、必須。外国語・数学・国語から、2教
科選択。

外国語・数学・国語から、2教科選択。

選抜方法(2次配点) 外国語(150)・数学(150)・国語(150)・面接
60、合計360。

外国語(150)・数学(150)・国語(150)、合計
300。

学校(初等・中等教育/
国語)

前期 選抜方法(2次教科) 国語・面接、必須。外国語・数学から、1教
科選択。

国語、必須。外国語・数学から、1教科選
択。

選抜方法(2次配点) 外国語(150)・数学(150)・国語150・面接
60、合計360。

外国語(150)・数学(150)・国語150、合計
300。

学校(初等・中等教育/
数学、初等・中等教育
/理科、養護教育)

前期 選抜方法(2次教科) 数学・面接、必須。外国語・国語から、1教
科選択。

数学、必須。外国語・国語から、1教科選
択。

選抜方法(2次配点) 外国語(150)・数学150・国語(150)・面接
60、合計360。

外国語(150)・数学150・国語(150)、合計
300。

学校(初等・中等教育/
実技系/音楽)

前期 募集人員 (10)名
(他試験との合計)

6名

学校(初等・中等教育/
実技系/音楽、初等・
中等教育/実技系/美
術)

前期 選抜方法(2次教科) 面接、必須。外国語・数学・国語から、2教
科選択。

実技、必須。

学校(初等・中等教育/
実技系/音楽、初等・
中等教育/実技系/美
術、初等・中等教育/
実技系/保健体育)

前期 試験日 2/25・2/26。 2/26。

学校(初等・中等教育/
実技系/音楽、初等・
中等教育/実技系/保健
体育)

前期 選抜方法(2次配点) 外国語(150)・数学(150)・国語(150)・面接
60、合計360。

実技300、合計300。

学校(初等・中等教育/
実技系/美術)

前期 募集人員 (10)名
(他試験との合計)

6名

選抜方法(2次配点) 外国語(150)・数学(150)・国語(150)・面接
60、合計360。

実技200、合計200。

学校(初等・中等教育/
実技系/保健体育)

前期 募集人員 (10)名
(他試験との合計)

6名

選抜方法(2次教科) 面接・書類、必須。外国語・数学・国語か
ら、2教科選択。

実技・書類、必須。

学校(初等・中等教育/
実技系/技術)

前期 募集人員 (10)名
(他試験との合計)

4名

学校(初等・中等教育/
実技系/家庭)

前期 募集人員 (10)名
(他試験との合計)

4名

学校(初等・中等教育/
英語)

前期 選抜方法(2次教科) 外国語・面接、必須。数学・国語から、1教
科選択。

外国語、必須。数学・国語から、1教科選
択。

選抜方法(2次配点) 外国語150・数学(150)・国語(150)・面接
60、合計360。

外国語150・数学(150)・国語(150)、合計
300。

医 医 前期 募集人員 87名 90名
保健(看護学) 前期 選抜方法(1次配点) 外国語100・数学100・国語100・理科100・地

公50、合計450。
外国語100・数学100・国語100・理科100・地
公100、合計500。

保健(検査技術科学) 前期 試験日 2/25・2/26。 2/25。
選抜方法(2次教科) 外国語・数学・理科・面接、必須。 外国語・数学・理科、必須。
選抜方法(2次配点) 外国語200・数学200・理科200・面接200、合

計800。
外国語200・数学200・理科200、合計600。

薬 薬 前期 募集人員 40名 45名
国 大分 教育 学校教育教員養成(初

等中等教育)
前期 募集人員 65名 75名

医 看護 前期 募集人員 35名 40名
選抜方法(1次理科) 物理・化学・生物から、1科目選択。 物理・化学・生物から、2科目選択。

後期 入試方式(新規) 10名 －
国 宮崎 教育 学校(小中) 前期(理系型+面接) 選抜方法(1次理科) 物理・化学・生物・地学から、2科目選択。 物基・化基・生基・地基から、2科目選択。

物理・化学・生物・地学から、2科目選択。
選抜方法(1次配点) 外国語200・数学200・国語200・理科300・地

公100、合計1000。
外国語200・数学200・国語200・理科200・地
公100、合計900。
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設置 大学 学部 学科・専攻 日程・方式 変更内容 2022年度(変更後) 2021年度(変更前)
国 宮崎 教育 学校(小中) 前期(理系型+面接) 選抜方法(2次教科) 数学・面接、必須。外国語・国語から、1教

科選択。
数学・理科・面接、必須。

選抜方法(2次数学) 数ⅠⅡAB(列ベ)必須。数Ⅲ選択可。 数ⅠⅡⅢAB(列ベ)必須。
選抜方法(2次配点) 外国語(100)・数学200・国語(100)・面接

200、合計500。
数学200・理科200・面接300、合計700。

学校(小中/小学校主
免)

前期(理系型+面接) 募集人員 10名 8名

学校(小中/中学校主
免)

後期(小論文型+面接) 入試方式(廃止) － 5名

医 医 前期 募集人員 45名 50名
選抜方法(2次教科) 外国語・数学・理科・面接・書類、必須。 外国語・数学・面接・書類、必須。
選抜方法(2次配点) 外国語200・数学200・理科200、合計600。 外国語300・数学300、合計600。

