
※2023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(仮称)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。

例：国+数+外+(歴公or理・理基２)→２

例：共通テストの理科は専門理科１科目または基礎理科２科目のいずれかを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」

2023年度入試変更点一覧　表の見方



【2022/07/29版】
大学 学部 学科／専攻 方式 項目 変更点 2023年度入試 2022年度入試

旭川大 公立化 公立大学法人化 公立大学法人　旭川大
(2023年４月１日より）

学校法人　旭川大

北海学園大 人文、経営 一般・英語外部
利用試験

選抜方法 廃止 実施

北海道文教大 医療保健科学 看護、リハビリテー
ション／理学療法学、
作業療法学

改組 学部改組 医療保健科学(看護、リハビリテーション
医療保健科学(看護、リハビリ／理学療法学、
医療保健科学(看護、リハビリ／作業療法学)

人間科学(看護、理学療法、作業療法)

東北学院大 新設 キャンパス新設 五橋キャンパス(2023年４月）

文、法、経済、経
営、教養

移転 キャンパス移転 土桶キャンパス、五橋キャンパス 泉キャンパス

工 移転 キャンパス移転 土桶キャンパス、五橋キャンパス 多賀城キャンパス

福島学院大 マネジメント 地域マネジメント 新設 学部新設 マネジメント(地域マネジメント)：入学定員90人

国際医療福祉大 福岡保健医療 看護 新設 学科新設 福岡保健医療(看護)：入学定員60人
※大川キャンパス

東京国際大 新設 キャンパス新設 池袋キャンパス(2023年９月）
※経済、商、国際関係(国際関係）、言語コミュ
ニケーションは2024年度に移転予定

文教大 健康栄養 管理栄養 共テ 選抜方法 新規実施 (国or歴公or数①or数②or理・理基２or外）→２
※高得点２教科２科目採用
※英語はリーディングのみを課す

淑徳大 一般、共テ 選抜方法 併願制度の変更 一般、共テでは学部・キャンパスを超えて複数
学部・学科・コースで第三志望まで併願可
※看護栄養への併願は不可。看護栄養を第一
志望とした場合は全学部・学科・コースから第
三志望まで選択可

<一般・Ａ>
学部・キャンパスを超えて複数学部・学科・コー
スで第三志望まで併願可
※看護栄養への併願は不可。看護栄養を第一
志望とした場合は全学部・学科・コースから第
三志望まで選択可

<一般・B、C、共テ>
同キャンパス内の学部・学科のみ併願可
※経営、総合福祉、コミュニティ政策、教育は第
三志望まで選択可

地域創生 地域創生 新設 学部新設 地域創生(地域創生）：入学定員95人

人文 人間科学 新設 学科新設 人文(人間科学）：入学定員100人

経営 移転 キャンパス移転 東京キャンパス(2023年４月） 埼玉キャンパス

看護栄養 看護 一般・Ａ(２日目) 試験会場 試験会場に仙台、水
戸、新潟、三島追加

千葉、仙台、水戸、新潟、三島 千葉

聖徳大 文 文／教養デザイン 共テ 入試科目 外が選択から必須へ 外+(国or歴or数①or数②or外）
※外(必須）：英語(リーディング）
※外(選択）：英語(リスニング）
※数②：簿記・会計or情報関係基礎

(国or外）+(国or歴or数①or数②or外）
※数②：簿記・会計or情報関係基礎

千葉工業大 一般・ＳＢ日程 選抜方法 新規実施 国+数
※B日程との併願で、B日程の受験料のみで受
験可

共テ・後期 選抜方法 入試区分変更 タイプＩ(２教科方式)、
タイプＩＩ(数理３科目方式)、
タイプＩＩＩ(４教科方式)

２科目方式

青山学院大 文 史 共テ・６科目型 選抜方法 新規実施 国+歴公+外+理・理基２+(数①or数②)
※歴公は２科目選択
募集人員：５人

総合文化政策 総合文化政策 共テ 募集人員 募集人員変更 ３科目型、４科目型、５科目型あわせて10人 <３科目型>10人

共テ・４科目型 選抜方法 新規実施 国+歴公+外+(数①or数②)

共テ・５科目型 選抜方法 新規実施 国+歴公+理・理基２+外+(数①or数②)

法 法 共テ 募集人員 募集人員変更 ３科目型、５科目型あわせて10人 <３科目型>10人

共テ・５科目型 選抜方法 新規実施 国+数①+外+(歴公or数②or理・理基)→２

ヒューマンライツ 共テ 募集人員 募集人員変更 ３科目型、５科目型あわせて10人 <３科目型>５人

共テ・５科目型 選抜方法 新規実施 国+数①+外+(歴公or数②or理・理基)→２

社会情報 社会情報 共テ 募集人員 募集人員変更 ３科目型、４科目Ａ型、４科目Ｂ型、５科目型あ
わせて15人

<３科目型>15人

共テ・４科目Ａ型 選抜方法 新規実施 国+外+(歴公or数①or数②)→２

共テ・４科目Ｂ型 選抜方法 新規実施 数２+理+外

共テ・５科目型 選抜方法 新規実施 国+歴公+理+外+(数①or数②)

コミュニティ人間
科学

コミュニティ人間科学 共テ 募集人員 募集人員変更 ３科目型、４科目型、５科目型あわせて12人 <３科目型>12人

共テ・４科目型 選抜方法 新規実施 国+外+{歴公+理・理基２+(数①or数②)}→２
※歴公：世Ｂ、日Ｂ、地理Ｂ、現社から２科目の
組合せ不可。倫、政経、倫政から２科目の組合
せ不可

共テ・５科目型 選抜方法 新規実施 国+外+{歴公+理・理基２+(数①or数②)}→３
※歴公：世Ｂ、日Ｂ、地理Ｂ、現社から２科目の
組合せ不可。倫、政経、倫政から２科目の組合
せ不可

亜細亜大 経営 データサイエンス 新設 学科新設 経営(データサイエンス)：入学定員80人
(2023年４月１日より)

