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大学 学部 学科／専攻(方式) 日程 項目 変更点 2023年度入試 2022年度入試

埼玉大 教育 学校教育教員養成／小
学校

募集単位変
更

募集単位変更 教育学専修、心理・教育実践学専修、言語文化専修
(国語、英語)、社会専修、自然科学専修(算数、理科)、
芸術専修(音楽、図画工作)、身体文化専修(体育)、生
活創造専修(ものづくりと情報、家庭科)

文系、理系、実技系／音楽、実技系／図画工作、実技
系／体育

学校教育教員養成／中
学校-生活創造(技術)

前期 共通テスト 国と外の配点変更 国<100>+歴公<100>+数２<200>+外<100>+｛理２or(理+
理基２)｝<200>=総点<700>

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

前期 個別 面の配点変更 面<700> 面<500>

学校教育教員養成／中
学校-生活創造(家庭科)

前期 共通テスト 国と数の配点変更 国<300>+数２<200>+外<150>+[歴公+{理２or(理+理基
２)or理・理基２}]→３<450>=総点<1,100>

国<250>+数２<300>+外<150>+[歴公+{理２or(理+理基
２)or理・理基２}]→３<450>=総点<1,150>

前期 個別 外の配点変更 外<300> 外<250>

理 分子生物 前期 選抜方法 合否判定基準変更 面接の得点が２割未満の場合は不合格とする 個別の得点が２割未満の場合は不合格とする

前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>22人、<後>18人 <前>20人、<後>20人

生体制御 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>24人、<後>10人、(<総>６人) <前>22人、<後>14人、(<総>４人)

工 電気電子物理工 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>65人、<後>45人 <前>55人、<後>55人

千葉大 教育 学校教員養成／英語教
育

前期 選抜方法 英語外部試験パターン変更 パターンII
英語外部試験の利用方法：得点換算(20点加点、30点
加点)

パターンＩ
英語外部試験の利用方法：得点換算(10点加点、20点
加点、満点換算)

園芸 緑地環境 前期 個別 理の選択から地学除外 数+理２+外
※理：(物or化or生)→２

数+理２+外
※理：(物or化or生or地)→２

電気通信大 前期 選抜方法 大括り募集から類別募集へ変更 Ｉ類(情報系)：121人、II類(融合系)：114人、III類(理工
系)：114人

全類一括：349人

東京大 理科三類 前期 選抜方法 第１段階選抜基準変更 約３倍(通過予定人数：約291人) 約3.5倍(通過予定人数：約339人)

東京医科歯科大 医 医 前期 募集人員 募集人員変更 <前>69人、<推>20人 <前>79人、<推>９人

保健／検査技術 前期・後期 選抜方法
募集人員

後期日程新規実施
募集人員変更

<前>20人、<後>７人 <前>27人

前期 共通テスト 配点変更 国<160>+歴公<80>+数２<160>+理２<160>+外<160>=
総点<720>

国<80>+歴公<40>+数２<80>+理２<80>+外<80>
=総点<360>

東京外国語大 前期 共通テスト 数⇒数２
数、外の配点変更

国<100>+数２<100>+外<150>+(歴公or理or理基２)→２
<100>=総点<450>

国<100>+数<50>+外<200>+(歴公or理or理基２)→２
<100>=総点<450>

東京学芸大 教育 改組 課程改組 学校教育教員養成課程(初等教育専攻、
学校教育教員養成課程(中等教育専攻、
学校教育教員養成課程(特別支援教育専攻、
学校教育教員養成課程(養護教育専攻)
教育支援課程(教育支援専攻)

初等教育教員養成課程、中等教育教員養成課程、特
別支援教育教員養成課程、養護教育教員養成課程、
教育支援課程

初等教育、中等教育 改組
名称変更

選修・専攻改組
選修・専攻からコースに名称変更
初等／情報教育の募集停止
中等／情報の新設

初等教育
　国語、社会、数学、理科、音楽、美術、
　保健体育、家庭、幼児教育、英語、
　ものづくり技術、
　現代教育実践(学校教育プログラム、
　現代教育(実践学校心理プログラム、
　現代教育(実践国際教育プログラム、
　現代教育(実践環境教育プログラム)
　※プログラムを除きいずれもコース
中等教育
　国語、社会、数学、理科、音楽、美術、
　保健体育、家庭、技術、英語、書道、情報
　※いずれもコース

初等教育教員養成
　国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、
　家庭、学校教育、幼児教育、英語、学校心理、
　国際教育、情報教育、ものづくり技術、環境教育
　※いずれも選修
中等教育教員養成
　国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、
　家庭、技術、英語、書道
　※いずれも専攻

初等教育／美術 後期 選抜方法 後期日程廃止
募集人員変更

<前>15人、(<推>10人) <前>15人、<後>３人、(<推>７人)

中等教育／音楽 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>15人、<後>５人 <前>12人、<後>８人

特別支援／聴覚障害・言
語障害系、発達障害・学
習障害系

改組
名称変更

専攻改組
専攻からコースに名称変更

聴覚障害・言語障害系、発達障害・学習障害系
※いずれもコース

聴覚障害教育、言語障害教育、発達障害教育、学習
障害教育
※いずれも専攻

養護教育 名称変更 専攻からコースに名称変更 養護教育
※コース

養護教育
※専攻

教育支援／生涯学習・文
化遺産教育

名称変更 コース名称変更 生涯学習・文化遺産教育 生涯学習

一橋大 ソーシャル・デー
タサイエンス

新設 学部新設 ソーシャル・データサイエンス
募集人員：<前>30人、<後>25人、<推>５人
２段階選抜：<前>約３倍
２段階選抜：<後>約６倍
科目：
<前>共テ…国+歴公２+数２+外+(理・理基２) or
<前>共テ…国+歴公+数２+理２+外
<前>個別…国+数+英+総合問題
<後>共テ…国+歴公+数２+外+(理・理基２)
<前>個別…数+英
<前>個別…※数は数IIIの範囲からも
<前>個別…※選択問題として出題

