
【2023/01/20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

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(キャラクー／マンガ、
芸術(キャラクター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

文化 国際文化 一般・前期 募集人員 募集人員変更 53人 54人

京都文化 一般 募集人員 募集人員変更 <前期>50人、<後期>６人 <前期>51人、<後期>７人

共テ・前期 募集人員 募集人員変更 ５人 ６人

経営 マネジメント 一般 募集人員 募集人員変更 <前期>220人、<中期>55人、<後期>33人 <前期>226人、<中期>57人、<後期>34人

共テ・前期 募集人員 募集人員変更 29人 30人

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

同志社大 文、神、グローバ
ル地域文化、法、
政策、経済、商、
社会

学費 学費改定 １年次：1,115,000円
１年次：(入学金200,000円含む)
２年次以降４年次まで：3,345,000円
４年間総額：4,460,000円
※諸会費除く

１年次：1,219,000円
１年次：(入学金200,000円含む)
２年次以降４年次まで：3,195,000円
４年間総額：4,414,000円
※諸会費除く

文化情報 文化情報 学費 学費改定 １年次：1,237,000円
１年次：(入学金200,000円含む)
２年次以降４年次まで：3,711,000円
４年間総額：4,948,000円
※諸会費除く

１年次：1,315,000円
１年次：(入学金200,000円含む)
２年次以降４年次まで：3,541,000円
４年間総額：4,856,000円
※諸会費除く

心理 心理 学費 学費改定 １年次：1,295,000円
１年次：(入学金200,000円含む)
２年次以降４年次まで：3,885,000円
４年間総額：5,180,000円
※諸会費除く

１年次：1,366,000円
１年次：(入学金200,000円含む)
２年次以降４年次まで：3,760,000円
４年間総額：5,126,000円
※諸会費除く

グローバル・コ
ミュニケーション

学費 学費改定 １年次：1,245,000円
１年次：(入学金200,000円含む)
２年次以降４年次まで：3,735,000円
４年間総額：4,980,000円
※諸会費除く

１年次：1,341,000円
１年次：(入学金200,000円含む)
２年次以降４年次まで：3,585,000円
４年間総額：4,926,000円
※諸会費除く

理工 数理システム 学費 学費改定 １年次：1,618,000円
１年次：(入学金200,000円含む)
２年次以降４年次まで：4,854,000円
４年間総額：6,472,000円
※諸会費除く

１年次：1,676,000円
１年次：(入学金200,000円含む)
２年次以降４年次まで：4,730,000円
４年間総額：6,406,000円
※諸会費除く

理工(数理システ
ム除く)、生命医
科学

学費 学費改定 １年次：1,695,000円
１年次：(入学金200,000円含む)
２年次以降４年次まで：5,085,000円
４年間総額：6,780,000円
※諸会費除く

１年次：1,734,000円
１年次：(入学金200,000円含む)
２年次以降４年次まで：4,979,000円
４年間総額：6,713,000円
※諸会費除く

スポーツ健康科
学

学費 学費改定 １年次：1,270,000円
１年次：(入学金200,000円含む)
２年次以降４年次まで：3,810,000円
４年間総額：5,080,000円
※諸会費除く

１年次：1,335,000円
１年次：(入学金200,000円含む)
２年次以降４年次まで：3,691,000円
４年間総額：5,026,000円
※諸会費除く

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

法 法 全学統一・文系 募集人員 募集人員変更 200人 185人

学部個別・文系 募集人員 募集人員変更 70人 65人

共テ併用 募集人員 募集人員変更 40人 65人

共テ・７科目型、
５教科型、３教科
型

募集人員 募集人員変更 ７科目型、５教科型、３教科型あわせて120人 ７科目型、５教科型、３教科型あわせて113人

後期分割 募集人員 募集人員変更 20人 22人

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

国際関係 国際関係／国際関係
学

全学統一・文系 募集人員 募集人員変更 76人 79人

学部個別・文系 募集人員 募集人員変更 10人 ７人

食マネジメント 食マネジメント 全学統一・文系 募集人員 募集人員変更 105人 110人

スポーツ健康科
学

スポーツ健康 全学統一・文系 募集人員 募集人員変更 100人 105人

理系型３教科方
式

募集人員 募集人員変更 ５人 ８人

2023年度入試 私立大 変更点一覧　【近畿・中国・四国】
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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

龍谷大 共テ併用(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：ケンブリッジ英検、英検、
対象試験：GTEC、IELTS、TEAP、
対象試験：TEAPCBT、TOEFLiBT、
対象試験：TOEIC LR&SW

一般、共テ併用 出願方法 併願数変更 １日最大６併願可 １日最大４併願可
(先端理工学部のみ最大６併願可)

一般・前期、共
テ・前期、共テ併
用・前期

奨学金 近畿圏外からの進学
支援奨学金制度の給
付額変更

給付金額：200,000円 給付金額：100,000円

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)

共テ・前期３科目
方式、中期３科目
方式

入試科目 国が必須から選択へ 外+(国or歴公or数①or数②or理・理基２)→２
※選択は高得点２科目採用

国+外+(歴公or数①or数②or理・理基２)
※選択は高得点１科目採用

前期・共テ併用
数学方式

選抜方法 新規実施 <共テ>数２
<個>数+外

共テ・中期数学１
教科方式

選抜方法 新規実施 数２

先進理工 応用化学 一般 募集人員 募集人員変更 <前期>30人、<中期>16人 <前期>31人、<中期>17人

環境生態工 一般 募集人員 募集人員変更 <前期>30人、<中期>16人 <前期>31人、<中期>17人

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

農 一般・前期文系
型(スタンダード
方式、高得点科
目重視方式)

選抜方法 廃止 実施

一般・前期農学
型

募集人員 募集人員変更 31人 33人

共テ併用・文系
型２科目方式

選抜方法 廃止 実施

追手門学院大 法 法律 新設 学部新設 法(法律)：入学定員230人

大阪医科薬科大 医 医 学費 学費改定 １年次：5,985,000円
２年次以降６年次まで：22,425,000円
６年間総額：28,410,000円
※諸会費除く