後期 募集人員 15名 20名
2段階選抜 14.0倍 10.0倍
選抜方法(2次教科) 外国語・面接・書類、必須。 外国語・理科・面接・書類、必須。
選抜方法(2次配点) 外国語150、合計150。 外国語150・理科150、合計300。

工 工 前期 選抜方法(1次資格) － TOEIC(LR500)、TOEFL(iBT38、JS730)、
GTEC(970)、又は実用英検(2級)で英語に満点
換算(免除)。

選抜方法(2次資格) TOEIC(LR500)、TOEFL(iBT38、JS730)、
GTEC(970)、又は実用英検(2級)で外国語に満
点換算(免除)。

－

農 森林緑地環境科学 前期 選抜方法(1次理科) 物基・化基・生基・地基から、2科目選択。
物理・化学・生物・地学から、2科目選択。

物理・化学・生物・地学から、1科目選択。

森林緑地環境科学
海洋生物環境

後期 選抜方法(1次理科) 物基・化基・生基・地基から、2科目選択。
物理・化学・生物・地学から、2科目選択。

物理・化学・生物・地学から、1科目選択。

国 鹿児島 農 農業生産科学 前期 募集人員 52名 55名
食料生命科学 前期 募集人員 52名 55名
農林環境科学 前期 募集人員 41名 44名

共同獣医 獣医 後期 募集人員 2名 4名
国 琉球 教育 学校(中学校/教科教育

/音楽教育)
前期 試験日 2/25・2/26。 2/25。

公 岩手県立 全 前期
後期

WEB出願 1/24-2/2、WEB出願可。 －

看護 看護 前期 募集人員 53名 48名
後期 募集人員 10名 15名

公 宮城 看護 看護 後期 選抜方法(1次教科) 外国語・数学・国語・理科・地公、必須。 外国語・数学・国語・理科・地公、必須。理
科・地公から、1教科選択。

選抜方法(1次理科) 物基・化基・生基から、2科目選択。物理・
化学・生物から、2科目選択。

物基・化基・生基から、2科目まで選択可。
物理・化学・生物から、2科目まで選択可。

選抜方法(1次地公) 世B・日B・地B・現社・倫理・政経・倫政か
ら、1科目選択。

世B・日B・地B・現社・倫理・政経・倫政か
ら、2科目まで選択可。

選抜方法(1次配点) 外国語125・数学100・国語100・理科100・地
公50、合計475。

外国語125・数学100・国語100・理科50-
(100)・地公50-(100)、合計475。

食産業 学科(改組) 生物生産学類、フードマネジメント学類 食資源開発学類、フードマネジメント学類
公 秋田県立 システム科

学技術
全 前期 選抜方法(2次数学) 数ⅠⅡⅢAB(列ベ)必須。 数ⅠⅡⅢAB必須。

公 秋田公立美
術

美術 美術 中期 選抜方法(1次数学) 数Ⅰ・数ⅠA・数Ⅱ・数ⅡBから、2科目まで
選択可。

数Ⅰ・数ⅠA・数Ⅱ・数ⅡBから、1科目まで
選択可。

公 福島県立医
科

医 医 前期(一般枠) 募集人員 45名 50名

看護 看護 前期 募集人員 44名 40名
公 前橋工科 工 学科(改組) 建築・都市・環境工学群、情報・生命工学群 社会環境工学科、建築学科、生命情報学科、

システム生体工学科、生物工学科
社会環境工 前期 入試方式(廃止) － 28名

後期 入試方式(廃止) － 9名
建築・都市・環境工 前期 入試方式(新規) 90名 －

中期 入試方式(新規) 12名 －
建築 前期 入試方式(廃止) － 30名

後期 入試方式(廃止) － 10名
生命情報 前期 入試方式(廃止) － 20名

後期 入試方式(廃止) － 13名
システム生体工 前期 入試方式(廃止) － 25名

後期 入試方式(廃止) － 8名
生物工 前期 入試方式(廃止) － 25名

後期 入試方式(廃止) － 8名
情報・生命工 前期 入試方式(新規) 90名 －

中期 入試方式(新規) 12名 －
工/夜間 学部(募集停止) － 工学部/夜間

総合デザイン工 学科(募集停止) － 総合デザイン工学科
前期 入試方式(廃止) － 20名
後期 入試方式(廃止) － 12名

公 東京都立 健康福祉 放射線 後期 募集人員 5名 8名
公 川崎市立看

護
大学(新設・改組) 川崎市立看護大学 －

看護 学部(新設) 看護学部 －
看護 学科(新設) 看護学科 －

前期 入試方式(新規) 70名 －
後期 入試方式(新規) 5名 －

公 横浜市立 医 医 前期(一般枠)
前期(地域医療枠)
前期(神奈川県指定診
療科枠)

選抜方法(2次配点) 外国語400・数学400・理科600、合計1400。 外国語400・数学400・理科400、合計1200。

公 三条市立 工 技術・経営工 前期(A) 入試方式(新規) 20名 －
前期(B) 入試方式(新規) 36名 －
前期(共通テストを課
さない)

