
※2024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)

例：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」

2024年度入試変更点一覧　表の見方



【2023/04/28版】
大学 学部 学科／専攻 方式 項目 変更点 2024年度入試 2023年度入試

北海道武蔵女子大 新設 大学新設 北海道武蔵女子大
(2024年４月より)
※北海道札幌市

北海道武蔵女子短期大

仙台青葉学院大 新設 大学新設 仙台青葉学院大
(2024年４月より)
※宮城県仙台市(五橋キャンパス、長町キャン
パス)

仙台青葉学院短期大

日本先端工科大 新設 大学新設 日本先端工科大
(2024年４月１日より）
※元関東学院大の小田原キャンパスに設置予
定

愛知医療学院大 改組 大学改組 愛知医療学院大
(2024年４月より)
※愛知県清須市

愛知医療学院短期大

高知健康科学大 改組 大学改組 高知健康科学大
(2024年４月より)
※高知県高知市

土佐リハビリテーションカレッジ(専門学校）

北海学園大 人文 日本文化 一般 選抜方法 国の試験時間変更 国：70分 国：80分

北海道科学大 保健医療 看護 一般 入試科目 数の選択に数Ｉ・Ａ追
加

数+(国or理or外)
※高得点３科目採用
※数：数Ｉ・Ａor数Ｉ・ＩＩ・Ａ・Ｂ

数+(国or理or外)
※高得点３科目採用
※数：数Ｉ・ＩＩ・Ａ・Ｂ

北海道情報大 一般・Ｉ期英語資
格試験利用枠

選抜方法 新規実施 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 1,980点以上、
対象試験：GTEC 930点以上、
対象試験：IELTS 4.0以上、
対象試験：TEAP 225点以上、
対象試験：TEAP CBT 420点以上、
対象試験：TOEFL iBT 42点以上、
対象試験：TOEIC LR&SW 790点以上

※試験問題は一般・Ｉ期通常枠と同じ(英以外
の１科目を受験。医療情報(臨床工)のみ、国と
数の２科目受験必須)

日本赤十字北海道看護大、
日本赤十字秋田看護大、
日本赤十字看護大、
日本赤十字豊田看護大、
日本赤十字広島看護大、
日本赤十字九州国際看護大

共テ 出願方法 ６大学併願制の新規
導入

６看護大学連携併願選抜
※1回の出願で複数の大学へ同時併願が可能
※併願は日本赤十字北海道看護大、日本赤
十字秋田看護大、日本赤十字看護大、日本赤
十字豊田看護大、日本赤十字広島看護大、日
本赤十字九州国際看護大の６大学で実施

東北学院大 工 電気電子工、機械知
能工

共テ・前期 入試科目 必須から国除外 数２+理・理基２+外
※理：物or化
※理基２：物基+化基

国+数２+理・理基２+外
※理：物or化
※理基２：物基+化基

共テ・後期 入試科目 理が選択から必須
へ、理の選択に理基
追加

数２+理・理基２+外
※理：物or化
※理基２：物基+化基

数２+(理or外)
※理：物or化

東北工業大 一般・Ｂ日程 選抜方法 出題形式が一部記述
問題へ

数、理、外の一部問題を記述方式とする 数、理、外はマークシート方式とする

東北医科薬科大 薬 薬 一般 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

共テ 入試科目 化が必須から選択
へ、理の組合せ変更

数２+理２+外
※理２：物or化or生
※理は化または生のいずれか１科目の他に、
化基、物基、生基から２科目の計３科目でも可

数２+理２+外
※理(必須)：化
※理(選択)：物or生
※理は化の他に化基、物基、生基から２科目の
計３科目でも可

医療創生大 一般、共テ(英語
外部試験利用)

選抜方法 英語外部試験の対象
試験変更

利用方法：得点換算
対象試験：英検

利用方法：得点換算
対象試験：英検、GTEC

日本国際学園大 名称変更 大学名称変更 日本国際学園大
※つくばキャンパス、仙台キャンパスの２キャ
ンパス体制で開学(2024年４月より)

筑波学院大
※茨城県つくば市

国際医療福祉大 成田薬 薬 新設 学部新設 成田薬(薬)：入学定員120人
(2024年４月より)

