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資料の提供について
提供資料
１ 平成26年度大学入学者選抜から大学入試センター試験に新たに参加する大学等について
２ 東日本大震災に伴う平成26年度大学入試センター試験に関する特例措置について

〔参考〕（平成 25 年７月４日プレス発表資料として配付）
１ 受験案内の配付について
⑴ 配付開始日
平成 25 年９月２日(月)から
⑵ 配付方法
① 大学入試センター試験に参加する全国の各大学の窓口で配付
② 全国学校案内資料管理事務センターからの郵送による配付
〔大学入試センターのホームページ
（http://www.dnc.ac.jp/modules/center_exam/content0590.html）参照〕
２ 出願期間について
平成 25 年 10 月１日(火)から 10 月 11 日(金)まで（10 月 11 日消印有効）

１ 平成 26 年度大学入学者選抜から大学入試センター試験に新たに参加する大学等に
ついて

平成 26 年度大学入学者選抜から大学入試センター試験に新たに参加する大学について、
「平成 26 年度
大学入学者選抜に係る大学入試センター試験実施大綱」
（平成 24 年 5 月 31 日付文部科学副大臣通知）に
基づき，平成 25 年３月 31 日までに通知があったものを公表するものです。
１．大学
◆ センター試験に参加する大学は過去最高

684 大学（１大学増）

⑴ 新たに参加する大学

【別紙１】

【私立大学】
（５大学５学部）
〇東北生活文化大学（１） 〇国立音楽大学（１） 〇神奈川歯科大学（１）〇岡崎女子大学（１）
〇京都美術工芸大学（１）
⑵ 既に一部の学部で参加しているが他の学部で新たに参加する大学

【別紙２】

【私立大学】（13 大学 14 学部）
〇北海道医療大学（１） 〇石巻専修大学（１） 〇千葉商科大学（１） 〇明治大学（１）
〇法政大学（１）

〇関東学院大学（１） 〇常葉大学（２）

〇名古屋学院大学（１）

〇同志社大学（１）

〇大阪成蹊大学（１） 〇関西国際大学（１） 〇吉備国際大学（１）

〇広島国際大学（１）
⑶ 参加を取り止める大学
【私立大学】（４大学９学部）
〇国際基督教大学（１） 〇梅花女子大学（４）〇甲子園大学（２） ○奈良産業大学（２）
⑷ 一部の学部で参加を取り止める大学
【私立大学】（１大学１学部）
〇北里大学（１）
※（ ）内は，新規参加・取り止め学部数
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２．短期大学
⑴ 新たに参加する短期大学

【別紙３】

【公立短期大学】（１短大１学科）
〇大月短期大学（１）
【私立短期大学】（３短大７学科）
〇國學院大學北海道短期大学部（３）○東北生活文化大学短期大学部（１） ○長崎短期大学（３）
⑵ 既に一部の学科で参加しているが他の学科で新たに参加する短期大学

【別紙４】

【公立短期大学】（１短大１学科）
〇新見公立短期大学（１）
【私立短期大学】（１短大１学科）
〇仙台青葉学院短期大学（１）
⑶ 参加を取り止める短期大学
【私立短期大学】（２短大５学科）
〇京都聖母女学院短期大学（２） 〇梅花女子大学短期大学部（３）
※（ ）内は，新規参加・取り止め学科数
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参 考

１．参加大学数の推移
試験年度

国立大学

公立大学

私立大学

合

平成 17 年度 83 大学（ 全 大学 ） 72 大学（ 全 大学 ）

408 大学

563 大学

18 年度 82 大学（ 全 大学 ） 72 大学（ 全 大学 ）

440 大学

594 大学

19 年度 83 大学（ 全 大学 ） 74 大学（ 全 大学 ）

450 大学

607 大学

20 年度 82 大学（ 全 大学 ） 73 大学（ 全 大学 ）

466 大学

621 大学

21 年度 82 大学（ 全 大学 ） 74 大学（ 全 大学 ）

487 大学

643 大学

22 年度 82 大学（ 全 大学 ） 75 大学（ 全 大学 ）

494 大学

651 大学

23 年度 82 大学（ 全 大学 ） 79 大学（ 全 大学 ）

504 大学

665 大学

24 年度 82 大学（ 全 大学 ） 79 大学（ 全 大学 ）

513 大学

674 大学

25 年度 82 大学（ 全 大学 ） 81 大学（ 全 大学 ）

520 大学

683 大学

26 年度 82 大学（ 全 大学 ） 81 大学（ 全 大学 ）

521 大学

684 大学

（注） 平成 26 年度については，平成 25 年３月末日現在の予定数。

２．参加短期大学数の推移
試験年度
平成 17 年度
18 年度
19 年度
20 年度
21 年度
22 年度
23 年度
24 年度
25 年度
26 年度

公立大学
12 短期大学
13 短期大学
14 短期大学
17 短期大学
15 短期大学
15 短期大学
15 短期大学
16 短期大学
15 短期大学
16 短期大学

私立大学
100 短期大学
120 短期大学
134 短期大学
139 短期大学
139 短期大学
145 短期大学
148 短期大学
145 短期大学
142 短期大学
143 短期大学

合
計
112 短期大学
133 短期大学
148 短期大学
156 短期大学
154 短期大学
160 短期大学
163 短期大学
161 短期大学
157 短期大学
159 短期大学

