
※2022年度入試における一般選抜の変更点等を中心に一覧にまとめています。

掲載内容については、今後変更等の可能性があるため、各大学公表の最新情報を大学HP等で必ず確認してください。

二部、夜間制、フレックス制については掲載していません。

◎大学・学部・学科等について

名称については、一部略称を用いています。

新設、改組情報には、設置認可申請中や設置構想中等を含みます。

◎教科名、科目名の表記について

教科・科目のみ記載は必須科目、( ) は選択教科・科目を表し、→の後ろの数字は選択科目数を示します。

選択科目の変更については、※で表記をしています。

例：国+数+理２+外

例：国語、数学、理科２科目、外国語が必須ということを表します。

例：外+（国or数or理）→２

例：外国語が必須、国語、数学、理科から２科目選択ということを表します。

例：数+理+外

例：※理：物or化or生

例：理科は物理、化学、生物から１科目選択ということを表します。

教科名および科目名の表記について（略称）

○国語⇒「国」　※出題範囲については記載していません。

○地理歴史・公民⇒「歴公」

地理歴史⇒「歴」

世界史Ａ⇒「世Ａ」、世界史Ｂ⇒「世Ｂ」

日本史Ａ⇒「日Ａ」、日本史Ｂ⇒「日Ｂ」

地理Ａ⇒「地理Ａ」、地理Ｂ⇒「地理Ｂ」

公民⇒「公」

現代社会⇒「現」

倫理⇒「倫」

政治・経済⇒「政」

倫理、政治経済⇒「倫政」

○数学　※共通テストの数②における「簿記・会計」「情報関係基礎」の変更は記載していません。

数学１科目⇒「数」、数学２科目⇒「数２」

数I、数I・A⇒「数①」、数II、数II・B⇒「数②」

数学Ａ⇒「数Ａ」、数学Ｂ⇒「数Ｂ」

数学I⇒「数I」、数学II⇒「数II」、数学III⇒「数III」

○理科　※個別試験の理科は、特記事項がない限り、各科目とも「基礎科目＋専門科目」を表すものとします。

理科１科目⇒「理」

理科２科目⇒「理２」

理科・基礎科目⇒「理基」

物理⇒「物」、物理基礎⇒「物基」

化学⇒「化」、化学基礎⇒「化基」

生物⇒「生」、生物基礎⇒「生基」

地学⇒「地学」、地学基礎⇒「地基」

○外国語⇒「外」　※英語以外の選択科目の変更は記載していません。

英語⇒「英」

○小論文⇒「論」

○面接⇒「面」

○実技⇒「実」

○調査書⇒「調」　※調査書は点数化される場合のみ記載しています。

○総合問題⇒「総合問題」

2022年度入試変更点一覧　表の見方
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大学 学部 学科／専攻(方式) 日程 項目 変更点 2022年度入試 2021年度入試