麗澤大 経営 経営／ビジネスデザ
イン、AI・ビジネス、ス
ポーツビジネス、ファ
ミリービジネス

新設 学部新設 経営(経営／ビジネスデザイン、
経営(経営／AI・ビジネス、スポーツビジネス、
経営(経営／ファミリービジネス)
：入学定員130人

工 工／情報システム工
学、社会ロボティクス
工学

新設 学部新設 工(工／情報システム工学、
工(工／社会ロボティクス工学)
：入学定員100人

亜細亜大 経済 経済 一般・学科別２教
科型

選抜方法 廃止 実施

経営 ホスピタリティ・マネジ
メント

一般・学科別２教
科型

選抜方法 廃止 実施

大妻女子大 文 コミュニケーション文
化

一般・Ａ方式II期 入試科目 必須から小論文除外 外+調 外+論+調

人間関係 人間関係／社会学 共テ・Ｂ方式Ｉ期
(３科目型)

選抜方法 選択に歴公追加(２科
目型から３科目型へ)

国+歴公+外+調 国+外+調

人間関係／社会・臨
床心理学

共テ・Ｂ方式Ｉ期
(３科目型)

選抜方法 選択に歴公追加(２科
目型から３科目型へ)

国+外+調+(歴公or数or理・理基２) 調+{国or(数①or数②)or外}→２

家政 児童／児童教育 一般・Ａ方式II期 入試科目 必須から小論文除
外、面接追加
選択に国追加

面(口頭試問)+調+(国or外)
※面(口頭試問)：教育に関する諸問題につい
ての質問を含む

外+論+調

2024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 2024年度入試 2023年度入試

学習院大 理 物理 一般・プラス 選抜方法 英語外部試験利用
新規実施

利用方法：出願要件
対象試験：ケンブリッジ英検
対象試験：ケンブリッジB1 Preliminary、
対象試験：英検 準２級かつ1,800点以上、
対象試験：GTEC 990点以上、
対象試験：IELTS 4.0以上、
対象試験：TEAP 210点以上、
対象試験：TEAP CBT 310点以上、
対象試験：TOEFL iBT 32点以上、
対象試験：TOEIC LR&SW 500点以上

募集人員 募集人員変更 ７人 ５人

入試科目 必須から外除外 数+理
(※英の代わりに英語外部試験利用）

数+理+外

生命化学 共テ・３教科４科
目

選抜方法 新規実施 数２+理+英(リス含む)
※理：物or化or生
募集人員：５人

共テ・４教科６科
目

選抜方法 新規実施 国+数２+理２+英(リス含む)
※理：物or化or生→２
募集人員：５人

一般・プラス 選抜方法 廃止 実施

実践女子大 国際 国際 新設 学部新設 国際(国際)
※渋谷キャンパス(2024年４月より)

人間社会 社会デザイン 新設 学科新設 人間社会(社会デザイン)
※渋谷キャンパス(2024年４月より)

ビジネス社会 名称変更 学科名称変更 ビジネス社会
(2024年４月より)

現代社会

芝浦工業大 工 改組 ９学科から５課程・９
コースへ

工(機械工学／基幹機械、先進機械)、
工(物質化学／環境・物質工学、
工(物質化学／化学・生命工学)、
工(情報・通信工学／情報工学、情報通信)、
工(電気電子工／電気・ロボット工学、
工(電気電子工／先端電子工学)、
工(土木工／都市・環境)

工(機械工、機械機能工、材料工、応用化学、
工(情報工、情報通信工、電気工、電子工、
工(土木工)

順天堂大 薬 薬 新設 学部新設 薬(薬)：入学定員160人
※浦安・日の出キャンパス

成蹊大 経済 共テ併用・５科目
型多面評価(Ｍ方
式)

選抜方法 廃止 実施

中央大 文 人文社会／学びのパ
スポートプログラム

学部別・英語外
部試験利用

選抜方法 新規実施 実施
募集人員：若干名

総合政策 学部別・共テ併
用

選抜方法 合否判定について個
別の外の基準点廃止

個別試験の外の平均点を基準点とし、基準点
に達した者について共通テストの得点と個別試
験の得点を合否判定に使用

東京女子大 現代教養 数理／情報数理科学 改組 専攻改組 数理／情報数理科学 数理／数学、情報理学

人文 日本文 一般・３月期(専
攻特色型)

選抜方法 個別(小論文)新規実
施、共テの選択に歴
公、数追加

共テ併用型
<共テ>
国+外+(歴公or数①or数②)
<個>
論
※日本の文化や日本語、世界の中の日本など
に関する文章の読解力、および理解した内容
を踏まえた思考力・表現力を問う