（注） 平成 26 年度については，平成 25 年３月末日現在の予定数。

- 3 -

計

（別紙１）
平成26年度大学入学者選抜から大学入試センター試験に新たに参加する大学 （５大学）

大 学 名
（所 在 地）
東北生活文化大学
（宮城県仙台市）

利用する学部・学科名
（総入学定員）
家政学部
家政学科
服飾文化専攻（３０人）

利用する選抜の対象
（募集人員）
一般入試の定員の一部について利用
前期
服飾文化専攻（２人）

一般入試の定員の一部について利用
後期
服飾文化専攻（１人）

家政学科
健康栄養学専攻（４０人）

一般入試の定員の一部について利用
前期
健康栄養学専攻（２人）

一般入試の定員の一部について利用
後期
健康栄養学専攻（１人）
生活美術学科（４０人）

国立音楽大学
（東京都立川市）

音楽学部
演奏・創作学科（３００人）
音楽文化教育学科（１００人）

入学志願者に解答させる
教科・科目名

個別学力検査等
の
概要

○国（近代以降の文章）
○課さない
○地歴（世Ｂ、日Ｂから１）、数（数Ⅰ・数Ａ）、外
（英）から１

備

考

〇「国語」においては、近代以降
の文章のみ利用
○「外国語」（『英語』）において
は、リスニングの成績は利用しな
い。
○配点は各科目とも１００点満点
（２００点満点の科目は１００点満
点に換算します。）
○本学が指定した教科・科目数
以上を受験している場合は、高
得点の科目を合否判定に使用す
る

○国（近代以降の文章）、数（数Ⅰ・数Ａ）、外
（英）から１

○国（近代以降の文章）
〇理（化、生から１）
○外（英）

〇理（化、生から１）、外（英）から１

一般入試の定員の一部について利用
前期
生活美術学科（２人）

○国（近代以降の文章）、数（数Ⅰ・数Ａ）、外
（英）から１

〇小論文、イメージ
表現、デッサンから１

一般入試の定員の一部について利用
後期
生活美術学科（１人）

○国（近代以降の文章）、数（数Ⅰ・数Ａ）、外
（英）から１

〇面接

一般入試の定員の一部について利用
演奏・創作学科（２００人）
音楽文化教育学科（５０人）

○国
○外（英、独、仏から１）

〇演奏・創作学科
［声楽］
実技検査（専攻試験・ｺｰﾙ
ﾕｰﾌﾞﾝｹﾞﾝ・器楽）、楽典
［ﾋﾟｱﾉ・ｵﾙｶﾞﾝ］
実技検査（専攻試験・聴
音）、楽典
［電子ｵﾙｶﾞﾝ］
実技検査（専攻試験・新曲
視唱）、楽典
［弦管打楽器］
実技検査（専攻試験・器
楽・新曲視唱）、楽典
［ジャズ］
実技検査（専攻試験・新曲
視唱）、楽典
［作曲］
実技検査（専攻試験（和声
等・ﾋﾟｱﾉ視奏・聴音）・器
楽・新曲視唱）
［ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ音楽］
専攻試験（志願動機調査
ｶｰﾄﾞ・口述）、楽典
〇音楽文化教育学科
［音楽教育］
実技検査（声楽・器楽・新
曲視唱）、楽典
［音楽療法］
専攻試験（小論文・面
接）、実技検査（声楽・器
楽・新曲視唱）、楽典
[音楽情報]
専攻試験（小論文・面
接）、実技検査（楽器また
は声楽）、楽典
［幼児音楽教育］
実技検査（声楽・器楽・新
曲視唱）、楽典
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○国語、独語、仏語は２００点満
点を２０点満点に換算、英語は２
５０点満点を２０点満点に換算す
る
○音楽文化教育学科音楽情報
専修については、国語は課さな
い（外国語のみ）
○国語及び外国語については、
大学独自の試験と大学入試セン
ター試験のどちらかの選択が可
能

大 学 名
（所 在 地）
神奈川歯科大学
（神奈川県横須賀市）

岡崎女子大学
（愛知県岡崎市）

利用する学部・学科名
（総入学定員）
歯学部
歯学科（１００人）

子ども教育学部
子ども教育学科（１００人）

利用する選抜の対象
（募集人員）

○国（近代以降の文章）、数（数Ⅰ）、外（英）、 ○小論文、面接
理（物、化、生から１）から２

一般入試の定員の一部について利用
２期
歯学科（５人）

○国（近代以降の文章）、数（数Ⅰ）、外（英）、
理（物、化、生から１）から２

一般入試の定員の一部について利用
Ⅰ期
子ども教育学科（５人）

一般入試の定員の一部について利用
Ⅲ期
子ども教育学科（２人）

工芸学部
伝統工芸学科（９５人）

個別学力検査等
の
概要

一般入試の定員の一部について利用
１期
歯学科（１０人）

一般入試の定員の一部について利用
Ⅱ期
子ども教育学科（３人）

京都美術工芸大学
（京都府南丹市）

入学志願者に解答させる
教科・科目名

一般入試の定員の一部について利用
前期
（５人）
後期
（５人）

備

考

○「外国語」（『英語』）において
は、リスニングの成績は利用しな
い
〇「国語」においては、近代以降
の文章のみ利用

〇国（近代以降の文章）
〇地歴（世A、世Ｂ、日A、日Ｂ、地理A、地理
Ｂ）、公民（現社、倫、政経、倫・政経）、数（数
Ⅰ、数Ⅰ・数A、数Ⅱ、数Ⅱ・数Ｂ、工、簿、情
報）、理（理総A、理総Ｂ、物、化、生、地学）、
外（英、独、仏、中、韓）から１

