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大学 学部 学科／専攻（方式） 日程 項目 変更点 2023 年度入試 2022 年度入試

北海道教育大 
・旭川校
・釧路校
・札幌校

教育 前期 提出書類 学びの履歴と志望理由書
提出

学びの履歴と志望理由書提出�
※高等学校等で力を入れたこと、これまでに経験
した教育に関わる活動や教員を志望する動機につ
いて記入

秋田大

教育文化 学校／英語教育 前期 共通テスト 英の配点変更�
配点比率変更

{国<200>+歴公２<200>+数<100>+外
<300>+（理・理基２）<200>} ×７／ 10
=総点<700>

{ 国 <200>+歴公２<200>+数
<100>+外<200>+（理・理基２）
<200>} ×２／３=総点<600>

前期 個別 国⇒論�
英のリスニング廃止�

国 +英+面+論�
※英には筆記、スピーキングを含む
※論は英文

国+英+面�
※�英には筆記、スピーキング、リスニ
ングを含む

後期 共通テスト 外の配点変更 国<200>+歴公<100>+数<50>+外
<300>+（理・理基２）<50>=総点<700>

国<200>+歴公<100>+数
<50>+外<200>+（理・理基２）
<50>=総点<600>

後期 個別 英の配点変更 英（スピーキング）<100>+面<50>+論（英文）
<200>=総点<350>

英（スピーキング）<200>+面
<50>+論（英文）<200>=総点
<450>

医 保健／看護 前期・後期 募集人員 後期新規実施�
募集人員変更

<前>30人、<後>５人 <前>45人、<後>０人

保健／理学療法 前期・後期 募集人員 後期新規実施�
募集人員変更

<前>８人、<後>２人 <前>10人、<後>０人

保健／作業療法 前期・後期 募集人員 後期新規実施�
募集人員変更

<前>６人、<後>３人 <前>９人、<後>０人

宇都宮大

地域デザイン
科学

社会基盤デザイン 前期 共通テスト 理の配点変更 国<200>+歴公<100>+数２<200>+理２
<300>+外<200>=総点<1000>����
※理：物<200>＋（化 or 生 or 地学）<100>

国<200>+歴公<100>+数２
<200>+理２<200>+外<200>�
=総点<900>�
※理：�物<100>＋（化or生 or地学）

<100>
個別 数+理⇒数 数<500> 数<300>+理<200>

後期 共通テスト 数と理の配点変更 国<200>+歴公<100>+数２<300>+理２
<300>+外<200>=総点<1100>����
※理：物<200>＋（化 or 生 or 地学）<100>

国<200>+歴公<100>+数２
<200>+理２<200>+外<200>�
=総点<900>�
※�理：�物<100>＋（化or生 or地学）

<100>

埼玉大

教育 学校／小学校 改組 コース改組 教育学専修、心理・実践学専修、言語文化専修（国
語、英語）、社会専修、自然科学専修（算数、理科）、
芸術専修（音楽、図画工作）、身体文化専修（体育）、
生活創造専修（ものづくりと情報、家庭科）

文系、理系、実技系／音楽、実技系／
図画工作、実技系／体育

千葉大
教育 学校／英語 前期 選抜方法 英語外部試験パターン変

更
パターン II�
英語外部試験の利用方法：得点換算（20点加点、
30点加点）

パターン I�
英語外部試験の利用方法：得点換算
（10点加点、20点加点、満点換算）

東京医科歯科大

医 保健／検査技術 前期・後期 選抜方法�
募集人員

後期新規実施�
募集人員変更

<前>20人、<後>７人 <前>27人

前期 共通テスト 配点変更 国<160>+歴公<80>+数２<160>+理２
<160>+外<160>�
=総点<720>�

国 <80>+歴公<40>+数２
<80>+理２<80>+外<80>�
=総点<360>

歯 歯 後期 選抜方法 第１段階選抜基準変更 約10倍（通過予定人数：100人） 約６倍（通過予定人数：90人）
募集人員 募集人員変更 10人 15人

東京外国語大
前期 共通テスト 数⇒数２�

数、外の配点変更
国<100>+数２<100>+外<150>+（歴公
or 理 or 理基２）→２<100>=総点<450>

国<100>+数<50>+外<200>+
（歴公 or 理 or 理基２）→２<100>
=総点<450>

東京学芸大

教育 改組 課程改組 学校教育教員養成課程（初等教育専攻、中等教育
専攻、特別支援教育専攻、養護教育専攻）
教育支援課程（教育支援専攻）

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、
養護教育教員養成課程、教育支援課程

初等教育、中等教育 改組�
名称変更

選修・専攻改組�
選修・専攻からコースに
名称変更�
初等／情報教育の募集停
止�
中等／情報教育の新設

初等教育�
　国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、�
　家庭、幼児教育、英語、ものづくり技術、
　�現代教育（仮称）（学校教育プログラム、学校心
理プログラム、国際教育プログラム、環境教育
プログラム）
※プログラムを除きいずれもコース�
中等教育
　国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、�
　家庭、技術、英語、書道、情報教育
※いずれもコース