共テ
国+外

東京薬科大 一般・Ｂ方式 募集単位
呼称変更

Ｂ方式Ｉ期からＢ方式
へ

Ｂ方式 Ｂ方式Ｉ期

一般・Ｔ方式（薬・
生命統一選抜）

募集単位
呼称変更

Ｂ方式ＩＩ期からＴ方式
へ

Ｔ方式（薬・生命統一選抜）
※薬、生命科学共通問題で実施
※１回の試験で２学部への出願可

Ｂ方式ＩＩ期

薬 一般 選抜方法 男女別から男女合同
での募集へ

<Ａ方式>30人、
<Ｂ方式>130人、
<Ｔ方式>40人

<Ａ方式>男子部15人、女子部15人、
<Ｂ方式Ｉ期>男子部65人、女子部65人、
<Ｂ方式ＩＩ期>男子部20人、女子部20人

生命科学 一般・Ｔ方式 入試科目 数が選択から必須へ 数+理
※理：化or生
※薬を併願する場合は化の受験必須

(数or理)→２
※理：化or生

東洋大 生命科学 生体医工、生命科
学、生物資源

改組 学部改組 生命科学(生体医工、生命科学、生物資源)
※生体医工は川越キャンパスから、
※生命科学、生物資源は板倉キャンパス
※からそれぞれ朝霞キャンパスへ移転

理工(生体医工)
生命科学(生命科学、応用生物科学)

食環境科学 移転 キャンパス移転 朝霞キャンパス 板倉キャンパス

食環境科学、健康栄
養、フードデータサイ
エンス

改組 学科改組 食環境科学(食環境科学、健康栄養、
食環境科学(フードデータサイエンス)

食環境科学(食環境科学
食環境科学(食環境／フードサイエンス)、
食環境科学(健康栄養)

日本大 文理 地球科学 共テ・Ｃ方式第１
期

入試科目 必須に理基２追加 理・理基２+外+(国or数①or数②) 理+外+(国or数①or数②)

生産工 マネジメント工、環境
安全工、創生デザイ
ン

一般・N全学統一
方式第２期

選抜方法 新規実施 数+外+(国or理)
※数Ｉ・ＩＩ・Ａ・Ｂor数Ｉ・ＩＩ・ＩＩＩ・Ａ・Ｂ
※理：物or化
※国と数Ｉ・ＩＩ・ＩＩＩ・Ａ・Ｂの組合せ不可

機械工、建築工、数
理情報工、電気電子
工、土木工

一般・N全学統一
方式第２期

選抜方法 新規実施 数+理+外
※数Ｉ・ＩＩ・ＩＩＩ・Ａ・Ｂ
※理：物or化

応用分子化 一般・N全学統一
方式第２期

選抜方法 新規実施 数+理+外
※数Ｉ・ＩＩ・Ａ・Ｂor数Ｉ・ＩＩ・ＩＩＩ・Ａ・Ｂ
※理：物or化or生

芸術 写真 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
(Ａ４判の芸術学部面接表を１枚及び写真学科
面接資料２枚を記入する時間を設ける。制限
時間40分)

国+外+学科別専門試験
※学科別専門試験：論+面

演劇／舞踊除く 一般・N全学統一
方式第１期、第２
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 2024年度入試 2023年度入試

日本大 芸術 音楽／作曲・理論除く 一般・N全学統一
方式第２期

選抜方法 新規実施 国+外

音楽／音楽教育、弦
管打楽

一般・N全学統一
方式第１期

選抜方法 新規実施 国+外

日本医科大 医 医 共テ併用・前期 選抜方法 後期実施から前期実
施へ日程変更

共テ併用・前期 共テ併用・後期

新規実施
英語外部試験の活用

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

日本獣医生命科学 獣医 獣医 一般・第１回(独
自試験)

募集人員 募集人員変更 42人 37人

日本女子大 建築デザイン 改組 学部改組 建築デザイン
※目白キャンパス

家政(住居)