〇課さない

〇「地歴」「公民」「数学」「理科」
「外国語」について２教科・科目
以上受験した場合は、高得点の
科目を合否判定に使用
〇「国語」においては、近代以降
の文章のみ利用

〇国（近代以降の文章）

〇小論文または実
技検査

〇「国語」を必須とし、近代以降
の文章のみ利用

〇国（近代以降の文章）
〇地歴（世A、世Ｂ、日A、日Ｂ、地理A、地理
Ｂ）、公民（現社、倫、政経、倫・政経）、数（数
Ⅰ、数Ⅰ・数A、数Ⅱ、数Ⅱ・数Ｂ、工、簿、情
報）、理（理総A、理総Ｂ、物、化、生、地学）、
外（英、独、仏、中、韓）から１

〇課さない

〇「地歴」「公民」「数学」「理科」
「外国語」について２教科・科目
以上受験した場合は、高得点の
科目を合否判定に使用
〇「国語」においては、近代以降
の文章のみ利用

○国（近代以降の文章）、地歴（世A、世B、日 ○面接
A、日B、地理A、地理Bから１）、公民（現社、
倫、政経、倫・政経から１）、数（数Ⅰ、数Ⅰ・数
A、数Ⅱ、数Ⅱ・数B、工、簿、情報から１）、理
（理総Ａ、理総Ｂ、物、化、生、地学から１）、外
（英、独、仏、中、韓から１）から２
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○「外国語」（『英語』）において
は、リスニングの成績は利用しな
い
○「国語」においては「近代以降
の文章」のみ利用

（別紙２）
既に一部の学部で参加しているが他の学部で新たに参加する大学 （１３大学）
大 学 名
（所 在 地）

利用する学部・学科名
（総入学定員）

北海道医療大学
（北海道石狩郡当別町）

リハビリテーション科学部
理学療法学科（８０人）

利用する選抜の対象
（募集人員）
一般入試の定員の一部について利用
前期A
理学療法学科（７人）

一般入試の定員の一部について利用
前期Ｂ
理学療法学科（６人）
一般入試の定員の一部について利用
後期
理学療法学科（３人）
リハビリテーション科学部
作業療法学科（４０人）

一般入試の定員の一部について利用
前期A
作業療法学科（４人）

一般入試の定員の一部について利用
前期Ｂ
作業療法学科（３人）
一般入試の定員の一部について利用
後期
作業療法学科（２人）
石巻専修大学
（宮城県石巻市）

人間学部
人間文化学科（４０人）
人間教育学科（４０人）

一般入試の定員の一部について利用
A日程
人間文化学科、人間教育学科（１４人）

一般入試の定員の一部について利用
Ｂ日程
人間文化学科、人間教育学科（５人）

一般入試の定員の一部について利用
Ｃ日程
人間文化学科、人間教育学科（４人）

一般入試の定員の一部について利用
人間文化学科、人間教育学科（２０人）

千葉商科大学
（千葉県市川市）

一般入試の定員の一部について利用
サービス創造学部
前期
サービス創造学科（２00人） サービス創造学科（５人）

一般入試の定員の一部について利用
中期
サービス創造学科（５人）
一般入試の定員の一部について利用
後期
サービス創造学科（５人）

入学志願者に解答させる
教科・科目名

個別学力検査等の
概要

〇外（英）
〇課さない
〇数（数Ⅰ、数Ⅰ・数A、数Ⅱ、数Ⅱ・数Ｂから
１）、国（近代以降の文章）から１
〇理（物、化、生から１）、地歴（世A、世Ｂ、日
A、日Ｂ、地理A、地理Ｂから１）、公民（現社、
倫、政経、倫・政経から１）から１

〇外（英）、数（数Ⅰ、数Ⅰ・数A、数Ⅱ、数Ⅱ・
数Ｂから１）、国（近代以降の文章）から１
〇理（物、化、生から１）、地歴（世A、世Ｂ、日
A、日Ｂ、地理A、地理Ｂから１）、公民（現社、
倫、政経、倫・政経から１）から１

〇外（英）
〇課さない
〇数（数Ⅰ、数Ⅰ・数A、数Ⅱ、数Ⅱ・数Ｂから
１）、国（近代以降の文章）から１
〇理（物、化、生から１）、地歴（世A、世Ｂ、日
A、日Ｂ、地理A、地理Ｂから１）、公民（現社、
倫、政経、倫・政経から１）から１

備

考

〇「数学」「国語」において２科目
以上受験した場合には、高得点
の科目を合否判定に利用
〇「理科」「地歴」「公民」において
２科目以上受験した場合には、
高得点の科目を合否判定に利用
〇「外国語」「数学」「国語」におい
て２科目以上受験した場合には、
高得点の科目を合否判定に利用
〇「理科」「地歴」「公民」において
２科目以上受験した場合には、
高得点の科目を合否判定に利用
〇「外国語」（『英語』）において
は、リスニングの成績は利用しな
い
〇「国語」においては、近代以降
の文章のみ利用

