
2021年5月21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 理 数学 総合型(フロンティア-

TypeⅡ)
入試方式(新規) 13名 －

物理 総合型(フロンティア-
TypeⅡ)

入試方式(新規) 14名 －

化学 総合型(フロンティア-
TypeⅡ)

入試方式(新規) 11名 －

生物科学(高分子機能
学)

総合型(フロンティア-
TypeⅡ)

入試方式(新規) 3名 －

医 保健(放射線技術科学) 総合型(フロンティア-
TypeⅠ)

入試方式(新規) 7名 －

保健(検査技術科学) 総合型(フロンティア-
TypeⅠ)

入試方式(新規) 10名 －

保健(理学療法学) 総合型(フロンティア-
TypeⅠ)

入試方式(新規) 4名 －

保健(作業療法学) 総合型(フロンティア-
TypeⅠ)

募集人員 7名 4名

工 応用理工系(応用物理
工学)

総合型(フロンティア-
TypeⅡ)

入試方式(新規) 15名 －

機械知能工 総合型(フロンティア-
TypeⅡ)

入試方式(新規) 5名 －

環境社会工(環境工学) 総合型(フロンティア-
TypeⅡ)

入試方式(新規) 5名 －

国 北海道教育 教育・岩見
沢校

芸スポ(芸術・スポー
ツビジネス)

総合型(自己推薦) 選抜方法([個]書類) 自己推薦書、学修計画書。 自己推薦書。

芸スポ(美術文化/美
術・デザイン)

総合型(自己推薦) 募集人員 (14)名
(他試験との合計)

5名

芸スポ(美術文化/書
画・工芸)

総合型(自己推薦) 募集人員 (14)名
(他試験との合計)

4名

芸スポ(美術文化/メ
ディア・タイムアー
ト)

総合型(自己推薦) 募集人員 (14)名
(他試験との合計)

3名

芸スポ(美術文化/美術
文化教育)

総合型(自己推薦) 募集人員 (14)名
(他試験との合計)

2名

国 東北 工 機械知能・航空工(国
際機械工学)

特別選抜(グローバル-
Ⅰ期)

入試方式(新規) 若干名 －

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/幼年期教育
創生)

学校推薦型 入試方式(新規) 若干名 －

初等教育(発達・教育/
幼児教育)

学校推薦型① 入試方式(廃止) － 2名

学校(初等/未来づくり
教育創生)

学校推薦型 入試方式(新規) 若干名 －

初等教育(発達・教育/
子ども文化)

学校推薦型① 入試方式(廃止) － 2名

学校(初等/人文・社会
教育創生)

学校推薦型 入試方式(新規) 若干名 －

初等教育(発達・教育/
教育学)

学校推薦型① 入試方式(廃止) － 4名

学校(初等/理数・自然
教育創生)

学校推薦型 入試方式(新規) 若干名 －

初等教育(発達・教育/
教育心理学)

学校推薦型① 入試方式(廃止) － 4名

初等教育(言語・社会/
国語)

学校推薦型① 入試方式(廃止) － 4名

初等教育(言語・社会/
社会)

学校推薦型① 入試方式(廃止) － 5名

初等教育(言語・社会/
英語コミュニケーショ
ン)

学校推薦型① 入試方式(廃止) － 3名

初等教育(理数・生活/
数学)

学校推薦型① 入試方式(廃止) － 4名

初等教育(理数・生活/
理科)

学校推薦型① 入試方式(廃止) － 4名

学校(芸術体育・生活
系/芸術・体育系)

総合型(地域定着枠) 入試方式(新規) 若干名 －

総合型(一般枠) 入試方式(新規) 若干名 －
初等教育(理数・生活/
情報・ものづくり)

学校推薦型① 入試方式(廃止) － 4名

初等教育(理数・生活/
家庭科)

学校推薦型① 入試方式(廃止) － 2名

学校(芸術体育・生活
系/生活系)

総合型(地域定着枠) 入試方式(新規) 若干名 －

総合型(一般枠) 入試方式(新規) 若干名 －
初等教育(芸術・体育/
音楽)

学校推薦型① 入試方式(廃止) － 3名

初等教育(芸術・体育/
美術)

学校推薦型① 入試方式(廃止) － 3名

初等教育(芸術・体育/
体育・健康)

学校推薦型① 入試方式(廃止) － 2名

中等教育(美術教育) 学校推薦型② 入試方式(廃止) － 3名
中等教育(英語教育) 学校推薦型② 入試方式(廃止) － 3名

国 秋田 国際資源 国際資源(資源政策) 学校推薦型Ⅱ 選抜方法([共]教科) 外国語・数学・国語・地公、必須。 外国語・数学・国語、必須。
選抜方法([共]配点) 外国語200・数学100・国語200・地公200、合

計700。
外国語200・数学100・国語200、合計500。

国 茨城 教育 学校教育(言語・社会
教育/社会)

学校推薦型(一般推薦) 選抜方法([個]書類) 調査書、推薦書、志望理由書、調査・研究活
動に関する報告。

調査書、推薦書、志望理由書。

理 理(化学、生物科学、
地球環境科学、学際理
学)

総合型 選抜方法([共]数学) 数ⅠA・数ⅡB、必須。 数Ⅰ・数ⅠA・数Ⅱ・数ⅡBから、2科目選
択。

農 全 学校推薦型(一般推薦) 選抜方法([個]資格) 実用英検(1950)、GTEC(960)、
TOEIC(LR+2.5SW1150)、ケンブリッジ英検
(100)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225、
CBT420)、又はTOEFL(iBT42)が出願要件。

実用英検(2級、1950)、GTEC(960)、又は
TOEIC(LR+2.5SW1150)が出願要件。

食生命科学 学校推薦型(専門高校
推薦)

選抜方法([個]資格) 実用英検(1950)、GTEC(960)、
TOEIC(LR+2.5SW1150)、ケンブリッジ英検
(100)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225、
CBT420)、又はTOEFL(iBT42)が出願要件。

実用英検(2級、1950)、GTEC(960)、又は
TOEIC(LR+2.5SW1150)が出願要件。

地域総合農 学校推薦型(専門高校
推薦)

選抜方法([個]資格) 実用英検、GTEC、TOEIC(LR+2.5SW)、ケンブ
リッジ英検、IELTS、TEAP(RLWS、CBT)、又は
TOEFL(iBT)が出願要件・外国語に得点換算。

