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独立行政法人大学入試センター
平成 25 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(概要)
平成 25 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は、
「平成 25 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 23 年 5 月 31 日付
文部科学副大臣通知）に基づき，平成 24 年３月 31 日までに通知があった大学について公表を
行うものです。
１．大学
◆ センター試験に参加する大学は過去最高

685 大学（11 大学増）

⑴ 新たに参加する大学

【別紙１】

【私立大学】
（14 大学 21 学部）
〇東北女子大学（１）

〇岩手医科大学（２） 〇埼玉医科大学（１）

〇日本保健医療大学（１）

〇亀田医療大学（１）

〇女子美術大学（１） 〇東京医療学院大学（１）

〇東京造形大学（１）

〇田園調布学園大学（２）〇名古屋造形大学（１）〇日本赤十字豊田看護大学（１）〇関西医科大学（１）
〇天理医療大学（１）

〇広島国際大学（６）

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】

【国立大学】（１大学１学部）
〇滋賀大学（１）
※夜間主コースを１学部としている。

【私立大学】（10 大学 10 学部）
〇群馬医療福祉大学（１）〇東洋大学（１）

〇人間総合科学大学（１）〇城西国際大学（１）

〇東京未来大学（１）

〇横浜創英大学（１） 〇愛知学院大学（１）

〇摂南大学（１）

〇梅花女子大学（１）

〇京都橘大学（１）

⑶ 参加を取り止める大学
【私立大学】（３大学４学部）
〇名古屋産業大学（１） 〇京都文教大学（２） 〇神戸山手大学（１）
※（ ）内は，新規参加・取り止め学部数

２．短期大学
◆ センター試験に参加する短期大学は昨年と同数
⑴ 新たに参加する短期大学

【別紙３】

【私立短期大学】（３短大６学科）
〇旭川大学短期大学部（２） 〇帝京短期大学（３）〇京都嵯峨芸術大学短期大学部（１）

⑵ 参加を取り止める短期大学
【公立短期大学】（１短大２学科）
〇秋田公立美術工芸短期大学（２）
【私立短期大学】（２短大３学科）
〇愛知江南短期大学（２） 〇白鳳女子短期大学（１）
※（ ）内は，新規参加・取り止め学科数

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

計

平成 16 年度 83 大学（ 全 大学 ） 73 大学（ 全 大学 ）

387 大学

543 大学

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 ） 80 大学（ 全 大学 ）

523 大学

685 大学

（注） １ 平成 25 年度については，平成 24 年３月末日現在の予定数。
２ 平成 25 年度の公立大学数と私立大学数は，平成 24 年４月に鳥取環境大学が私立大学から公立大学
に移行したことも反映しています。

２．参加短期大学数の推移
試験年度
平成 16 年度
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

公立大学
9 短期大学
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

私立大学
88 短期大学
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
146 短期大学

合
計
97 短期大学
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
161 短期大学

（注） 平成 25 年度については，平成 24 年３月末日現在の予定数。

【別紙１】

大学名
（所在地）

No

参加する学部・学科名
（総入学定員）

参加する選抜の対象
（募集人数）

入学志願者に解答させる
教科・科目名

個別学力試験の
概要

備考

大学：新たに参加する大学（14大学21学部）

1

東北女子大学
（青森県弘前市）

家政学部（100人）

歯学部
歯学科（57人）
2

岩手医科大学
（岩手県盛岡市）
薬学部
薬学科（160人）

3

埼玉医科大学
（埼玉県入間郡）

医学部
医学科（120人）

一般入試の定員の一部について利用
前期・後期
家政学部 （5人程度）

○国
○数（数I）、外（英）から１

一般入試の定員の一部について利用
前期
歯学科（7人）
後期
歯学科（3人）

○国（近代以降の文章）,数（数Ⅰ、数Ⅰ・数Ａ、数Ⅱ、数Ⅱ・数Ｂ） ○面接
から１
〇理（理総Ａ、理総Ｂ、物、化、生、地学から１）
〇外（英、独、仏、中、韓から１）