〇外（英）、数（数Ⅰ、数Ⅰ・数A、数Ⅱ、数Ⅱ・
数Ｂから１）、国（近代以降の文章）から１
〇理（物、化、生から１）、地歴（世A、世Ｂ、日
A、日Ｂ、地理A、地理Ｂから１）、公民（現社、
倫、政経、倫・政経から１）から１

〇国（近代以降の文章）
〇課さない
〇外（英、独、仏、中、韓）
〇地歴（世A、世Ｂ、日A、日Ｂ、地理A、地理
Ｂ）、公民（現社、倫、政経、倫・政経）、数（数
Ⅰ、数Ⅰ・数A、数Ⅱ、数Ⅱ・数Ｂ、工、簿、情
報）、理（理総A、理総Ｂ、物、化、生、地学）か
ら１

〇「国語」においては、近代以降
の文章のみ利用
〇「地歴」「公民」「数学」「理科」
について２教科・科目以上受験し
た場合は、高得点の科目を合否
判定に使用

〇国（近代以降の文章）、外（英、独、仏、中、
韓）、数（数Ⅰ、数Ⅰ・数A、数Ⅱ、数Ⅱ・数Ｂ、
工、簿、情報）から１
〇地歴（世A、世Ｂ、日A、日Ｂ、地理A、地理
Ｂ）、公民（現社、倫、政経、倫・政経）、理（理
総A、理総Ｂ、物、化、生、地学）から１

〇「国語」においては、近代以降
の文章のみ利用
〇「国語」「外国語」「数学」につい
て２教科・科目以上受験した場合
は高得点の科目を合否判定に使
用
〇「地歴」「公民」「理科」について
２教科・科目以上受験した場合
は、高得点の科目を合否判定に
使用

〇国（近代以降の文章）、外（英、独、仏、中、
韓）、地歴（世A、世Ｂ、日A、日Ｂ、地理A、地
理Ｂ）、公民（現社、倫、政経、倫・政経）、数
（数Ⅰ、数Ⅰ・数A、数Ⅱ、数Ⅱ・数Ｂ、工、簿、
情報）、理（理総A、理総Ｂ、物、化、生、地学）
から３

〇「国語」においては、近代以降
の文章のみ利用
〇「地歴」「公民」について２科目
受験した場合は、高得点の１科
目を使用
〇「理科」について２科目受験し
た場合は、高得点の１科目を使
用
〇「国語」「外国語」「地歴」「公
民」「数学」「理科」の中から、４科
目以上受験した場合は、高得点
の３科目を使用。うち最も高得点
の１科目を加重配点し、３科目の
合計点により合否判定

〇国（近代以降の文章）、外（英、独、仏、中、
韓）、地歴（世A、世Ｂ、日A、日Ｂ、地理A、地
理Ｂ）、公民（現社、倫、政経、倫・政経）、数
（数Ⅰ、数Ⅰ・数A、数Ⅱ、数Ⅱ・数Ｂ、工、簿、
情報）、理（理総A、理総Ｂ、物、化、生、地学）
から１

〇国（近代以降の文章）
○外（英）
○地歴（世Ｂ、日Ｂ、地
理Ｂ）、公民（政経）、数
（数Ⅰ・数Ａ）、理（物、
化、生）から１科目選択

〇「国語」においては、近代以降
の文章のみ利用
〇「国語」「外国語」「地歴」「公
民」「数学」「理科」の中から高得
点の１科目と、本学の一般入試
で受験した科目の合計点により
合否判定

○国（近代以降の文章）
○課さない
○外（英、独、仏、中、韓から１）
○地歴（世A、世B、日A、日B、地理A、地理
Ｂ）、公民（現社、倫、政経、倫・政経）、数（数
Ⅰ、数Ⅰ・数A、数Ⅱ、数Ⅱ・数B、工、簿、情
報）、理（理総A、理総B、物、化、生、地学）か
ら１

○「地歴」「公民」「数学」「理科」
について２教科・科目以上受験し
た場合は、高得点の科目を合否
判定に使用
○「国語」においては、近代以降
の文章のみ利用

○国（近代以降の文章）、地歴・公民（世A、世
B、日A、日B、地理A、地理Ｂ、現社、倫、政
経、倫・政経から１）、数（数Ⅰ、数Ⅰ・数A、数
Ⅱ、数Ⅱ・数B、工、簿、情報から１）、理（理総
A、理総B、物、化、生、地学から１）、外（英、
独、仏、中、韓から１）から２

○３教科・科目以上受験した場合
は、高得点の科目を合否判定に
使用
○「国語」においては、近代以降
の文章のみ利用
○「地歴」と「公民」の組合せは不
可
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大 学 名
（所 在 地）
明治大学
（東京都千代田区）

利用する学部・学科名
（総入学定員）
総合数理学部
現象数理学科（８０人）
先端ﾒﾃﾞｨｱｻｲｴﾝｽ学科
（１００人）

利用する選抜の対象
（募集人員）
一般入試の定員の一部について利用
前期
現象数理学科（７人）
先端ﾒﾃﾞｨｱｻｲｴﾝｽ学科（９人）
ﾈｯﾄﾜｰｸﾃﾞｻﾞｲﾝ学科（７人）