初等教育教員養成�
　�国語、社会、数学、理科、音楽、美
術、保健体育、家庭、学校教育、幼
児教育、英語、学校心理、国際教育、
情報教育、ものづくり技術、環境教
育�
※いずれも選修

中等教育教員養成
国語、社会、数学、理科、音楽、美
術、保健体育、家庭、技術、英語、
書道
※いずれも専攻

特別支援／聴覚障
害・言語障害系、発
達障害・学習障害系

改組�
名称変更

専攻改組�
専攻からコースに名称変
更

聴覚障害・言語障害系、発達障害・学習障害系�
※いずれもコース

聴覚障害教育、言語障害教育、発達障
害教育、学習障害教育�
※いずれも専攻

養護教育 名称変更 専攻からコースに名称変
更

養護教育�
※コース

養護教育�
※専攻

教育支援／生涯学
習・文化遺産教育

名称変更 コース名称変更 生涯学習・文化遺産教育 生涯学習

横浜国立大

教育 前期 個別 面の結果では不合格とな
る

共テと個別試験の総得点が合格最低点に達してい
ても面接の結果によって不合格とする

経済 経済（DSEP） 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>10人、<後>10人 <前>５人、<後>５人
経済（LBEEP） 後期 募集人員 後期新規実施�

募集人員変更
<前>10人、<後>５人 <前>10人、<後>０人

経済 前期 共通テスト 歴公と理の利用方法変更 歴公から１科目の場合：国+歴公+数２+理２+
外�
歴公から２科目の場合：国+歴公２+数２+外+
（理２・理基２）

国+歴公２+数２+外+（理・理基２）

理工 前期 選抜方法 ２段階選抜新規実施 各募集単位で約６倍
後期 選抜方法 ２段階選抜新規実施 各募集単位で約８倍

化学／化学、バイオ 前期・後期 共通テスト 理の選択から地学除外 国+歴公+数２+理２+外�
※理：物 or 化 or 生

国+歴公+数２+理２+外�
※理：物 or 化 or 生 or 地学

数物／数理科学、物
理工、電子情報、情
報工、�
機械／機械工、材料
工、海洋空間

前期・後期 共通テスト 理の選択から生、地学除
外

国+歴公+数２+理２+外�
※理：物+化

国+歴公+数２+理２+外�
※理：物 or 化 or 生 or 地学

富山大
理 数学 後期 共通テスト 数追加 国+数２+理+外 国+理+外

個別 配点変更 数<400> 数<600>

静岡大 工 化学バイオ工 前期 個別 理の選択から生除外 数+理+外�
※理：物 or 化

数+理+外�
※理：物 or 化 or 生

名古屋大
工 電気電子情報工 前期 募集人員 募集人員変更 106人 107人

エネルギー理工 前期 募集人員 募集人員変更 34人 36人

三重大

人文 後期 個別 ペーパーインタビューが
教科から出願書類へ

論�
※�ペーパーインタビュー（仮称）は出願書類の一
部として扱い、「総合評価」として評価する

論+ペーパーインタビュー�
※�ペーパーインタビューは志望理由に
ついての350～ 400字程度の記述
試験

教育 学校／数学（初等） 前期・後期 選抜方法�
募集人員

後期廃止�
募集人員変更

<前>11人 <前>９人、<後>２人

学校／数学（中等） 前期・後期 選抜方法�
募集人員

後期廃止�
募集人員変更

<前>10人 <前>８人、<後>２人

京都工芸繊維大 工芸科学 応用生物 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>22人、<後>10人 <前>30人、<後>14人



大学 学部 学科／専攻（方式） 日程 項目 変更点 2023 年度入試 2022 年度入試

京都工芸繊維大

工芸科学 応用化学 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>88人、<後>24人 <前>105人、<後>42人
電子システム工 前期 共通テスト 歴公の選択にA科目追