実用英検(1400)、GTEC(270)、又は
TOEIC(LR+2.5SW320)が出願要件・外国語に得
点換算。

国 筑波 人文・文化 全 学校推薦型(推薦) 選抜方法([個]教科) 小論・面接・書類、必須。外国語、加点。 小論・面接・書類、必須。

2022年度 入試変更点 ～国公立大学(総合型選抜・学校推薦型選抜) 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 筑波 人文・文化 全 学校推薦型(推薦) 選抜方法([個]資格) CEFR(B1)で考慮。 －

日本語・日本文化 学校推薦型(推薦) 出願要件(現役・既
卒)

現役・既卒 現役

社会・国際 全 学校推薦型(推薦) 選抜方法([個]教科) 小論・面接・書類、必須。外国語、加点。 小論・面接・書類、必須。
社会 学校推薦型(推薦) 選抜方法([個]資格) CEFR(B1)で考慮。 －
国際総合 学校推薦型(推薦) 選抜方法([個]資格) CEFR(B2)で考慮。 －

人間 教育
障害科学

学校推薦型(推薦) 選抜方法([個]教科) 小論・面接・書類、必須。外国語、加点。 小論・面接・書類、必須。

選抜方法([個]資格) CEFR(B1)で考慮。 －
心理 学校推薦型(推薦-共通

テストを課す)
選抜方法([個]教科) 小論・面接・書類、必須。外国語、加点。 小論・面接・書類、必須。

選抜方法([個]資格) CEFR(B1)で考慮。 －
生命環境 全 学校推薦型(推薦) 選抜方法([個]教科) 小論・面接・書類、必須。外国語、加点。 小論・面接・書類、必須。

選抜方法([個]資格) CEFR(B1)で考慮。 －
生物資源 学校推薦型(推薦-専門

高校・総合学科特別)
選抜方法([個]教科) 小論・面接・書類、必須。外国語、加点。 小論・面接・書類、必須。

選抜方法([個]資格) CEFR(B1)で考慮。 －
理工 全 学校推薦型(推薦) 選抜方法([個]教科) 小論・面接・書類、必須。外国語、加点。 小論・面接・書類、必須。

選抜方法([個]資格) CEFR(B1)で考慮。 －
情報 全 学校推薦型(推薦) 選抜方法([個]教科) 小論・面接・書類、必須。外国語、加点。 小論・面接・書類、必須。

選抜方法([個]資格) CEFR(B1)で考慮。 －
医 医 学校推薦型(推薦)

学校推薦型(推薦-地域
枠)

選抜方法([個]教科) 小論・総合・面接・書類、必須。外国語、加
点。

小論・総合・面接・書類、必須。

選抜方法([個]資格) CEFR(C1)で考慮。 －
看護
医療科学

学校推薦型(推薦) 選抜方法([個]教科) 小論・面接・書類、必須。外国語、加点。 小論・面接・書類、必須。

選抜方法([個]資格) CEFR(B1)で考慮。 －
体育専門 学校推薦型(推薦) 選抜方法([個]教科) 小論・実技・面接・書類、必須。外国語、加

点。
小論・実技・面接・書類、必須。

選抜方法([個]資格) CEFR(B1)で考慮。 －
芸術専門 学校推薦型(推薦) 選抜方法([個]教科) 実技・面接・書類、必須。外国語、加点。 実技・面接・書類、必須。

選抜方法([個]資格) CEFR(B1)で考慮。 －
国 宇都宮 地域デザイ

ン科学
社会基盤デザイン 一般総合型 募集人員 5名 4名

専門高校総合型 入試方式(廃止) － 1名
共同教育 学校教育(自然科学/理

科)
学校推薦型Ⅰ(一般推
薦A)

選抜方法([個]教科) 小論・面接・書類、必須。 実技・面接・書類、必須。

国 群馬 医 医 学校推薦型(一般枠)
学校推薦型(地域医療
枠)

選抜方法([共]教科) 外国語・数学・国語・理科・地公、必須。 －

選抜方法([共]配点) 外国語200・数学200・国語200・理科200・地
公100、合計900。

－

国 埼玉 教育 学校教育(小学校/音楽
教育、中学校/芸術/音
楽)

学校推薦型 選抜方法([個]教科) 実技・面接・書類、必須。 実技・書類、必須。

経済 経済 学科(新設) 経済学科 －
総合型 入試方式(新規) 若干名 －

国 お茶の水女
子

生活科学 人間・環境科学 総合型(新フンボルト) 選抜方法([個]教科) 小論・面接・書類、必須。 面接・書類、必須。

国 東京医科歯
科

歯 歯 特別Ⅰ(学校推薦型) 選抜方法([共]教科) 外国語・数学・国語・理科・地公、必須。 －

選抜方法([共]配点) 外国語－・数学－・国語－・理科－・地公
－、合計－。

－

国 東京海洋 海洋工 流通情報工 総合型(A一般) 募集人員 7名 5名
国 東京学芸 教育 初等教育教員養成(も

のづくり技術)
学校推薦型 募集人員 2名 3名

中等教育教員養成(保
健体育)

学校推薦型 選抜方法([個]配点) 小論100・実技100・面接100、合計300。 小論75・実技150・面接75、合計300。

国 東京農工 工 生命工 学校推薦型 募集人員 7名 5名
総合型(SAIL) 募集人員 7名 5名

機械システム工 学校推薦型 募集人員 8名 10名
総合型(SAIL) 入試方式(新規) 5名 －

国 富山 医 医 総合型Ⅱ 入試方式(新規) 10名 －
国 金沢 融合 先導 KUGS特別(総合型Ⅱ) 募集人員 6名 2名

KUGS特別(英語総合Ⅱ) 募集人員 若干名 2名
観光デザイン 学科(新設) 観光デザイン学類 －

KUGS特別(総合型Ⅱ) 入試方式(新規) 若干名 －
KUGS特別(英語総合Ⅱ) 入試方式(新規) 若干名 －
超然特別(AlympiadⅠ) 入試方式(新規) 若干名 －
超然特別(超然文学) 入試方式(新規) 若干名 －

人間社会 学校教育(美術教育) KUGS特別(総合型Ⅱ-専
修枠)

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

外国語・国語から、1教科選択。数学・理
科・地公から、1教科選択。

選抜方法([共]配点) 外国語200・数学(200)・国語(200)・理科
(200)・地公(200)、合計400。

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

医薬保健 医 超然特別(AlympiadⅡ) 入試方式(新規) 若干名 －
国 福井 教育 学校教育(初等教育) 学校推薦型Ⅰ(地域枠) 入試方式(新規) 6名 －

学校推薦型Ⅱ(面接型-
総合)

募集人員 10名 16名

学校推薦型Ⅱ(面接型-
特別支援)