ﾈｯﾄﾜｰｸﾃﾞｻﾞｲﾝ学科

入学志願者に解答させる
教科・科目名
〇国（近代以降の文章）、古典（古文、漢文）
から１
〇数（数Ⅰ・数Ａ、数Ⅱ・数Ｂ）
〇理（物、化、生、地学から１）
〇外（英、独、仏から１）

個別学力検査等の
概要

法政大学
（東京都千代田区）

グローバル教養学部
グローバル教養学科

一般入試の定員の一部について利用
Ｂ方式
グローバル教養学科（５人）

（６６人）

関東学院大学
（神奈川県横浜市）

看護学部
看護学科（８０人）

一般入試の定員の一部について利用
前期（５人）

一般入試の定員の一部について利用
前期（５人）

一般入試の定員の一部について利用
後期（２人）

常葉大学
（静岡県静岡市）

法学部
法律学科（１６０人）

健康科学部
看護学科（80人）

名古屋学院大学
（愛知県名古屋市）

一般入試の定員の一部について利用
前期
法律学科（１５人）
後期
法律学科（１０人）

考

〇課さない

〇「国語」においては、近代以降
の文章及び古典（古文、漢文）の
２分野を受験した場合は、高得点
の分野を合否判定に使用
〇「外国語」（『英語』）において
は、筆記とリスニングの得点２５０
点満点を２００点に換算
〇「理科」において２科目受験し
た場合は、高得点の科目を合否
判定に使用

○国（近代以降の文章と古文）
○課さない
○数（数Ⅰ・数Ａ、数Ⅱ・数Ｂ）、地歴（世Ｂ、日
Ｂ、地理Ｂ）、公民（現社、倫、政経、倫・政経）
から１
〇外（英）

○「国語」においては、近代以降
の文章と古文のみ利用し、配点１
５０点を１００点に換算する
○「地歴」「公民」「数学」につい
て、２科目以上受験した場合は、
高得点の１科目を合否判定に使
用する。ただし「地歴」「公民」を２
科目受験した場合は、第１解答
科目を使用する

（８０人）

一般入試の定員の一部について利用
後期
現象数理学科（１人）
先端ﾒﾃﾞｨｱｻｲｴﾝｽ学科（１人）
ﾈｯﾄﾜｰｸﾃﾞｻﾞｲﾝ学科（１人）

備

〇数（数Ⅰ・数Ａ、数Ⅱ・数Ｂ）
〇理（物、化、生、地学から１）
〇外（英、独、仏から１）

〇理（化、生）から１

〇外「英語Ⅰ・英語Ⅱ・ 〇選択科目中２科目以上を受験
リーディング・ライティン している場合は、高得点の科目
グ」
を合否判定に使用
〇国「国（漢文を除く）ま
たは国（古文・漢文を除
く）」

〇外（英）
〇国（近代以降の文章）
〇数（数Ⅰ・数Ａ、数Ⅱ・数Ｂから１）
〇理（化、生から１）

〇課さない

〇外（英）
〇国（近代以降の文章）、数（数Ⅰ・数A、数
Ⅱ・数Bから１）から１
〇理（化、生）から１
〇外（英）
〇国（近代以降の文章）
〇地歴（世Ａ、世Ｂ、日Ａ、日Ｂ、地理Ａ、地理
Ｂ）、公民（現社、倫、政経、倫・政経）、数（数
Ⅰ、数Ⅰ・数Ａ、数Ⅱ、数Ⅱ・数Ｂ）から１

○課さない

〇「外国語」（『英語』）において
は、リスニングの成績は利用しな
い
〇「国語」においては、近代以降
の文章のみ利用
〇選択科目中２科目以上を受験
した場合は、高得点の１科目を合
否判定に使用する。ただし「地
歴」「公民」において２科目受験し
た場合は、第１解答科目を使用
する

一般入試の定員の一部について利用
前期
看護学科（８人）
後期
看護学科（４人）

〇外（英）
〇国（近代以降の文章）、数（数Ⅰ、数Ⅰ・数
Ａ、数Ⅱ、数Ⅱ・数Ｂ）から１
〇理（物、化、生）から１

〇「外国語」（『英語』）において
は、リスニングの成績は利用しな
い
〇「国語」においては、近代以降
の文章のみ利用
〇選択科目中２科目以上を受験
した場合は、高得点の１科目を合
否判定に使用する。ただし「理
科」において２科目受験した場合
は、第１解答科目を使用する

健康科学部
一般入試の定員の一部について利用
静岡理学療法学科（６０人） 前期
静岡理学療法学科（６人）
後期
静岡理学療法学科（２人）

〇外（英）
〇国（近代以降の文章）、数（数Ⅰ、数Ⅰ・数
Ａ、数Ⅱ、数Ⅱ・数Ｂ）、理（物、化、生）から２
教科2科目

〇「外国語」（『英語』）において
は、リスニングの成績は利用しな
い
〇「国語」においては、近代以降
の文章のみ利用
〇選択科目中３科目以上を受験
した場合は、高得点の２教科２科
目を合否判定に使用する。ただし
「理科」において２科目受験した
場合は、第１解答科目を使用す
る

〇国（近代以降の文章）、外（英、独、仏、中、 〇課さない
韓から１）地歴（世Ａ、世Ｂ、日Ａ、日Ｂ、地理
Ａ、地理Ｂから１）、公民（現社、倫、政経、倫・
政経から１）、数（数Ⅰ、数Ⅰ・数Ａ、数Ⅱ、数
Ⅱ・数Ｂ、工、簿、情報から１）、理（理総Ａ、理
総Ｂ、物、化、生、地学から１）から２