桜美林大 教育探求科学 教育探求科学 新設 学群新設 教育探求科学：入学定員150人

学習院大 法 政治 一般・プラス 選抜方法 新規実施 国+外+(歴公or数２）
募集人員：15人

2023年度入試 主要私立大 変更点一覧
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大学 学部 学科／専攻 方式 項目 変更点 2023年度入試 2022年度入試

学習院大 法 法 一般・プラス 選抜方法 新規実施 国+外+(歴公or数２）
募集人員：15人

北里大 未来工 データサイエンス 新設 学部新設 未来工(データサイエンス）：入学定員100人

理 物理 一般・前期 募集人員 募集人員変更 27人 30人

共テ・前期 募集人員 募集人員変更 10人 12人

医 医 一般 試験会場 第１次試験会場に東
京追加

<第１次>相模原、東京
<第２次>相模原

<第１次>相模原
<第２次>相模原

薬 一般・前期 選抜方法 試験時間変更 数<80分>+理<80分>+外<80分> 数<70分>+理<70分>+外<70分>

医療衛生 医療工／臨床工学 一般・前期 募集人員 募集人員変更 23人 25人

リハビリテーション／
言語聴覚療法学

一般・前期 募集人員 募集人員変更 14人 16人

リハビリテーション／
作業療法学

一般・前期 募集人員 募集人員変更 18人 20人

一般・後期 募集人員 募集人員変更 ３人 ４人

リハビリテーション／
視覚機能療法学

一般・前期 募集人員 募集人員変更 10人 13人

保健衛生／環境保健
学

一般・後期 募集人員 募集人員変更 ２人 ４人

保健衛生／臨床心理
学

一般・後期 募集人員 募集人員変更 ２人 ４人

医療検査 一般・後期 募集人員 募集人員変更 ５人 10人

獣医 獣医 一般・前期 募集人員 募集人員変更 45人 50人

共テ・前期３教科
方式

募集人員 募集人員変更 ８人 10人

共テ・前期５教科
方式

募集人員 募集人員変更 ４人 ５人

共テ・後期 選抜方法 新規実施 数２+理+外
募集人員：３人

動物資源科学、生物
環境科学

一般・中期 試験会場 試験会場から大阪、
福岡除外

相模原、仙台 相模原、仙台、大阪、福岡

共立女子大 建築・デザイン 建築・デザイン 新設 学部新設 建築・デザイン(建築・デザイン／建築、
建築・デザイン(建築・デザイン／デザイン）
建築・デザイン(建築・デザ：入学定員100人

杏林大 保健 リハビリテーション／
理学療法学、作業療
法学、言語聴覚療法
学

改組 学科改組 保健(リハビリテーション／理学療法学)
保健(リハビリテーション／理：入学定員65人、
保健(リハビリテーション／作業療法学)
保健(リハビリテーション／作：入学定員50人、
保健(リハビリテーション／言語聴覚療法学
保健(リハビリテーション／言：入学定員25人

保健(理学療法、作業療法)

恵泉女学園大 一般 選抜方法 高得点１科目選考へ 国+外
※高得点１科目採用

国+外

共テ 入試科目 外が必須から選択へ (国or歴ｏｒ公or数or理・理基２or外)→２ 外+(国or歴or公or数or理・理基２)

工学院大 情報 情報科学 名称変更 学科名称変更 情報科学
(2023年４月１日より）

システム数理

駒澤大 医療健康科学 診察放射線技術科学 一般・T方式(３
月)

選抜方法 廃止 実施

芝浦工業大 一般・前期、全学
統一、英語資格・
検定試験利用方
式

試験会場 試験会場に金沢、岡
山追加

札幌、仙台、水戸、高崎、さいたま、千葉、
東京、町田、横浜、金沢、静岡、名古屋、
岡山、広島、福岡

札幌、仙台、水戸、高崎、さいたま、千葉、
東京、町田、横浜、静岡、名古屋、広島、
福岡

全学統一 選抜方法 外の出題形式が全問
マークセンス方式へ

数+理+外
※外：全問マークセンス方式で出題

数+理+外
※外：一部マークセンス方式で出題

英語資格・検定
試験利用方式

試験日程 日程追加 ４日間で実施
※２/４のみ全学統一と併願可

３日間で実施

一般・後期 選抜方法 外の独自試験を廃止
し、共テの外または英
語外部試験(英検)を
活用

数+理+外
※外：共テの英語または英語外部試験(英検)
のいずれかのスコアを利用。どちらのスコアも
取得している場合は高得点の方を英語の得点
として利用

数+理+外

順天堂大 健康データサイ
エンス

健康データサイエンス 新設 学部新設 健康データサイエンス(健康データサイエンス)

女子美術大 芸術 共創デザイン 新設 学科新設 芸術(共創デザイン)：入学定員60人

杉野服飾大 服飾 服飾文化 新設 学科新設 服飾(服飾文化)：入学定員40人

成城大 一般・学部別(Ａ
方式）

試験日程 日程追加 試験日を複数日設定 １学部１学科につき試験日は１日のみ

拓殖大 共テ 入学検定
料

入学検定料変更 いくつ出願しても一律10,000円
※最大14学科出願可能

２出願まで：15,000円
３出願以降：１出願増えるごとに5,000円

共テ(英語外部試
験利用)

選抜方法 新規実施
英語外部試験の活用

利用方法：得点換算
対象試験：英検、GTEC、IELTS、TEAP、
対象試験：TEAP CBT、TOEFL iBT、
対象試験：TOEIC LR&SW

中央大 法 移転 キャンパス移転 文京区茗荷谷 多摩キャンパス

東海大 教養(芸術・専門
試験型)、医、体
育を除く

一般 試験日程 試験日程変更 全学部同一日の４日間で実施 ６日間のうち、各学部３日間ずつで実施

出願方法 併願数変更 ４日間で最大12併願可
※１日３学科併願可

６日間で最大18併願可
※１日３学科併願可

文 一般 出願方法 他学部との併願が可
能に

文、人文、文化社会、法、政治経済、経営、観
光、国際文化、国際、文理融合(経営、地域社
会)の10学部内で１日３学科まで併願可

学部内でのみ１日３学科まで併願可
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大学 学部 学科／専攻 方式 項目 変更点 2023年度入試 2022年度入試