入試方式(新規) 5名 －

学校教育(中等教育) 学校推薦型Ⅰ(地域枠) 入試方式(新規) 4名 －
学校推薦型Ⅱ(面接型-
総合)

募集人員 4名 6名

国 静岡 工 機械工 共通テストを課さない
総合型(全学科枠)

出願要件(全体学習成
績)

3.8 －

電気電子工
電子物質科学

共通テストを課す学校
推薦型

選抜方法([共]理科) 物理・化学、必須。 物理・化学・生物・地学から、2科目選択。

電気電子工
電子物質科学
化学バイオ工
数理システム工

共通テストを課す学校
推薦型

選抜方法([共]数学) 数ⅠA・数ⅡB、必須。 数ⅠA・数ⅡB、必須。専門可。

国 名古屋工業 工/夜間主 基幹工学教育 学科(新設) 基幹工学教育課程 －
基幹工学教育(電気・
機械工学)

学校推薦型 入試方式(新規) 若干名 －

総合型 入試方式(新規) 若干名 －
基幹工学教育(環境都
市工学)

学校推薦型 入試方式(新規) 若干名 －

総合型 入試方式(新規) 若干名 －
国 滋賀 教育 学校教育教員養成(初

等教育、中等教育/国
語)

学校推薦型(一般推薦-
区分A)

選抜方法([個]配点) 小論－・実技－・面接80、合計200。 小論－・実技－・面接100、合計200。

国 京都工芸繊
維

工芸科学 応用生物学(一般)
応用化学(一般)

ダビンチ(総合型)(一
般)

選抜方法([個]配点) 小論500・面接200・書類100、合計800。 小論200・面接100・書類100、合計400。

応用生物学(一般) ダビンチ(総合型)(グ
ローバル)

選抜方法([個]配点) 外国語200・小論300・面接200・書類100、合
計800。

外国語100・小論150・面接50・書類100、合
計400。

応用生物学(地域創生
Tech Program)

学校推薦型(地域) 入試方式(新規) 1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 京都工芸繊

維
工芸科学 応用生物学(地域創生

Tech、Program)
ダビンチ(総合型)(一
般)
ダビンチ(総合型)(地
域)

選抜方法([個]配点) 小論500・面接200・書類100、合計800。 小論250・面接50・書類100、合計400。

応用化学(一般)
電子システム工学(一
般)
情報工学(一般)
機械工学(一般)
デザイン・建築学(一
般)

ダビンチ(総合型)(グ
ローバル)

選抜方法([個]教科) 外国語・小論・面接・書類、必須。 外国語・小論・書類、必須。

応用化学(一般) ダビンチ(総合型)(グ
ローバル)

選抜方法([個]配点) 外国語200・小論300・面接200・書類100、合
計800。

外国語150・小論150・書類100、合計400。

応用化学(地域創生
Tech Program)

学校推薦型(地域) 入試方式(新規) 3名 －

応用化学(地域創生
Tech、Program)

ダビンチ(総合型)(一
般)
ダビンチ(総合型)(地
域)

選抜方法([個]配点) 小論500・面接200・書類100、合計800。 小論300・書類100、合計400。

応用化学(地域創生
Tech、Program)
電子システム工学(地
域創生Tech、Program)
情報工学(地域創生
Tech、Program)
機械工学(地域創生
Tech、Program)
デザイン・建築学(地
域創生Tech、Program)

ダビンチ(総合型)(一
般)
ダビンチ(総合型)(地
域)

選抜方法([個]教科) 小論・面接・書類、必須。 小論・書類、必須。

電子システム工学(一
般)

ダビンチ(総合型)(一
般)

選抜方法([個]配点) 小論500・面接400・書類100、合計1000。 小論150・面接150・書類100、合計400。

ダビンチ(総合型)(グ
ローバル)

選抜方法([個]配点) 外国語200・小論300・面接400・書類100、合
計1000。

外国語150・小論150・書類100、合計400。

電子システム工学(地
域創生Tech Program)

学校推薦型(地域) 入試方式(新規) 1名 －

電子システム工学(地
域創生Tech、Program)

ダビンチ(総合型)(一
般)
ダビンチ(総合型)(地
域)

選抜方法([個]配点) 小論500・面接400・書類100、合計1000。 小論300・書類100、合計400。

情報工学(一般) ダビンチ(総合型)(一
般)

選抜方法([個]配点) 小論700・面接400・書類100、合計1200。 小論200・面接100・書類100、合計400。

ダビンチ(総合型)(グ
ローバル)

選抜方法([個]配点) 外国語200・小論500・面接400・書類100、合
計1200。

外国語100・小論200・書類100、合計400。

情報工学(地域創生
Tech Program)

学校推薦型(地域) 入試方式(新規) 1名 －

情報工学(地域創生
Tech、Program)

ダビンチ(総合型)(一
般)
ダビンチ(総合型)(地
域)

選抜方法([個]配点) 小論700・面接400・書類100、合計1200。 小論300・書類100、合計400。

機械工学(一般) ダビンチ(総合型)(一
般)

選抜方法([個]教科) 小論・面接・書類、必須。 面接・書類、必須。

選抜方法([個]配点) 小論500・面接600・書類100、合計1200。 面接300・書類100、合計400。
機械工学(一般)
デザイン・建築学(一
般)

ダビンチ(総合型)(グ
ローバル)

選抜方法([個]配点) 外国語200・小論300・面接600・書類100、合
計1200。

外国語100・小論200・書類100、合計400。

機械工学(地域創生
Tech Program)

学校推薦型(地域) 入試方式(新規) 2名 －

機械工学(地域創生
Tech、Program)
デザイン・建築学(地
域創生Tech、Program)

ダビンチ(総合型)(一
般)
ダビンチ(総合型)(地
域)

選抜方法([個]配点) 小論500・面接600・書類100、合計1200。 小論300・書類100、合計400。

デザイン・建築学(一
般)

ダビンチ(総合型)(一
般)

選抜方法([個]配点) 小論500・面接600・書類100、合計1200。 小論150・面接150・書類100、合計400。

デザイン・建築学(地
域創生Tech Program)

学校推薦型(地域) 入試方式(新規) 2名 －

国 大阪教育 教育 初等教育(小学校教育) 共通テストを課す学校
推薦型(特別枠)

入試方式(新規) 5名 －

教育協働(グローバル
教育/英語コミュニ
ケーション)

共通テストを課す学校
推薦型

募集人員 10名 8名

教育協働(スポーツ科
学)