加
国+歴公+数２+理２+外�
※歴公：�世 Aor 世 Bor 日 Aor 日 Bor 地理 A

or 地理 Bor 現 or 倫 or 政 or 倫政

国+歴公+数２+理２+外�
※歴公：�世 Bor 日 Bor 地理 Bor 現

or 倫 or 政 or 倫政
後期 募集人員 募集人員変更 10人 20人

情報工 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>30人、<後>15人 <前>34人、<後>18人
機械工 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>47人、<後>15人 <前>50人、<後>27人

前期 共通テスト 歴公の選択にA科目追
加

国+歴公+数２+理２+外�
※歴公：�世 Aor 世 Bor 日 Aor 日 Bor 地理 A

or 地理 Bor 現 or 倫 or 政 or 倫政

国+歴公+数２+理２+外�
※歴公：�世 Bor 日 Bor 地理 Bor 現

or 倫 or 政 or 倫政
デザイン・建築 前期・後期 選抜方法�

募集人員
後期廃止�
募集人員変更

<前>105人 <前>91人、<後>38人

大阪大
理 生物／生物科学 前期 募集人員 募集人員変更 26人 25人

生物／生命理 前期 募集人員 募集人員変更 22人 20人

大阪教育大

教育 初等／小学校 前期 募集人員 募集人員変更 15人 20人
学校／小中社会 前期 募集人員 募集人員変更 25人 28人
教育／英語コミュニ
ケーション

前期 募集人員 募集人員変更 12人 13人

教育／多文化 前期 募集人員 募集人員変更 26人 15人
教育／教育心理 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>20人、<後>10人 <前>21人、<後>９人

神戸大 工 電気電子 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>65人、<後>26人 <前>73人、<後>18人

岡山大

後期 選抜方法 後期廃止 前期�
※募集を停止する後期の募集人員は、基本的に特
別選抜の募集人員に移行し、一部は前期の募集人
員に移行する

前期、後期

広島大

教育 生涯／音楽文化系 前期・後期 選抜方法�
募集人員

後期廃止�
募集人員変更

<前>16人 <前>13人、<後>３人

理 化学 後期 個別 理⇒面 面 理
生物科学 前期 募集人員 募集人員変更 29人 27人

工 第三類 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>80人、<後>10人 <前>90人、<後>７人

徳島大
理工 理工 後期 個別 志望調書追加 数+志望調書 数
医 保健／検査技術 前期 個別 志望理由書追加 数+外+志望理由書 数+外

医科栄養 前期 個別 面追加 外+面 外

香川大 農 応用生物科学 前期・後期 選抜方法�
募集人員

後期新規実施�
募集人員変更

<前>90人、<後>15人 <前>105人

愛媛大

教育 学校／初等、中等 前期 理の選択範囲変更 国+歴公+数２+外+｛理・理２or 理基２or（理
+理基２）｝

国+歴公+数２+外+｛理２or 理基
２or（理+理基２）｝

工 前期 募集人員 募集人員変更 321人 324人
医 看護 前期 個別 グループディスカッショ

ン除外
論+面 論+面+グループディスカッション�

（�2021年度、2022年度は新型コロ
ナ感染症の影響でグループディス
カッションは実施なし）

九州大 農 前期 個別 理の選択から地学除外 数+理２+外�
※理：物 or 化 or 生

数+理２+外�
※理：物 or 化 or 生 or 地学

長崎大
多文化社会 多文化社会 後期 募集人員 後期廃止 10人
医 保健／理学療法 前期 募集人員 募集人員変更 24人 15人
水産 水産 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>60人、<後>30人 <前>45人、<後>45人