１年次：6,485,000円
２年次以降６年次まで：24,925,000円
６年間総額：31,410,000円
※諸会費除く

一般・前期 募集人員 募集人員変更 75人 77人

一般・後期(一次
試験)

試験会場 試験会場から名古屋
除外

大阪、東京 大阪、東京、名古屋

薬 薬 共テ・前期 募集人員 募集人員変更 10人 14人

共テ・後期 選抜方法 新規実施 数２+理+外
※理：化
募集人員４人

大阪大谷大 一般・中期 選抜方法 調査書を点数化 調査書(全体の学習成績の状況)：20点
※薬のみ30点

教育 一般・後期(１科
目型)

選抜方法 新規実施 論文総合
※論文総合：表やグラフなどの数的な要素を
含んだ問題や文献、記事などの資料を読み解
き、自分の考えを記述する

薬 薬 一般・後期 入試科目 必須から理除外、論
文総合追加

外+論文総合
※論文総合：表やグラフなどの数的な要素を
含んだ問題や文献、記事などの資料を読み解
き、自分の考えを記述する

理+外

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)

大阪工業大 一般・前期Ａ日
程、Ｂ日程、一
般・後期Ｄ日程

出願方法 併願制度(プラスワン
理系、プラスワン文
理)変更

理系学科を第１志望とし、プラスワン理系を併
願した場合、プラスワン文理で知的財産学科
の併願可
※理系学科：工、ロボティクス＆デザイン工、情
報科学(データサイエンス学科の文理型・文系
型を除く)各学科

同一試験日でのプラスワン理系とプラスワン文
理の併願不可

一般・前期Ａ日程 試験会場 試験会場から堺、金
沢除外、福井追加

大阪、福井、名古屋、津、彦根、京都、
神戸、姫路、奈良、和歌山、岡山、広島、
徳島、高松、松山、福岡

大阪、堺、金沢、名古屋、津、彦根、京都、
神戸、姫路、奈良、和歌山、岡山、広島、
徳島、高松、松山、福岡

知的財産 知的財産 一般・前期Ａ日程 入試科目 国が必須から選択
へ、選択から公除外、
理追加

外+(国or歴or数or理)
※選択は高得点１科目採用

国+外+(歴公or数)
※選択は高得点１科目採用

一般・前期Ｂ日程 入試科目 選択から公除外、理
追加

国+外+(歴or数or理)
※選択は高得点１科目採用

国+外+(歴公or数)
※選択は高得点１科目採用

一般・後期Ｄ日程 入試科目 選択から公除外、理
追加

{国or外or(歴or数or理)}→２
※高得点２科目採用

{国or外or(歴公or数)}→２
※高得点２科目採用

共テ併用・前期
AC日程

入試科目 共テが３科目型から２
科目型へ、個別の国
が必須から選択へ、
選択から公除外、理
追加

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

<共テ>(国or歴公or数①or数②or理・理基２or
外)→３
<個>国+外+(歴公or数)
※選択は高得点１科目採用

共テ併用・前期
BC日程

入試科目 個別の国が必須から
選択へ、選択から公
除外、理追加

<共テ>(国or歴公or数①or数②or理・理基２or
外)→３
<個>外+(国or歴or数or理)
※選択は高得点１科目採用

<共テ>(国or歴公or数①or数②or理・理基２or
外)→３
<個>国+外+(歴公or数)
※選択は高得点１科目採用

共テ併用・前期
DC日程

入試科目 個別の選択から公除
外、理追加

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

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

大阪工業大 情報科学 データサイエンス 一般・前期Ａ日
程、Ｂ日程(文系
型)

入試科目 選択から公除外 数+外+(国or歴)
※選択は高得点１科目採用

数+外+(国or歴公)
※選択は高得点１科目

一般・後期Ｄ日程
(文系型)

入試科目 選択から公除外 {数or外or(国or歴)}→２
※高得点２科目採用

{数or外or(国or歴公)}→２
※高得点２科目採用

共テ併用・前期
AC日程、BC日程

入試科目 個別の選択から公除
外

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

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

共テ併用・前期
DC日程

入試科目 個別の選択から公除
外

<共テ>数②+理+(国or外)
<個>{数or外or(国or歴)}→２
※高得点２科目採用

<共テ>数②+理+(国or外)
<個>{数or外or(国or歴公)}→２
※高得点２科目採用

大阪歯科大 医療保健 一般(英語外部試
験利用)

選抜方法 英語外部試験の換算
方法変更、対象試験
変更

利用方法：得点換算
対象試験：英検、TOEICLR

※外国語の平均点が付与される。付与された
平均点と受験した外国語の得点のうち、高い
方を取得点とみなす

利用方法：得点換算
対象試験：ケンブリッジ英検、英検、
対象試験：GTEC、TEAP、
対象試験：TEAPCBT、TOEFLiBT、
対象試験：TOEICLR、TOEICLR+SW

※外国語受験者の平均点に加算した点数を付
与する

大阪成蹊大 看護 看護 新設 学部新設 看護(看護)：入学定員80人

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80人

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

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

一般 入試科目 １次試験の必須から
小論文除外

<１次>数+理２+外
<２次>面

<１次>数+理２+外+論
<２次>面
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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

関西医科大 医 医 共テ併用 入試科目 １次試験の個別の必
須から小論文除外

<１次>
<共テ>国+歴公+数２+理２+外
<個>数+理２+外
<２次>面

<１次>
<共テ>国+歴公+数２+理２+外
<個>数+理２+外+論
<２次>面

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)
：入学定員200人

近畿大 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

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、
対象試験：GTEC、IELTS、TEAP、
対象試験：TOEFLiBT、
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：TOEFLiBT、TOEICLR+SW

