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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

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

福岡教育大 出願方法 インターネット出願導入 インターネット出願 紙の願書での出願

教育 中等／美術 前期 募集人員 募集人員変更 ５人 ６人

特別／初等、中等 後期 個別 調査書の扱い変更 調査書の全体の学習成績の状況が4.5以上の者に10
点を加点 ―

佐賀大 農 生物資源科学 前期 募集人員 募集人員変更 77人 74人

長崎大 教育 前期 選抜方法 合否判定基準変更 面接の得点率が20%以下の者は大学入学共通テスト及
び個別学力検査等の成績にかかわらず、不合格とする

面接の評価が著しく低い場合には、大学入学共通テス
ト及び個別学力検査の成績にかかわらず、不合格とす
ることがある

学校／中学理系 前期 共通テスト 外の配点変更 国<200>+歴公<100>+数２<200>+外<200>+｛理２or(理+
理基２)｝<200>=総点<900>

国<200>+歴公<100>+数２<200>+外<300>+｛理２or(理+
理基２)｝<200>=総点<1000>

前期 個別 必須に外追加 外+面+(数or理) 面+(数or理)

環境科学 環境科学 後期 選抜方法 合否判定基準追加 総得点が著しく低い者は、不合格とすることがある ―

募集人員 募集人員変更 (A方式)10人、(B方式)10人 (A方式)13人、(B方式)13人

情報データ科学 情報データ科学 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)｝

後期 共通テスト 理の選択範囲変更 数２+外+理２ 数２+外+{理２or(理+理基２)}

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

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)｝

後期 共通テスト 理の選択範囲変更 国+歴公+数２+理２+外
理：物+化

国+歴公+数２+外+｛理２or(理+理基２)｝
※理：物基or化基or生基or地基、物or化

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

教育 改組 課程改組 学校教育教員養成課程／初等・中等教育コース、特別
支援教育コース、養護教育コース

小学校教員養成課程
中学校教員養成課程(英語、音楽、家庭、技術、国語、
中学校教員養成課程 社会、数学、美術、保健体育、
中学校教員養成課程 理科)
特別支援教育教員養成課程、養護教諭養成課程

医 医 前期・推薦 募集人員 募集人員変更 <前>87人、<推>23人 <前>90人、<推>20人

看護 前期 共通テスト 歴公の配点変更 国<100>+歴公<50>+数２<100>+理２<100>+外<100>
=総点<450>

国<100>+歴公<100>+数２<100>+理２<100>+外<100>
=総点<500>

個別 配点変更 国<200>+数<200>+外<200>=総点<600> 国<100>+数<100>+外<100>=総点<300>

薬 薬 前期 募集人員 募集人員変更 40人 45人

大分大 経済 前期 個別 「特色加点」加点対象の変更 「特色加点」を申請した全ての受験者に20点の加点枠
を設ける

共通テストの得点と個別の得点の合計点に「特色加点」
の配点を加えることで、合格の可能性が生じる受験者
のみに20点の加点枠を設ける

教育 初等中等 前期 募集人員 募集人員変更 65人 75人

医 保健／看護 前期・後期 募集人員 後期日程新規実施
募集人員変更

<前>35人、<後>10人 <前>40人

前期 共通テスト 理２⇒理 国+歴公+数２+理+外 国+歴公+数２+理２+外

宮崎大 教育 学校／小学校理系、中
学校理系

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)｝

前期 個別 理⇒(国or外) 数+面+(国or外) 数+理+面

学校／小学校理系 前期 募集人員 募集人員変更 10人 ８人

学校／中学校 後期 選抜方法 後期日程廃止 ― <後>５人

医 医 後期 選抜方法 第１段階選抜基準変更 約14倍(通過予定人数：約210人) 約10倍(通過予定人数：約200人)

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

農 応用生物化学、植物生
産環境

前期・後期 共通テスト 理の同一名称科目の取り扱い変更 理の同一名称科目の選択不可 理の同一名称科目の選択可

森林緑地環境 前期・後期 共通テスト 理の選択範囲変更 国+歴公+数２+外+｛理２or(理+理基２)｝
※理の同一名称科目は選択不可

国+歴公+数２+理+外

海洋生物環境 前期 共通テスト 理の同一名称科目の取り扱い変更 理の同一名称科目の選択不可 理の同一名称科目の選択可

後期 共通テスト 理の選択範囲変更 国+歴公+数２+外+｛理２or(理+理基２)｝
※理の同一名称科目は選択不可

国+歴公+数２+理+外

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

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・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・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・理基２) 国+歴公２+外+(数or理・理基２)

情報システム 情報システム 前期・後期 個別 配点変更 数<300> 数<200>
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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

長崎県立大 情報システム 情報セキュリティ 前期・後期 共通テスト 歴公の配点変更 国<200>+歴公<50>+数２<200>+理<100>+外<200>=総
点<750>

国<200>+歴公<100>+数２<200>+理<100>+外<200>=
総点<800>

前期・後期 個別 配点変更 数<300> 数<200>

看護栄養 看護 前期・後期 共通テスト 配点変更 国<100>+歴公<50>+数２<100>+外<100>+(理・理基
２)<50>=総点<400>

国<200>+歴公<100>+数２<200>+外<200>+(理・理基
２)<100>=総点<800>

前期・後期 個別 論⇒外(英) 外(英)+面 論+面

栄養健康 前期 個別 配点変更 理<300> 理<200>

後期 共通テスト 配点変更 国<100>+歴公<50>+数２<100>+外<100>+(理・理基
２)<100>=総点<450>

国<200>+歴公<100>+数２<200>+外<200>+(理・理基
２)<200>=総点<900>

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・理基２)｝→２ 国+外+｛歴公or数or(理・理基２)｝

後期 個別 論を点数化 論<200>+書類審査<100>=総点<300> 論+書類審査<100>=総点<100>
※論が一定の基準を満たしていない場合は不合格

国際(B方式) 前期 共通テスト 同一教科の２科目選択が不可 外+｛国or歴公or数or(理・理基２)｝→２
※歴公、数、(理・理基２)からの２科目選択は不可

外+｛国or歴公or数or(理・理基２)｝→２
※歴公、数、(理・理基２)からの２科目選択は可

人間健康 スポーツ健康 前期 選抜方法 ２段階選抜廃止 ― ４倍

前期 個別 プレゼンテーション追加 面+プレゼンテーション+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

後期 個別 面の配点変更 面<100>+書類審査<100>=総点<200> 面<150>+書類審査<100>=総点<250>

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

沖縄県立芸術大 出願方法 インターネット出願導入 インターネット出願 紙の願書での出願
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