東海大 医 医 一般 入試科目 一次の数の出題範囲
から数ＩＩＩ除外

<一次>
数+理+外
※数：数Ｉ・ＩＩ・Ａ・Ｂ

<一次>
数+理+外
※数：数Ｉ・ＩＩ・ＩＩＩ・Ａ・Ｂ

看護 一般 試験日程 ２日間で実施 ２日間で実施 ３日間で実施

農 農、動物科学、食生
命科学

移転 キャンパス移転 九州キャンパス／臨空校舎(2023年４月) 熊本キャンパス

東京農業大 国際食糧情報 アグリビジネス 名称変更 学科名称変更 アグリビジネス
(2023年４月)

国際バイオビジネス

東京薬科大 薬 一般 入試区分 入試区分変更 一般・Ａ方式、Ｂ方式Ｉ期、Ｂ方式ＩＩ期 一般・Ａ方式、Ｂ方式、共テ併用・Ｓ方式

一般・Ｂ方式ＩＩ期 選抜方法
・募集単
位呼称変
更

共テ廃止、
３教科３科目型から２
教科２科目型へ

一般B方式ＩＩ期(個別)
数+理
※理：化

一般Ｓ方式（共テ・個別併用）
<共テ>数２+外
<個>理
※理：化

東京理科大 理 数学、物理、化学 募集人員 募集人員変更 各学科115人 各学科120人

創域理工 名称変更 学部名変更 創域理工 理工

生命生物 募集人員 募集人員変更 (生命生物）110人 (応用生物）120人

機械航空宇宙工 募集人員 募集人員変更 (機械航空宇宙工）130人 (機械工）120人

経営システム工 募集人員 募集人員変更 (経営システム工）110人 (経営工）120人

数理科学 募集人員 募集人員変更 (数理科学）90人 (数学）120人

電気電子情報工 募集人員 募集人員変更 150人 160人

社会基盤工 募集人員 募集人員変更 (社会基盤工）110人 (土木工）120人

先端物理 募集人員 募集人員変更 (先端物理）100人 (物理）120人

先進工 物理工 改組 学部改組 先進工(物理工）：入学定員115人 理(応用物理）

機能デザイン工 新設 学部新設 先進工(機能デザイン工）：入学定員115人

マテリアル創成工、電
子システム工、生命
システム工

募集人員 募集人員変更 各学科115人 各学科120人

東洋大 福祉社会デザイ
ン

改組 学部改組 福祉社会デザイン(社会福祉)
福祉社会デザイン(社会福：入学定員216人、
福祉社会デザイン(子ども支援)
福祉社会デザイン(子ども：入学定員100人、
福祉社会デザイン(人間環境デザイン）
福祉社会デザイン(人間環：入学定員160人

※社会福祉学科は白山キャンパスから赤羽台
キャンパスへ移転

社会(社会福祉）、
ライフデザイン(人間環境デザイン、
ライフデザイン(生活支援／生活支援、
ライフデザイン(生活支援／子ども支援）

健康スポーツ科
学

改組 学部改組 健康スポーツ科学(健康スポーツ科学)
健康スポーツ科学(健康ス：入学定員230人、
健康スポーツ科学(栄養科学）
健康スポーツ科学(健康科：入学定員100人

食環境科学(食環境科学／
食環境科学(スポーツ・食品機能）、
ライフデザイン(健康スポーツ）

東京都市大 デザイン・データ
科学

デザイン・データ科学 新設 学部新設 デザイン・データ科学(デザイン・データ科学)
：入学定員100人
※横浜キャンパス(2023年４月１日より）

人間科学 人間科学 名称変更 学科名称変更 人間科学 児童

日本大 商 一般・Ａ個別方式
第１、２期(英語外
部試験利用)

選抜方法 英語外部試験の利用
可能に

利用方法：得点換算
対象試験：英検
※独自に行う外を受験した場合は、高得点の
方を外の得点として利用

国際関係 一般・Ａ個別方式
第３期

選抜方法 新規実施 国+外

文理 地球科学 共テ・Ｃ方式第１
期

入試科目 ３教科・３科目型に変
更、国と数が必須か
ら選択へ

理+外+（国or数Ｉor数Ｉ・Ａor数ＩＩor数ＩＩ・Ｂ） 国+数+理+外

中国語中国文化 共テ・Ｃ方式第２
期

選抜方法 廃止 実施

工 一般・N全学統一
方式第２期

選抜方法 新規実施 数+理+外
数：数①(数Ｉ・ＩＩ・Ａ・Ｂ)or
数：数②(数Ｉ・ＩＩ・ＩＩＩ・Ａ・Ｂ)

理工 一般・N全学統一
方式第２期

選抜方法 新規実施 数+理+外
※数：数Ｉ・ＩＩ・ＩＩＩ・Ａ・Ｂ

共テ併用・ＣＡ方
式

選抜方法 廃止 実施

薬 薬 一般・N全学統一
方式第２期

選抜方法 新規実施 数+理+外

生物資源科学 バイオサイエンス、獣
医、動物、海洋生物、
森林、環境、アグリサ
イエンス、食品ビジネ
ス、食品開発、国際
共生、獣医保健看護

改組 学科改組 生物資源科学(バイオサイエンス、獣医、
生物資源科学(動物、海洋生物、森林、環境、
生物資源科学(アグリサイエンス、
生物資源科学(食品ビジネス、食品開発、
生物資源科学(国際共生、獣医保健看護)

生物資源科学(生命農、獣医、動物資源科学、
生物資源科学(森林資源科学、
生物資源科学(海洋生物資源科学、
生物資源科学(生物環境工、応用生物科学、
生物資源科学(生命化、食品ビジネス、
生物資源科学(国際地域開発、食品生命、
生物資源科学(くらしの生物)