国際／東アジア 選抜方法 専攻単位からコース
別単位での募集へ

コース別で募集
中国語：25人、韓国語：25人

専攻で募集：50人

国際／東アジア－中
国語

一般 募集人員 募集人員変更 <前期Ａ>７人、<前期Ｂ>４人、<後期>２人 <前期Ａ>13人、<前期Ｂ>10人、<後期>５人
※専攻で募集

共テ 募集人員 募集人員変更 <前期>２人、<中期>１人、<後期>１人 <前期>３人、<中期>１人、<後期>１人
※専攻で募集

国際／東アジア－韓
国語

一般 募集人員 募集人員変更 <前期Ａ>７人、<前期Ｂ>４人、<後期>２人 <前期Ａ>13人、<前期Ｂ>10人、<後期>５人
※専攻で募集

共テ 募集人員 募集人員変更 <前期>２人、<中期>１人、<後期>１人 <前期>３人、<中期>１人、<後期>１人
※専攻で募集

工 共テ・中期 入試科
目、配点
変更

数、理が選択から必
須へ、数、理の配点
変更

理<200>+(数①or数②)<200>+(国or歴or
外)<100>→２=総点<600>

(国or歴or数①or数②or理or外)<100>→４＝総
点<400>

ロボティクス 一般・前期Ａ 募集人員 募集人員変更 17人 22人

情報 一般・前期 募集人員 募集人員変更 <Ａ日程>28人、<Ｂ日程>14人 <Ａ日程>25人、<Ｂ日程>12人

共テ・前期 募集人員 募集人員変更 11人 ８人

化学生命工 一般・前期 入試科目 数が必須から選択
へ、選択に国追加

理+外+(国or数) 数+理+外

募集人員 募集人員変更 <Ａ日程>17人、<Ｂ日程>10人 <Ａ日程>25人、<Ｂ日程>12人

電子情報工 一般・前期 募集人員 募集人員変更 <Ａ日程>27人、<Ｂ日程>13人 <Ａ日程>25人、<Ｂ日程>12人

共テ・前期 募集人員 募集人員変更 10人 ８人

産業理工 生物環境化 一般・前期Ａ 募集人員 募集人員変更 12人 14人

共テ 募集人員 募集人員変更 <前期>８人、<中期>６人 <前期>９人、<中期>８人

情報 一般・前期Ａ 募集人員 募集人員変更 14人 12人

共テ 募集人員 募集人員変更 <前期>９人、<中期>９人 <前期>８人、<中期>７人

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

医 医 一般、共テ 選抜方法 二次試験の面接は段
階評価とする

配点：段階評価 配点：記載なし

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

一般・前期３科目
型(高得点科目重
視方式)

選抜方法 廃止 実施

共テ(英語外部試
験利用)

選抜方法 対象試験にTOEICLR
追加、TOEICLR+SW
のスコア変更

利用方法：得点換算
対象試験：ケンブリッジ英検、英検、
対象試験：GTEC、IELTS、TEAP、
対象試験：TEAPCBT、TOEFLiBT、
対象試験：TOEICLR、
対象試験：TOEIC LR+SW
※TOEICLR+SWはTOEICSWのスコアを2.5倍
にして合算したスコア

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

共テ・中期４科目
型

選抜方法 廃止 実施

理工 生命科学 一般・前期３科目
型

入試科目 選択に物追加 数+理+外
※理：物or化or生

数+理+外
※理：化or生

一般・前期２科目
型

入試科目 選択に物追加 理+(数or外)
※理：物or化or生

理+(数or外)
※理：化or生

共テ併用・３プラ
スＣ

入試科目 選択に物追加 <共テ>(国or数①or数②or理or外)→２
※理：物or化or生
※高得点２科目採用
<個>数+理+外
※理：物or化or生

<共テ>(国or数①or数②or理or外)→２
※理：化or生
※高得点２科目採用
<個>数+理+外
※理：化or生

- 4 - 　　　　　　　　　　　　



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

摂南大 理工 生命科学 共テ併用・２プラ
スＣ

入試科目 選択に物追加 <共テ>(国or数①or数②or理or外)→２
※理：物or化or生
※高得点２科目採用
<個>理+(数or外)
※理：物or化or生

<共テ>(国or数①or数②or理or外)→２
※理：化or生
※高得点２科目採用
<個>理+(数or外)
※理：化or生

共テ・前期３科目
型、中期３科目
型、後期３科目型

入試科目 選択に物追加 理+(国or外)+(数①or数②)
※理：物or化or生

理+(国or外)+(数①or数②)
※理：化or生

共テ・前期４科目
型

入試科目 選択に物追加 数２+理+外
※理：物or化or生

数２+理+外
※理：化or生

理工(生命科学)、
農

一般・前期３科目
型

出願方法 併願時の必須科目追
加

併願可：生命科学科と農学部(理系科目型)の
うち１学科
条件：①数の選択必須
条件：※数：数Ｉ・II・Ａ・Ｂ
条件：②化または生の選択必須

併願可：生命科学科と農学部(理系科目型)のう
ち１学科
条件：数の選択必須
条件：※数：数Ｉ・II・Ａ・Ｂ

理工(生命科学)、
農(農業生産、応
用生物科学、食
品栄養)

一般・前期２科目
型

出願方法 併願時の必須科目追
加

併願可：生命科学科と農業生産、応用生物科
学、食品栄養のうち１学科
条件：①化または生の選択必須
条件：②外の選択必須

併願可：生命科学科と農業生産、応用生物科
学、食品栄養のうち１学科
条件：外の選択必須

薬 薬 一般・前期３科目
型３プラスＣ

募集人員 募集人員変更 81人 86人

桃山学院大 社会 ソーシャルデザイン 一般・前期２教科
型、中期２教科
型、後期

入試科目 必須から面接除外 外+(国or歴or数) 外+面+(国or歴or数)

一般・前期３教科
型、中期３教科型

入試科目 必須から面接除外 国+外+(歴or数) 国+外+面+(歴or数)

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、
経営(いきいきキャリア)：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