一般入試の定員の一部について利用
前期
薬学科（7人）
後期
薬学科（3人）

○理（化）、理（物、生から１）
○数（数Ⅰ・数Ａ、数Ⅱ・数Ｂ）
〇外（英）

○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。

一般入試の定員の一部について利用

○国（近代以降の文章）
○理（物、化、生から２）
〇数（数Ⅰ・数Ａ、数Ⅱ・数Ｂ）
○外（英）

○面接
〇小論文

○「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）、数（数Ⅰ・数A、数Ⅱ・数Ｂ）、理（化、
生）、外（英）から３

○課さない

○「国語」「数学」「理科」「英語」について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。
○「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。

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

○面接
〇小論文

○「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利用。
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。

（約10人）

一般入試の定員の一部について利用

4

日本保健医療大学
（埼玉県幸手市）

保健医療学部
看護学科(100人)

看護学科(10人)

一般入試の定員の一部について利用

5

亀田医療大学
(千葉県鴨川市)

看護学部
看護学科（80人）

前期
看護学科(35人)
後期
看護学科（5人）
一般入試の定員の一部について利用

芸術学部
美術学科（200人）

美術学科(15人)

一般入試の定員の一部について利用
6

女子美術大学
（東京都杉並区）

芸術学部
デザイン・工芸学科(230人)

デザイン・工芸学科(12人)

一般入試の定員の一部について利用
芸術学部
アート・デザイン表現学科(160人)

○課さない

アート・デザイン表現学科(12人)

○国（近代以降の文章）、地歴（世Ａ、世Ｂ、日Ａ、日Ｂ、地理Ａ， ○専門試験
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
〇外（英、独、仏、中、韓から１）
○国（近代以降の文章）、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
〇外（英、独、仏、中、韓から１）

○「外国語」（『英語』）か「数学」（『数学Ⅰ』）の高得点の教科と「国語」を合否判定に利用する。
○「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」と「外国語」。（『英語』）に関しては、それぞれ200点満点を100点満点に換算。

○「国語」「数学」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「理科」において、2科目を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、筆記のみ（200点満点）とリスニング含む（250点満点）得点を100
点に換算し高得点の得点を合否判定に使用。

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「国語」においては、近代以降の文章のみ利用。
〇「国語」「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最も得点の高い科
目を合否判定に使用する。ただし、「地歴」「公民」（又は「理科」）を２科目受験した場合は、第一解答
科目を合否判定に使用する。

【別紙１】

大学名
（所在地）

No

7

東京医療学院大学
（東京都多摩市）

参加する学部・学科名
（総入学定員）
保健医療学部
リハビリテーション学科（100人）
理学療法学専攻（70人）
作業療法学専攻（30人）

参加する選抜の対象
（募集人数）

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の利用
理学療法学専攻（5人）
作業療法学専攻（3人）

一般入試の定員の一部について利用

8

東京造形大学
（東京都八王子市）

造形学部
デザイン学科（285人）

デザイン学科（45人）
グラフィックデザイン専攻領域
写真専攻領域
映画専攻領域
アニメーション専攻領域
メディアデザイン専攻領域
室内建築専攻領域
インダストリアルデザイン専攻領域

○国（近代以降の文章）
〇数（数I･数A）
〇理（物Ⅰ、化Ⅰ、生Ⅰから１）
〇外（英）

個別学力試験の
概要
○課さない

備考
○「国語」「数学」「理科」「英語」について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
〇国語においては、近代以降の文章のみを利用。
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。

○国（近代以降の文章）、地歴（世Ａ、世Ｂ、日Ａ、日Ｂ、地理Ａ， ○実技検査
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

○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を利用。

○国（近代以降の文章）、地歴（世A、世B、日A、日B、地理A、地 ○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）、数学（数I、数I・数A、数Ⅱ、
数Ⅱ・数B、工、簿、情報から１）、外（英、独、仏、中、韓から１）
から２

〇2教科・科目以上解答した場合は、高得点科目の2教科・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。
〇「外国語」は、200点満点を100点満点で換算する。
〇「地歴」と「公民」の組合せは不可。

○実技課題
○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１
※ただし、「国語」は近代以降の文章、古文、漢文の中から換算
後の点数の高いものを使用。

○「国語」は近代以降の文章、古文、漢文の中から換算後の点数の高いものを使用。
〇「外国語」は100点満点に換算。
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。
〇点数の高いものから順に合否に使用。
○当該年度又は前年度の成績を利用できる。