武蔵野大 ウェルビーイング ウェルビーイング 新設 学部新設 ウェルビーイング(ウェルビーイング)
：入学定員80人
※武蔵野キャンパス

明治学院大 情報数理 情報数理 新設 学部新設 情報数理(情報数理)：入学定員80人
※横浜キャンパス

立教大 文 文／ドイツ文学 共テ・４科目型 選抜方法 廃止 実施

法 国際ビジネス法／グ
ローバル

選抜方法 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 170点以上、
対象試験：英検 2,400点以上、
対象試験：GTEC 1,280点以上、
対象試験：IELTS 6.0以上、
対象試験：TEAP 332点以上、
対象試験：TEAP CBT 671点以上、
対象試験：TOEFL iBT 80点以上

利用方法：出願要件
対象試験：ケンブリッジ英検 153点以上、
対象試験：英検 2,180点以上、
対象試験：GTEC 1,115点以上、
対象試験：IELTS 5.0以上、
対象試験：TEAP 280点以上、
対象試験：TEAP CBT 540点以上、
対象試験：TOEFL iBT 62点以上

理 物理 共テ・４科目型 入試科目 理の選択から化、
生、地学除外、物が
選択から必須へ

数２+理+外
※理：物

数２+理+外
※理：物or化or生or地学

麻布大 獣医 獣医保健看護 新設 学科新設 獣医(獣医保健看護)
(2024年４月より)

新潟薬科大 共テ・Ｄ日程 選抜方法 新規実施 実施

薬 薬 共テ・Ａ日程 入試科目 化、外が必須から選
択へ

(数２or理or外)→３
※理：物or化or生
※高得点３科目採用

理+外+(数２or理)
※理(必須)：化
※理(選択)：物or生

共テ・Ｂ日程、Ｃ
日程

入試科目 外が必須から選択へ (数２or理・理基２or外)→３
※理：物or化or生
※高得点３科目採用

外+(数２or理・理基２)→２
※選択は高得点２科目採用

応用生命科学 生命産業ビジネス 一般 選抜方法 歴の選択が試験当日
選択から出願時での
選択へ

歴のみ出願時に選択とする
※国、数①、外は当日選択

試験当日に教科・科目を選択し回答する

北陸大 経済経営 経済 新設 学科新設 経済経営(経済)
(2024年４月より)

金城大 総合政策 総合経済 新設 学部新設 総合政策(総合経済)：入学定員150人
(2024年４月より)

大同大 建築 建築 改組 学部改組 建築(建築／建築、インテリアデザイン、
建築(建築／都市空間インフラ、
建築(建築／かおりデザイン)

工(建築／建築、インテリアデザイン、
工(建築／土木・環境、かおりデザイン)

建築／都市空間イン
フラ

名称変更 専攻名称変更 都市空間インフラ
(2024年４月より)

土木・環境

同志社大 政策 政策 一般・全学部日
程(文系)

配点 選択の配点変更
(選択科目重視型を
廃止)

国<150>+外<200>+(歴or公or数)<150>＝総点
<500>
※選択は同日実施の全学部日程(文系)共通
問題(150点満点)を使用する

選択科目重視型
国<150>+外<200>+(歴or公or数)<200>＝総点
<550>
※選択は同日実施の全学部日程(文系)の共通
問題(150点満点)を使用し、配点を200点満点
に換算する

社会 メディア 共テ 選抜方法 個別廃止、
国、歴公、外が選択
から必須へ、選択か
ら理・理基除外、数の
出題範囲変更

共テ
国+歴公+外+(数①or数②)
※数①：数I・Ａ
※数②：数ＩＩ・Ｂ

共テ併用型
<共テ>(国or歴公or数①or数②or理・理基２or
外)→３
※数①：数I、数I・Ａ
※数②：数ＩＩ、数ＩＩ・Ｂ
<個>論

スポーツ健康科
学

スポーツ健康科学 共テ・スポーツ競
技力加点方式

募集人員 募集人員変更 15人 19人

立命館大 情報理工 情報理工 移転 キャンパス移転 大阪いばらきキャンパス びわこ・くさつキャンパス

情報理工／社会シス
テムデザイン

名称変更 コース名称変更 社会システムデザイン 先端社会デザイン

情報理工／メディア
情報

名称変更 コース名称変更 メディア情報 画像・音メディア

情報理工／
Information Systems
Science and
Engineering Course

名称変更 コース名称変更 Information Systems Science and Engineering
Course

情報システムグローバル

共テ+面接ISSE
方式

選抜方法 方式名称変更 共テ+面接ISSE方式 共テ+面接グローバルコース方式

スポーツ健康科
学

スポーツ健康科学 共テ・３教科型(２
月)、(３月)

