
 

 

(別表) 

【2023 年度国公立大入試日程】               
※一覧に記載のない大学は、すべて通常の分離･分割方式です。 下記の情報は変更となる場合があります。 

★…全学部が前期、中期、後期または独自日程のいずれかのみの大学 

 

【国立大】

大学名 前期日程のみ［２月25日から］ 後期日程のみ［３月12日から］

小樽商科大 商夜

北海道大 医、歯、総合入試文系、総合入試理系 理、工、薬、農

北海道教育大 旭川校・教育(教員養成／音楽、美術、保健体育)、岩見沢校・教育(芸術／声
楽、鍵盤・作曲、管弦打楽器、音楽教育)、札幌校・教育(教員養成／図画工

作、音楽教育、保健体育)

岩見沢校・教育(芸術／音楽文化)

弘前大 教育(養護教諭、学校／特別支援、中学国語、中学社会、中学数学、中学理
科、中学技術、中学家庭、中学英語)、医

岩手大 教育(学校／中学国語、中学社会、中学英語、中学音楽、中学美術、中学保
体、理数数学、理数理科)、農(共同獣医)

東北大 文、法、教育、工、医、歯、薬、農

宮城教育大 教育(学校／国語、社会、英語、数学、理科、特別支援)

山形大 人文(グローバル)

筑波技術大★ 産業技術、保健科学

筑波大 人文・文化(比較文化)、社会･国際、情報(情報科学、情報メディア創成)、理工
(数学)、医、体育、総合選抜文系、総合選抜理系I、II、III

情報(知識・図書館)

宇都宮大 共同教育、国際、農(森林科学)

群馬大 共同教育(学校／音楽、教育、教育心理)、医(医)

埼玉大 教育

千葉大 文(人文／日本ユーラシア、国際言語)、教育、国際教養、工(総合／デザイン、

物質科学)、医(医／地域枠)、薬(薬)、看護

お茶の水女子大 文教育(言語文化、芸術・表現行動／舞踊教育)、

生活科学(人間生活、心理)

東京大★ 文一、文二、文三、理一、理二、理三

東京医科歯科大 医(保健衛生／看護)、歯(口腔保健)

東京外国語大 言語文化、国際社会(国際／オセアニア)、国際日本

東京学芸大 教育(初等／家庭、保健体育、国際教育、ものづくり、幼児教育、英語)、
(中等／英語、家庭、技術、国語、美術、保健体育、書道)、養護教育、(教育／
カウンセリング、ソーシャルワーク、表現教育、生涯スポーツ)

東京芸術大★ 美術、音楽

東京工業大★ 理、工、物質理工、情報理工、生命理工、環境社会理工

一橋大 法、商、社会

横浜国立大 教育

長岡技術科学大★ 工

新潟大 教育、創生、医(医)、歯(口腔生命福祉)

富山大 医(医) 経済夜

金沢大★ 融合学域、人間社会、理工、医薬保健、文系一括入試、理系一括入試

山梨大 生命環境(地域食物／ワイン)、(地域社会／観光政策) 医(医)

信州大 経法、医(医、保健／理学療法)

岐阜大 社会システム経営学環、教育、医(医)、応用生物科学(共同獣医)

静岡大 教育(学校／教育心理、幼児教育、音楽、保健体育、技術、英語)

浜松医科大 医(看護)

愛知教育大 教育(学校／義務－ものづくり、英語、生活、ＩＣＴ)

豊橋技術科学大★ 工
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【国立大】

大学名 前期日程のみ［２月25日から］ 後期日程のみ［３月12日から］

名古屋大 文、法、経済、教育、情報、理、工、医(保健)、農

三重大 教育(学校／幼児教育、理科－初等、中等、音楽－中等、美術－初等、中等、
技術－初等、中等、家政－初等、中等、英語－初等、中等、数学－初等、中

等、教育学、教育心理)、工(総合工／総合工)

滋賀大 教育(学校／障害児)

滋賀医科大★ 医

京都大 文、経済、教育、総合人間、理、工、医、薬、農

京都教育大 教育(学校／教育、国語、技術、家庭、書道)

京都工芸繊維大 工芸科学(デザイン・建築)

大阪大★ 文、外国語、法、経済、人間科学、理、工、基礎工、医、歯、薬

大阪教育大 教育(学校／小中学校、小中英語、小中社会、小中家政、小中音楽、中等国

語、中等英語、中等社会、中等技術、中等保体、中等音楽、中等美術・書道)、
(教育／英語コミュニケーション、多文化リテラシー)、(初等／幼児教育)

神戸大 経済、経営、医(医)、(保健／作業療法)

和歌山大 観光、教育(学校／音楽・美術、保健体育)

鳥取大 医(医)、農(共同獣医)

島根大 教育(学校／音楽、美術、保健体育)、医(医)