共通テストを課さない
学校推薦型

選抜方法([個]教科) 小論・実技・面接・書類、必須。外国語、加
点。

小論・実技・面接・書類、必須。

選抜方法([個]資格) 英語資格で全体に加点。 －
国 神戸 国際人間科

学
発達コミュニティ 総合型(スポーツ科学) 選抜方法([共]教科) 外国語・数学・国語、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([共]配点) 外国語134・数学133・国語133、合計400。 外国語45・数学44・国語45・理科22-(44)・

地公22-(44)、合計200。
選抜方法([個]配点) 総合150・実技100・面接100・書類50、合計

400。
総合150・実技150・面接150・書類50、合計
500。

環境共生 志特別(総合型) 選抜方法([個]配点) 小論－・総合350・面接100・書類100・その
他－、合計700。

小論－・総合350・面接150・書類100・その
他－、合計750。

海事科学 学部(募集停止) － 海事科学部
グローバル輸送科学 学科(募集停止) － グローバル輸送科学科
グローバル輸送科学
(航海マネジメント)

志特別(総合型) 入試方式(廃止) － 10名

グローバル輸送科学
(ロジスティクス)

志特別(総合型) 入試方式(廃止) － 2名

海洋安全システム科学 学科(募集停止) － 海洋安全システム科学科
志特別(総合型) 入試方式(廃止) － 3名

海洋政策科
学

海洋政策科学 学科(新設) 海洋政策科学科 －

海洋政策科学(海洋基
礎科学、海洋応用科
学、海洋ガバナンス)

志特別(文系科目重視
型)

入試方式(新規) (5)名
(他試験との合計)

－

志特別(理系科目重視
型)

入試方式(新規) (5)名
(他試験との合計)

－

海洋政策科学(海技ラ
イセンスコース航海
学、海技ライセンス
コース機関学)

志特別(文系科目重視
型)

入試方式(新規) (10)名
(他試験との合計)

－

志特別(理系科目重視
型)

入試方式(新規) (10)名
(他試験との合計)

－

国 奈良女子 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

情報衣環境学(衣環境
学)

学校推薦型 入試方式(廃止) － 5名

総合型(探究力Q) 入試方式(廃止) － (11)名
(他試験との合計)

国 和歌山 経済 経済 学校推薦型(簿記) 入試方式(新規) 6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 岡山 理 学部(募集停止) － 理学部

物理 学科(募集停止) － 物理学科
総合型(物理チャレン
ジ)

入試方式(廃止) － 3名

国 広島 理 地球惑星システム 総合型(Ⅰ型-共通テス
トを課さない-一般型)

選抜方法([個]教科) 面接・書類、必須。 総合・面接・書類、必須。

選抜方法([個]配点) － 総合－、合計－。
医 医 学校推薦型(ふるさと

枠)
選抜方法([個]配点) 面接300・書類100、合計400。 面接200・書類100、合計300。

歯 口腔健康科学(口腔工
学)

総合型(Ⅱ型-共通テス
トを課す)

選抜方法([共]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([共]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([共]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([共]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 機械・輸送・材料・エ
ネルギー

総合型(Ⅱ型-共通テス
トを課す)

選抜方法([個]教科) 総合・面接・書類、必須。外国語、加点。 小論・面接・書類、必須。外国語、加点。

選抜方法([個]配点) 外国語(20)・総合200・面接100・書類30、合
計350。

外国語(20)・小論200・面接100・書類30、合
計350。

応用化学・生物工学・
化学工学

総合型(Ⅱ型-共通テス
トを課す)

選抜方法([個]配点) 外国語(10)・小論50・面接50・書類90、合計
200。

外国語(10)・小論200・面接100・書類90、合
計400。

国 山口 教育 学校教育(小学校教育/
小学校総合)

学校推薦型Ⅱ 募集人員 15名 10名

総合型 募集人員 10名 20名
国 徳島 総合科学 社会総合科学 学校推薦型Ⅰ(英語能

力重視型)
選抜方法([個]資格) 実用英検(1950)、TOEIC(LR550)、

TOEFL(iBT42)、IELTS(4.0)、又はケンブリッ
ジ英検(140)他が出願要件。

実用英検(1950)、TOEIC(LR500)、
TOEFL(iBT52)、又はIELTS(4.5)他が出願要
件。

理工 理工(応用理数) 学校推薦型Ⅱ 入試方式(廃止) － 15名
理工(数理科学) 学校推薦型Ⅱ 入試方式(新規) 6名 －
理工(自然科学) 学校推薦型Ⅱ 入試方式(新規) 9名 －

生物資源産
業

生物資源産業 学校推薦型Ⅱ 選抜方法([個]配点) 面接200・書類150、合計350。 面接300・書類300、合計600。

国 香川 創造工 創造工(造形・メディ
アデザイン)

総合型Ⅰ 選抜方法([個]書類) 志望理由書、調査書、課題に対するレポー
ト。

志望理由書、活動歴調査書。

創造工(造形・メディ
アデザイン、建築・都
市環境、防災・危機管
理)

総合型Ⅰ 選抜方法([個]配点) 面接480・書類120、合計600。 面接300、合計300。

創造工(建築・都市環
境)

総合型Ⅰ 募集人員 6名 12名

創造工(建築・都市環
境、防災・危機管理)

総合型Ⅰ 選抜方法([個]書類) 志望理由書、調査書、課題に対するレポー
ト。

志望理由書、課題に対するレポート。

創造工(防災・危機管
理)

学校推薦型Ⅱ 募集人員 4名 5名

創造工(情報システ
ム・セキュリティ)

学校推薦型Ⅱ 募集人員 7名 5名

総合型Ⅰ 選抜方法([個]配点) 面接480・書類120、合計600。 面接270、合計270。
創造工(情報システ
ム・セキュリティ、情
報通信、機械システ
ム)

総合型Ⅰ 選抜方法([個]書類) 志望理由書、調査書、課題に対するレポー
ト。

志望理由書。

創造工(情報通信) 総合型Ⅰ 選抜方法([個]配点) 面接480・書類120、合計600。 面接250、合計250。
創造工(機械システム) 総合型Ⅰ 選抜方法([個]配点) 小論240・面接240・書類120、合計600。 小論150・面接150、合計300。
創造工(先端マテリア
ル科学)

総合型Ⅰ 選抜方法([個]配点) 面接480・書類120、合計600。 面接350、合計350。

選抜方法([個]書類) 志望理由書、調査書、課題に対するレポー
ト。

志望理由書、自由研究の概要。

国 愛媛 工 工(化学・生命科学) 学校推薦型Ⅱ 募集人員 7名 5名
国 高知 医 看護 学校推薦型Ⅰ 選抜方法([個]教科) 小論・面接・書類、必須。 総合・面接・書類、必須。