テキスタイルデザイン専攻領域

一般入試の定員の一部について利用
人間福祉学部
社会福祉学科(110人）
心理福祉学科（70人）
9

田園調布学園大学
（神奈川県川崎市）

社会福祉専攻（5人）
介護福祉専攻（2人）
心理福祉学科（4人）

一般入試の定員の一部について利用
子ども未来学部
子ども未来学科(100人)

子ども未来学科（5人）

一般入試の定員の一部について利用
定員の一部利用
〇日本語、洋画、彫刻、陶芸
5人

〇コンテンポラリーアート等

10

名古屋造形大学
（愛知県小牧市）

造形学部
造形学科（260人）

一般入試の定員（学科・論述型）の一部につ
いて利用
デジタルメデイアデザイン等(5人)

一般入試の定員の一部について利用
デジタルメデイアデザイン等(3人)

一般入試の定員の一部について利用
看護学科（5人）
11

日本赤十字豊田看護大学
（愛知県豊田市）

看護学部
看護学科（120人）

○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２
※ただし、「国語」は近代以降の文章、古文、漢文の中から換算
後の点数の高いものを使用。
○国、外（英、独、仏、中、韓から１）、地歴（世A、世B、日A、日 ○論述問題
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
※ただし、「国語」は近代以降の文章、古文、漢文の中から換算
後の点数の高いものを使用。

〇「国語」の古文、漢文は100点満点に換算。
〇「外国語」は100点満点に換算。「外国語」（『英語』）についてはリスニングの成績は使用しない。
〇点数の高いものから順に合否判定に使用。
○当該年度又は前年度の成績を利用できる。

○国、外（英、独、仏、中、韓から１）、地歴（世A、世B、日A、日 ○課さない
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
※ただし、「国語」は近代以降の文章、古文、漢文の中から換算
後の点数の高いものを使用。

○国（近代以降の文章）
〇数（数Ⅰ・数Ａ）、理（化Ⅰ、生Ⅰ）から１
〇外（英）

〇課さない

○「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「外国語」は、200点満点（筆記部分）を100点満点に換算。
〇数学（数学Ⅰ・数学Ａ）、理科（化学Ⅰ、生物Ⅰ）は、２教科３科目から１科目を選択。

【別紙１】

大学名
（所在地）

No

参加する学部・学科名
（総入学定員）

参加する選抜の対象
（募集人数）

関西医科大学
（大阪府枚方市）

○「国語」においては、近代以降の文章のみ利用。
〇「英語」においては、250点を200点に換算。

一般入試の定員の一部について利用
前期
看護学科（35人）

〇国（近代以降の文章）
〇外（英）
〇数（数Ⅰ・数Ａ）、理（化Ⅰ、生Ⅰ）から１

〇小論文
〇面接

○「国語」においては、近代以降の文章のみ利用。
〇「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。

一般入試の定員の一部について利用
前期
臨床検査学科（15人）

〇国（近代以降の文章）
〇数（数Ⅰ・数Ａ）
〇理（化Ⅰ、生Ⅰ、物Ⅰから１）

保健医療学部
診療放射線学科（70人）

一般入試の定員の一部について利用
前期
診療放射線学科（3人）
後期
診療放射線学科（2人）

〇数（数Ⅰ・数Ａ、数Ⅱ・数Ｂ）
〇理（物、化、生から１）
〇外（英）

医療福祉学部
医療福祉学科（120人）

一般入試の定員の一部について利用
前期
医療福祉学科（5人）
後期
医療福祉学科（4人）

〇国（近代以降の文章）、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）、外（英）
から２

○「国語」においては、近代以降の文章のみ利用。
〇「地歴」と「公民」の組合せは不可。
〇「外国語」（『英語』）においては、リスニングテストを含む250点満点を100点満点に換算。
〇選択科目について、３科目以上受験した場合は、高得点の2教科・科目を合否判定に使用。
〇過去の大学入試センター成績は利用しない。

一般入試の定員の一部について利用
前期
病院管理学専攻（4人）
医療ビジネス学専攻（3人）
後期
病院管理学専攻（2人）
医療ビジネス学専攻（2人）

〇国（近代以降の文章）、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）、理科（理
総Ａ、理総Ｂ、物、化、生、地学から１）、外（英）から２