岡山大★ 文、法、法夜、経済、経済夜、教育、理、工、医、歯、薬、農

広島大 教育(言語文化)、(生涯活動教育／音楽文化系)、総合科学(国際共創)、理(生

物科学)、工(工学特別)、医、歯(口腔／口腔保健)、薬

山口大 教育

徳島大 理工夜、医(医、保健／検査技術、医科栄養)

鳴門教育大 学校教育(学校／幼児教育、特別支援、音楽、図画･美術、体育･保健、技術、
家庭)

香川大 教育(学校／幼児教育)、医

愛媛大 教育(学校／初等ー幼年、中等、特別支援)、社会共創、医

高知大 地域協働、人文社会(人文／社会科学)、教育、医(医)

九州大 教育、共創、理(数学)、工(V群)、芸術工、医、歯

福岡教育大 教育(初等／幼児教育、芸術・実技教育)、(中等／国語、社会、英語、音楽、美
術、保健体育、家庭、書道)

長崎大 多文化社会、教育、医、歯

熊本大 文(コミュニケーション情報)、教育、医、薬  

大分大 理工(理工／数理科学、物理学連携、地域環境科学)、医、福祉健康(福祉／心

理)

宮崎大 教育(学校／教職実践、子ども、特別支援、中学校)

鹿児島大 法文(人文／心理)、教育(学校／中等国語、中等社会、中等英語、中等数学、

中等理科、中等技術、中等家政、中等音楽、中等美術、中等保体)、医(保健／
看護)、農(国際食料資源)、水産(国際食料資源)

鹿屋体育大★ 体育

琉球大 教育、農(亜熱帯／健康栄養)
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 【公立大】

大学名 前期日程のみ［２月25日から］ 後期日程のみ［３月12日から］

札幌市立大★ 看護、デザイン

札幌医科大★ 医、保健医療

青森公立大 経営経済(地域みらい)

山形県立保健医療大★ 保健医療

会津大★ コンピュータ理工

福島県立医科大 医(医)、保健科学

群馬県立県民健康科学大★ 看護、診療放射線

千葉県立保健医療大★ 健康科学

神奈川県立保健福祉大 保健福祉(リハビリテーション)

横浜市立大 国際商、国際教養、医

福井県立大 生物資源(創造農)

岐阜県立看護大★ 看護

静岡県立大 国際関係

愛知県立芸術大★ 美術、音楽

名古屋市立大 医、看護 総合生命理

京都市立芸術大 美術 音楽

京都府立大 生命環境(食保健、環境デザイン、環境･情報科学)

京都府立医科大★ 医

大阪公立大 医(医)、獣医、生活科学、現代システム科学(知識情報システム、環境社会シ

ステム、教育福祉、心理)

兵庫県立大 国際商経(国際／グローバル)、環境人間(環境／食環境栄養)

奈良県立医科大 医(看護)

和歌山県立医科大 医、薬

島根県立大 人間文化、看護栄養

岡山県立大 デザイン

県立広島大 地域創生(健康科学)、生物資源科学(地域資源開発)

広島市立大 芸術(美術／油絵、日本画) 芸術(美術／彫刻)

香川県立保健医療大 保健医療(臨床検査)

愛媛県立医療技術大 保健科学(臨床検査)

高知県立大 健康栄養

北九州市立大 地域創生

九州歯科大★ 歯

名桜大 人間健康(看護)

沖縄県立芸術大 美術工芸(デザイン／デザイン、美術／芸術)、音楽
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 【公立大】

大学名 前期・中期日程

釧路公立大★ 経済

公立千歳科学技術大★ 理工

岩手県立大 ソフトウェア

秋田公立美術大★ 美術

前橋工科大★ 工

高崎経済大 経済

長岡造形大★ 造形

三条市立大★ 工

公立小松大★ 国際文化交流、生産システム、保健医療

都留文科大★ 文、教養

長野大★ 企業情報、社会福祉、環境ツーリズム

長野県立大★ グローバルマネジメント、健康発達

長野県看護大★ 看護

公立諏訪東京理科大★ 工

大阪公立大 工

兵庫県立大 社会情報科学

奈良県立大★ 地域創造

新見公立大 健康科学(地域福祉)

岡山県立大 情報工

山陽小野田市立山口東京理科大 工

周南公立大★ 経済、福祉情報

下関市立大★ 経済

大学名 中期日程のみ［３月８日から］

金沢美術工芸大★ 美術工芸

岐阜薬科大★ 薬

静岡県立大 薬

名古屋市立大 薬

兵庫県立大 理

山陽小野田市立山口東京理科大 薬

大学名 独自日程のみ

国際教養大★ 国際教養

新潟県立大★ 国際経済、国際地域、人間生活

叡啓大★ ソーシャルシステムデザイン