入試方式(廃止) － 56名

中期(A) 入試方式(新規) 8名 －
中期(B) 入試方式(新規) 8名 －
中期(共通テストを課
さない)

入試方式(廃止) － 16名

公 長岡造形 造形 全 前期(B) 選抜方法(1次数学) 数ⅠA・数ⅡBから、2科目まで選択可。 数Ⅰ・数ⅠA・数Ⅱ・数ⅡBから、2科目まで
選択可。

プロダクトデザイン
視覚デザイン

中期 選抜方法(1次数学) 数ⅠA・数ⅡBから、1科目まで選択可。 数Ⅰ・数ⅠA・数Ⅱ・数ⅡBから、1科目まで
選択可。

公 富山県立 全 前期
後期

WEB出願 1/24-2/4、WEB出願必須。 －

工 知能ロボット工 前期 募集人員 46名 39名
情報システム工 前期 募集人員 39名 29名

後期 募集人員 7名 5名
公 公立小松 国際文化交

流
国際文化交流 前期 募集人員 35名 30名

中期 募集人員 25名 30名
公 福井県立 経済 全 前期

後期
WEB出願 1/24-2/4、WEB出願必須。 －

生物資源 生物資源 前期(A)
前期(B)
後期

WEB出願 1/24-2/4、WEB出願必須。 －
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設置 大学 学部 学科・専攻 日程・方式 変更内容 2022年度(変更後) 2021年度(変更前)
公 福井県立 生物資源 創造農 前期 WEB出願 1/24-2/4、WEB出願必須。 －

海洋生物資
源

海洋生物資源 前期
後期

WEB出願 1/24-2/4、WEB出願必須。 －

先端増養殖科学 学科(新設) 先端増養殖科学科 －
前期 入試方式(新規) 10名 －
後期 入試方式(新規) 6名 －

看護福祉 全 前期
後期

WEB出願 1/24-2/4、WEB出願必須。 －

公 都留文科 教養 地域社会 前期 選抜方法(1次教科) 外国語・地公、必須。数学・国語・理科・地
公から、1教科選択。

地公、必須。外国語・数学・国語・理科・地
公から、2教科選択。

選抜方法(1次配点) 外国語150・数学(150)・国語(150)・理科
(150)・地公200-(350)、合計500。

外国語(150)・数学(150)・国語(150)・理科
(150)・地公200-(350)、合計500。

文 比較文化 前期 選抜方法(1次配点) 外国語200・数学(200)・国語(200)・理科
(200)・地公200-(400)、合計600。

外国語200・数学(200)・国語(200)・理科
(200)・地公(200)、合計600。

前期
中期

選抜方法(1次教科) 外国語・地公、必須。数学・国語・理科・地
公から、1教科選択。

外国語、必須。数学・国語・理科・地公か
ら、2教科選択。

選抜方法(1次地公) 世A・世B・日A・日B・地A・地B・現社・倫
理・政経・倫政から、2科目まで選択可。

世A・世B・日A・日B・地A・地B・現社・倫
理・政経・倫政から、1科目まで選択可。

中期 選抜方法(1次配点) 外国語100・数学(100)・国語(100)・理科
(100)・地公100-(200)、合計300。

外国語100・数学(100)・国語(100)・理科
(100)・地公(100)、合計300。

公 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

前期(A方式) 選抜方法(1次教科) 外国語、必須。数学・国語・理科・地公か
ら、3教科選択。

外国語・数学、必須。国語・理科・地公か
ら、1教科選択。

選抜方法(1次数学) 数ⅠA・数ⅡBから、1科目まで選択可。専門
可。

数ⅠA・数ⅡB、必須。

選抜方法(1次配点) 外国語300・数学(100)・国語(100)・理科
(100)・地公(100)、合計600。

外国語450・数学350・国語(100)・理科
(100)・地公(100)、合計900。

選抜方法(2次教科) 外国語・数学、必須。 －
選抜方法(2次配点) 外国語150・数学150、合計300。 －

前期(A方式)
前期(B方式)