選抜方法([個]配点) 面接25、合計25。 総合－・面接－、合計－。
出願要件(全体学習成
績)

4.0 3.8

地域協働 地域協働 総合型Ⅰ 選抜方法([個]教科) 面接・書類・その他、必須。 小論・面接・書類・その他、必須。
選抜方法([個]配点) 面接100・その他200、合計300。 小論100・面接100・その他200、合計400。
選抜方法([個]書類) － 志望理由書。

国 九州 歯 歯 学校推薦型 選抜方法([個]教科) 面接・書類、必須。 小論・面接・書類、必須。
選抜方法([個]配点) 面接200・書類100、合計300。 小論200・面接100・書類100、合計400。

総合型 入試方式(新規) 8名 －
国 佐賀 経済 全 学校推薦型Ⅰ(普通科

又はこれに準ずる科-
11月)

選抜方法([個]教科) 小論・総合・面接・書類、必須。外国語、加
点。

小論・面接・書類、必須。外国語、加点。

選抜方法([個]配点) 外国語(－)・小論－・総合－、合計－。 外国語(20)・小論100、合計－。
経済
経営

学校推薦型Ⅰ(商業系
の科・情報系の科及び
総合学科-11月)

選抜方法([個]教科) 小論・総合・面接・書類、必須。外国語、加
点。

小論・面接・書類、必須。外国語、加点。

選抜方法([個]配点) 外国語(－)・小論－・総合－、合計－。 外国語(40)・小論100、合計－。
国 長崎 医 保健(看護学) 学校推薦型Ⅱ(①一般

推薦枠)
募集人員 12名 8名

保健(作業療法学) 学校推薦型Ⅱ(①一般
推薦枠)

募集人員 3名 2名

歯 歯 総合型Ⅱ 入試方式(新規) 7名 －
工 工(機械工学) 学校推薦型Ⅱ 募集人員 7名 6名

総合型Ⅰ(B) 募集人員 8名 7名
工(電気電子工学) 学校推薦型Ⅱ 募集人員 6名 4名

総合型Ⅰ(B) 募集人員 9名 8名
工(化学・物質工学) 学校推薦型Ⅱ 募集人員 8名 4名

総合型Ⅰ(B) 募集人員 5名 3名
国 熊本 文 コミュニケーション情

報
学校推薦型Ⅰ(共通テ
ストを課さない)

募集人員 5名 4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)

学校推薦型Ⅱ(共通テ
ストを課す-一般枠)

募集人員 10名 30名

学校推薦型Ⅱ(共通テ
ストを課す-地域枠)

入試方式(新規) 10名 －

学校推薦型Ⅱ(共通テ
ストを課す-理数枠)

入試方式(新規) 10名 －

学校(初等・中等教育/
実技系/音楽)

学校推薦型Ⅱ(共通テ
ストを課す)

入試方式(新規) 3名 －

学校(初等・中等教育/
実技系/美術)

学校推薦型Ⅱ(共通テ
ストを課す)

入試方式(新規) 1名 －

学校(初等・中等教育/
実技系/保健体育)

学校推薦型Ⅱ(共通テ
ストを課す)

入試方式(新規) 3名 －

学校(初等・中等教育/
実技系/技術)

学校推薦型Ⅱ(共通テ
ストを課す)

募集人員 1名 2名

学校(初等・中等教育/
実技系/家庭)

学校推薦型Ⅱ(共通テ
ストを課す)

選抜方法([個]書類) 推薦書、志望理由書。 推薦書。
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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 熊本 医 医 学校推薦型Ⅱ(共通テ

ストを課す-一般枠)
募集人員 5名 15名

学校推薦型Ⅱ(共通テ
ストを課す-地域枠)

募集人員 8名 5名

学校推薦型Ⅱ(共通テ
ストを課す-熊本みら
い医療枠)

入試方式(新規) 10名 －

薬 薬 学校推薦型Ⅱ(共通テ
ストを課す)

募集人員 15名 10名

国 大分 教育 学校教育教員養成(初
等中等教育)

総合型Ⅱ(共通テスト
を課す)

入試方式(新規) 10名 －

国 宮崎 教育 学校(小中/小学校主
免)

共通テストを課す学校
推薦型

入試方式(廃止) － 12名

共通テストを課す学校
推薦型(宮崎県教員希
望枠)

入試方式(新規) 15名 －

学校(小中/中学校主
免)

共通テストを課す学校
推薦型

入試方式(新規) 7名 －

学校(小中/中学校主免
/技術)

共通テストを課さない
学校推薦型(専門学科
枠)

入試方式(廃止) － 2名

学校(小中/中学校主免
/技術以外)

共通テストを課さない
学校推薦型(専門学科
枠)

入試方式(廃止) － 1名

学校(小中/中学校主免
/家庭)

共通テストを課す総合
型

入試方式(廃止) － 2名

学校(小中/中学校主免
/英語)

共通テストを課す総合
型

入試方式(廃止) － 2名

医 医 共通テストを課す学校
推薦型(一般枠)

入試方式(廃止) － 15名

共通テストを課す学校
推薦型(全国地域枠推
薦)

入試方式(新規) 15名 －

国 鹿児島 理 理(数理情報科学) 総合型(AO型) 選抜方法([個]配点) 総合300・面接100、合計400。 総合200・面接100、合計300。
共同獣医 獣医 総合型(自己推薦型) 募集人員 6名 4名

国 琉球 医 医 学校推薦型Ⅱ(共通テ
ストを課す-地域枠)

募集人員 (5)名
(他試験との合計)

14名

学校推薦型Ⅱ(共通テ
ストを課す-離島・北
部枠)

募集人員 (5)名
(他試験との合計)

3名

公 札幌医科 医 医 学校推薦型(先進研修
連携枠(ATOP-M))
学校推薦型(特別枠)

選抜方法([共]配点) 外国語200・数学200・国語200・理科200・地
公100、合計**400。
**配点合計を圧縮。

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

学校推薦型(特別枠) 選抜方法([個]配点) 総合400・面接400・書類100、合計900。 総合500・面接400・書類300、合計1200。
公 宮城 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 福島県立医

科
医 医 総合型 入試方式(新規) 5名 －

公 高崎経済 経済 全学科 学校推薦型(全国推薦) 募集人員 50名 45名
学校推薦型(商業等推
薦)

募集人員 15名 20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 学校推薦型 入試方式(廃止) － 4名
総合型A 入試方式(廃止) － 6名