北海道大 総合 選抜方法 総合型選抜をフロンティア入試として
実施

<フロンティア入試TypeI>
・コンピテンシー評価を導入
・共通テストを活用
<フロンティア入試TypeII>
・適性試験の実施
・共通テストは活用しない

総合型選抜

文 人文科学 後期 個別 総合問題⇒論 論 総合問題

理 化学 後期・総合 選抜方法
募集人員

フロンティア入試新規実施
募集人員変更

<後>20人、<総>TypeII：11人 <後>23人

数学 後期・総合 選抜方法
募集人員

フロンティア入試新規実施
募集人員変更

<後>10人、<総>TypeII：13人 <後>13人

地球惑星科学 総合 選抜方法 フロンティア入試実施 <総>TypeI：５人 <総>５人

物理 後期・総合 選抜方法
募集人員

フロンティア入試新規実施
募集人員変更

<後>３人、<総>TypeII：14人 <後>10人

生物／高分子機能 後期・総合 選抜方法
募集人員

フロンティア入試新規実施
募集人員変更

<後>２人、<総>TypeII：３人 <後>５人

工 環境社会工 後期・総合 選抜方法
募集人員

フロンティア入試実施
募集人員変更

<後>47人、<総>(社会基盤)TypeI：４人
<総>(環境工)TypeII：５人

<後>49人、<総>４人

応用理工 後期・総合 選抜方法
募集人員

フロンティア入試実施
募集人員変更

<後>29人、<総>(応用マテリアル工)TypeI：４人
<総>(応用物理工)TypeII：15人

<後>34人、<総>４人

機械知能工 後期・総合 選抜方法
募集人員

フロンティア入試実施
募集人員変更

<後>25人、<総>TypeII：５人 <後>30人

医 医 前期・総合 選抜方法
募集人員

フロンティア入試実施
募集人員変更

<前>92人、<総>TypeI：５人 <前>97人、<総>５人

保健／看護 総合 選抜方法 フロンティア入試実施 <総>TypeI：７人 <総>７人

保健／放射線 後期・総合 選抜方法 後期日程廃止
フロンティア入試新規実施

<総>TypeI：７人 <後>７人

保健／検査技術 前期・後期・
総合

選抜方法
募集人員

募集人員変更
後期日程廃止
フロンティア入試新規実施

<前>25人、<総>TypeI：10人 <前>28人、<後>７人

保健／理学療法 後期・総合 選抜方法
募集人員

後期日程廃止
フロンティア入試新規実施

<総>TypeI：４人 <後>４人

保健／作業療法 前期・総合 選抜方法
募集人員

フロンティア入試新規実施
募集人員変更

<前>10人、<総>TypeI：７人 <前>13人、<総>４人

歯 歯 総合 選抜方法 フロンティア入試実施 <総>TypeI：５人 <総>５人

水産 総合 選抜方法 フロンティア入試実施 <総>TypeI：20人 <総>20人

総合入試理系 数学重点 前期 募集人員 募集人員変更 125人 129人

物理重点 前期 募集人員 募集人員変更 225人 233人

化学重点 前期 募集人員 募集人員変更 226人 233人

生物重点 前期 募集人員 募集人員変更 169人 175人

総合科学 前期 募集人員 募集人員変更 239人 247人

弘前大 人文社会科学、
理工、医(保健、
心理支援科学)、
農学生命科学

前期・後期 提出書類 調査書の扱い変更 調査書は段階評価をする

―

医 医 前期・総合 募集人員 募集人員変更 <前>(一般枠)35人、(青森県定着枠)８人
<総>(青森県内枠)27人、(北海道・東北枠)15人

<前>(一般枠)50人、(青森県定着枠)15人
<総>(青森県内枠)27人、(北海道・東北枠)20人

宮城教育大 教育 前期・後期 改組 課程改組 学校教育教員養成(初等教育、中等教育、芸術体育・
生活系教育、特別支援教育)