試験日 2/25。 －

前期(B方式) 募集人員 45名 40名
選抜方法(1次教科) 外国語、必須。数学・国語・理科・地公か

ら、3教科選択。
外国語・国語、必須。数学・理科・地公か
ら、2教科選択。

選抜方法(1次配点) 外国語300・数学(100)・国語(100)・理科
(100)・地公(100)、合計600。

外国語450・数学(100)・国語250・理科
(100)・地公(100)、合計900。

選抜方法(2次教科) 外国語・小論、必須。 －
選抜方法(2次配点) 外国語150・小論150、合計300。 －

中期 募集人員 25名 40名
試験日 3/9。 －
選抜方法(1次教科) 外国語、必須。数学・国語・理科・地公か

ら、2教科選択。
外国語・国語、必須。数学・理科・地公か
ら、1教科選択。

選抜方法(1次国語) 国語(現古漢)。 国語(現)。
選抜方法(1次配点) 外国語300・数学(150)・国語(150)・理科

(150)・地公(150)、合計600。
外国語450・数学(150)・国語300・理科
(150)・地公(150)、合計900。

選抜方法(2次教科) 小論、必須。 －
選抜方法(2次配点) 小論300、合計300。 －

公 静岡県立 薬 全 中期 WEB出願 1/24-2/4、WEB出願必須。 －
食品栄養科
学

全 前期
後期

WEB出願 1/24-2/4、WEB出願必須。 －

国際関係 全 前期 WEB出願 1/24-2/4、WEB出願必須。 －
経営情報 経営情報 前期

後期
WEB出願 1/24-2/4、WEB出願必須。 －

看護 看護 前期 選抜方法(2次配点) 面接200、合計200。 面接100、合計100。
前期
後期

WEB出願 1/24-2/4、WEB出願必須。 －

公 愛知県立 外国語 全 前期 選抜方法(1次配点) 外国語150・数学50・国語100・理科50・地公
100、合計450。

①外国語150・数学50・国語100・理科50・地
公*100、合計450。
②外国語150・数学50・国語100・理科50・地
公100、合計450。
*高得点科目を加重。

公 愛知県立芸
術

美術 美術(芸術学) 後期 選抜方法(1次教科) 外国語・国語・地公、必須。 外国語・国語、必須。数学・理科・地公か
ら、1教科選択。

選抜方法(1次地公) 世A・世B・日A・日Bから、1科目選択。 世A・世B・日A・日B・地A・地B・現社・倫
理・政経・倫政から、1科目まで選択可。

選抜方法(1次配点) 外国語200・国語200・地公200、合計600。 外国語200・数学(200)・国語200・理科
(200)・地公(200)、合計600。

デザイン・工芸(デザ
イン)

後期 募集人員 17名 25名

デザイン・工芸(メ
ディア映像)

後期 入試方式(新規) 10名 －

公 滋賀県立 環境科学 生物資源管理 前期 選抜方法(1次配点) 外国語200・数学200・国語200・理科100・地
公100、合計800。

外国語200・数学100・国語200・理科100・地
公100、合計700。

前期
後期

選抜方法(2次教科) 理科・書類、必須。 数学・理科・書類、必須。

選抜方法(2次理科) 物理・化学・生物から、2科目選択。 物理・化学・生物から、1科目選択。
選抜方法(2次配点) 理科400、合計400。 数学200・理科200、合計400。

後期 選抜方法(1次教科) 外国語・数学・国語・理科、必須。 外国語・数学・国語・理科・地公、必須。
選抜方法(1次配点) 外国語100・数学100・国語100・理科100、合

計400。
外国語100・数学100・国語100・理科100・地
公100、合計500。

公 京都市立芸
術

美術 全 前期 WEB出願 1/24-2/4、WEB出願必須。 －

音楽 音楽 後期 WEB出願 1/24-2/4、WEB出願必須。 －
音楽(管・打楽) 後期 試験日 3/12・3/13・3/14・3/15。3/17。 3/12・3/13。3/17。
音楽(音楽学) 後期 試験日 3/12。3/17。 3/12・3/13。3/17。

選抜方法(2次教科) 外国語・小論・面接、必須。 外国語・小論・実技・面接、必須。
選抜方法(2次外国語) 英語(RW)。 英語。
選抜方法(2次配点) 外国語300・小論100・面接900、合計1300。 外国語300・小論300・実技400・面接300、合