食品ビジネス、国際
共生

一般・Ａ個別方式
第１、２期

入試科目 歴公の選択に地理B
追加

(国or歴公or数or理)+外
※歴公：世Ｂor日Ｂor地理Ｂor政

(国or歴公or数or理)+外
※歴公：世Ｂor日Ｂor政

獣医 一般・N全学統一
方式第２期

選抜方法 新規実施 数+理+外

芸術 一般・Ａ個別方式
第２期

選抜方法 廃止 実施

映画、写真、放送 一般・N全学統一
方式第２期

選抜方法 新規実施 国+外+(歴公or数or理)

演劇／演技、舞台美
術、舞踊

一般・Ｎ個別方式
第１期

選抜方法 新規実施 国+外
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大学 学部 学科／専攻 方式 項目 変更点 2023年度入試 2022年度入試

日本大 芸術 演劇／舞踊(日舞) 一般・Ａ個別方式 入試科目 学科別専門試験の内
容を変更

外+国+学科別専門試験
※学科別専門試験：①実、②面
※実：日本舞踊曲または日本の伝統舞踊（郷
土芸能を含む）の実演

外+国+学科別専門試験
※学科別専門試験：①実、②面
※実：各自所属流派修得の任意の曲目を踊る

写真 一般・N全学統一
方式第１期

入試科目 歴公が必須から選択
へ、選択に数、理追
加

国+外+（歴公or数or理） 国+歴公+外

美術、音楽、文芸、演
劇

一般・N全学統一
方式第２期

選抜方法 新規実施 国+外

文芸 一般・Ａ個別方式 入試科目 学科別専門試験の内
容を変更

国+外+学科別専門試験
※学科別専門試験：面
（専門試験当日面接前に、Ａ４判１枚の自己ア
ピール用紙に「これまで頑張ったこと。これから
成し遂げたいこと。」を記入する時間を設ける。
制限時間30分）

国+外+学科別専門試験
※学科別専門試験：①小論文又は作文
※学科別専門試験：②面

放送 一般・N全学統一
方式第１期

入試科目 選択に理追加 国+外+（歴公or数or理） 国+外+（歴公or数)

デザイン 一般・N全学統一
方式第２期

選考方法 新規実施 (国or歴公or数or理or外)
※数：数①(数Ｉ・ＩＩ・Ａ・Ｂ)or
※数：数②(数Ｉ・ＩＩ・ＩＩＩ・Ａ・Ｂ)
※歴公、数①での組合せ、国、数②での組合
せ不可

音楽／声楽、ピアノ 一般・N全学統一
方式第１期

選考方法 新規実施 国+外

日本獣医生命科学大 一般 選抜方法 出願時の志望理由書
を合否判定に利用

出願時に入力する志望理由書等を合格ライン
で志願者が同点の場合の合否判定に利用

日本女子大 国際文化 国際文化 新設 学部新設 国際文化(国際文化）：入学定員121人
※目白キャンパス

星薬科大 薬 創薬科学 一般・Ｓ方式 入試科目 個別の選択から生除
外

<共テ>数２+外
<個>理
※理：化

<共テ>数２+外
<個>理
※理：化or生

明治学院大 文 英文 共テ・前期 募集人員 募集人員変更 25人 30人

心理 教育発達 一般・Ａ日程英語
外部試験利用型
(得点換算方式)

選抜方法 新規実施 利用方法：得点換算
※英語の受験は任意

一般・Ａ日程３教
科型、英語外部
試験利用型(得点
換算方式)

募集人員 募集人員変更 ３教科型、英語外部試験利用型あわせて43人 ３教科型：43人

法 政治 一般・Ａ日程英語
外部試験利用型
(得点換算方式)

選抜方法 英語外部試験の利用
方法変更

得点換算方式
利用方法：得点換算
※英語の受験は任意

出願資格方式
利用方法：出願要件

一般・Ａ日程３教
科型、英語外部
試験利用型(得点
換算方式)

募集人員 募集人員変更 ３教科型、英語外部試験利用型あわせて65人 ３教科型：55人、英語外部試験利用型：10人

消費情報環境法 一般・Ａ日程英語
外部試験利用型
(得点換算方式)

選抜方法 英語外部試験の利用
方法変更

得点換算方式
利用方法：得点換算
※英語の受験は任意

出願資格方式
利用方法：出願要件

一般・Ａ日程３教
科型、英語外部
試験利用型(得点
換算方式)

募集人員 募集人員変更 ３教科型、英語外部試験利用型あわせて85人 ３教科型：75人、英語外部試験利用型：10人

経済 経済 一般・全学部(英
語外部試験利用
型)

募集人員 募集人員変更 20人 15人

共テ・前期 募集人員 募集人員変更 40人 45人

国際 国際キャリア 一般・Ａ日程３教
科型

募集人員 募集人員変更 18人 20人

立教大 コミュニティ福
祉、スポーツウエ
ルネス

改組 学部改組 コミュニティ福祉(福祉)：入学定員130人、
コミュニティ福祉(コミュニティ政策／
コミュニティ福祉(コミュ政策、コミュニティ)
コミュニティ福祉(コミュ政：入学定員220人、
スポーツウエルネス(スポーツウエルネス）
スポーツウエルネス(スポ：入学定員230人

コミュニティ福祉(福祉、コミュニティ政策、
コミュニティ福祉(スポーツウエルネス）

立正大 法 法／特修、社会公
共、ビジネス法

名称変更 コース名称変更 特修、社会公共、ビジネス法 企業法、公共政策、現代社会

早稲田大 教育 共テ併用(Ｃ方
式）

選抜方法 新規実施 実施

英語英文 募集人員 募集人員変更 <一般・文科系(Ａ方式）>80人
<共テ併用(Ｃ方式）>15人

<一般・文科系(Ａ方式）>80人

国語国文 募集人員 募集人員変更 <一般・文科系(Ａ方式）>80人
<共テ併用(Ｃ方式）>15人

<一般・文科系(Ａ方式）>80人

社会科 募集人員 募集人員変更 <一般・文科系(Ａ方式）>140人
<共テ併用(Ｃ方式）>25人

<一般・文科系(Ａ方式）>145人

理／生物 一般・理科系(Ｂ
方式）

選抜方法 廃止 実施

共テ併用(Ｄ方
式）

選抜方法 新規実施 実施

募集人員 募集人員変更 <共テ併用(Ｃ方式）>15人
<共テ併用(Ｄ方式）>10人

理学科全体で50人
※理／地球の地学選択者募集枠「若干名」を
含む
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大学 学部 学科／専攻 方式 項目 変更点 2023年度入試 2022年度入試