初等教育教員養成、中等教育教員養成、特別支援教
育教員養成

秋田大 国際資源 国際資源／資源政策、
資源地球科学、資源開
発環境

後期 個別 面の内容変更

―

面接は、受験生が選択する１科目について基礎的な諮
問を含む
※資源政策：世or日or地理
※資源地球科学：物or化or地
※資源開発環境：物or化

山形大 地域教育文化 地域／児童教育 前期 個別 論⇒総合問題 外+総合問題 外+論

後期 個別 論⇒総合問題 総合問題 論

理 理 前期 個別 選択に総合問題追加
理の選択から地学除外

数or理or総合問題
※総合問題は地球科学に関する問題
※理：物or化or生

数or理
※理：物or化or生or地学

茨城大 教育 学校／音楽 前期 個別 実の配点変更 面<100>+実<450>=総点<550> 面<100>+実<400>=総点<500>

前期 個別 面の配点変更 面<150>+実<400>=総点<550> 面<100>+実<400>=総点<500>

学校／美術 前期 個別 配点変更 面<200>+実<200>=総点<400> 面<100>+実<300>=総点<400>

筑波大 医 医 前期 出願資格 地域枠の出願要件変更 (地域枠)保護者が茨城県内に３年以上居住している者 (地域枠)保護者が茨城県内に１年以上居住している者

宇都宮大 共同教育 学校／国語、社会、英
語、教育、教育心理、特
別支援

前期 共通テスト 数２⇒数
理の選択範囲変更

国+歴公２+数+外+(理or理基２) 国+歴公２+数２+理基２+外

学校／数学、理科、技術 前期 共通テスト 理の選択範囲変更 国+歴公+数２+理２+外 国+歴公+数２+外+｛理２or(理+理基２)｝

学校／音楽、美術、家
政、保健体育

前期 共通テスト 理の選択範囲変更 国+歴公+数+外+(理or理基２) 国+歴公+数+理基２+外

地域デザイン科
学

建築都市デザイン、社会
基盤デザイン

前期・後期 共通テスト 数の選択範囲変更 国+歴公+数２+理２+外
※数：数I・数A+数II・数B

国+歴公+数２+理２+外
※数：数Ior数I・数Aor数IIor数II・数B

埼玉大 教育 学校／小学校(体育)、中
学身体(保健体育）

前期 個別 面追加 面+実 実

学校／中学言語(国語) 前期 個別 面追加 国+面 国

千葉大 医 医 前期・後期 選抜方法
募集人員

地域枠後期日程廃止
募集人員変更

<前>(一般枠)80人、(地域枠)５人
<後>(一般枠)15人

<前>(一般枠)82人、(地域枠)15人
<後>(一般枠)15人、(地域枠)５人

東京海洋大 海洋工 流通情報工 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>20人、<後>14人 <前>21人、<後>15人

東京農工大 工 機械システム工 前期 募集人員 募集人員変更 52人 55人

生命工 前期 募集人員 募集人員変更 42人 46人

一橋大 前期 個別 地理歴史等を地理歴史とし倫政除外 国+歴+数+外
※歴：世B、日B、地理B

国+歴公+数+外
※歴公：世B、日B、地理B、倫政

富山大 人間発達科学 発達教育 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>62人、<後>10人 <前>52人、<後>20人

前期 共通テスト 地歴の選択からA科目除外 パターンI：国+歴公２+数２+外+(理or理基２)
パターンII：国+歴公+数２+外+{理２or(理+理基２)}
※地歴：世Bor日Bor地理B

パターンI：国+歴公２+数２+外+(理or理基２)
パターンII：国+歴公+数２+外+{理２or(理+理基２)}
※地歴：世Aor世Bor日Aor日Bor地理Aor地理B

個別 論⇒国or数or外 国or数or外 論

後期 選抜方法 ２段階選抜新規実施 約25倍 ―

共通テスト 歴公、理除外 国+数２+外 国+歴公+数２+外+(理or理基２)

2022年度入試 国公立大 変更点一覧

- 2 -



大学 学部 学科／専攻(方式) 日程 項目 変更点 2022年度入試 2021年度入試

富山大 人間発達科学 発達教育 後期 個別 論⇒面 面 論

医 医 前期・後期・
総合

選抜方法
募集人員

後期日程廃止、総合型選抜新規実施
募集人員変更

<前>70人、<総>10人 <前>60人、<後>20人

金沢大 理工 前期 共通テスト 英語外部試験導入 対象試験：ケンブリッジ英検、英検、GTEC CBT、
対象試験：IELTS、TEAP、TEAP CBT、TOEFL iBT ―

医薬保健 保健／放射線技術 前期 共通テスト 数以外の配点変更 国<50>+歴公<50>+数２<200>+理２<200>+外<200>
=総点<700>

国<100>+歴公<100>+数２<200>+理２<400>+外<300>
=総点<1100>

前期 個別 配点変更 数<400>+理<400>+外<300>=総点<1100> 数<800>+理<800>+外<800>=総点<2400>

福井大 教育 学校／初等教育(特別支
援)

後期 選抜方法 特別支援型廃止
―

５人

信州大 理 理 前期 個別 面⇒理+調 理+調
※理：生

面(生の口頭試問含む)

静岡大 工 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

名古屋大 農 前期 個別 国追加 国+数+理２+外 数+理２+外

京都大 医 医 前期 選抜方法 第１段階選抜基準変更 共通テストの合計が900点満点中630点以上の者のう
ちから、募集人員の約３倍

約3.0倍

京都工芸繊維大 工芸科学 デザイン科学域 後期 共通テスト 外以外の配点変更 国<50>+歴公<50>+数２<100>+理<50>+外<100>
=総点<350>