関西学院大 一般・学部個別、
英数日程、共テ
併用

試験会場 試験会場から小倉除
外、大阪追加

西宮、東京、金沢、名古屋、大阪、岡山、
広島、高松、博多

西宮、東京、金沢、名古屋、岡山、
広島、高松、小倉、博多

一般・全学部 試験会場 試験会場から宮崎除
外

西宮、札幌、東京、金沢、静岡、名古屋、
京都、大阪、姫路、奈良、和歌山、松江、
岡山、広島、山口、高松、松山、高知、
小倉、博多、熊本、大分、鹿児島

西宮、札幌、東京、金沢、静岡、名古屋、
京都、大阪、姫路、奈良、和歌山、松江、
岡山、広島、山口、高松、松山、高知、
小倉、博多、熊本、大分、宮崎、鹿児島

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

総合心理科学 学費 学費改定 １年次：1,336,000円
１年次：(入学金200,000円含む)
２年次以降４年次まで：4,095,000円
４年間総額：5,431,000円
※諸会費除く

１年次：1,291,000円
１年次：(入学金200,000円含む)
２年次以降４年次まで：3,960,000円
４年間総額：5,251,000円
※諸会費除く

文(総合心理科学
除く)、神、法、経
済、商、社会

学費 学費改定 １年次：1,155,000円
１年次：(入学金200,000円含む)
２年次以降４年次まで：3,465,000円
４年間総額：4,620,000円
※諸会費除く

１年次：1,110,000円
１年次：(入学金200,000円含む)
２年次以降４年次まで：3,330,000円
４年間総額：4,440,000円
※諸会費除く

共テ・１月３科目
型(英語資格・検
定試験利用)

選抜方法 方式名変更 共テ・１月３科目型(英語資格・検定試験利用) 共テ・１月英語資格・検定試験活用型

英語外部試験のスコ
ア変更

利用方法：出願要件
対象試験：ケンブリッジ英検140点以上、
対象試験：英検２級以上
対象試験：英検または1,950点以上、
対象試験：GTEC960点以上、
対象試験：IELTS4.0以上、
対象試験：TEAP225点以上、
対象試験：TEAPCBT420点以上、
対象試験：TOEFLiBT42点以上、
対象試験：TOEICLR+SW1,150点以上

利用方法：出願要件
対象試験：ケンブリッジ英検160点以上、
対象試験：英検準１級以上
対象試験：英検または2,300点以上、
対象試験：GTEC1,190点以上、
対象試験：IELTS5.5以上、
対象試験：TEAP309点以上、
対象試験：TEAPCBT600点以上、
対象試験：TOEFLiBT72点以上、
対象試験：TOEICLR+SW1,560点以上

文、法、総合政
策、経済、商、社
会、人間社会、教
育、国際

共テ・１月３科目
型(英語資格・検
定試験利用)

入試科目 必須に外追加 国+外+(歴公or数or理・理基２) 国+(歴公or数or理・理基２)

神 一般・学部個別 募集人員 募集人員変更 ６人 ５人

共テ併用・英語
型

募集人員 募集人員変更 ３人 ４人

共テ・１月３科目
型(英語資格・検
定試験利用)

入試科目 必須に外追加 国+外+(歴公or数) 国+(歴公or数)

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

文、神、法、総合
政策、経済、商、
社会、人間福祉、
教育、国際
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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 総合政策 メディア情報除く 学費 学費改定 １年次：1,511,000円
１年次：(入学金200,000円含む)
２年次以降４年次まで：4,533,000円
４年間総額：6,044,000円
※諸会費除く

１年次：1,466,000円
１年次：(入学金200,000円含む)
２年次以降４年次まで：4,398,000円
４年間総額：5,864,000円
※諸会費除く

メディア情報 学費 学費改定 １年次：1,511,000円
１年次：(入学金200,000円含む)
２年次以降４年次まで：4,608,000円
４年間総額：6,119,000円
※諸会費除く

１年次：1,466,000円
１年次：(入学金200,000円含む)
２年次以降４年次まで：4,473,000円
４年間総額：5,939,000円
※諸会費除く

社会 社会 共テ併用・英語
数学型

選抜方法 廃止 実施

人間福祉 社会福祉、社会起業 学費 学費改定 １年次：1,371,000円
１年次：(入学金200,000円含む)
２年次以降４年次まで：4,113,000円
４年間総額：5,484,000円
※諸会費除く

１年次：1,326,000円
１年次：(入学金200,000円含む)
２年次以降４年次まで：3,978,000円
４年間総額：5,304,000円
※諸会費除く

人間科学 学費 学費改定 １年次：1,369,000円
１年次：(入学金200,000円含む)
２年次以降４年次まで：4,107,000円
４年間総額：5,476,000円
※諸会費除く

１年次：1,324,000円
１年次：(入学金200,000円含む)
２年次以降４年次まで：3,972,000円
４年間総額：5,296,000円
※諸会費除く

教育 学費 学費改定 １年次：1,468,000円
１年次：(入学金200,000円含む)
２年次以降４年次まで：4,404,000円
４年間総額：5,872,000円
※諸会費除く

１年次：1,423,000円
１年次：(入学金200,000円含む)
２年次以降４年次まで：4,269,000円
４年間総額：5,692,000円
※諸会費除く

教育／幼児教育 一般・学部個別
(文系)

募集人員 募集人員変更 学部個別(文系)19人 学部個別(文系)、全学(理系２)合わせて20人

一般・全学部 募集人員 募集人員変更 全学(文系)、(理系１)、(理系２)合わせて29人 全学(文系)、(理系１)合わせて28人

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

一般・学部個別
(文系)

募集人員 募集人員変更 学部個別(文系)25人 学部個別(文系)、全学(理系２)合わせて26人

一般・全学部 募集人員 募集人員変更 全学(文系)、(理系１)、(理系２)合わせて37人 全学(文系)、(理系１)合わせて36人

教育／教育科学 一般・学部個別
(文系)

募集人員 募集人員変更 学部個別(文系)12人 学部個別(文系)、全学(理系２)合わせて13人

一般・全学部 募集人員 募集人員変更 全学(文系)、(理系１)、(理系２)合わせて17人 全学(文系)、(理系１)合わせて16人

国際 国際 学費 学費改定 １年次：1,463,000円
１年次：(入学金200,000円含む)
２年次以降４年次まで：4,389,000円
４年間総額：5,852,000円
※諸会費除く