建築・都市・環境工 学校推薦型 入試方式(新規) 若干名 －
総合型 入試方式(新規) 若干名 －

建築 学校推薦型 入試方式(廃止) － 4名
総合型A 入試方式(廃止) － 7名

情報・生命工 学校推薦型 入試方式(新規) 若干名 －
総合型 入試方式(新規) 若干名 －

生命情報 学校推薦型 入試方式(廃止) － 4名
総合型A 入試方式(廃止) － 6名

システム生体工 学校推薦型 入試方式(廃止) － 4名
総合型A 入試方式(廃止) － 6名

生物工 学校推薦型 入試方式(廃止) － 4名
総合型A 入試方式(廃止) － 6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

学校推薦型 入試方式(廃止) － 4名
総合型B 入試方式(廃止) － 4名

公 東京都立 人文社会 人間社会 学校推薦型(一般推薦) 選抜方法([共]外国
語)

英語(RL、R:L=4:1)。他語可。 英語(RL、R:L=1:1)。他語可。

選抜方法([共]配点) 外国語300・数学100-(200)・国語100・理科
100・地公100-(200)、合計800。

外国語－・数学－-(－)・国語－・理科－・
地公－-(－)、合計－。

選抜方法([個]教科) 小論・面接・書類、必須。 外国語・小論・面接・書類、必須。
選抜方法([個]資格) － CEFR(A2)が出願要件。

人文 学校推薦型(一般推薦) 選抜方法([個]教科) 外国語・面接・書類、必須。 面接・書類、必須。
選抜方法([個]資格) CEFR(A2)等が出願要件・書類に考慮。 －

健康福祉 看護 ゼミナール 入試方式(新規) 1名 －
看護
理学療法
作業療法

学校推薦型(一般推薦) 選抜方法([個]教科) 小論・面接・書類、必須。 面接・書類、必須。

理学療法 ゼミナール 入試方式(新規) 1名 －
作業療法 ゼミナール 入試方式(新規) 2名 －
放射線 学校推薦型(一般推薦) 募集人員 7名 4名

選抜方法([個]教科) 外国語・小論・面接・書類、必須。 面接・書類、必須。
選抜方法([個]資格) CEFR(A2)が出願要件。 －

公 横浜市立 国際商 国際商 科学オリンピック特別 選抜方法([個]資格) TOEFL(iBT54、PBT480)、TOEIC(LR550)、実用
英検(2級・2200)、GTEC(1070)、又は
IELTS(5.0)が出願要件。
TOEFL(iBT80)、TOEIC(LR800)、実用英検(準1
級)、又はIELTS(AM6.0)で全体に加点。

TOEFL(iBT48、PBT460)、TOEIC(LR500)、実用
英検(2級)、GTEC(1000)、又はIELTS(AM4.5)
が出願要件。
TOEFL(iBT80)、TOEIC(LR800)、実用英検(準1
級)、又はIELTS(AM6.0)で全体に加点。

理 理 科学オリンピック特別 選抜方法([個]資格) [コンテスト2種]TOEFL(iBT54、PBT480)、
TOEIC(LR550)、実用英検(2級・2200)、
GTEC(1070)、又はIELTS(5.0)が出願要件・書
類に得点換算。
[コンテスト1種]TOEFL(iBT61、PBT500)、
TOEIC(LR600)、IELTS(AM5.0)、GTEC(1140)、
又は実用英検(準1級)が出願要件・書類に得
点換算。TOEFL(iBT80)、TOEIC(LR800)、実用
英検(準1級)、又はIELTS(AM6.0)で全体に加
点。

[コンテスト2種]TOEFL(iBT48、PBT460)、
TOEIC(LR500)、IELTS(AM4.5)、GTEC(1000)、
又は実用英検(2級)が出願要件・書類に得点
換算。
[コンテスト1種]TOEFL(iBT61、PBT500)、
TOEIC(LR600)、IELTS(AM5.0)、GTEC(1140)、
又は実用英検(準1級)が出願要件・書類に得
点換算。TOEFL(iBT80)、TOEIC(LR800)、実用
英検(準1級)、又はIELTS(AM6.0)で全体に加
点。

データサイ
エンス

データサイエンス 科学オリンピック特別 選抜方法([個]資格) TOEFL(iBT54、PBT480)、TOEIC(LR550)、実用
英検(2級・2200)、GTEC(1070)、又は
IELTS(5.0)が出願要件。
TOEFL(iBT80)、TOEIC(LR800)、実用英検(準1
級)、又はIELTS(AM6.0)で全体に加点。

TOEFL(iBT48、PBT460)、TOEIC(LR500)、実用
英検(2級)、GTEC(1000)、又はIELTS(AM4.5)
が出願要件。
TOEFL(iBT80)、TOEIC(LR800)、実用英検(準1
級)、又はIELTS(AM6.0)で全体に加点。

公 石川県立看
護

看護 看護 学校推薦型 選抜方法([個]書類) 活動報告書、推薦書。 志願理由書、推薦書。
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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 都留文科 教養 地域社会 学校推薦型(全国)

学校推薦型(山梨県)
学校推薦型(都留市)

選抜方法([個]教科) 小論・書類、必須。外国語、加点。 小論・書類、必須。

選抜方法([個]資格) 実用英検、TOEFL(iBT)、TOEIC(LR、
Bridge)、又はGTEC他で考慮。

－

文 比較文化 学校推薦型(全国)
学校推薦型(山梨県)
学校推薦型(都留市)
共通テスト学校推薦型

選抜方法([個]資格) 実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、
TOEIC(LR490、Bridge155)、IELTS、
TEAP(RLWS、CBT)、ケンブリッジ英検、又は
GTEC(960)他で書類に考慮。

実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、
TOEIC(LR490、Bridge155)、又はGTEC(960)で
書類に考慮。

公 静岡県立 看護 看護 共通テストを免除する
学校推薦型

選抜方法([個]配点) 総合100・面接300、合計400。 総合100・面接100、合計200。

公 愛知県立 情報科学 情報科学 学校推薦型(共通テス
トを課す-全国枠-普理
等枠)

出願要件(地域) － 愛知県

公 愛知県立芸
術

美術 美術 総合型 選抜方法([個]配点) 小論400・面接600・書類2000、合計3000。 小論400・面接600・書類1000、合計2000。

デザイン・工芸(デザ
イン)

総合型 募集人員 8名 10名

デザイン・工芸(メ
ディア映像)

総合型 入試方式(新規) 若干名 －

公 滋賀県立 環境科学 環境生態 学校推薦型A
学校推薦型C

選抜方法([共]国語) 国語(現)。 国語(現古漢)。

公 京都府立 文 欧米言語文化 学校推薦型(府内)
学校推薦型(全国)