計1300。
公 京都府立 文 和食文化 後期 選抜方法(1次理科) 物基・化基・生基・地基から、2科目選択。

物理・化学・生物・地学から、1科目選択。
物理・化学・生物・地学から、1科目選択。

公 大阪公立 大学(新設・改組) 大阪公立大学 －
学部(改組) 現代システム科学域、文学部、法学部、経済

学部、商学部、理学部、工学部、農学部、獣
医学部、医学部、看護学部、生活科学部

現代システ
ム科学

学科(改組) 知識情報システム学類、環境社会システム学
類、教育福祉学類、心理学類、知識情報シス
テム学類、環境社会システム学類、教育福祉
学類、心理学類

－

知識情報システム 前期 入試方式(新規) 40名 －
環境社会システム 前期(英・国型) 入試方式(新規) 30名 －

前期(理・数型) 入試方式(新規) 20名 －
教育福祉 前期 入試方式(新規) 30名 －
心理 前期(英・国型) 入試方式(新規) 20名 －

前期(理・数型) 入試方式(新規) 10名 －
全学類 前期(英・数型) 入試方式(新規) 5名 －

前期(英・国型) 入試方式(新規) 5名 －
前期(英・小論型) 入試方式(新規) 5名 －
前期(理・数型) 入試方式(新規) 5名 －

14 / 18 (C) 東進ハイスクール



設置 大学 学部 学科・専攻 日程・方式 変更内容 2022年度(変更後) 2021年度(変更前)
公 大阪公立 現代システ

ム科学
全学類 後期 入試方式(新規) 35名 －

文 学科(改組) 哲学歴史学科、人間行動学科、言語文化学
科、文化構想学科

－

哲学歴史、人間行動、
言語文化、文化構想

前期 入試方式(新規) 125名 －

後期 入試方式(新規) 30名 －
法 学科(改組) 法学科 －

法 前期 入試方式(新規) 155名 －
後期 入試方式(新規) 25名 －

経済 学科(改組) 経済学科 －
経済 前期 入試方式(新規) 185名 －

後期(高得点選抜) 入試方式(新規) 35名 －
後期(ユニーク選抜) 入試方式(新規) 15名 －

商 学科(改組) 商学科、公共経営学科 －
商、公共経営 前期 入試方式(新規) 198名 －

後期 入試方式(新規) 18名 －
理 学科(改組) 数学科、物理学科、化学科、生物学科、地球

学科、生物化学科
－

数学 前期 入試方式(新規) 30名 －
後期 入試方式(新規) 10名 －

物理 前期 入試方式(新規) 52名 －
後期 入試方式(新規) 17名 －

化学 前期 入試方式(新規) 60名 －
後期 入試方式(新規) 13名 －

生物 前期 入試方式(新規) 23名 －
後期 入試方式(新規) 8名 －

地球 前期 入試方式(新規) 16名 －
後期 入試方式(新規) 4名 －

生物化学 前期 入試方式(新規) 23名 －
後期 入試方式(新規) 6名 －

工 学科(改組) 航空宇宙工学科、海洋システム工学科、機械
工学科、建築学科、都市学科、電子物理工学
科、情報工学科、電気電子システム工学科、
応用化学科、化学工学科、マテリアル工学
科、化学バイオ工学科

－

航空宇宙工 前期 入試方式(新規) 8名 －
中期 入試方式(新規) 30名 －

海洋システム工 前期 入試方式(新規) 10名 －
中期 入試方式(新規) 19名 －

機械工 前期 入試方式(新規) 49名 －
中期 入試方式(新規) 76名 －

建築 前期 入試方式(新規) 21名 －
中期 入試方式(新規) 6名 －

都市 前期 入試方式(新規) 35名 －
中期 入試方式(新規) 10名 －

電子物理工 前期 入試方式(新規) 33名 －
中期 入試方式(新規) 72名 －

情報工 前期 入試方式(新規) 24名 －
中期 入試方式(新規) 53名 －

電気電子システム工 前期 入試方式(新規) 21名 －
中期 入試方式(新規) 44名 －

応用化学 前期 入試方式(新規) 15名 －
中期 入試方式(新規) 52名 －

化学工 前期 入試方式(新規) 8名 －
中期 入試方式(新規) 30名 －

マテリアル工 前期 入試方式(新規) 10名 －
中期 入試方式(新規) 30名 －

化学バイオ工 前期 入試方式(新規) 35名 －
中期 入試方式(新規) 20名 －

農 学科(改組) 応用生物科学科、生命機能化学科、緑地環境
科学科

－

応用生物科学 前期 入試方式(新規) 30名 －
後期 入試方式(新規) 10名 －

生命機能化学 前期 入試方式(新規) 30名 －
後期 入試方式(新規) 10名 －

緑地環境科学 前期 入試方式(新規) 30名 －
後期 入試方式(新規) 10名 －

獣医 学科(改組) 獣医学科 －
獣医 前期 入試方式(新規) 35名 －

医 学科(改組) 医学科、リハビリテーション学科 －
医 前期 入試方式(新規) 75名 －
リハビリテーション
(理学療法学)

前期 入試方式(新規) 15名 －

後期 入試方式(新規) 2名 －
リハビリテーション
(作業療法学)

前期 入試方式(新規) 15名 －

後期 入試方式(新規) 2名 －
看護 学科(改組) 看護学科 －

看護 前期 入試方式(新規) 85名 －
後期 入試方式(新規) 20名 －

生活科学 学科(改組) 食栄養学科、居住環境学科、人間福祉学科 －
食栄養 前期(均等型) 入試方式(新規) 20名 －

前期(理数重点型) 入試方式(新規) 25名 －
居住環境 前期 入試方式(新規) 34名 －
人間福祉 前期 入試方式(新規) 30名 －

公 大阪市立 大学(募集停止) － 大阪市立大学
商 学部(募集停止) － 商学部

全学科 学科(募集停止) － 商学科、公共経営学科
前期 入試方式(廃止) － 198名
後期 入試方式(廃止) － 25名

経済 学部(募集停止) － 経済学部
経済 学科(募集停止) － 経済学科

前期 入試方式(廃止) － 170名
後期(高得点) 入試方式(廃止) － 30名
後期(ユニーク) 入試方式(廃止) － 15名

法 学部(募集停止) － 法学部
法 学科(募集停止) － 法学科

前期 入試方式(廃止) － 145名
後期 入試方式(廃止) － 20名

文 学部(募集停止) － 文学部
全学科 学科(募集停止) － 哲学歴史学科、人間行動学科、言語文化学

科、文化構想学科
前期 入試方式(廃止) － 125名
後期 入試方式(廃止) － 30名

理 学部(募集停止) － 理学部
数学 学科(募集停止) － 数学科

前期 入試方式(廃止) － 19名
後期 入試方式(廃止) － 8名
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設置 大学 学部 学科・専攻 日程・方式 変更内容 2022年度(変更後) 2021年度(変更前)
物理 学科(募集停止) － 物理学科

