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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

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

京都教育大 教育 学校／理科 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>22人、<後>５人 <前>21人、<後>７人

前期 個別 数と理の配点変更 数<100>+理<300>=総点<400> 数<200>+理<200>=総点<400>

後期 個別 配点変更 論<100>+面<200>=総点<300> 論<200>+面<200>=総点<400>

学校／美術 前期 個別 配点変更 実(プレゼンテーション含む）<400> 実<600>

後期 共通テスト 選択科目数変更 国+外+{(歴公or数２or理・理基２)→２} 国+外+{(歴公or数２or理・理基２)→３}

後期 個別 配点変更 実<400> 実<500>

学校／書道 前期 個別 実⇒面+実 面+実 実

京都工芸繊維大 工芸科学 前期 募集人員 地域創生Tech Program新規実施 各募集単位で若干名 ―

電子システム工、機械工 前期・後期 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Aor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 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

大阪教育大 教育 初等／小学校 後期 募集人員 募集人員変更 10人 15人

学校／特別支援 後期 個別 論⇒論+面 論+面 論

養護教諭 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>25人、<後>５人 <前>20人、<後>10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 13人 12人

教育／教育心理 前期 募集人員 募集人員変更 21人 22人

教育／健康安全 後期 募集人員 募集人員変更 ６人 ７人

教育／数理情報 前期 募集人員 募集人員変更 19人 20人

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・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

理 数学 前期 共通テスト 歴公と数の配点変更 国<125>+歴公<50>+数２<60>+理２<50>+外<75>
=総点<360>

国<125>+歴公<75>+数２<50>+理２<50>+外<75>
=総点<375>

前期 個別 数の配点変更 数<180>+理２<150>+外<125>=総点<455> 数<150>+理２<150>+外<125>=総点<425>

後期 共通テスト 歴公と数の配点変更 国<125>+歴公<50>+数２<60>+理２<200>+外<75>
=総点<510>

国<125>+歴公<75>+数２<50>+理２<200>+外<75>
=総点<525>

後期 個別 数の配点変更 数<180>+外<125>=総点<305> 数<150>+外<125>=総点<275>

物理 前期 共通テスト 理以外の配点変更 国<75>+歴公<50>+数２<100>+理２<100>+外<100>
=総点<425>

国<125>+歴公<75>+数２<50>+理２<100>+外<75>
=総点<425>

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

海洋政策科学 海洋政策科学 特別 改組 「志」入試の学科改組 海洋政策科学(海洋基礎科学、海洋応用科学、
海洋政策科学 海洋ガバナンス、
海洋政策科学(海技ライセンス／航海、
海洋政策科学 海技ライセンス／機関)

グローバル輸送科学(航海マネジメント、ロジスティクス)
海洋安全システム科学

奈良女子大 理 数物科学 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>32人、<後>18人
<前>29人、<後>18人

<前>35人、<後>20人

化学生物環境／化学 前期 募集人員 募集人員変更 22人 23人

化学生物環境／生物科
学

前期 募集人員 募集人員変更 21人
18人

23人

化学生物環境／環境科
学

前期 募集人員 募集人員変更 16人
14人

17人

化学生物環境 後期 募集人員 募集人員変更 11人 13人

工、生活環境 改組 学部改組 工(工)
生活環境(食物栄養、住環境、心身健康)

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)

和歌山大 観光 観光 前期 募集人員 募集人員変更 65人 63人

滋賀県立大 環境科学 生物資源管理 前期 共通テスト 数の配点変更 国<200>+歴公<100>+数２<200>+理２<100>
+外<200>=総点<800>

国<200>+歴公<100>+数２<100>+理２<100>
+外<200>=総点<700>

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

京都市立芸術大 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

音楽 音楽／音楽学 後期 個別 試験内容変更 <１次>英+事前提出物
※英は小論文的な要素を含む
※事前提出物は音楽に関する課題作文(2000字程度)
<２次>口頭試問
※事前提出物に基づいたプレゼンテーションと質疑応
答

<１次>英+論+面
<２次>実

京都府立大 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

文 和食文化 後期 共通テスト 理の選択範囲変更 国+歴公+数+外+(理・理基２) 国+歴公+数+理+外

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

奈良県立大 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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