選抜方法([個]配点) 小論250・書類50、合計300。 小論350・書類50、合計400。

歴史 学校推薦型(府内)
学校推薦型(全国)

選抜方法([個]教科) 小論・総合・書類、必須。 小論・書類、必須。

選抜方法([個]配点) 小論100・総合100・書類30、合計230。 小論200・書類30、合計230。
公 大阪公立 大学(新設・改組) 大阪公立大学 (大阪市立大学・大阪府立大学)

現代システ
ム科学

学部(新設) 現代システム科学域 －

知識情報システム 学科(新設) 知識情報システム学類 －
学校推薦型(文系型) 入試方式(新規) 5名 －
学校推薦型(理系型) 入試方式(新規) 5名 －

環境社会システム 学科(新設) 環境社会システム学類 －
学校推薦型 入試方式(新規) 20名 －

教育福祉 学科(新設) 教育福祉学類 －
学校推薦型 入試方式(新規) 9名 －
総合型 入試方式(新規) 6名 －

心理 学科(新設) 心理学類 －
学校推薦型 入試方式(新規) 5名 －

全学類 学科(新設) 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

－

スーパーサイエンスハ
イスクール(SSH)特別

入試方式(新規) 若干名 －

経済 学部(新設) 経済学部 －
経済 学科(新設) 経済学科 －

学校推薦型(英語重点
型)

入試方式(新規) 38名 －

学校推薦型(数学重点
型)

入試方式(新規) 22名 －

商 学部(新設) 商学部 －
商、公共経営 学科(新設) 商学科、公共経営学科 －

学校推薦型(商業科等
対象)

入試方式(新規) 8名 －

学校推薦型(普通科対
象-英語重点型)

入試方式(新規) 25名 －

学校推薦型(普通科対
象-数学重点型)

入試方式(新規) 15名 －

特別(専門・総合卒業
生特別)

入試方式(新規) 6名 －

理 学部(新設) 理学部 －
物理 学科(新設) 物理学科 －

学校推薦型 入試方式(新規) 7名 －
化学 学科(新設) 化学科 －

学校推薦型 入試方式(新規) 12名 －
生物 学科(新設) 生物学科 －

学校推薦型 入試方式(新規) 9名 －
地球 学科(新設) 地球学科 －

学校推薦型 入試方式(新規) 4名 －
生物化学 学科(新設) 生物化学科 －

学校推薦型 入試方式(新規) 5名 －
工 学部(新設) 工学部 －

海洋システム工 学科(新設) 海洋システム工学科 －
総合型(大阪府内枠) 入試方式(新規) 1名 －
総合型(全国枠) 入試方式(新規) 3名 －

機械工 学科(新設) 機械工学科 －
学校推薦型 入試方式(新規) 3名 －

都市 学科(新設) 都市学科 －
総合型 入試方式(新規) 4名 －
学校推薦型 入試方式(新規) 1名 －

電子物理工 学科(新設) 電子物理工学科 －
学校推薦型 入試方式(新規) 3名 －

応用化学 学科(新設) 応用化学科 －
学校推薦型 入試方式(新規) 3名 －

マテリアル工 学科(新設) マテリアル工学科 －
学校推薦型 入試方式(新規) 3名 －

化学バイオ工 学科(新設) 化学バイオ工学科 －
学校推薦型 入試方式(新規) 2名 －

農 学部(新設) 農学部 －
応用生物科学 学科(新設) 応用生物科学科 －

学校推薦型(大阪府内
枠)

入試方式(新規) 5名 －

学校推薦型(全国枠) 入試方式(新規) 5名 －
生命機能化学 学科(新設) 生命機能化学科 －

学校推薦型(大阪府内
枠)

入試方式(新規) 5名 －

学校推薦型(全国枠) 入試方式(新規) 5名 －
緑地環境科学 学科(新設) 緑地環境科学科 －

学校推薦型(大阪府内
枠)

入試方式(新規) 4名 －

学校推薦型(全国枠) 入試方式(新規) 6名 －
獣医 学部(新設) 獣医学部 －

獣医 学科(新設) 獣医学科 －
学校推薦型 入試方式(新規) 5名 －

医 学部(新設) 医学部 －
医 学科(新設) 医学科 －

学校推薦型 入試方式(新規) 10名 －
総合型 入試方式(新規) 5名 －

リハビリテーション 学科(新設) リハビリテーション学科 －
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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 大阪公立 医 リハビリテーション

(理学療法学)
学校推薦型(大阪府内
枠)

入試方式(新規) 3名 －

学校推薦型(全国枠) 入試方式(新規) 5名 －
リハビリテーション
(作業療法学)

学校推薦型(大阪府内
枠)

入試方式(新規) 3名 －

学校推薦型(全国枠) 入試方式(新規) 5名 －
看護 学部(新設) 看護学部 －

看護 学科(新設) 看護学科 －
学校推薦型 入試方式(新規) 55名 －

生活科学 学部(新設) 生活科学部 －
食栄養 学科(新設) 食栄養学科 －

学校推薦型(大阪府内
枠)

入試方式(新規) 8名 －

学校推薦型(全国枠) 入試方式(新規) 12名 －
居住環境 学科(新設) 居住環境学科 －

学校推薦型(大阪府内
枠)

入試方式(新規) 2名 －

学校推薦型(全国枠) 入試方式(新規) 7名 －
人間福祉 学科(新設) 人間福祉学科 －

学校推薦型(大阪府内
枠)

入試方式(新規) 2名 －

学校推薦型(全国枠) 入試方式(新規) 13名 －
公 大阪市立 大学(募集停止) (大阪公立大学) 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

学校推薦型 入試方式(廃止) － 6名
専門学科・総合学科卒
業生

入試方式(廃止) － 6名

理 学部(募集停止) － 理学部
物理 学科(募集停止) － 物理学科

学校推薦型 入試方式(廃止) － 3名
化学 学科(募集停止) － 化学科

学校推薦型 入試方式(廃止) － 5名
生物 学科(募集停止) － 生物学科

学校推薦型 入試方式(廃止) － 6名
地球 学科(募集停止) － 地球学科

学校推薦型 入試方式(廃止) － 3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
学校推薦型 入試方式(廃止) － 1名

電子・物理工 学科(募集停止) － 電子・物理工学科
学校推薦型 入試方式(廃止) － 1名

電気情報工 学科(募集停止) － 電気情報工学科
学校推薦型 入試方式(廃止) － 1名

化学バイオ工 学科(募集停止) － 化学バイオ工学科
学校推薦型 入試方式(廃止) － 1名

建築 学科(募集停止) － 建築学科
学校推薦型 入試方式(廃止) － 1名

都市 学科(募集停止) － 都市学科
学校推薦型 入試方式(廃止) － 1名

医 学部(募集停止) － 医学部
医 学科(募集停止) － 医学科

学校推薦型(地域医療
枠)