早稲田大 教育 理／地球科学 一般・理科系(Ｂ
方式）地学募集
枠

選抜方法 廃止 実施

募集人員 募集人員変更 <一般・理科系(Ｂ方式）>20人
<共テ併用(Ｃ方式）>5人

理学科全体で50人
※理／地球の地学選択者募集枠「若干名」を
含む

数 募集人員 募集人員変更 <一般・理科系(Ｂ方式）>45人
<共テ併用(Ｃ方式）>10人

<一般・理科系(Ｂ方式）>45人

複合文化 募集人員 募集人員変更 <一般・文科系(Ａ方式）>と<一般・理科系(Ｂ方
式）>を合わせて40人
<共テ併用(Ｃ方式）>10人

<一般・文科系(Ａ方式）>と<一般・理科系(Ｂ方
式）>を合わせて40人

教育／教育 募集人員 募集人員変更 <一般・文科系(Ａ方式）>95人
<共テ併用(Ｃ方式）>20人

<一般・文科系(Ａ方式）>100人

教育／初等 一般・理科系(Ｂ
方式）

選抜方法 廃止 実施

募集人員 募集人員変更 <一般・文科系(Ａ方式）>20人
<共テ併用(Ｃ方式）>5人

<一般・文科系(Ａ方式）>20人

神奈川大 化学生命 応用化学、生命機能
学

新設 学部新設 化学生命(応用化学、
化学生命(生命機能／応用化学、
化学生命(生命機能／生命機能学、
化学生命(生命機能／環境生活科学）

情報 計算機科学、システ
ム数理、先端情報領
域プログラム

新設 学部新設 情報(計算機科学、システム数理、
情報(先端情報領域プログラム）

理 移転 キャンパス移転 横浜キャンパス(2023年４月） 湘南ひらつかキャンパス

理 改組 学科改組 理(理／生物、化学、総合理学、
理(数／数学、物理、地球環境科学）
※６コース

理(生物科学、化学、情報科学、数理・物理、
理(総合理学プログラム）
※４学科１プログラム

工 機械工、電気電子情
報工、経営工、応用
物理

改組 学科改組 工(機械工、電気電子情報工、経営工、
工(応用物理）

工(物質生命化学、機械工、
工(情報システム創成、電気電子情報工、
工(経営工、総合工）

関東学院大 新設 キャンパス新設 横浜・関内キャンパス(2023年４月）

理工 理工／生命科学、数
理・物理、応用化学、
電気・電子、情報ネッ
ト・メディア、土木・都
市防災、健康科学・テ
クノロジー、表面工学

改組 コース改組 理工／生命科学、数理・物理、応用化学、
理工／電気・電子、情報ネット・メディア、
理工／土木・都市防災、
理工／健康科学・テクノロジー、表面工学

理工／生命科学、数理・物理、応用化学、
理工／電気・電子、健康・スポーツ計測、
理工／情報ネット・メディア、土木・都市防災

湘南工科大 情報 情報／人口知能、情
報工学、情報メディア

新設 学部新設 情報(情報／人口知能)：入学定員50人、
情報(情報／情報工学)：入学定員150人、
情報(情報／情報メディア)：入学定員75人

フェリス女学院大 一般 入学検定
料

併願割引の拡充 併願時の２方式目以降の検定料を１方式ごと
に10,000円とする

併願時の２学部目以降の検定料を10,000円減
額とする

一般・Ａ日程 選抜方法 全学部統一入試へ変
更

全学部統一で実施 学部ごとに実施

マーク解答用紙の廃
止

記号問題+記述問題 マーク解答用紙

試験日程 日程追加 全学部同日２日間で実施 各学部１日のみの実施

一般・Ａ日程、Ｂ
日程

選抜方法 国、外の試験時間を
90分から60分に変更

国<60分>、
外<60分>

国<90分>、
外<90分>

一般・Ｂ日程 出願方法 併願制度の変更 ２学科まで併願可 併願不可

選抜方法 共テ１科目と英検の
利用が可能に

(国or歴or外or共テ１科目or英検)→２ 国+外または国+(歴or外)または外+(国or歴)
※個別試験のみ

一般・Ｃ日程 名称変更 方式名称変更 一般・Ｃ日程 一般・３月期

共テ 選抜方法 英語外部試験の利用
が可能に

利用方法：得点換算
対象試験：英検
※高得点の方を外の得点として利用

文、音楽 一般・Ａ日程 出願方法 併願制度の変更 文、音楽での併願可 文、音楽での併願不可

文 一般・Ａ日程、Ｂ
日程

出願方法 併願制度の変更 学科間での併願可

英語英米文 一般・Ａ日程 入試科目 英語からリスニング除
外

英語はリーディングのみを課す 英語はリーディングとリスニングを課す

一般・Ａ日程２科
目型

募集人員 募集人員変更 30人 42人

一般・Ｂ日程 募集人員 募集人員変更 ５人 ８人

一般・Ｃ日程 選抜方法 英語外部試験の利用
が可能に

利用方法：得点換算
対象試験：英検
※高得点の方を外の得点として判定

共テ 募集人員 募集人員変更 <前期>15人、<後期>若干名 <前期>８人、<後期>３人

日本語日本文 一般・Ａ日程 募集人員 募集人員変更 <２科目型>30人、<３科目型>10人 <２科目型>42人、<３科目型>８人

共テ 募集人員 募集人員変更 <前期>10人、<後期>若干名 <前期>８人、<後期>３人

コミュニケーション 一般・Ａ日程 入試科目 英語からリスニング除
外

英語はリーディングのみを課す 英語はリーディングとリスニングを課す

募集人員 募集人員変更 <２科目型>28人、<３科目型>10人 <２科目型>32人、<３科目型>12人

共テ 募集人員 募集人員変更 <前期>12人、<後期>若干名 <前期>14人、<後期>３人

国際交流 国際交流 一般・Ａ日程 入試科目 英語からリスニング除
外

英語はリーディングのみを課す 英語はリーディングとリスニングを課す

一般・Ｃ日程 選抜方法 英語外部試験の利用
が可能に

利用方法：得点換算
対象試験：英検
※高得点の方を外の得点として判定

共テ・後期 募集人員 募集人員変更 若干名 ５人
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大学 学部 学科／専攻 方式 項目 変更点 2023年度入試 2022年度入試