国<100>+歴公<100>+数２<200>+理<100>+外<100>
=総点<600>

後期 個別 配点変更 総合問題<350> 総合問題<200>

大阪大 基礎工 前期 選抜方法 第１段階選抜基準変更 学部全体で約2.9倍 約3.0倍

神戸大 国際人間科学 発達コミュニティ(スポー
ツ科学)

総合 共通テスト 歴公と理除外 国+数２+外 国+数２+外+(歴公or理or理基２)→３

環境共生 特別 出願要件 「志」入試の出願要件に指定された活
動経験を持つ者を追加

次の活動経験を一つでも持つ者
・高等学校で行った理数系の課題研究や自然科学的
あるいは数理科学的研究活動
・国際レベル又は日本全国レベルの学会や科学コン
クール等における受賞
・学術雑誌等における研究論文の発表

―

個別 「志」入試の最終選抜を研究能力審査
に変更

最終選抜：研究能力審査 最終選抜：ポスタープレゼンテーション、
最終選抜：面接・口頭試問・小論文

工 市民工 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>49人、<後>12人 <前>46人、<後>15人

奈良女子大 工、理、生活環
境

改組 学部改組 工(工)
理(数物科学、化学生物環境)
生活環境(食物栄養、住環境、心身健康)

理(数物科学、化学生物環境)
生活環境(食物栄養、住環境、生活文化、心身健康、
生活環境(情報衣環境)

鳥取大 工 化学バイオ系 前期 個別 理の選択に物追加 数+(理or外)
※理：物or化or生

数+(理or外)
※理：化or生

岡山大 教育 養護教諭 前期 個別 ペーパーインタビュー追加 論+ペーパーインタビュー(面に代わる筆記試験) 論

広島大 歯 口腔健康科学／口腔工 前期・後期 共通テスト (数or理)→３⇒数２+理２ 国+歴公+数２+理２+外 国+歴公+外+(数or理)→３

山口大 教育 学校／小学教育 前期 募集人員 募集人員変更 38人 37人

学校／情報教育 前期 募集人員 募集人員変更 ８人 10人

学校／教科教育 前期 募集人員 募集人員変更 66人 80人

徳島大 生物資源産業 生物資源産業 前期 共通テスト 理の化が選択から必須へ 国+歴公+数２+理２+外
※理：化+(物or生)

国+歴公+数２+理２+外
※理：物or化or生

個別 総合問題⇒理 理+面
※理：化

総合問題+面

香川大 創造工 創造／建築都市 後期 募集人員 募集人員変更 12人 ６人

創造／防災危機 前期 募集人員 募集人員変更 (B)６人 (B)５人

創造／情報システム 前期 募集人員 募集人員変更 (A)22人 (A)24人

愛媛大 工 工 前期 募集人員 募集人員変更 324人 326人

九州大 芸術工 芸術工／未来構想デザ
イン

前期 個別 理の物が必須から選択へ 数+理２+外
※理：(物or化or生)→２

数+理２+外
※理：物+(化or生)

歯 歯 前期・総合・
推薦

選抜方法
募集人員

現行の総合型選抜を学校推薦型へ移
行、総合型選抜新規実施
募集人員変更

<前>37人、<総>８人、<推>８人 <前>45人、<総>８人

長崎大 教育 学校／中学理系 前期 個別 必須に外追加 外+面+(数or理) 面+(数or理)

工 工 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>(a)160人、(b)50人、<後>53人 <前>224人、<後>50人

医 保健／看護 前期・後期 選抜方法
募集人員

後期日程廃止
募集人員変更

<前>54人 <前>48人、<後>10人

保健／理学療法 前期・後期 選抜方法
募集人員

後期日程廃止
募集人員変更

<前>15人 <前>10人、<後>５人

保健／作業療法 前期・後期 選抜方法
募集人員

後期日程廃止
募集人員変更

<前>14人 <前>10人、<後>５人

歯 歯 後期 選抜方法 後期日程廃止 ― ７人

熊本大 文 コミュニケーション情報 前期・後期 選抜方法
募集人員

後期日程廃止
募集人員変更

<前>20人 <前>18人、<後>３人

宮崎大 医 医 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>45人、<後>15人 <前>50人、<後>20人