前期 入試方式(廃止) － 22名
後期 入試方式(廃止) － 7名

化学 学科(募集停止) － 化学科
前期 入試方式(廃止) － 31名

公 大阪市立 理 化学 後期 入試方式(廃止) － 5名
生物 学科(募集停止) － 生物学科

前期 入試方式(廃止) － 18名
後期 入試方式(廃止) － 7名

地球 学科(募集停止) － 地球学科
前期 入試方式(廃止) － 12名
後期 入試方式(廃止) － 5名

理科選択 学科(募集停止) － 理科選択
前期 入試方式(廃止) － 9名

工 学部(募集停止) － 工学部
機械工 学科(募集停止) － 機械工学科

前期 入試方式(廃止) － 45名
後期 入試方式(廃止) － 10名

電子・物理工 学科(募集停止) － 電子・物理工学科
前期 入試方式(廃止) － 35名
後期 入試方式(廃止) － 6名

電気情報工 学科(募集停止) － 電気情報工学科
前期 入試方式(廃止) － 39名
後期 入試方式(廃止) － 8名

化学バイオ工 学科(募集停止) － 化学バイオ工学科
前期 入試方式(廃止) － 45名
後期 入試方式(廃止) － 10名

建築 学科(募集停止) － 建築学科
前期 入試方式(廃止) － 21名
後期 入試方式(廃止) － 6名

都市 学科(募集停止) － 都市学科
前期 入試方式(廃止) － 40名
後期 入試方式(廃止) － 9名

医 学部(募集停止) － 医学部
医 学科(募集停止) － 医学科

前期(一般枠) 入試方式(廃止) － 75名
前期(大阪府指定医療
枠)

入試方式(廃止) － 5名

看護 学科(募集停止) － 看護学科
前期 入試方式(廃止) － 40名

生活科学 学部(募集停止) － 生活科学部
食品栄養科学 学科(募集停止) － 食品栄養科学科

前期 入試方式(廃止) － 27名
居住環境 学科(募集停止) － 居住環境学科

前期 入試方式(廃止) － 35名
人間福祉 学科(募集停止) － 人間福祉学科

前期 入試方式(廃止) － 33名
公 大阪府立 大学(募集停止) － 大阪府立大学

現代システ
ム科学

学部(募集停止) － 現代システム科学域

知識情報システム 学科(募集停止) － 知識情報システム学類
前期 入試方式(廃止) － 30名

環境システム 学科(募集停止) － 環境システム学類
前期(英語小論文型) 入試方式(廃止) － 63名
前期(理数型) 入試方式(廃止) － 30名

マネジメント 学科(募集停止) － マネジメント学類
前期 入試方式(廃止) － 80名

全学類 学科(募集停止) － 知識情報システム学類、環境システム学類、
マネジメント学類

後期 入試方式(廃止) － 30名
工 学部(募集停止) － 工学域

電気電子系 学科(募集停止) － 電気電子系学類
中期 入試方式(廃止) － 163名

物質化学系 学科(募集停止) － 物質化学系学類
中期 入試方式(廃止) － 150名

機械系 学科(募集停止) － 機械系学類
中期 入試方式(廃止) － 138名

生命環境科
学

学部(募集停止) － 生命環境科学域

獣医 学科(募集停止) － 獣医学類
前期 入試方式(廃止) － 35名
後期 入試方式(廃止) － 5名

応用生命科学 学科(募集停止) － 応用生命科学類
前期 入試方式(廃止) － 60名
後期 入試方式(廃止) － 20名

緑地環境科学 学科(募集停止) － 緑地環境科学類
前期 入試方式(廃止) － 30名
後期 入試方式(廃止) － 10名

理 学科(募集停止) － 理学類
前期(数学重点型) 入試方式(廃止) － 30名
前期(物理重点型) 入試方式(廃止) － 30名
前期(化学重点型) 入試方式(廃止) － 30名
前期(生物重点型) 入試方式(廃止) － 30名
後期(数学重点型) 入試方式(廃止) － 5名
後期(物理重点型) 入試方式(廃止) － 5名
後期(化学重点型) 入試方式(廃止) － 5名
後期(生物重点型) 入試方式(廃止) － 9名

地域保健 学部(募集停止) － 地域保健学域
看護 学科(募集停止) － 看護学類

前期(文系型) 入試方式(廃止) － 35名
前期(理系型) 入試方式(廃止) － 15名
後期 入試方式(廃止) － 15名

総合リハビリテーショ
ン

学科(募集停止) － 総合リハビリテーション学類

総合リハビリテーショ
ン(理学療法学)

前期 入試方式(廃止) － 16名

後期 入試方式(廃止) － 2名
総合リハビリテーショ
ン(作業療法学)

前期 入試方式(廃止) － 16名

後期 入試方式(廃止) － 2名
総合リハビリテーショ
ン(栄養療法学)

前期 入試方式(廃止) － 21名

後期 入試方式(廃止) － 2名
教育福祉 学科(募集停止) － 教育福祉学類

前期 入試方式(廃止) － 36名
後期 入試方式(廃止) － 5名

公 奈良県立 地域創造 地域創造 前期
中期

WEB出願 1/24-2/4、WEB出願必須。 －
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設置 大学 学部 学科・専攻 日程・方式 変更内容 2022年度(変更後) 2021年度(変更前)
公 島根県立 国際関係 国際関係 前期