フェリス女学院大 音楽 音楽芸術 一般・Ａ日程３科
目型

選抜方法 新規実施 国+歴+外
※歴：世Bor日B
募集人員：６人

一般・Ａ日程２科
目型

募集人員 募集人員変更 20人 30人

共テ 募集人員 募集人員変更 <前期>12人、<後期>若干名 <前期>８人、<後期>２人

新潟医療福祉大 リハビリテーショ
ン

鍼灸健康 新設 学科新設 リハビリテーション(鍼灸健康)：入学定員40人

新潟青陵大 福祉心理 子ども発達 新設 学科新設 福祉心理(子ども発達）：入学定員40人

新潟薬科大 医療技術 臨床検査 新設 学部新設 医療技術(臨床検査）：入学定員60人

看護 看護 新設 学部新設 看護(看護）：入学定員80人

薬 薬 一般・個別方式 入試科目 選択に生追加 数+理+外
※理：化or生

数+理+外
※理：化

応用生命科学 応用生命科学 一般・個別方式 選抜方法 高得点２教科評価か
ら３教科評価へ

数+理+外 数+理+外
※高得点２教科採用

生命産業創造 共テ 入試科目 選択から理・理基除
外、高得点採用の組
合せ範囲変更

(国or歴公or数①or数②or外）→２
※高得点２教科採用
※数②：簿記・会計or情報関係基礎

(数①or数②or理・理基２or外)+(国or歴)
※選択からそれぞれ高得点１教科採用
※数②：簿記・会計or情報関係基礎

金沢工業大 共テ・Ａ 入試科目 選択に歴公追加 数２+外+(国or歴公or理・理基２) 数２+外+(国or理・理基２)

北陸大 医療保健 理学療法 新設 学科新設 医療保健(理学療法)：入学定員60人

北陸学院大 社会、教育 改組 学部改組 社会(社会)：入学定員95人、
教育(幼児教育)：入学定員45人、
教育(初等中等教育)：入学定員25人

人間総合(社会、子ども教育)

健康科学 栄養 新設 学部新設 健康科学(栄養)：入学定員65人

福井工業大 経営情報 経営情報 新設 学部新設 経営情報(経営情報）：入学定員90人

金城学院大 人間科学 多元心理 共テプラス 入試科目 個別の選択から歴、
理基除外

<共テ>(国or歴公or数or理・理基２or外）
<個>(国or数or外）

<共テ>(国or歴公or数or理・理基２or外）
<個>(国or歴or数or理基or外）

中部大 理工 数理・物理サイエン
ス、AＩロボティクス、宇
宙航空

新設 学部新設 理工(数理・物理サイエンス)：入学定員40人、
理工(AＩロボティクス)：入学定員80人、
理工(宇宙航空)：入学定員80人

工、理工 改組 学科改組 工(機械工、建築、応用化学、都市建設工、
工(情報工、電気電子システム工)
理工(AＩロボティクス、宇宙航空)
※AＩロボティクスはロボット理工から、宇宙航
空は宇宙航空理工から名称変更

工(機械工、建築、応用化学、都市建設工、
工(情報工、ロボット理工、
工(電気電子システム工、宇宙航空理工)

日本福祉大 一般 入試科目 選択の数に数ＩＩＩ、数
Ｂ追加

数：(数Ｉ+数ＩＩ+数Ａ)or(数Ｉ+数ＩＩ+数ＩＩＩ+数Ａ+数Ｂ) 数：数Ｉ+数ＩＩ+数Ａ

京都芸術大 芸術 キャラクターデザイン
／マンガ、キャラク
ターデザイン

改組 学科改組 芸術(キャラクターデザイン
芸術(キャラクターデ／マンガ、
芸術(キャラクターデ／キャラクターデザイン)

芸術(マンガ、キャラクターデザイン)

京都産業大 共テ 配点変更 英語の配点比率変更 リーディング：リスニング＝４：１ リーディング：リスニング＝１：１

京都女子大 データサイエンス データサイエンス 新設 学部新設 データサイエンス(データサイエンス）
：入学定員95人

京都橘大 総合心理 総合心理 新設 学部新設 総合心理(総合心理)：入学定員90人<通学課
程>
※別途、通信教育課程あり

立命館大 総合心理 総合心理 一般・理系型３教
科方式

選抜方法 新規実施 数+理+外
※理：物or化or生

学部個別・理科１
科目型

選抜方法 廃止 実施

共テ・３教科型(２
月)、(３月)

選抜方法 新規実施 国+外+(歴公or数or理・理基２)
※選択は高得点１科目採用

産業社会 現代社会 学部個別・文系
型

配点変更 国、外の配点変更 国<150>+外<150>+(歴公or数)<200>＝総点
<500>

国<100>+外<１00>+(歴公or数)<200>＝総点
<400>

共テ併用・３教科
型

入試科目 共テの必須に国追加 <共テ>国+(歴公or数)
※選択は高得点１科目採用
<個>国+外

<共テ>(歴公or数)
※高得点１科目採用
<個>国+外

共テ・３教科型 入試科目 国が選択から必須へ 国+外+(歴公or数or理・理基２)
※選択は高得点１科目採用
※公、数はそれぞれ高得点１科目採用

外+(国or歴公or数or理・理基２)→２
※選択は高得点２科目採用
※公、数はそれぞれ高得点１科目採用

龍谷大 心理 心理 改組 学部改組 心理(心理）：入学定員225人
(2023年４月より）

文(臨床心理)