１年次：1,418,000円
１年次：(入学金200,000円含む)
２年次以降４年次まで：4,254,000円
４年間総額：5,672,000円
※諸会費除く

生命環境、理(数
理科学除く)、工、
建築

学費 学費改定 １年次：1,727,000円
１年次：(入学金200,000円含む)
２年次以降４年次まで：5,181,000円
４年間総額：6,908,000円
※諸会費除く

１年次：1,682,000円
１年次：(入学金200,000円含む)
２年次以降４年次まで：5,046,000円
４年間総額：6,728,000円
※諸会費除く

生命環境、理、
工、建築

共テ・１月５科目
型(英語資格・検
定試験利用)

選抜方法 方式名変更 共テ・１月５科目型(英語資格・検定試験利用) 共テ・１月英語資格・検定試験活用型

英語外部試験のスコ
ア変更

利用方法：出願要件
対象試験：ケンブリッジ英検140点以上、
対象試験：英検２級以上
対象試験：英検または1,950点以上、
対象試験：GTEC960点以上、
対象試験：IELTS4.0以上、
対象試験：TEAP225点以上、
対象試験：TEAPCBT420点以上、
対象試験：TOEFLiBT42点以上、
対象試験：TOEICLR+SW1,150点以上

利用方法：出願要件
対象試験：ケンブリッジ英検160点以上、
対象試験：英検準１級以上
対象試験：英検または2,300点以上、
対象試験：GTEC1,190点以上、
対象試験：IELTS5.5以上、
対象試験：TEAP309点以上、
対象試験：TEAPCBT600点以上、
対象試験：TOEFLiBT72点以上、
対象試験：TOEICLR+SW1,560点以上

生命環境、理(化
除く)

共テ・１月５科目
型(英語資格・検
定試験利用)

入試科目 必須に外追加 数２+理２+外 数２+理２

理 化 共テ・１月５科目
型(英語資格・検
定試験利用)

入試科目 必須に外追加、物が
選択から必須へ

数２+理２+外
※理：物+化

数２+理２
※理(必須)：化
※理(選択)：物or生or地学

数理科学 学費 学費改定 １年次：1,687,000円
１年次：(入学金200,000円含む)
２年次以降４年次まで：5,061,000円
４年間総額：6,748,000円
※諸会費除く

１年次：1,642,000円
１年次：(入学金200,000円含む)
２年次以降４年次まで：4,926,000円
４年間総額：6,568,000円
※諸会費除く

工、建築 共テ・１月５科目
型(英語資格・検
定試験利用)

入試科目 必須に外追加、理が
２科目選択へ

数２+理２+外 数２+理

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：出願要件、得点換算
対象試験：ケンブリッジ英検、英検、
対象試験：GTEC、IELTS、TEAP
対象試験：TEAPCBT、TOEFLiBT

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
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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

甲南大 共テ・前期英語
外部試験活用型

選抜方法 対象試験からTOEIC
LR+SW除外、英語外
部試験のスコア変更

利用方法：出願要件、得点換算
対象試験：ケンブリッジ英検120点以上、
対象試験：英検1,660点以上、
対象試験：GTEC620点以上、
対象試験：IELTS3.0以上、
対象試験：TEAP155点以上、
対象試験：TEAPCBT220点以上、
対象試験：TOEFLiBT25点以上

利用方法：出願要件、得点換算
対象試験：ケンブリッジ英検140点以上、
対象試験：英検２級以上
対象試験：英検または1,980点以上、
対象試験：GTEC920点以上、
対象試験：IELTS4.0以上、
対象試験：TEAP235点以上、
対象試験：TEAPCBT420点以上、
対象試験：TOEFLiBT45点以上、
対象試験：TOEICLR+SW820点以上

文 学費 学費改定 １年次：1,186,000円
１年次：(入学金250,000円含む)
２年次以降４年次まで：3,453,000円
４年間総額：4,639,000円
※諸経費除く

１年次：1,226,000円
１年次：(入学金300,000円含む)
２年次以降４年次まで：3,063,000円
４年間総額：4,289,000円
※諸経費除く

英語英米文 一般・前期３教科
(一般型、外部英
語試験活用型)

募集人員 募集人員変更 一般型、外部英語試験活用型あわせて40人 一般型：44人

共テ併用・前期３
教科型

募集人員 募集人員変更 ５人 ７人

日本語日本文 共テ・前期 募集人員 募集人員変更 ２人 ３人

共テ併用・前期３
教科型

募集人員 募集人員変更 ６人 ８人

社会 一般・前期３教科
(一般型、外部英
語試験活用型)

募集人員 募集人員変更 一般型、外部英語試験活用型あわせて30人 一般型：34人

共テ・前期 募集人員 募集人員変更 ４人 ６人

共テ併用・前期３
教科型

募集人員 募集人員変更 ８人 12人

人間科学 一般・前期３教科
(一般型、外部英
語試験活用型)

募集人員 募集人員変更 一般型、外部英語試験活用型あわせて41人 一般型：46人

一般・前期２教科
(一般型、外部英
語試験活用型)

募集人員 募集人員変更 一般型、外部英語試験活用型あわせて４人 一般型：５人

歴史文化 一般・前期３教科
(一般型、外部英
語試験活用型)

募集人員 募集人員変更 一般型、外部英語試験活用型あわせて30人 一般型：33人

一般・前期２教科
(一般型、外部英
語試験活用型)

募集人員 募集人員変更 一般型、外部英語試験活用型あわせて１人 一般型：２人

共テ併用・前期３
教科型

募集人員 募集人員変更 ７人 ８人

法、経済、経営 学費 学費改定 １年次：1,186,000円
１年次：(入学金250,000円含む)
２年次以降４年次まで：3,333,000円
４年間総額：4,519,000円
※諸経費除く

１年次：1,226,000円
１年次：(入学金300,000円含む)
２年次以降４年次まで：3,063,000円
４年間総額：4,289,000円
※諸経費除く

法 法 一般・前期３教科
(一般型、外部英
語試験活用型)

募集人員 募集人員変更 一般型、外部英語試験活用型あわせて120人 一般型：130人

共テ・前期 募集人員 募集人員変更 15人 20人

経済 経済 一般・前期３教科
(一般型、外部英
語試験活用型)