〇「国語」「外国語」のいずれか１
科目を含む合計２科目を解答
〇３教科３科目以上受験した場
合は、高得点の上位科目を合否
判定に使用する。ただし、「国語」
「外国語」のいずれか１科目を含
むものとする。
〇「国語」においては、近代以降
の文章のみ利用

〇国（近代以降の文章）、外（英、独、仏、中、
韓から１）、地歴（世Ａ、世Ｂ、日Ａ、日Ｂ、地理
Ａ、地理Ｂから１）、公民（現社、倫、政経、倫・
政経から１）、数（数Ⅰ、数Ⅰ・数Ａ、数Ⅱ、数
Ⅱ・数Ｂ、工、簿、情報から１）、理（理総Ａ、理
総Ｂ、物、化、生、地学から１）から３

〇「国語」「外国語」のいずれか１
科目を含む合計３科目を解答
〇４教科４科目以上受験した場
合は、高得点の上位科目を合否
判定に使用する。ただし、「国語」
「外国語」のいずれか１科目を含
むものとする。
〇「国語」においては、近代以降
の文章のみ利用

法学部
法学科（１５０人）

一般入試の定員の一部について利用
【２教科２科目型】
前期 （７人）
中期 （２人）
後期 （２人）

一般入試の定員の一部について利用
【３教科３科目型】
前期 （７人）
中期 （２人）
後期 （２人）
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大 学 名
（所 在 地）

利用する学部・学科名
（総入学定員）

同志社大学
（京都府京都市）
（京都府京田辺市）

グローバル地域文化学部
グローバル地域文化学科

ヨーロッパコース（７０人）
アジア・太平洋コース（６０人）

利用する選抜の対象
（募集人員）
一般入試の定員の一部について利用
グローバル地域文化学科
ヨーロッパコース（２人）
アジア・太平洋コース（２人）
アメリカコース（２人）

アメリカコース（５０人）

大阪成蹊大学
（大阪府大阪市）

関西国際大学
（兵庫県三木市）

吉備国際大学
（兵庫県南あわじ市）

教育学部
教育学科（１００人）

保健医療学部
看護学科（８０人）

一般入試の定員の一部について利用
A日程
教育学科（３人）
Ｂ日程
教育学科（１人）
Ｃ日程
教育学科（１人）

一般入試の定員の一部について利用
前期
看護学科（３人）
後期
看護学科（２人）

一般入試の定員の一部について利用
地域創成農学部
前期 （５人）
地域創成農学科（６０人）

一般入試の定員の一部について利用
中期 （３人）
後期 （２人）

広島国際大学
（広島県東広島市）

総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ支援学科
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ工学専攻
（３０人）

義肢装具学専攻（３０人）
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科
言語聴覚療法学専攻
（３０人）

理学療法学専攻（６０人）
作業療法学専攻（４０人）

一般入試の定員の一部について利用
前期
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ支援学科
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ工学専攻（２人）
義肢装具学専攻（２人）
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科
言語聴覚療法学専攻（２人）
理学療法学専攻（３人）
作業療法学専攻（２人）

入学志願者に解答させる
教科・科目名
○国
〇地歴（世B、日B、地理Bから１）、公民（現
社、倫、政経から１）から１
〇数（数Ⅰ・数A、数Ⅱ・数Bから１）、理（物、
化、生、地学から１）から１
○外（英、独、仏、中、韓から１）

個別学力検査等の
概要

備

考

○課さない

〇「地歴」と「公民」において２科
目受験した場合は、第１解答科
目を合否判定に使用
〇「数学」において２科目受験し
た場合は、高得点の科目を合否
判定に使用
〇「理科」において２科目受験し
た場合は、第１解答科目を合否
判定に使用
〇「数学」「理科」の２教科を受験
した場合は、先の条件を適用した
上で高得点の教科を合否判定に
使用
〇「外国語」（『英語』）について
は、筆記とリスニングの合計点を
２００点満点に圧縮して合否判定
に使用

２教科型
〇課さない
〇国、外（英）、数（数Ⅰ、数Ⅰ・数Ａ、数Ⅱ、数
Ⅱ・数Ｂ）、地歴（世Ｂ、日Ｂ、地理Ｂ）、公民
（現社、倫、政経、倫・政経）、理（物、化、生、
地学）から２教科２科目
３教科型
〇国、地歴（世Ｂ、日Ｂ、地理Ｂ）、公民（現社、
倫、政経、倫・政経）、理（物、化、生、地学）、
数（数Ⅰ、数Ⅰ・数Ａ、数Ⅱ、数Ⅱ・数Ｂ）から２
教科２科目
〇外（英）
４教科型
〇国
〇地歴（世Ｂ、日Ｂ、地理Ｂ）、公民（現社、倫、
政経、倫・政経）、理（物、化、生、地学）、数
（数Ⅰ、数Ⅰ・数Ａ、数Ⅱ、数Ⅱ・数Ｂ）から２教
科２科目
〇外（英）
５教科型
〇国
〇地歴（世Ｂ、日Ｂ、地理Ｂ）、公民（現社、倫、
政経、倫・政経）から１
〇理（物、化、生、地学から１）
〇数（数Ⅰ、数Ⅰ・数Ａ、数Ⅱ、数Ⅱ・数Ｂから
１）
〇外（英）