農 生命科学、農 名称変更 学科名称変更 生命科学、農 植物生命科学、資源生物科学

追手門学院大 法 法律 新設 学部新設 法(法律)：入学定員230人

大阪経済大 経済 地域政策 募集停止 学科募集停止 経済(地域政策)

大阪成蹊大 看護 新設 学部新設 看護

データサイエンス 新設 学部新設 データサイエンス

関西大 法 法学政治 共テ併用・２科目
型(英語)

試験日程 日程追加 ６日間で実施 ３日間で実施

経済 経済 共テ併用・２科目
型(小論文)

選抜方法 新規実施 <共テ>数①+(国or数②or理・理基２or外)
<個>論
※論：現、政経を題材とする
※同一日実施の法とは異なる問題を使用
募集人員：５人

共テ・前期３科目
型

選抜方法 新規実施 数２+(国or歴公or数２or理・理基２or外)→２
※数(必須)：数①or数②から高得点１科目採用
※数(選択)：必須で採用された科目を除く
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大学 学部 学科／専攻 方式 項目 変更点 2023年度入試 2022年度入試

関西大 経済 経済 共テ・前期３科目
型(ベスト３科目
傾斜配点方式)

選抜方法 廃止 実施

総合情報 総合情報 全学１(２教科型) 選抜方法 ２教科選択型から英
国方式、英数方式、
国数方式へ

英国方式：国+外
英数方式：数+外
国数方式：国+数
※国、外は同一日に実施する他学部と同一問
題を使用

２教科選択型：(国or数or外)→２

全学(２教科型・
英数方式)

試験日程 日程追加 ３日間で実施 １日間で実施

システム理工、化
学生命、環境都
市工

全学・理数設問
選択方式(２科目
型・理科重視)

選抜方法 廃止 実施

システム理工 全学・理科設問
選択方式(理数重
視)

選抜方法 新規実施 数+理２+外
※理：物・化or物・生

化学生命工 化学・物質工 全学・理科設問
選択方式(理数重
視)

選抜方法 新規実施 数+理２+外
※理：物・化

共テ併用・数理
重視方式

入試科目 共テの物、化が必須
から選択へ(５科目型
から４科目型へ)

<共テ>数２+理+外
※理：物or化から高得点１科目採用
<個>数+理２
※理：物・化

<共テ>数２+理２+外
※理：物・化
<個>数+理２
※理：物・化

共テ・後期４科目
型

選抜方法 ５科目型から４科目型
へ

数２+理+外
※理：物or化から高得点１科目採用

数２+理２+外
※理：物・化

生命・生物工 全学・理科設問
選択方式(理数重
視)

選抜方法 新規実施 数+理２+外
※理：物or化or生

共テ併用・数理
重視方式

選抜方法 ５科目型から４科目型
へ

<共テ>数２+理+外
※理：物or化or生から高得点１科目採用
<個>数+理２
※理：物or化or生

<共テ>数２+理２+外
※理：物or化or生
<個>数+理２
※理：物or化or生

共テ・後期４科目
型

選抜方法 ５科目型から４科目型
へ

数２+理+外
※理：物or化or生から高得点１科目採用

数２+理２+外
※理：物or化or生

環境都市工 全学・理科設問
選択方式(理数重
視)

選抜方法 新規実施 数+理２+外
※理：物・化

建築、都市システム
工

共テ併用・数理
重視方式

入試科目 共テ、個別から生除
外、共テの物が必須
から選択へ

<共テ>数２+理+外
※理：物or化から高得点１科目採用
<個>数+理２
※理：物・化

<共テ>数２+理２+外
※理：物+(化or生)
<個>数+理２
※理：物+(化or生)

エネルギー環境・化
学工

共テ併用・数理
重視方式

入試科目 共テの物、化が必須
から選択へ(５科目型
から４科目型へ)

<共テ>数２+理+外
※理：物or化から高得点１科目採用
<個>数+理２
※理：物・化

<共テ>数２+理２+外
※理：物・化
<個>数+理２
※理：物・化

人間健康 人間健康 共テ併用・２科目
型(英語)

試験日程 日程追加 ２日間で実施 １日間で実施

関西医科大 医 医 学費 学費改定 １年次：2,900,000円
２年次以降６年次まで：18,100,000円
６年間総額：21,000,000円
※諸会費除く

１年次：5,700,000円
２年次以降６年次まで：22,000,000円
６年間総額：27,700,000円
※諸会費除く

関西外国語大 共テ・前期５科目
型

選抜方法 新規実施 国+歴公+数+理+外
募集人員：共テ・前期に含む

共テ併用 選抜方法 新規実施 <共テ>国+(歴公or数or理）
※選択は高得点１科目採用
<個>外
※一般・Ａ方式
募集人員：一般・前期Ａ方式に含む

国際共生 国際共生 新設 学部新設 国際共生(国際共生)：入学定員100人

外国語 英語・デジタルコミュ
ニケーション

新設 学科新設 外国語(英語・デジタルコミュニケーション)
外国語(英語・デジタル：入学定員200人

近畿大 国際 一般・前期A・スタ
ンダード方式、高
得点重視方式、
学部独自方式、
前期B・スタン
ダード方式、高得
点重視方式、後
期・高得点判定
方式(英語外部試
験利用)

選抜方法 対象試験にケンブリッ
ジ英検追加

利用方法：得点換算
対象試験：ケンブリッジ英検、英検、GTEC、
対象試験：IELTS、TEAP、TOEFL iBT、
対象試験：TOEIC LR+SW

利用方法：得点換算
対象試験：英検、GTEC、IELTS、TEAP、
対象試験：TOEFL iBT、TOEIC LR+SW

経済 共テ・前期５教科
７科目型

選抜方法 新規実施 国+歴公２+数２+理・理基２+外

理工 共テ・中期 選抜方法 ４科目型から３科目型
へ

(国or数①or数②or理or外)→３ 国+数+理+外
※数：数①or数②

生物理工 一般・前期B(生
物理工学部独自
方式)