募集人員 募集人員変更 一般型、外部英語試験活用型あわせて135人 一般型：140人

共テ・前期 募集人員 募集人員変更 10人 15人

共テ・後期 選抜方法 ５科目型から４科目型
へ

国+外+(歴公or数①or数②or理・理基２)→２
※選択は高得点科目採用

国+外+(歴公or数①or数②or理・理基２)→３
※選択は高得点科目採用

募集人員 募集人員変更 ３人 ５人

共テ併用・前期３
教科型

募集人員 募集人員変更 15人 20人

共テ併用・前期２
教科型

募集人員 募集人員変更 ５人 10人

経営 経営 一般・前期３教科
(一般型、外部英
語試験活用型)

募集人員 募集人員変更 一般型、外部英語試験活用型あわせて130人 一般型：128人

一般・前期２教科
(一般型、外部英
語試験活用型)

募集人員 募集人員変更 一般型、外部英語試験活用型あわせて25人 一般型：32人

共テ・前期 募集人員 募集人員変更 10人 17人

共テ・後期 募集人員 募集人員変更 ５人 ４人

共テ併用・前期３
教科型

募集人員 募集人員変更 20人 27人

共テ併用・前期２
教科型

募集人員 募集人員変更 ５人 ７人

マネジメント創造 マネジメント創造 学費 学費改定 １年次：1,222,000円
１年次：(入学金250,000円含む)
２年次以降４年次まで：3,663,000円
４年間総額：4,885,000円
※諸経費除く

１年次：1,213,000円
１年次：(入学金300,000円含む)
２年次以降４年次まで：3,639,000円
４年間総額：4,852,000円
※諸経費除く

一般・前期３教科
(一般型、外部英
語試験活用型)

募集人員 募集人員変更 一般型、外部英語試験活用型あわせて60人 一般型：67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

甲南大 マネジメント創造 マネジメント創造 一般・前期２教科
(一般型、外部英
語試験活用型)

募集人員 募集人員変更 一般型、外部英語試験活用型あわせて12人 一般型：14人

一般・後期 募集人員 募集人員変更 ５人 ６人

フロンティアサイ
エンス

生命化 一般・前期２教科
(一般型、外部英
語試験活用型)

募集人員 募集人員変更 一般型、外部英語試験活用型あわせて12人 一般型：14人

一般・中期２教科
判定方式

選抜方法 新規実施 実施

共テ・前期 募集人員 募集人員変更 １人 ２人

共テ併用・前期３
教科型

募集人員 募集人員変更 １人 ２人

共テ併用・前期２
教科型

募集人員 募集人員変更 １人 ２人

理工、知能情報
工

学費 学費改定 １年次：1,571,000円
１年次：(入学金250,000円含む)
２年次以降４年次まで：4,710,000円
４年間総額：6,281,000円
※諸経費除く

１年次：1,584,000円
１年次：(入学金300,000円含む)
２年次以降４年次まで：4,287,000円
４年間総額：5,871,000円
※諸経費除く

理工 一般・中期２教科
判定方式

選抜方法 新規実施 実施

物理 一般・前期３教科
(一般型、外部英
語試験活用型)、
２教科判定方式
(一般型)

募集人員 募集人員変更 ３教科(一般型)、(外部英語試験活用型)、２教
科判定方式(一般型)あわせて20人

３教科(一般型)、２教科判定方式(一般型)あわ
せて25人

共テ・前期 募集人員 募集人員変更 ２人 ３人

生物 一般・前期３教科
(一般型、外部英
語試験活用型)、
２教科判定方式
(一般型、外部英
語試験活用型)

募集人員 募集人員変更 ３教科(一般型)、(外部英語試験活用型)、２教
科判定方式(一般型)、(外部英語試験活用型)
あわせて25人

３教科(一般型)、２教科判定方式(一般型)あわ
せて30人

共テ・前期 募集人員 募集人員変更 ３人 ４人

機能分子化 一般・前期３教科
(一般型、外部英
語試験活用型)、
２教科判定方式
(一般型)

募集人員 募集人員変更 ３教科(一般型)、(外部英語試験活用型)、２教
科判定方式(一般型)あわせて20人

３教科(一般型)、２教科判定方式(一般型)あわ
せて30人

知能情報 知能情報 一般・前期３教科
(一般型、外部英
語試験活用型)

募集人員 募集人員変更 一般型、外部英語試験活用型あわせて42人 一般型：50人

一般・前期２教科
(一般型、外部英
語試験活用型)

募集人員 募集人員変更 一般型、外部英語試験活用型あわせて20人 一般型：25人

一般・前期２教科
(一般型)