法 法律 前期 募集人員 募集人員変更 149人 160人

経済 経済 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>185人、<後>58人 <前>200人、<後>60人

商 前期 募集人員 募集人員変更 243人 260人

社会 社会 前期 募集人員 募集人員変更 210人 225人

横浜国立大 教育 前期 個別 面の結果では不合格となる 共テと個別試験の総得点が合格最低点に達していても
面接の結果によって不合格とする

経済 経済(DSEP) 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>10人、<後>10人 <前>５人、<後>５人

経済(LBEEP) 後期 募集人員 後期日程新規実施 <前>10人、<後>５人 <前>10人

経済 前期 共通テスト 歴公と理の利用方法変更 歴公から１科目の場合：国+歴公+数２+理２+外
歴公から２科目の場合：国+歴公２+数２+外+(理・理基
２)

国+歴公２+数２+外+(理・理基２)

理工 前期 選抜方法 ２段階選抜新規実施 約６倍
※機械・材料・海洋系学科及び数物・電子情報系学科
は学科募集人員、化学・生命系学科はEP募集人員(化
学EP及び化学応用EP、バイオEP)に対する入学志願者
でそれぞれ倍率を計算する

後期 選抜方法 ２段階選抜新規実施 約８倍
※機械・材料・海洋系学科及び数物・電子情報系学科
は学科募集人員、化学・生命系学科はEP募集人員(化
学EP及び化学応用EP、バイオEP)に対する入学志願者
でそれぞれ倍率を計算する

化学・化学生命系／化
学・化学応用、バイオ

前期・後期 共通テスト 理の選択から地学除外 国+歴公+数２+理２+外
※理：(物or化or生)→２

国+歴公+数２+理２+外
※理：(物or化or生or地学)→２
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大学 学部 学科／専攻(方式) 日程 項目 変更点 2023年度入試 2022年度入試

横浜国立大 理工 数物・電子情報系／数理
科学、物理工学、電子情
報システム、情報工学、
機械・材料・海洋系／機
械工学、材料工学、海洋
空間

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)→２

東京都立大 健康福祉 放射線 後期 共通テスト 国追加 国+数２+理２+外 数２+理２+外

神奈川県立保健
福祉大

保健福祉 看護 後期 個別 論追加
配点変更

論<100>+面<100>=総点<200> 面<100>

栄養、社会福祉 後期 個別 論追加
配点変更

論<100>+面<200>=総点<300> 面<200>

川崎市立看護大 看護 前期 選抜方法 第１段階選抜基準変更 4.0倍(通過予定人数：280人) 6.0倍(通過予定人数：420人)

後期 選抜方法 第１段階選抜基準変更 20.0倍(通過予定人数：100人) 10.0倍(通過予定人数：50人)

横浜市立大 データサイエンス 前期 共通テスト 外の配点変更 国<200>+数２<300>＋外<300>+｛歴公or(理・理基２)}→
２<300>=総点<1,100>

国<200>+数２<300>＋外<500>+｛歴公or(理・理基２)}→
２<300>=総点<1,300>

前期 個別 外追加 数+外+総合問題 数+総合問題

理 前期・後期 選抜方法
募集人員

後期日程新規実施
前期B方式の募集人員変更

<前>(B方式)20人、<後>10人、(<推>10人)
※<後>:共テ(国+歴公+数２+理２+外)<1,000>
　　　   個別(面）<200>

<前>(B方式)25人、(<推>15人)

A方式 前期 共通テスト 外の配点変更 国<200>+歴公<100>+数２<200>+理２<200>+外<300>=
総点<1,000>

国<200>+歴公<100>+数２<200>+理２<200>+外<500>=
総点<1,200>

前期 個別 外追加 数+理２+外 数+理２

B方式 前期 共通テスト 国と歴公除外
外の配点変更

数２<400>+理２<300>+外<300>=総点<1,000> 国<200>+歴公<100>+数２<200>+理２<200>+外<500>=
総点<1,200>

前期 個別 外追加
理⇒理２

数+理２+外 数+理

後期 選抜方法 ２段階選抜新規実施 約10倍 ※後期の実施なし

医 医 前期 選抜方法 第１段階選抜通過基準変更 共通テストの合計が750点以上の者のうちから、募集
人員の約３倍(通過予定人数:207人程度)
※750点以上の志願者が207人に満たない場合は、志
願者全体の共通テストの得点状況等により、750点未
満でも合格となる場合がある

共通テストの合計が750点以上の者のうちから、募集人
員の約３倍(通過予定人数:210人程度)

前期・推薦 募集人員 地域医療枠の募集人員変更 <前>(一般枠)58人、(地域医療枠)９人、
<前>(神奈川県指定診療科枠)２人
<推>(県内地域医療枠)10人、
<推>(県内神奈川県指定診療科枠)２人、
<推>(県外地域医療枠)６人、
<推>(県外神奈川県指定診療科枠)１人

<前>(一般枠)58人、(地域医療枠)10人、
<前>(神奈川県指定診療科枠)２人
<推>(県内地域医療枠)10人、
<推>(県内神奈川県指定診療科枠)２人、
<推>(県外地域医療枠)５人、
<推>(県外神奈川県指定診療科枠)１人

看護 前期 募集人員 募集人員変更 <前>55人、(<推>45人) <前>65人、(<推>35人)
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