〇すべての教科型
「地歴」「公民」「理科」「数学」に
ついて２教科・科目以上受験した
場合は、高得点の科目を合否判
定に使用
〇「外国語」（『英語』）において
は、リスニングの成績は利用しな
い
○２教科型・３教科型は、「外国
語」（『英語』）、「国語」について
は 200点満点を100点満点に換
算し利用

〇国（近代以降の文章）
〇外（英）
〇理（化、生から１）

〇課さない

〇「国語」においては、近代以降
の文章のみ利用
〇「理科」について２科目受験し
た場合は、高得点の科目を合否
判定に使用

〇国、地歴（世A、世B、日Ａ、日Ｂ、地理A、地 〇課さない
理Bから１）、公民（現社、倫、政経、倫・政経か
ら１）、理（理総A、理総B、物、化、生、地学か
ら１）、数（数Ⅰ、数Ⅰ・A、数Ⅱ、数Ⅱ・B、工、
簿、情報から１）、外（英、独、仏、中、韓から
１）から３

〇前期において、３教科・科目以
上、中期、後期において２教科・
科目以上受験した場合は、高得
点の科目を合否判定に使用
〇「外国語」（『英語』）において
は、リスニングの成績は利用しな
い
〇「外国語」、「国語」については
200点満点を100点満点に換算し
利用

〇国、地歴（世A、世B、日Ａ、日Ｂ、地理A、地
理Bから１）、公民（現社、倫、政経、倫・政経か
ら１）、理（理総A、理総B、物、化、生、地学か
ら１）、数（数Ⅰ、数Ⅰ・A、数Ⅱ、数Ⅱ・B、工、
簿、情報から１）、外（英、独、仏、中、韓から
１）から２
〇国（近代以降の文章）
〇数（数Ⅰ・数Ａ、数Ⅱ・数Ｂから１）
〇理（物、化、生から１）
〇外（英）

後期
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ支援学科
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ工学専攻（１人）
義肢装具学専攻（１人）
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科
言語聴覚療法学専攻（１人）
理学療法学専攻（２人）
作業療法学専攻（１人）
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○課さない

〇「国語」においては、近代以降
の文章のみ利用
〇「数学」及び「理科」について２
科目以上受験した場合は、高得
点の科目を合否判定に使用
〇「外国語」（『英語』）について
は、リスニングを含む２５０点満点
を１００点満点に換算

（別紙３）
平成２６年度大学入学者選抜から大学入試センター試験に新たに参加する短期大学 （４短期大学）

大 学 名
（所 在 地）

利用する学部・学科名
（総入学定員）

利用する選抜の対象
（募集人員）

入学志願者に解答させる
教科・科目名

個別学力検査
等の概要

備

考

【公立短期大学】（１短大１学科）
大月短期大学
（山梨県大月市）

経済科（２００人）

一般入試の定員の一部について利用
センター試験利用入試
後期（５人）

○国（近代以降の文章）
○課さない
〇地歴（世Ａ、世Ｂ、日Ａ、日Ｂ）、公民（政経）、数
（数Ⅰ、数Ⅰ・数Ａ、簿）、外（英）から１

○「国語」においては、近代以降
の文章のみ利用
○「外国語」（『英語』）において
は、リスニングの成績は利用しな
い

〇国（近代以降の文章）
〇地歴（世Ａ、世Ｂ、日Ａ、日Ｂ、地理Ａ、地理
Ｂ）、公民（現社、倫、政経、倫・政経）、理（理総
Ａ、理総Ｂ、物、化、生、地学）、数（数Ⅰ、数Ⅰ・
数Ａ、数Ⅱ、数Ⅱ・数Ｂ）、外（英）から１

〇課さない

〇「地歴」「公民」「理科」「数学」
「外国語」について２教科・科目
以上受験した場合は、高得点の
科目を合否判定に使用
〇「国語」においては、近代以降
の文章のみ利用
〇「外国語」（『英語』）においては
リスニングの成績は利用しない

〇国（近代以降の文章）
〇理（理総Ａ、理総Ｂ、化、生から１）

〇面接

〇「国語」においては、近代以降
の文章のみ利用
〇配点は各科目とも１００点満点
（２００点満点の科目は１００点満
点に換算します）
〇「外国語」（『英語』）において
は、リスニングの成績は利用しな
い
〇本学が指定した教科・科目数
以上を受験している場合は、高
得点の科目を合否判定に使用す
る