配点変更 数の配点変更 数<200>+外<100>＝総点<300> 数<100>+外<100>＝総点<200>

共テ併用・前期２
教科型

配点変更 数の配点変更 <共テ>外<100>
<個>数<200>

<共テ>外<100>
<個>数<100>

甲南女子大 文 日本語日本文 一般 募集人員 募集人員変更 <Ｉ日程・ＩＩ日程>23人、<ＩＩＩ日程>４人 <Ｉ日程・ＩＩ日程>33人、<ＩＩＩ日程>５人

共テ・Ｉ日程 募集人員 募集人員変更 10人 15人

メディア表現 一般 募集人員 募集人員変更 <Ｉ日程・ＩＩ日程>17人、<ＩＩＩ日程>３人 <Ｉ日程・ＩＩ日程>25人、<ＩＩＩ日程>４人

共テ・Ｉ日程 募集人員 募集人員変更 ９人 10人

国際 国際英語 一般 募集人員 募集人員変更 <Ｉ日程・ＩＩ日程>33人、<ＩＩＩ日程>５人 <Ｉ日程・ＩＩ日程>23人、<ＩＩＩ日程>４人

共テ・Ｉ日程 募集人員 募集人員変更 15人 10人

一般 募集人員 募集人員変更 <Ｉ日程・ＩＩ日程>25人、<ＩＩＩ日程>４人 <Ｉ日程・ＩＩ日程>17人、<ＩＩＩ日程>３人

共テ・Ｉ日程 募集人員 募集人員変更 10人 ９人

看護リハビリテー
ション

看護 共テ・Ｉ日程 募集人員 募集人員変更 10人 13人

神戸学院大 経営 経営／経営・会計、
データサイエンス

新設 専攻新設 経営／経営・会計、データサイエンス

神戸親和大 名称変更 大学名称変更 神戸親和大(2023年４月１日より)
※男女共学化

神戸親和女子大

宝塚医療大 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

姫路獨協大 一般・Ａ日程 試験会場 試験会場から栃木、
高松、福岡除外

姫路、名古屋、大阪、神戸、岡山 姫路、栃木、名古屋、大阪、神戸、岡山、
高松、福岡

一般・Ｂ日程、共
テプラス

試験会場 試験会場から東京、
高松除外

姫路、大阪、神戸、岡山 姫路、東京、大阪、神戸、岡山、高松

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73人 約80人

武庫川女子大 一般・前期Ａ３科
目型(傾斜配点方
式)

選抜方法 傾斜科目が２科目か
ら１科目へ(配点変更)

傾斜１科目
必須科目または高得点科目<200>+選択科目
または低得点科目<100>+選択科目または低
得点科目<100>＝総点<400>

傾斜２科目
必須科目<200>+高得点科目<200>+選択科目
または低得点科目<100>＝総点<500>

音楽除く 一般・中期Ｂ２科
目型(傾斜配点
型)

選抜方法 新規実施 実施

薬(健康生命薬科
学)、音楽(演奏)
除く

一般・中期Ｂ３科
目型

選抜方法 廃止 実施

多文化コミュニケー
ション
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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

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：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

一般 募集人員 募集人員変更 <前期Ａ３科目型(同一配点方式)>25人、
<前期Ａ２科目型>25人、
<後期Ｃ２科目型>５人

<前期Ａ３科目型(同一配点方式)>20人、
<前期Ａ２科目型>30人、
<後期Ｃ２科目型>３人

日本語日本文 一般・前期Ａ３科
目型(同一配点方
式)

募集人員 募集人員変更 20人 15人

一般・前期A２科
目型、中期Ｂ２科
目型(同一配点
型)

入試科目 選択に数追加 国+(歴or数or理or外)
※数：数Ｉ・Ａor数Ｉ・II・Ａ・Ｂ
※理：化or生

国+(歴or理or外)
※理：化or生

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)
心理・社会福祉(社会：入学定員：70人

文(心理・社会福祉)

経営 経営 一般・前期Ａ３科
目型(同一配点方
式)

募集人員 募集人員変更 30人 20人

一般・中期Ｂ２科
目型(同一配点
型)

入試科目 選択の組合せ変更 (国or歴or数or理or外)→２
※理：化or生
※歴と数の組合せ可。歴２、理２での受験可
※数２での受験不可

(国or歴or数or理or外)→２
※理：化or生
※歴と数の組合せ不可
※歴２、数２、理２での受験不可

教育 教育 一般 募集人員 募集人員変更 <前期Ａ３科目型(同一配点方式)>35人、
<前期Ａ２科目型>35人、
<後期Ｃ２科目型>５人

<前期Ａ３科目型(同一配点方式)>25人、
<前期Ａ２科目型>30人、
<後期Ｃ２科目型>３人

一般・前期A３科
目型

入試科目 外が必須から選択へ (国or外)+(歴or数or理)
※国と外での受験可
※理：化or生

外+(国or歴or数or理)→２
※理：化or生

一般・中期Ｂ２科
目型(同一配点
型)

入試科目 選択の組合せ変更 (国or歴or数or理or外)→２
※理：化or生
※歴と数の組合せ可
※歴２、数２、理２での受験不可

(国or歴or数or理or外)→２
※理：化or生
※歴と数の組合せ不可
※歴２、数２、理２での受験不可

一般・後期Ｃ 入試科目 国、外が選択から選
択必須へ

(国or外)+(数or理)
※国と外での受験可
※理：化or生

(国or数or理or外)→２
※理：化or生

共テ・Ｄ３教科型 募集人員 募集人員変更 15人 ８人

共テ・Ｄ５教科型 選抜方法 廃止 実施

建築 建築 一般・前期Ａ３科
目型(同一配点方
式)

募集人員 募集人員変更 ９人 ８人

薬 一般・中期Ｂ２科
目型(同一配点
型)

入試科目 理２科目での受験が
可能に

理+(国or数or外)
※数：数Ｉ・Ａor数Ｉ・II・Ａ・Ｂ
※理：化or生
※理２での受験可

理+(国or数or外)
※数：数Ｉ・Ａor数Ｉ・II・Ａ・Ｂ
※理：化or生

薬 一般・前期Ａ３科
目型

入試科目 外が必須から選択へ 理+(国or数or外)→２
※数：数Ｉ・Ａor数Ｉ・II・Ａ・Ｂ
※理：化or生

理+外+(国or数)
※数：数Ｉ・Ａor数Ｉ・II・Ａ・Ｂ
※理：化or生

一般・前期Ａ２科
目型

募集人員 募集人員変更 25人 20人

共テ・Ｄ３教科型 募集人員 募集人員変更 10人 ５人

共テ・Ｄ５教科型 選抜方法 廃止 実施

健康・スポーツ科
学

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

健康・スポーツ科学 一般 募集人員 募集人員変更 <前期Ａ３科目型(同一配点方式)>15人、
<前期Ａ２科目型>15人、
<後期Ｃ２科目型>５人

<前期Ａ３科目型(同一配点方式)>12人、
<前期Ａ２科目型>18人、
<後期Ｃ２科目型>３人

一般・前期A３科
目型

入試科目 選択に数III、物追加 外+(国or歴or数or理)→２
※数：数Ｉ・Ａor数Ｉ・II・Ａ・Ｂor数Ｉ・II・III・Ａ・Ｂ
※理：物or化or生

外+(国or歴or数or理)→２
※数：数Ｉ・Ａor数Ｉ・II・Ａ・Ｂ
※理：化or生

一般・前期A２科
目型

入試科目 選択に数III、物追加 (国or歴or数or理or外)→２
※数：数Ｉ・Ａor数Ｉ・II・Ａ・Ｂor数Ｉ・II・III・Ａ・Ｂ
※理：物or化or生

(国or歴or数or理or外)→２
※数：数Ｉ・Ａor数Ｉ・II・Ａ・Ｂ
※理：化or生

一般・中期Ｂ２科
目型(同一配点
型)