前期 個別 理追加 数+理２+外+面
※理：物or化or生

数+外+面

後期 個別 理除外 外+面 理+外+面
※理：化

鹿児島大 教育 学校／中等美術 前期 個別 実の配点変更
美術(筆記)廃止

面<100>+実<300>=総点<400> 美術(筆記)<50>+面<100>+実<250>=総点<400>

農 農業生産科学 前期 募集人員 募集人員変更 52人 55人

食料生命科学 前期 募集人員 募集人員変更 52人 55人

農林環境科学 前期 募集人員 募集人員変更 41人 44人

共同獣医 獣医 後期 募集人員 募集人員変更 ２人 ４人

宮城大 食産業学群 生物生産学類、フードマ
ネジメント学類

改組 学類改組 食産業学群(生物生産学類、フードマネジメント学類) 食産業学群(食資源開発学類、フードマネジメント学類)

福島県立医科大 看護 前期 募集人員 募集人員変更 44人 40人

前橋工科大 工 前期・後期 改組 学科改組 建築・都市・環境工(建築都市、土木・環境、工学デザイ
ン)、情報・生命工(情報システム、医工学、生物応用)

社会環境工、建築、システム生体工、生物工、生命情
報

東京都立大 健康福祉 放射線 後期 募集人員 募集人員変更 ５人 ８人

川崎市立看護大 看護 看護 短期大から４年制大へ 川崎市立看護大
川看護(看護)：定員100人

川崎市立看護短期大
川看護：定員80人

滋賀県立大 環境科学 生物資源管理 前期・後期 個別 数除外
理⇒理２

理２ 数+理

後期 共通テスト 歴公除外 国+数+理+外 国+歴公+数+理+外
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大学 学部 学科／専攻(方式) 日程 項目 変更点 2022年度入試 2021年度入試

大阪公立大 新設 大阪市立大、大阪府立大が統合し、
大阪公立大へ

大阪公立大
　現代システム科学、文、法、経済、商、理、工、農、
　獣医、医、看護、生活科学

大阪市立大
　文、法、経済、商、理、工、医、生活科学
大阪府立大
　現代システム、工、生命環境科学、地域保健

島根県立大 人間文化 地域文化 後期 選抜方法 後期日程廃止 ― 10人

長崎県立大 経営 前期・後期 共通テスト 理追加
数⇒数２、歴公の選択からA科目除外

国+歴公+数２+外+(理or理基２)
※歴公：世Bor日Bor地理Bor現or倫or政or倫政

国+歴公+数+外
※歴公：世Aor世Bor日Aor日Bor地理Aor地理Bor現or
倫or政or倫政

国際経営 後期 個別 論⇒外(英) 外(英) 論

地域創造 前期・後期 共通テスト 理追加、歴公の選択からA科目除外 国+歴公+数２+外+(理or理基２)
※歴公：世Bor日Bor地理Bor現or倫or政or倫政

国+歴公+数２+外
※歴公：世Aor世Bor日Aor日Bor地理Aor地理Bor現or
倫or政or倫政

公共政策 後期 個別 論⇒外(英) 外(英) 論

国際社会 国際社会 前期・後期 共通テスト 数、理が選択から必須へ
数⇒数２

国+歴公２+数２+外+(理or理基２) 国+歴公２+外+(数or理or理基２)

看護栄養 看護 前期・後期 個別 論⇒外(英) 外(英)+面 論+面

栄養健康 後期 個別 理追加 理+面
※理：化

面

名桜大 国際 国際 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>A方式：90人、B方式：35人、<後>15人 <前>A方式：80人、B方式：40人、<後>20人

前期 個別 外追加 外+論+書類審査 論+書類審査

後期 共通テスト 国が必須から選択へ 外+(国or歴公or数or理or理基２)→２ 国+外+(歴公or数or理or理基２)

人間健康 スポーツ健康 前期 個別 グループワーク追加 面+グループワーク+書類審査 面+書類審査

後期 個別 総合問題追加 面+総合問題+書類審査 面+書類審査

看護 前期 個別 総合問題追加 面+総合問題+書類審査 面+書類審査

後期 選抜方法 後期日程廃止 ― ５人
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