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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

滋賀大 経済 改組 学科改組 総合経済 会計情報、企業経営、経済、社会システム、ファイナン
ス

京都大 経済 特色 選抜方法 総合型選抜廃止
学校推薦型選抜新規実施

特色入試：学校推薦型選抜
募集人員：(文系)15人、(理系)10人

特色入試：総合型選抜
募集人員：25人

理 理／数理科学 特色 個別 数から「数学に関する能力測定考査」
に名称変更

数学に関する能力測定考査+口頭試問 数+口頭試問

工 建築 前期 募集人員 受入人員の目安の変更 77人 78人

特色 募集人員 募集人員変更 ３人 ２人

工業化 前期 募集人員 受入人員の目安の変更 225人 228人

特色 募集人員 募集人員変更 10人 ７人

選抜方法 推薦要件の変更 各学校長が推薦できる人数は２人まで 各学校長が推薦できる人数は１人

情報、電気電子工、物理
工

特色 選抜方法 推薦要件の変更 各学校長が推薦できる人数は男女各１人計２人(男女
いずれかのみが在学する学校においては、１人)まで

各学校長が推薦できる人数は１人

地球工 前期 募集人員 受入人員の目安の変更 181人(国際コースのための選考30人以内含む) 182人(国際コースのための選考30人以内含む)

特色 募集人員 募集人員変更 4人 3人

医 人間健康科学 特色 出願要件 出願要件から調査書の評定の規定を
削除するが、調査書を事前提出書類
に追加

調査書を第１次選考の事前提出書類に加える 調査書の全体の学習成績の状況が概ね4.0以上の者

人間健康科学／先端看
護科学

特色 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+外+{理２or(理+理基２)}
歴公から２科目の場合：
国+歴公２+数２+外+(理・理基２)

国+数+歴公+理２+外

薬 薬科学 特色 出願要件 英語外部試験の条件を緩和 英検(英検CBT、英検S-CBT、英検S-Interviewも認め
る)、IELTS(アカデミック・モジュール)、TOEFL iBTのうち
少なくとも１つを受験し、IELTS(アカデミック・モジュー
ル)、TOEFL iBTにあっては受験者成績書の原本を提
出できる者、または英検にあっては合格証明書の原本
を提出できる者

IELTS(アカデミック・モジュール)でオーバーオール・バ
ンドスコア5.5以上、TOEFL iBTスコアが概ね75点以
上、英検(英検CBT、英検S-CBT、英検S-Interviewも認
める)準１級以上合格のうち、少なくとも１つの要件を満
たす者

農 森林科学 前期 募集人員 受入人員の目安の変更 50人 52人

特色 募集人員 募集人員変更 ７人 ５人

京都工芸繊維大 工芸科学 応用生物 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>22人、<後>10人 <前>30人、<後>14人

前期 共通テスト 国と歴公の配点変更 国<75>+歴公<25>+数２<100>+理２<100>+外<100>=総
点<400>

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

前期 個別 理と外の配点変更 数<200>+理２<400>+外<200>=総点<800> 数<200>+理２<300>+外<300>=総点<800>

後期 個別 個別試験廃止 総合問題

応用化学 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>95人、<後>24人 <前>105人、<後>42人

後期 個別 理除外 数 数+理

電子システム工 後期 募集人員 募集人員変更 10人 20人

後期 共通テスト 理の配点変更 国<100>+歴公<50>+数２<100>+理２<250>+外<200>=
総点<700>

国<100>+歴公<50>+数２<100>+理２<100>+外<200>=
総点<550>

後期 個別 理除外 数 数+理

情報工 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>30人、<後>15人 <前>34人、<後>18人

後期 個別 理除外 数 数+理

機械工 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>48人、<後>15人 <前>50人、<後>27人

後期 個別 理除外 数 数+理

デザイン・建築 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>105人 <前>91人、<後>38人

大阪大 経済 経済・経営 総合 選抜方法 ２次選考における数・理重視の共テの
配点区分追加

A配点：従来通りの配点
B配点：国<10>+歴公<10>+理<20>+数<50>+外<10>=総
点<100>

国<25>+歴公<20>+理<10>+数<25>+外<10>=総点
<100>

理 生物科学／生物科学 前期・総合 募集人員 募集人員変更 <前>26人、<総>４人 <前>25人、<総>５人

生物科学／生命理学 前期・総合 募集人員 募集人員変更 <前>22人、<総>３人 <前>20人、<総>５人

医 医 前期 募集人員 募集人員変更 92人 95人

大阪教育大 教育 初等教育教員養成／小
学校教育

前期 募集人員 募集人員変更 <前>15人、(<推>20人) <前>20人、(<推>15人)