入試科目 選択の組合せ変更 (国or歴or数or理or外)→２
※理：化or生
※歴と数の組合せ可。歴２、理２での受験可
※数２での受験不可

(国or歴or数or理or外)→２
※理：化or生
※歴と数の組合せ不可
※歴２、数２、理２での受験不可

一般・後期Ｃ 入試科目 理２科目での受験が
可能に

(国or数or理or外)→２
※理：化or生
※理２での受験可

(国or数or理or外)→２
※理：化or生

共テ・Ｄ３教科型 募集人員 募集人員変更 ３人 ５人

看護 看護 一般・前期A３科
目型

募集人員 募集人員変更 <同一配点方式>15人、
<傾斜配点方式>10人

<同一配点方式>18人、
<傾斜配点方式>12人

一般・前期Ａ２科
目型

選抜方法 新規実施 (国or数or理or外)→２
※数：数Ｉ・Ａor数Ｉ・II・Ａ・Ｂ
※理：化or生
募集定員：８人

一般・中期Ｂ２科
目型(同一配点
型)

選抜方法 新規実施 (国or数or理or外)→２
※数：数Ｉ・Ａor数Ｉ・II・Ａ・Ｂ
※理：化or生
募集定員：５人

一般・後期Ｃ 入試科目 選択に国追加 (国or数or理or外)→２
※理：化or生
※理２での受験可

(数or理or外)→２
※理：化or生
※理２での受験可
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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

武庫川女子大 生活環境 生活環境 一般・前期Ａ３科
目型(同一配点方
式)

募集人員 募集人員変更 25人 15人

一般・中期Ｂ２科
目型(同一配点
型)

入試科目 選択の組合せ変更 (国or歴or数or理or外)→２
※理：化or生
※歴と数の組合せ可。歴２、理２での受験可
※数２での受験不可

(国or歴or数or理or外)→２
※理：化or生
※歴と数の組合せ不可
※歴２、数２、理２での受験不可

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)

食物栄養科学 食物栄養 一般 募集人員 募集人員変更 <前期Ａ３科目型(同一配点方式)>25人、
<前期Ａ２科目型>25人、
<後期Ｃ２科目型>５人

<前期Ａ３科目型(同一配点方式)>20人、
<前期Ａ２科目型>30人、
<後期Ｃ２科目型>３人

一般・中期Ｂ２科
目型(同一配点
型)

入試科目 理２科目での受験が
可能に

理+(国or数or外)
※数：数Ｉ・Ａor数Ｉ・II・Ａ・Ｂ
※理：化or生
※理２での受験可

理+(国or数or外)
※数：数Ｉ・Ａor数Ｉ・II・Ａ・Ｂ
※理：化or生

共テ・Ｄ３教科型 募集人員 募集人員変更 10人 ５人

共テ・Ｄ５教科型 選抜方法 廃止 実施

食創造科学 一般・前期Ａ３科
目型(同一配点方
式)

募集人員 募集人員変更 10人 ８人

一般・中期Ｂ２科
目型(同一配点
型)

入試科目 理２科目での受験が
可能に

(数or理)+(国or歴or外)
※数：数Ｉ・Ａor数Ｉ・II・Ａ・Ｂ
※理：化or生
※数と化、数と生、理２のみでの受験可

(数or理)+(国or歴or外)
※数：数Ｉ・Ａor数Ｉ・II・Ａ・Ｂ
※理：化or生
※数と化、数と生での受験可

共テ・Ｄ３教科型 募集人員 募集人員変更 ３人 ５人

音楽 演奏 一般・中期Ｂ２科
目型(同一配点
型)

入試科目 選択から聴音除外 実+(国or歴or数or外or音)
※音：楽典or実
※選択の実はピアノ専修除く

実+(国or歴or数or外or音)
※音：楽典or聴音or実
※選択の実はピアノ専修除く

一般・後期Ｃ 入試科目 必須から口頭試問除
外

実+(国or数or外) 実+口頭試問+(国or数or外)

応用音楽 一般・中期Ｂ２科
目型(同一配点
型)

選抜方法 新規実施 実+(国or世or数or外or音)
※音：楽典
募集人員：２人

一般・後期Ｃ 入試科目 必須から口頭試問除
外

実+(国or数or外) 実+口頭試問+(国or数oe外)

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)

川崎医科大 医 医 一般 募集人員 募集人員変更 約45人 約50人

就実大 経営 経営 新設 学部新設 経営(経営)：入学定員160人

薬 薬 共テ併用・後期 選抜方法 廃止 実施

共テ・Ｂ 選抜方法 調査書を点数化 調査書：30点

募集人員 募集人員変更 ３人 ４人

広島修道大 人文 英語英文 一般・前期 募集人員 募集人員変更 50人 60人

人間関係 一般・前期 募集人員 募集人員変更 40人 42人

安田女子大 文 書道 一般・前期 入試科目 必須から実除外 国+(数or外) 国+実+(数or外)
※実：書道実技作品を提出

一般・後期 入試科目 必須から実除外 国+外 国+外+実
※実：書道実技作品を提出

教育 児童教育 一般・前期 選抜方法 ３教科型から２教科型
へ

(国or数or理or外)→２ (国or数or理or外)→３

一般・後期 入試科目 必須から理除外 国+外 国+理+外

徳島文理大 薬、香川薬 一般・Ｉ期Ａ日程 入試科目 化が必須から選択
へ、選択に生追加

数+理+外
※理：化or生

数+理+外
※理：化

一般・II期 入試科目 化が必須から選択
へ、選択に生追加

理+(数or外)
※理：化or生

理+(数or外)
※理：化

配点変更 理の配点変更 理<100>+(数or外)<100>＝総点<200> 理<200>+(数or外)<100>＝総点<300>
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