鹿児島大

医 保健／理学療法 前期・後期 共通テスト 理２⇒理�
理の配点変更

国<200>+歴公<100>+数<200>+理
<100>+外<200>=総点<800>

国<200>+歴公<100>+数
<200>+理２<200>+外<200>�
=総点<900>

共同獣医 獣医 後期 個別 面除外 面

琉球大 人文社会 琉球アジア 前期・後期 共通テスト 公の選択に倫、政追加 国+歴公２+数+外+（理・理基２）�
※公：現 or 倫 or 政 or 倫政

国+歴公２+数+外+（理・理基２）�
※公：現 or 倫政

岩手県立大 ソフトウェア 中期・後期 選抜方法 後期廃止�
中期新規実施

<前>70人、<中>15人�
※中期は、２段階選抜を行う

<前>70人、<後>20人

茨城県立医療大 保健医療 看護、理学療法、作
業療法

前期・後期 共通テスト 理の選択方法変更 国+歴公+数２+外+（理・理基２） 国+歴公+数２+外+｛理２or（理・
理基２）}

東京都立大 健康福祉 放射線 後期 共通テスト 国追加 国+数２+理２+外 数２+理２+外

横浜市立大

データサイエ
ンス

前期 個別 外追加 数+外+総合問題 数+総合問題

理 A方式 前期 個別 外追加 数+理２+外 数+理２
B方式 前期 個別 外追加 数+理+外 数+理

長岡造形大 造形 学科改組 デザイン プロダクトデザイン、視覚デザイン

金沢美術工芸大

美術工芸 デザイン 改組 専攻改組 ホリスティックデザイン、インダストリアルデザ
イン

製品デザイン、視覚デザイン、環境デ
ザイン

美術／芸術 中期 募集人員 募集人員変更 ７人 10人
共通テスト 歴公の選択に地理追加 国+歴公+外�

※歴公：�世 Aor 世 Bor 日 Aor 日 Bor 地理 A
or 地理 B

国+歴公+外�
※歴公：世Aor 世 Bor 日 Aor 日 B

個別 論と実が選択から必須に�
ポートフォリオ追加

論+面+実+ポートフォリオの提出 面+実 or 論 +面

工芸 中期 募集人員 募集人員変更 24人 18人

静岡文化芸術大

デザイン デザイン I、デザイン
II

前期 共通テスト 国が必須から選択へ 外<200>+（国 or 数２）<200>+｛国 or 歴公
or 数２or（理・理基２）｝<200>=総点<600>

国<200>+外<200>+｛歴公 or
数２or（理・理基２）｝<200>�
=総点<600>

デザイン 後期 共通テスト 国が必須から選択へ 外<100>+（国 or 数２）<100>+｛国 or 歴公
or 数２or（理・理基２）｝<100>=総点<300>

国<100>+外<100>+｛歴公 or
数２or（理・理基２）｝<100>�
=総点<300>

愛知県立大
外国語 英米 前期 募集人員 募集人員変更 66人 75人

ヨーロッパ 前期・後期 改組 専攻改組 フランス語圏、スペイン語・ポルトガル語圏、ド
イツ語圏

フランス語圏、スペイン語圏、ドイツ
語圏

名古屋市立大 データサイエ
ンス

新設 学部新設 データサイエンス（仮称）�
定員：80人（予定）

京都府立大
文 欧米言語文化 後期 共通テスト 歴公の選択に公民２単位

科目追加
国+歴公+外�
※歴公：�世 Bor 日 Bor 地理 Bor 現 or 倫 or 政

or 倫政

国+歴公+外�
※歴公：世Bor 日 Bor 地理 Bor 倫政

岡山県立大 保健福祉 看護 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>24人、<後>４人 <前>20人、<後>８人

山陽小野田市立 
山口東京理科大

工 機械工A方式、�
電気工A方式

前期 共通テスト 理の選択から生除外 国+歴公+数２+外+（理２・理+理基２）�
※理基：物基+化基
※理：物 or 化

国+歴公+数２+外+（理２・理+
理基２）
※理基：物基 or 化基 or 生基
※理：物 or 化 or 生

機械工B方式、�
電気工B方式

前期 共通テスト 理の配点変更�
理の選択から生除外

数２<100>+外<100>+（理２・理+理基２）
<100>=総点<300>�
※理基：物基+化基
※理：物 or 化

数２<100>+外<100>+（理２・
理+理基２）<50>=総点<250>�
※理基：物基 or 化基 or 生基
※理：物 or 化 or 生

機械工、電気工 中期 共通テスト 理から生除外�
物、化が選択から必須へ

数２+理２+外�
※理：物+化

数２+理２+外�
※理：物 or 化 or 生

薬 薬 中期 個別 数の選択範囲変更 数+理+外�
※数：数 I・数 Aor 数 II・数 Bor 数 III

数 +理+外�
※数：数 Ior 数 IIor 数 Aor 数 B

高知工科大 環境理工 A方式、C方式 前期・後期 選抜方法�
募集人員

前期C方式新規実施�
募集人員変更

<前>（A方式）40人、（C方式）10人、
<後>10人

<前>（A方式）50人、
<後>15人

高知県立大 看護　 看護 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>45人、<後>５人 <前>52人、<後>６人

名桜大
国際 改組 学群改組 （以下は仮称）国際学部／国際文化、国際観光産業 国際学群
人間健康 健康情報 新設 学科新設 （以下は仮称）健康情報