入試方式(廃止) － 10名

総合型(一般枠) 入試方式(廃止) － 5名
看護 学科(募集停止) － 看護学科

学校推薦型(推薦方式
Ⅰ-限定枠)

入試方式(廃止) － 5名

学校推薦型(推薦方式
Ⅱ-全国枠)

入試方式(廃止) － 10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

学校推薦型(推薦方式
Ⅰ-限定枠)

入試方式(廃止) － 2名

学校推薦型(推薦方式
Ⅱ-全国枠)

入試方式(廃止) － 6名

居住環境 学科(募集停止) － 居住環境学科
学校推薦型(推薦方式
Ⅰ-限定枠)

入試方式(廃止) － 2名

学校推薦型(推薦方式
Ⅱ-全国枠)

入試方式(廃止) － 6名

人間福祉 学科(募集停止) － 人間福祉学科
学校推薦型(推薦方式
Ⅰ-限定枠)

入試方式(廃止) － 2名

学校推薦型(推薦方式
Ⅱ-全国枠)

入試方式(廃止) － 10名

公 大阪府立 大学(募集停止) (大阪公立大学) 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
学校推薦型(文系型) 入試方式(廃止) － 5名
学校推薦型(理系型) 入試方式(廃止) － 5名

環境システム 学科(募集停止) － 環境システム学類
学校推薦型 入試方式(廃止) － 20名

マネジメント 学科(募集停止) － マネジメント学類
学校推薦型(英語重点
型)

入試方式(廃止) － 37名

学校推薦型(数学重点
型)

入試方式(廃止) － 20名

工 学部(募集停止) － 工学域
機械系 学科(募集停止) － 機械系学類
機械系(海洋システム
工学)

総合型(全国枠) 入試方式(廃止) － 3名

総合型(大阪府内枠) 入試方式(廃止) － 1名
生命環境科
学

学部(募集停止) － 生命環境科学域

応用生命科学 学科(募集停止) － 応用生命科学類
学校推薦型(全国枠) 入試方式(廃止) － 10名
学校推薦型(大阪府内
枠)

入試方式(廃止) － 10名

緑地環境科学 学科(募集停止) － 緑地環境科学類
学校推薦型(全国枠) 入試方式(廃止) － 6名
学校推薦型(大阪府内
枠)

入試方式(廃止) － 4名

理 学科(募集停止) － 理学類
学校推薦型 入試方式(廃止) － 5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

学校推薦型 入試方式(廃止) － 55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)
公 大阪府立 地域保健 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)

学校推薦型(全国枠) 入試方式(廃止) － 5名

学校推薦型(大阪府内
枠)

入試方式(廃止) － 2名

総合リハビリテーショ
ン(作業療法学)

学校推薦型(全国枠) 入試方式(廃止) － 5名

学校推薦型(大阪府内
枠)

入試方式(廃止) － 2名

総合リハビリテーショ
ン(栄養療法学)

学校推薦型(全国枠) 入試方式(廃止) － 5名

学校推薦型(大阪府内
枠)

入試方式(廃止) － 2名

教育福祉 学科(募集停止) － 教育福祉学類
学校推薦型 入試方式(廃止) － 8名
総合型 入試方式(廃止) － 4名

公 兵庫県立 環境人間 環境人間(食環境栄養
以外)

総合型 選抜方法([共]教科) － 外国語・数学、必須。

選抜方法([共]配点) － 外国語－・数学－、合計－。
選抜方法([個]教科) 小論・面接・書類、必須。 面接・書類、必須。

公 島根県立 看護栄養 看護 学校推薦型(一般推薦) 募集人員 15名 40名
学校推薦型(専門高校
等推薦)

入試方式(廃止) － 5名

総合型 入試方式(新規) 8名 －
健康栄養 学校推薦型(一般推薦) 募集人員 16名 20名

選抜方法([個]教科) 総合・面接・書類、必須。 面接・書類、必須。
選抜方法([個]配点) 総合200・面接200、合計400。 面接400、合計400。
出願要件(全体学習成
績)

4.0 3.8

総合型 入試方式(新規) 3名 －
学校推薦型(連携校) 入試方式(新規) 4名 －

公 県立広島 生物資源科
学

地域資源開発 学校推薦型(県内高校
等)

募集人員 4名 3名

学校推薦型(県内専門
高校等-農業)

募集人員 4名 5名

公 北九州市立 外国語 国際関係 学校推薦型(全国推薦) 募集人員 20名 15名
選抜方法([個]教科) 小論・書類、必須。外国語、加点。 小論・書類、必須。
選抜方法([個]資格) 実用英検(準1級)、国連英検(C級)、

TOEFL(iBT61、PBT500)、TOEIC(LR600)、又は
GTEC(1070)等で書類に加点。

－

公 長崎県立 地域創造 実践経済 学校推薦型(県内高校-
普通科等)

選抜方法([共]教科) 外国語・数学・国語・理科・地公、必須。 －

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

－

看護栄養 全 学校推薦型(県内高校) 選抜方法([共]教科) 外国語・数学・国語・理科・地公、必須。 －
看護 学校推薦型(県内高校) 選抜方法([共]配点) 外国語100・数学100・国語100・理科50・地

公50、合計400。
－

栄養健康 学校推薦型(県内高校) 選抜方法([共]配点) 外国語200・数学200・国語200・理科200・地
公100、合計900。

－

公 名桜 国際 国際 総合型 選抜方法([個]配点) 小論100・面接200・書類100、合計400。 面接200・書類100、合計300。
人間健康 全 学校推薦型(一般推薦)

学校推薦型(北部枠推
薦)

選抜方法([個]教科) 総合・面接・書類、必須。 小論・面接・書類、必須。

スポーツ健康 学校推薦型(一般推薦)
学校推薦型(北部枠推
薦)

選抜方法([個]配点) 総合100・面接100・書類100、合計300。 小論50・面接150・書類100、合計300。

総合型 選抜方法([個]教科) 総合・面接・書類、必須。 小論・面接・書類、必須。
選抜方法([個]配点) 総合100・面接200・書類100、合計400。 小論50・面接150・書類100、合計300。

看護 学校推薦型(一般推薦)
学校推薦型(北部枠推
薦)

選抜方法([個]配点) 総合200・面接150・書類50、合計400。 小論50・面接150・書類100、合計300。
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