後期
WEB出願 1/24-2/4、WEB出願可。 －

地域政策 地域政策 前期
後期

WEB出願 1/24-2/4、WEB出願可。 －

看護栄養 看護 前期(一般枠) 募集人員 25名 40名
WEB出願 1/24-2/4、WEB出願可。 －

前期(島根県地域枠) 入試方式(新規) 20名 －
健康栄養 前期 募集人員 17名 20名

WEB出願 1/24-2/4、WEB出願可。 －
人間文化 全 前期 WEB出願 1/24-2/4、WEB出願可。 －

保育教育 前期 募集人員 28名 20名
地域文化 前期 募集人員 45名 30名

選抜方法(2次配点) 面接150、合計150。 面接100、合計100。
後期 入試方式(廃止) － 10名

公 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

春入学 試験日 2/19・2/20から、指定。 2/16・2/19・2/20・2/21から、指定。

選抜方法(1次教科) 外国語・数学・国語、必須。理科・地公か
ら、1教科選択。

－

公 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

春入学 選抜方法(1次配点) 外国語200・数学200・国語200・理科(100)・
地公(100)、合計700。

－

選抜方法(2次教科) 外国語・面接・書類、必須。 外国語・数学・国語・面接・書類、必須。理
科・地公から、1教科選択。

選抜方法(2次配点) － 数学200・国語100・理科(100)・地公(100)、
合計400。

公 山陽小野田
市立山口東
京理科

全 中期 試験日 3/8。 －

工 全 前期(A方式) 選抜方法(2次配点) 数学200・理科200、合計400。 －
前期(A方式)
前期(B方式)

試験日 2/25。 －

選抜方法(2次教科) 数学・理科、必須。 －
前期(B方式) 選抜方法(2次配点) 数学300・理科300、合計600。 －
中期 選抜方法(2次教科) 数学、必須。 －

機械工 前期(A方式) 募集人員 12名 14名
前期(B方式) 募集人員 12名 14名
中期 募集人員 6名 8名

機械工
電気工

前期(B方式) 選抜方法(1次配点) 外国語100・数学100・理科50、合計250。 外国語100・数学200・理科200、合計500。

中期 選抜方法(2次配点) 数学200、合計200。 －
電気工 前期(A方式) 募集人員 12名 14名

前期(B方式) 募集人員 12名 14名
中期 募集人員 6名 8名

応用化学 前期(A方式) 募集人員 16名 20名
前期(B方式) 募集人員 16名 20名

選抜方法(1次配点) 外国語100・数学100・理科100、合計300。 外国語100・数学200・理科200、合計500。
中期 募集人員 8名 10名

選抜方法(1次配点) 外国語100・数学100・理科200、合計400。 外国語100・数学200・理科200、合計500。
選抜方法(2次配点) 数学100、合計100。 －

薬 薬 中期 募集人員 70名 90名
選抜方法(2次教科) 外国語・数学・理科、必須。 －
選抜方法(2次配点) 外国語200・数学200・理科200、合計600。 －

公 愛媛県立医
療技術

保健科学 臨床検査 前期 試験日 2/25・2/26から、指定。 2/26。

公 高知県立 文化 文化 後期 選抜方法(1次外国語) 英語(RL、R:L=4:1)。 英語(RL、R:L=4:1)。他語可。
公 長崎県立 経営 全 前期

後期
選抜方法(1次教科) 外国語・数学・国語・理科・地公、必須。 外国語・数学・国語・地公、必須。

選抜方法(1次数学) 数ⅠA・数ⅡB、必須。 数ⅠA・数ⅡBから、1科目選択。
選抜方法(1次地公) 世B・日B・地B・現社・倫理・政経・倫政か

ら、1科目選択。
世A・世B・日A・日B・地A・地B・現社・倫
理・政経・倫政から、1科目選択。

経営 前期
後期

選抜方法(1次配点) 外国語100・数学100・国語100・理科50・地
公100、合計450。

外国語200・数学100・国語200・地公100、合
計600。

後期 選抜方法(2次配点) 小論200、合計200。 小論100、合計100。
国際経営 前期

後期
選抜方法(1次配点) 外国語200・数学100・国語100・理科50・地

公50、合計500。
外国語200・数学100・国語200・地公100、合
計600。

後期 選抜方法(2次教科) 外国語、必須。 小論、必須。
選抜方法(2次配点) 外国語200、合計200。 小論100、合計100。

地域創造 全 前期(英語) 選抜方法(2次配点) 外国語300、合計300。 外国語200、合計200。
前期(英語)
前期(数学)
後期

選抜方法(1次教科) 外国語・数学・国語・理科・地公、必須。 外国語・数学・国語・地公、必須。

選抜方法(1次地公) 世B・日B・地B・現社・倫理・政経・倫政か
ら、1科目選択。

世A・世B・日A・日B・地A・地B・現社・倫
理・政経・倫政から、1科目選択。

前期(数学) 選抜方法(2次配点) 数学300、合計300。 数学200、合計200。
公共政策 前期(英語)