○「国語」においては、近代以降の文章のみ利用。
〇「地歴」と「公民」の組合せは不可。
〇「外国語」（『英語』）においては、リスニングテストを含む250点満点を100点に換算。
〇選択科目について、3科目以上受験した場合は、高得点の2教科・科目を合否判定に使用。
〇過去の大学入試センター成績は利用しない。

一般入試の定員の一部について利用
前期
看護学科（5人）
後期
看護学科（2人）

〇国（近代以降の文章）、数（数Ⅰ・数Ａ、数Ⅱ・数Ｂから１）、理
科（物、化、生から１）、外（英）から３

○「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、リスニングテストを含む250点満点を100点に換算。
〇選択科目について、4科目以上受験した場合は、高得点の3教科・科目を合否判定に使用。
〇過去の大学入試センター成績は利用しない。

一般入試の定員の一部について利用
前期
臨床心理学科（5人）
コミュニケーション心理学科（3人）
後期
臨床心理学科（2人）
コミュニケーション心理学科（2人）

〇国（近代以降の文章）、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）、理科（理
総Ａ、理総Ｂ、物、化、生、地学から１）、外（英）から２

○「国語」においては、近代以降の文章のみ利用。
〇「地歴」と「公民」の組合せは不可。
〇「外国語」（『英語』）においては、リスニングテストを含む250点満点を100点に換算。
〇選択科目について、3科目以上受験した場合は、高得点の2教科・科目を合否判定に使用。
〇過去の大学入試センター成績は利用しない。

一般入試の定員の一部について利用
前期
薬学科（8人）
後期
薬学科（2人）

〇数（数Ⅰ・数Ａ、数Ⅱ・数Ｂ）
〇理科（物、化、生から１）
〇外（英）

〇「外国語」（『英語』）においては、リスニングテストを含む250点満点を100点に換算。
〇「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。
〇過去の大学入試センター成績は利用しない。

医学部
医学科（110人）

天理医療大学
（奈良県天理市）
医療学部
臨床検査学科（30人）

医療経営学部
医療経営学科（140人）

14

備考

〇面接

医療学部
看護学科（70人）

13

個別学力試験の
概要

○国（近代以降の文章）
〇理（生Ⅰ、化Ⅰ、物Ⅰから２）
〇数（数Ⅰ・数Ａ、数Ⅱ・数Ｂ）
〇外（英）

一般入試の定員の一部について利用

12

入学志願者に解答させる
教科・科目名

広島国際大学
（広島県東広島市）
看護学部
看護学科（120人）

心理科学部
臨床心理学科（100人）
コミュニケーション心理学科（60人）

薬学部
薬学科（160人）

医学科（約15人）

○「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。

〇課さない

〇「外国語」（『英語』）においては、リスニングテストを含む250点満点を100点満点に換算。
〇「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。
〇過去の大学入試センター成績は利用しない。

【別紙２】

No

大学名
（所在地）

参加する学部・学科名
（総入学定員）

参加する選抜の対象
（募集人数）

入学志願者に解答させる
教科・科目名

個別学力試験の
概要

備考

大学：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国立大学（１大学１学部）
一般入試の定員の全部について利用

1

滋賀大学
（滋賀県彦根市）

経済学部【夜間主コース】
経済学科(9人）
ファイナンス学科（8人）
企業経営学科（8人）
会計情報学科（8人）
情報管理学科（8人）
社会システム学科（9人）

前期
経済学科（5人）
ファイナンス学科（4人）
企業経営学科（4人）
会計情報学科（4人）
情報管理学科（4人）
社会システム学科（5人）

Ａ方式
○課さない
○国
〇外（英、独、仏、中、韓から１）
〇数（数I・数A、数Ⅱ・数B、工、簿、情報）、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）から
１
Ｂ方式
○国
〇外（英、独、仏、中、韓から１）
〇数（数I・数A、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）から１又は２
〇理（理総A、理総B、物、化、生、地学から１又は２）かつ、地
歴、公民、理から３