選抜方法 新規実施 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

映像 映像 移転 キャンパス移転 大阪いばらきキャンパス 衣笠キャンパス

共テ・７科目型(２
月)

選抜方法 新規実施 国+数①+外+(歴公or数②or理・理基２)→４
※選択は高得点科目４科目採用

大阪医科薬科大 医 医 一般 試験時間 数の試験時間変更 数<90分> 数<100分>

一般・地域枠 試験時間 数の試験時間変更 数<90分> 数<100分>

大阪歯科大 看護医療 新設 学部新設 看護医療

関西大 外国語 全学２教科型・英
語＋１教科選択
方式(英語外部試
験利用)

選抜方法 英語外部試験の利用
方法変更、外の受験
必須へ

利用方法：得点換算
※外国語の受験必須。高得点の方を採用

利用方法：みなし満点
※外国語の受験免除
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大学 学部 学科／専攻 方式 項目 変更点 2024年度入試 2023年度入試

大阪成蹊大 社会 新設 学部新設 社会

神戸女学院大 国際 英語、グローバルスタ
ディーズ

改組 学部改組 国際(英語、グローバルスタディーズ) 文(英文)

心理 心理 改組 学部改組 心理(心理) 人間科学(心理・行動科学)

音楽 音楽／音楽表現、音
楽キャリアデザイン

改組 専攻改組 音楽／音楽表現：入学定員30人 音楽／器楽、声楽、
音楽／ミュージック・クリエィション

音楽／音楽キャリア
デザイン

新設 専攻新設 音楽／音楽キャリアデザイン：入学定員10人

音楽／舞踊 募集停止 専攻募集停止 音楽(音楽／舞踊)

武庫川女子大 文 歴史文化 新設 学科新設 文(歴史文化)
(2024年４月より)

宝塚医療大 観光 観光 新設 学部新設
（※当初2023年度
（※予定を1年延期)

観光(観光）：入学定員80人
※宮古島キャンパス

天理大 人文 国文学国語、歴史文
化、社会福祉、社会
教育、宗教、心理

改組 学部改組 人文(国文学国語、歴史文化、
人文(社会福祉、社会教育、宗教、心理)

文(国文学国語、歴史文化)
人間(人間関係／社会福祉、生涯教育、
人間(人間関係／臨床心理)、
人間(宗教)

国際 外国語、英米語、中
国語、韓国・朝鮮語、
国際文化、日本(留学
生対象)

改組 学科改組 国際(外国語、英米語、中国語、韓国・朝鮮語、
国際(国際文化、日本(留学生対象))

国際(外国語／英米語、中国語、
国際(外国語／韓国・朝鮮語、
国際(外国語／スペイン語
国際(外国語／スペイ・ブラジルポルトガル語)
国際(地域文化、
国際(地域文化／日本研究(留学生対象))

広島修道大 一般・前期 入試区分 入試区分変更 A日程、Ｂ日程、Ｃ日程の３日間で実施
※全日程共通で１日１学科につきスタンダード
方式(受験必須)、高得点科目重視方式(併願
可)、共テプラス方式(併願可)の３方式で実施
※スタンダード方式は全学科共通問題
※併願はスタンダード方式に出願した学科で
可

Ａ日程・Ｂ日程(スタンダード方式)、
Ｃ日程(英語資格加点方式)、
Ｄ日程・Ｅ日程(高得点科目重視方式)
※５日間で実施

出願方法 ２学科併願制の新規
導入

１日につき２学科まで出願可
※１回の受験で最大６出願可。３日間で最大18
出願可

１日につき１学科１方式のみ出願可
※５日間で最大５出願可

入学検定
料

３方式セット割引の新
規導入

同一日・同一学科において、スタンダード方
式、高得点科目重視方式、共テプラス方式を
同時に出願すると7,000円割引
※複数出願割引との併用可

一般・前期英語
資格加点方式

選抜方法 廃止 実施

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：ケンブリッジ英検、英検、
対象試験：GTEC、TEAP、TEAP CBT、
対象試験：TOEFL iBT、TOEIC LR+SW
※共テの英語科目を受験した場合は高得点の
方を採用

共テプラス方式 選抜方法 全学部学科で実施 共テプラス方式
※全学部学科で実施
①人文(教育)、法、商、経済、人間環境、健康
科学は、共テは高得点２科目採用
②人文(教育除く)、国際コミュニティは共テは英
語必須+高得点１科目採用