前期(数学)
後期

選抜方法(1次配点) 外国語200・数学100・国語200・理科50・地
公100、合計650。

外国語200・数学200・国語200・地公200、合
計800。

後期 選抜方法(2次教科) 外国語、必須。 小論、必須。
選抜方法(2次配点) 外国語300、合計300。 小論100、合計100。

実践経済 前期(英語)
前期(数学)
後期

選抜方法(1次配点) 外国語200・数学200・国語100・理科50・地
公100、合計650。

外国語200・数学200・国語200・地公200、合
計800。

後期 選抜方法(2次配点) 小論200、合計200。 小論100、合計100。
国際社会 国際社会 前期

後期
選抜方法(1次教科) 外国語・数学・国語・理科・地公、必須。 外国語・国語・地公、必須。数学・理科か

ら、1教科選択。
選抜方法(1次数学) 数ⅠA・数ⅡB、必須。 数ⅠA・数ⅡBから、1科目まで選択可。
選抜方法(1次理科) 物基・化基・生基・地基から、2科目選択。

物理・化学・生物・地学から、1科目選択。
物基・化基・生基・地基から、2科目まで選
択可。物理・化学・生物・地学から、1科目
まで選択可。

選抜方法(1次配点) 外国語100・数学100・国語100・理科50・地
公100、合計450。

外国語200・数学(100)・国語200・理科
(100)・地公100、合計600。

情報システ
ム

全 前期
後期

選抜方法(2次配点) 数学300、合計300。 数学200、合計200。

情報セキュリティ 前期
後期

選抜方法(1次配点) 外国語200・数学200・国語200・理科100・地
公50、合計750。

外国語200・数学200・国語200・理科100・地
公100、合計800。

看護栄養 看護 前期
後期

選抜方法(1次配点) 外国語100・数学100・国語100・理科50・地
公50、合計400。

外国語200・数学200・国語200・理科100・地
公100、合計800。

選抜方法(2次教科) 外国語・面接、必須。 小論・面接、必須。
選抜方法(2次配点) 外国語100・面接100、合計200。 小論200・面接100、合計300。

栄養健康 前期 選抜方法(2次配点) 理科300、合計300。 理科200、合計200。
後期 選抜方法(1次配点) 外国語100・数学100・国語100・理科100・地

公50、合計450。
外国語200・数学200・国語200・理科200・地
公100、合計900。

選抜方法(2次教科) 理科・面接、必須。 面接、必須。
選抜方法(2次配点) 理科100・面接200、合計300。 面接200、合計200。

公 沖縄県立芸
術

全 前期 WEB出願 1/24-2/4、WEB出願必須。 －

美術工芸 美術(絵画、彫刻)
デザイン工芸(工芸)

後期 WEB出願 1/24-2/4、WEB出願必須。 －
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設置 大学 学部 学科・専攻 日程・方式 変更内容 2022年度(変更後) 2021年度(変更前)
公 名桜 国際 国際 前期(A方式) 募集人員 90名 80名

前期(A方式)
前期(B方式)

選抜方法(2次教科) 外国語・小論・書類、必須。 小論・書類、必須。

選抜方法(2次配点) 外国語200・小論200・書類100、合計500。 書類100、合計100。
前期(B方式) 募集人員 35名 40名

選抜方法(1次教科) 外国語、必須。数学・国語・理科・地公か
ら、2教科選択。

外国語、必須。数学・国語・理科・地公か
ら、2科目選択。

選抜方法(1次数学) 数Ⅰ・数ⅠA・数Ⅱ・数ⅡBから、1科目まで
選択可。専門可。

数Ⅰ・数ⅠA・数Ⅱ・数ⅡBから、2科目まで
選択可。専門可。

選抜方法(1次理科) 物基・化基・生基・地基から、2科目まで選
択可。物理・化学・生物・地学から、1科目
まで選択可。

物基・化基・生基・地基から、2科目まで選
択可。物理・化学・生物・地学から、2科目
まで選択可。

選抜方法(1次地公) 世A・世B・日A・日B・地A・地B・現社・倫
理・政経・倫政から、1科目まで選択可。

世A・世B・日A・日B・地A・地B・現社・倫
理・政経・倫政から、2科目まで選択可。

選抜方法(1次配点) 外国語300・数学(200)・国語(200)・理科
(200)・地公(200)、合計700。

外国語300・数学(200)-(400)・国語(200)・
理科(200)-(400)・地公(200)-(400)、合計
700。

後期 募集人員 15名 20名
選抜方法(1次教科) 外国語、必須。数学・国語・理科・地公か

ら、2教科選択。
外国語・国語、必須。数学・理科・地公か
ら、1教科選択。

選抜方法(1次配点) 外国語300・数学(200)・国語(200)・理科
(200)・地公(200)、合計700。

外国語300・数学(200)・国語200・理科
(200)・地公(200)、合計700。

選抜方法(2次配点) 小論200・書類100、合計300。 書類100、合計100。
人間健康 看護 前期 選抜方法(2次教科) 総合・面接・書類、必須。 面接・書類、必須。

選抜方法(2次配点) 総合100・面接100・書類50、合計250。 面接100・書類100、合計200。
後期 入試方式(廃止) － 5名
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