【私立短期大学】（３短大７学科）
國學院大學北海道
短期大学部
（北海道滝川市）

一般入試の定員の一部について利用

国文学科（７５人）
総合教養学科（７５人）
幼児・児童教育学科（７５人）

東北生活文化大学
短期大学部
（宮城県仙台市）

長崎短期大学
（長崎県佐世保市）

国文学科（５人）
総合教養学科（５人）
幼児・児童教育学科（５人）

一般入試の定員の一部について利用
生活文化学科
前期 （２人）
食物栄養学専攻（４０人）

生活文化学科
子ども生活専攻（６０人）

一般入試の定員の一部について利用
前期 （２人）

国際コミュニケーション学科
（８０人）

一般入試の定員の一部について利用
１期、２期、３期
国際コミュニケーション学科（１０人）

保育学科
保育専攻（８０人）
介護福祉専攻（２０人）

一般入試の定員の一部について利用
１期、２期、３期
保育学科
保育専攻（１０人）
介護福祉専攻（２人）

食物科
調理コース（３０人）
製菓コース（３０人）

一般入試の定員の一部について利用
１期、２期、３期
食物科
調理コース（２人）
製菓コース（２人）

〇国（近代以降の文章）
〇地歴（世Ａ、世Ｂ、日Ａ、日Ｂ、地理Ａ、地理Ｂか
ら１）、公民（現社、倫、政経、倫・政経から１）、数
（数Ⅰ・数Ａ）、外（英）から１

○国（近代以降の文章）
○課さない
○地歴・公民（世Ａ、世Ｂ、日Ａ、日Ｂ、地理Ａ、地
理Ｂ、現社、倫、政経、倫・政経から１）
〇数（数Ⅰ、数Ⅰ・数Ａ、数Ⅱ、数Ⅱ・数Ｂから１）
〇理（理総Ａ、理総Ｂ、物、化、生、地学から１）
〇外（英）
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○「国語」においては、近代以降
の文章のみ利用
○「外国語」（『英語』）において
は、リスニングの成績は利用しな
い。１００点満点に換算
〇地歴・公民の組合せ不可
〇２教科・２科目以上受験した場
合は、高得点の２教科・２科目（２
００点満点）を合否判定に使用

（別紙４）
既に一部の学科で参加しているが他の学科で新たに参加する短期大学 （２短期大学）
大 学 名
（所 在 地）

利用する学部・学科名
（総入学定員）

利用する選抜の対象
（募集人員）

入学志願者に解答させる
教科・科目名

個別学力検査等の
概要

備

考

【公立短期大学】（１短大１学科）
新見公立短期大学
一般入試の定員の一部について利用
【大学入試センター試験利用入試】
（岡山県新見市） 地域福祉学科
（介護福祉士養成課程） 地域福祉学科（２人）
（５０人）

○国
○外（英、独、仏、中、韓から１）

○課さない

○「外国語」（『英語』）におい
ては、リスニングの成績は利
用しない

【私立短期大学】（１短大１学科）
仙台青葉学院短期
一般入試の定員の一部について利用
大学
リハビリテーション学科 【前期】
(宮城県仙台市)
理学療法学専攻
リハビリテーション学科
昼間主コース（８０人） 理学療法学専攻
夜間主コース（４０人）
昼間主コース（１８人）
作業療法学専攻（４０人）
夜間主コース（若干名）
作業療法学専攻（８人）

○国（近代以降の文章）
○個別面接
〇数（数Ⅰ、数Ⅰ・数Ａ、数Ⅱ、数Ⅱ・数
Ｂ）、理（理総Ａ、理総Ｂ、物、化、生）から
１
〇外（英）

【後期】
リハビリテーション学科
理学療法学専攻
昼間主コース（若干名）
夜間主コース（若干名）
作業療法学専攻（若干名）
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○「数学」「理科」について２教
科・科目以上受験した場合
は、高得点の科目を合否判定
に使用
○「国語」においては近代以
降の文章のみ利用
○「外国語」（『英語』）におい
ては、リスニングの成績は利
用しない

２

東日本大震災に伴う平成 26 年度大学入試センター試験に関する特例措置について

平成 26 年度大学入試センター試験において，平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震
災の復興状況等に鑑み，以下の特例措置を実施することとしたのでお知らせします。
（※平成 24 年度及び平成 25 年度大学入試センター試験においても特例措置を実施してお
ります。）

１．臨時試験場の設定
東日本大震災の影響により，震災前の試験場での試験実施が困難な場合又は公共交通機
関が復旧していない地域について臨時の試験場を設定する。

岩手県
宮城県

・岩手県立大船渡高等学校試験場（大船渡市）
・岩手県立釜石高等学校試験場（釜石市）
・宮城県気仙沼高等学校試験場（気仙沼市）

２．試験場の指定
高等学校等の卒業見込者（通信制課程を除く。）の試験場については，在籍している学
校の住所に基づき指定しているが，東日本大震災の影響により元の学校に在籍したまま避
難先から他の学校に通学している場合は，志願者からの希望により実際に居住している住
所に基づき指定する。

３．検定料等の免除
東日本大震災の影響により，被災者等が大学進学を断念しないよう，検定料等の免除を
実施する。

⑴

措置内容
検定料及び成績通知手数料（成績通知を希望した場合）の免除
検定料 3 教科以上 18,000 円，2 教科以下 12,000 円
成績通知手数料 800 円
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⑵

免除の対象者及び必要書類
対

象

者

必

要

書

類

① 東日本大震災における災害救助法が適用されてい
る地域で被災した志願者で，以下のいずれかに該当
する者
ア 主たる家計支持者が所有する自宅家屋が全壊， り災証明書（写し可）
大規模半壊，半壊，流失した場合
イ 主たる家計支持者が死亡又は行方不明の場合

死亡又は行方不明を証明す
る書類

② 居住地が福島第一原子力発電所事故により，帰還 被災証明書（写し可）
困難区域，居住制限区域又は避難指示解除準備区域
に指定された者

⑶

免除の方法
出願後の申請により返還する。

なお，手続きの詳細については，本年 12 月に志願者へ送付する受験票と併せて送付
する。
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