選抜方法 新規実施 数+理+外
①スタンダード方式との併願のみ利用可
②３教科３科目受験必須
※合否判定には数、理のみ使用
※国での受験は不可

摂南大 現代社会 新設 学部新設 現代社会：入学定員250人

大和大 情報 情報 新設 学部新設 情報(情報)：入学定員200人

大手前大 経営 経営、会計、マーケ
ティング、デジタルビ
ジネス、いきいきキャ
リア

新設 学部新設 経営(経営、会計、マーケティング、
経営(デジタルビジネス、いきいきキャリア)
経営(デジタルビジネス：入学定員170人
※さくら夙川キャンパス

現代社会 現代社会／メディア・
社会学

新設 専攻新設 現代社会／メディア・社会学
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大学 学部 学科／専攻 方式 項目 変更点 2023年度入試 2022年度入試

関西学院大 文 共テ併用・英語
型

入試科目 共テの国、外が必須
から選択へ

<共テ>(国or歴公or数①or数②or理・理基２or
外）→２
※高得点２科目採用
<個>外

<共テ>(国or外)+(歴公or数①or数②or理・理基
２)
※高得点２科目採用
<個>外

神、法、総合政
策、商、社会、人
間福祉、教育、国
際、

共テ併用・英語
型

入試科目 共テの国が必須から
選択へ、選択に外追
加

<共テ>(国or歴公or数①or数②or理・理基２or
外）→２
※高得点２科目採用
<個>外

<共テ>国+(歴公or数①or数②or理・理基２)
※選択は高得点１科目採用
<個>外

法、総合政策、
商、社会

共テ併用・数学
型

入試科目 共テの外が必須から
選択へ

<共テ>(国or歴公or数①or数②or理・理基２or
外)→２
※高得点２科目採用
<個>数

<共テ>外+(国or歴公or数①or数②or理・理基
２)
※選択は高得点１科目採用
<個>数

社会 社会 共テ併用・英語
数学型

選抜方法 廃止 実施

教育 教育／初等教育 一般・学部個別
主体性評価方式
(文系型）

選抜方法 廃止 実施

一般・全学部主
体性評価方式(理
系型）

選抜方法 廃止 実施

甲子園大 栄養 食創造 新設 学科新設 栄養(食創造)

甲南大 一般・前期、中期
(外部英語試験活
用型)

選抜方法 新規実施 利用方法：得点換算
対象試験：ケンブリッジ英検、英検、GTEC、
対象試験：IELTS、TEAP、TEAP CBT、
対象試験：TOEFL iBT

一般・中期 選抜方法 新規実施 実施
※文系学部：国語は現代文のみ。地歴・数学
の選択科目に 地理Ｂ出題

フロンティアサイ
エンス

生命化 一般・中期２教科
判定方式

選抜方法 新規実施 実施

理工 一般・中期２教科
判定方式

選抜方法 新規実施 実施

宝塚医療大 観光 観光 新設 学部新設 観光(観光）：入学定員80人
※宮古島キャンパス

保健医療 口腔保健 新設 学科新設 保健医療(口腔保健)：入学定員64人

兵庫大 教育 教育 改組 学部改組 教育(教育)：入学定員100人 生涯福祉(こども福祉)

兵庫医科大 医 医 一般・A<一般枠> 募集人員 募集人員変更 約71人 約78人

武庫川女子大 社会情報 社会情報／情報メ
ディア、情報サイエン
ス

新設 学科新設 社会情報(社会情報／情報メディア、
社会情報(社会情報／情報サイエンス)
社会情報(社会情報／情報：入学定員180人

文 英語グローバル 名称変更 学科名称変更 英語グローバル
(2023年４月１日より)

英語文化

心理・社会福祉 心理、社会福祉 改組 学部改組 心理・社会福祉(心理)：入学定員150人、
心理・社会福祉(社会福祉)：入学定員：70人

文(心理・社会福祉)

健康・スポーツ スポーツマネジメント 新設 学科新設 健康・スポーツ(スポーツマネジメント)
：入学定員100人

生活環境 情報メディア 募集停止 学科募集停止 生活環境(情報メディア)

天理大 文、国際、人間、
体育、医療

統合 天理大と天理医療大
の統合

天理大
(2023年４月１日より）

天理大、天理医療大

和歌山信愛大 教育 子ども教育 一般 入試区分 入試区分変更 Ｉ期、ＩＩ期、ＩＩＩ期 前期、後期

一般・ＩＩＩ期 選抜方法 新規実施 論+面+調

一般・ＩＩ期 入試科目 独自試験の科目変更 (国or数or外or論) <２科目型>(国or数or外)→２
<３科目型>外+国+(歴or数)

就実大 経営 経営 新設 学部新設 経営(経営)：入学定員160人

九州女子大 家政 生活デザイン／家庭
科教育、インテリアデ
ザイン、ライフデザイ
ン

改組 学科改組 家政(生活デザイン／家庭科教育、
家政(生活デザイン／インテリアデザイン、
家政(生活デザイン／ライフデザイン)
家政(生活デザイン／ライフデ：入学定員60人

家政(人間生活)

人間科学 児童・幼児教育、心
理・文化

改組 学科改組 人間科学(児童・幼児教育)：入学定員100人、
人間科学(心理・文化)：入学定員：90人

人間科学(人間発達科学／人間発達学、
人間科学(人間発達科学／人間基礎学)

福岡国際医療福祉大 医療 言語聴覚 新設 学科新設 医療(言語聴覚)：入学定員40人

尚絅大 こども教育 新設 学部新設 こども教育

日本文理大 保健医療 保健医療 新設 学部新設 保健医療(保健医療／診療放射線)
保健医療(保健医療／診療放：入学定員80人、
保健医療(保健医療／臨床検査)
保健医療(保健医療／臨床検：入学定員50人、
保健医療(保健医療／臨床医工)
保健医療(保健医療／臨床医：入学定員30人

立命館アジア太平洋
大

サステイナビリ
ティ観光

サステイナビリティ観
光

新設 学部新設 サステイナビリティ観光
(サステイナビリティ観光)：入学定員350人

鹿児島国際大 看護 新設 学部新設 看護

鹿児島純心大 名称変更 大学名称変更 鹿児島純心大(2023年４月１日より）
※男女共学化

鹿児島純心女子大
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