共テ併用
※法(法律)を除いて実施

共テプラス方式
(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、TEAP、TEAP CBT、
対象試験：TOEFL iBT、TOEIC LR+SW
※共テの英語科目を受験した場合は高得点の
方を採用

人文 社会 改組 学科改組 人文(社会)：入学定員95人
(2024年４月より)

人文(人間関係／社会学)

英語英文 一般・前期スタン
ダード方式

入試科目 選択に歴公、数、理
追加

国+外+(歴公or数or理or理基２)
※理基：化基・生基
※理：生

国+外

教育 一般・前期スタン
ダード方式

配点
入試科目

外の配点変更、選択
に理追加

国<100>+外<100>+(歴公or数or理or理基
２)<100>＝総点<300>
※理：生

国<100>+外<150>+(歴公or数or理基２)<100>
＝総点<350>

人間関係／社会学 一般・前期スタン
ダード方式

配点
入試科目

外の配点変更、選択
に理追加

国<100>+外<150>+(歴公or数or理or理基
２)<100>＝総点<350>
※理基：化基・生基
※理：生

国<100>+外<100>+(歴公or数)<100>＝総点
<300>

共テプラス方式 入試科目 共テの外が必須へ、
選択が高得点１科目
へ

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

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

法 法律 一般・前期スタン
ダード方式

入試科目 選択に理追加 国+外+(歴公or数or理or理基２)
※理：生

国+外+(歴公or数or理基２)

商 一般・前期スタン
ダード方式

入試科目 選択に理追加 国+外+(歴公or数or理or理基２)
※理：生

国+外+(歴公or数or理基２)

共テプラス方式 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or理基２or外)→２
※高得点２科目採用

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

経済 一般・前期スタン
ダード方式

配点 外の配点変更、選択
に理、理基追加

国<100>+外<100>+(歴公or数or理or理基
２)<100>＝総点<300>
※理基：化基・生基
※理：生

国<100>+外<150>+(歴公or数)<100>＝総点
<350>

経済情報 一般・前期Ｋ方式 選抜方法 廃止 実施

一般・前期Ｓ方式 選抜方法 廃止 実施
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大学 学部 学科／専攻 方式 項目 変更点 2024年度入試 2023年度入試

広島修道大 国際コミュニティ 一般・前期スタン
ダード方式

入試科目 選択に理追加 国+外+(歴公or数or理or理基２)
※理：生

国+外+(歴公or数or理基２)

共テプラス方式 入試科目 共テの外が必須へ、
選択が高得点１科目
へ

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

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

人間環境 人間環境 一般・前期スタン
ダード方式

入試科目 選択に理追加 国+外+(歴公or数or理or理基２)
※理：生

国+外+(歴公or数or理基２)

健康科学 心理 一般・前期スタン
ダード方式

入試科目 選択に理追加 国+外+(歴公or数or理or理基２)
※理：生

国+外+(歴公or数or理基２)

健康栄養 一般・前期スタン
ダード方式

入試科目 理基が必須から選択
へ、選択に歴公、数、
理追加

国+外+(歴公or数or理or理基２)
※理：生

国+外+理基２

広島国際大 健康科学 社会／地域創生学 新設 学科、専攻新設 健康科学(社会／地域創生学)：入学定員60人
(2024年４月より)

社会／社会福祉学 改組 学科改組 社会(社会／社会福祉学)：入学定員40人
(2024年４月より)

健康科学(医療福祉／医療福祉学、
健康科学(医療福祉／介護福祉学、
健康科学(医療福祉／保育福祉学)

久留米大 医 医療検査 新設 学科新設 医(医療検査)：入学定員75人
※旭町キャンパス

久留米大学医学部付属臨床検査専門学校

産業医科大 医 医 一般・Ａ方式、Ｂ
方式、Ｃ方式

入試区分 入試区分変更 Ａ方式(共テ＋独自試験＋面・論) ※従来型、
Ｂ方式(独自試験＋面・論）、
Ｃ方式（共テ＋面・論）の３方式で実施

募集人員：A方式 約60人、
募集人員：B方式 ５人以内、
募集人員：C方式 ５人以内
募集人員：※2022年５月13日現在

一般
募集人員：約80人
※１回のみの実施

九州医療科学大 名称変更 大学名称変更 九州医療科学大
(2024年４月より)

九州保健福祉大
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