学校教育教員養成／小
中教育-社会科教育

前期 募集人員 募集人員変更 <前>25人、(<推>10人) <前>28人、(<推>７人)

学校教育教員養成／小
中教育-数学教育

前期 個別 数の配点変更 数<450>+理<200>=総点<650> 数<400>+理<200>=総点<600>

学校教育教員養成／中
等教育-数学教育

前期 個別 数の配点変更 数<450>+理<200>=総点<650> 数<400>+理<200>=総点<600>

教育協働／グローバル
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 <前>12人、(<推>５人) <前>13人、(<推>10人)

教育協働／グローバル
教育-多文化リテラシー

前期 募集人員 募集人員変更 <前>26人、(<推>10人) <前>15人、(<推>15人)

教育協働／理数情報-数
理情報

前期 個別 数の配点変更 数<450>+理<200>=総点<650> 数<400>+理<200>=総点<600>

教育協働／教育心理科
学

前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>20人、<後>10人 <前>21人、<後>９人

神戸大 工 応用化学 特別 個別 「志」入試の最終選抜から発表除外 最終選抜：化学演習・口頭試問 最終選抜：化学演習・発表・口頭試問

情報知能工 特別 出願要件 「志」特別選抜の出願要件変更 特筆すべき資質・能力を有することを示す書類を提出
できる者

次のいずれかを満たす者
１、国際数学オリンピックに日本代表として出場した者
２、国際物理オリンピックに日本代表として出場した者
３、国際情報オリンピックに日本代表として出場した者
４、上記１～３において出場が内定していた者
５、英検準１級以上を取得した者
６、TOEIC LRあるいはTOEIC LR IPテストで750点以上
を取得した者
７、TOEFL iBTあるいはTOEFL iBT
SpecialHomeEditionで80点以上を取得した者

電気電子工 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>65人、<後>26人 <前>73人、<後>18人

市民工 特別 提出書類 「志」特別入試で学修計画書廃止 学修計画書提出

特別 個別 「志」入試の最終選抜から演習除外 最終選抜：小論文・面接・口頭試問 最終選抜：小論文・演習・面接・口頭試問

兵庫教育大 学校教育 前期・後期 選抜方法 合否判定基準変更 選抜者の判定は、共通テストの平均点(全国平均点を
基礎として兵庫教育大で算出)以上の者を対象とする

前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>70人、<後>10人、(<推>80人) <前>80人、<後>30人、(<推>50人)

2023年度入試 国公立大 変更点一覧　近畿
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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

和歌山大 社会インフォマ
ティクス

新設 学環新設 社会インフォマティクス
入学定員:30人

経済 経済 前期 募集人員 募集人員変更 170人 180人

観光 観光 前期 募集人員 募集人員変更 60人 65人

教育 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>90人、<後>25人、(<推>50人) <前>95人、<後>30人、(<推>40人)

システム工 システム工 前期 募集人員 募集人員変更 <前>160人、(<推>30人) <前>170人、(<推>35人)

滋賀県立大 工 材料化学 名称変更 学科名称変更 材料化学 材料科学

京都市立芸術大 美術 デザイン 改組 専攻改組 総合デザイン、デザインB ビジュアル・デザイン、環境デザイン、プロダクト・デザイ
ン

京都府立大 文 日本・中国文 前期 個別 調の点数化廃止 国<400>+歴<200>+外<200>+調=総点<800>
※調の点数化なし

国<400>+歴<200>+外<200>+調<70>=総点<870>

後期 個別 調の点数化廃止 国<300>+調=総点<300>
※調の点数化なし

国<300>+調<50>=総点<350>

欧米言語文化 前期 個別 調の点数化廃止 国<200>+歴<200>+外<400>+調=総点<800>
※調の点数化なし

国<200>+歴<200>+外<400>+調<70>=総点<870>

後期 共通テスト 歴公の選択に公民２単位科目追加 国+歴公+外
※歴公：世Bor日Bor地理Bor現or倫or政or倫政

国+歴公+外
※歴公：世Bor日Bor地理Bor倫政

個別 調の点数化廃止 外<300>+調=総点<300>
※調の点数化なし

外<300>+調<50>=総点<350>

歴史 前期 個別 調の点数化廃止 国<200>+歴<400>+外<200>+調=総点<800>
※調の点数化なし

国<200>+歴<400>+外<200>+調<100>=総点<900>

後期 個別 調の点数化廃止 歴<200>+調=総点<200>
※調の点数化なし

歴<200>+調<50>=総点<250>

和食文化 前期 個別 調の点数化廃止 国<200>+歴<200>+外<200>+調=総点<600>
※調の点数化なし

国<200>+歴<200>+外<200>+調<100>=総点<700>

後期 個別 調の点数化廃止 論<500>+調=総点<500>
※調の点数化なし

論<500>+調<100>=総点<600>

公共政策 公共政策、福祉社会 前期 個別 調の点数化廃止 国<200>+外<200>+調=総点<400>
※調の点数化なし

国<200>+外<200>+調<50>=総点<450>

後期 個別 調の点数化廃止 論<400>+調=総点<400>
※調の点数化なし

論<400>+調<50>=総点<450>

生命環境 食保健 前期 個別 調の点数化廃止 理２<400>+外<200>+調=総点<600>
※調の点数化なし

理２<400>+外<200>+調<100>=総点<700>

環境デザイン 前期 個別 調の点数化廃止 理<200>+外<200>+調=総点<400>
※調の点数化なし

理<200>+外<200>+調<60>=総点<460>

環境・情報科学 前期 個別 調の点数化廃止 数<400>+理２<400>+調=総点<800>
※調の点数化なし

数<400>+理２<400>+調<70>=総点<870>

農学生命科学 前期 個別 調の点数化廃止 理２<300>+外<200>+調=総点<500>
※調の点数化なし

理２<300>+外<200>+調<100>=総点<600>

後期 個別 調の点数化廃止 調<40>

森林科学 前期 個別 調の点数化廃止 数<200>+理２<300>+調=総点<500>
※調の点数化なし

数<200>+理２<300>+調<100>=総点<600>

後期 個別 調の点数化廃止 調<100>

生命分子化 前期 個別 調の配点変更 数<200>+理２<400>+外<200>+調<20>=総点<820> 数<200>+理２<400>+外<200>+調<100>=総点<900>

後期 個別 調の配点変更 調<20> 調<100>

神戸市看護大 看護 看護 前期 個別 面の点数化廃止 論<160>+面=総点<160>
※面は一定水準以下の評価は
　 他の得点に関わらず不合格

論<160>+面<40>=総点<200>

後期 個別 面の点数化廃止 論<160>+面=総点<160>
※面は一定水準以下の評価は
　 他の得点に関わらず不合格

論<160>+面<40>=総点<200>

神戸市外国語大 外国語 イスパニア 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>26人、<後>７人、(<総>３人) <前>28人、<後>８人、(<総>若干名)

英米 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>91人、<後>26人、(<推>16人、<総>７人) <前>98人、<後>28人、(<推>14人、<総>若干名)

国際関係 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>49人、<後>14人、(<総>９人) <前>56人、<後>16人、(<総>若干名)

中国 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>33人、<後>９人、(<総>３人) <前>35人、<後>10人、(<総>若干名)

ロシア 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>26人、<後>７人、(<総>３人) <前>28人、<後>８人、(<総>若干名)

和歌山県立医科
大

医 医 前期・推薦 選抜方法
募集人員

県民医療枠を３つに分類
募集人員変更

<前>(一般枠)64人程度、(県民医療枠A)10人程度、(県
民医療枠C)２人程度
<推>(一般枠)６人程度、(県民医療枠A)５人程度、(県民
医療枠B)３人程度、(地域医療枠)10人

※県民医療枠A：現行の県民医療枠
県民医療枠B(産科枠)：産科の医師を育成する募集枠
県民医療枠C(不足診療科枠)：和歌山県内で不足する
産科、小児科、精神科の医師を育成する募集枠

<前>(一般枠)64人程度、(県民医療枠)15人程度
<推>(一般枠)６人程度、(県民医療枠)５人程度、
(地域医療枠)10人

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3.4倍(共通テストの中間発表時
点の平均点により630点未満でも合格とする場合があ
る｡その場合は出願までに公表)

約3.3倍
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