〇Ａ方式（必須）、Ｂ方式（条件を満たした者のみ）の２つの採点方式を併用した総合順位方式（上
位の順位の採用）により判定
〇Ａ方式で地歴、公民、数学を2教科以上受験した場合は、「地歴、公民の第１解答科目」と「数学」
から高得点の１教科1科目の成績を利用
〇Ｂ方式で地歴、公民、理科を４科目以上受験した場合は、「地歴、公民の第１解答科目」、「理科
の第１解答科目」及び「地歴、公民と理科の第２解答科目から高得点の１科目」の合計3科目の成
績を利用
〇「地歴、公民」及び「理科」において、2科目受験した場合の1科目利用には第１解答科目の成績
を利用
〇数学の「工業数理基礎」、「簿記・会計」、「情報関係基礎」を選択できる者は高等学校においてこ
れらの科目を履修した者、及び専修学校の高等課程の修了（見込み）の者に限る

大学：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私立大学（10大学10学部）
一般入試の定員の一部について利用

2

群馬医療福祉大学
（群馬県前橋市）

リハビリテーション学部
リハビリテーション学科(60人）

Ⅰ期（5人）
Ⅱ期（3人）
Ⅲ期（2人）

一般入試の定員の一部について利用
前期
3教科型（10人）

一般入試の定員の一部について利用
食環境科学部
食環境科学科
フードサイエンス専攻（70人）

前期
ベスト２型（5人）

一般入試の定員の一部について利用
中期
2科目型（4人）

一般入試の定員の一部について利用
前期
3教科型（5人）

3

東洋大学
（群馬県邑楽郡板倉町）

食環境科学部
食環境科学科
スポーツ・食品機能専攻（50人）

一般入試の定員の一部について利用
前期
ベスト2型（3人）

一般入試の定員の一部について利用
中期
2科目型（3人）

一般入試の定員の一部について利用
前期
3教科型（10人）

○課さない

○「数学」「外国語」「理科」について2教科・2科目以上受験した場合は，高得点の科目を合否判定
に使用する。
○「理科」について2科目受験した場合、第１解答科目を合否判定に使用。
○「外国語」（『英語』）においては、リスニングの成績は利用しない。英語は100点に換算。
〇「国語」においては、近代以降の文章のみ利用。

〇外（英、独、仏から１）、国（近代以降の文章）、地歴（世A，世 ○課さない
B，日A，日B，地理A，地理Bから１）、公民（現社，倫，政経，倫
政から１）、数（数I・数A、数Ⅱ・数Bから１）、理（理総A、理総B、
物、化、生、地から１）から３

〇必須科目は設けていない。3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
〇配点は、外国語200点（英語は素点（筆記試験＋リスニングテスト）×0.8、英語以外の外国語は
素点）、国語、地理歴史・公民・数学・理科200点（素点×２）高得点3教科計600点満点

〇外（英、独、仏から１）、国（近代以降の文章）、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
政から１）、数（数I・数A、数Ⅱ・数Bから１）、理（理総A、理総B、
物、化、生、地から１）から３

〇必須科目は設けていない。3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
〇配点は、外国語200点（英語は素点（筆記試験＋リスニングテスト）×0.8、英語以外の外国語は
素点）、国語、地理歴史・公民・数学・理科200点（素点×２）高得点2教科計400点満点

〇外（英、独、仏から１）、国（近代以降の文章）、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、数Ⅱ・数Bから１）、理（理総A、
理総B、物、化、生、地から１）から２

〇必須科目は設けていない。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「国語」においては、近代以降の文章のみ利用
〇配点は、外国語200点（英語は素点（筆記試験＋リスニングテスト）×0.8、英語以外の外国語は
素点）、国語、地理歴史・公民・数学・理科200点（素点×２）高得点2教科計400点満点

〇外（英、独、仏から１）、国（近代以降の文章）、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、数Ⅱ・数Bから１）、理（理総A、
理総B、物、化、生、地から１）から３

〇必須科目は設けていない。3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
〇配点は、外国語200点（英語は素点（筆記試験＋リスニングテスト）×0.8、英語以外の外国語は
素点）、国語、地理歴史・公民・数学・理科200点（素点×２）高得点3教科計600点満点

〇外（英、独、仏から１）、国（近代以降の文章）、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、数Ⅱ・数Bから１）、理（理総A、
理総B、物、化、生、地から１）から３

〇必須科目は設けていない。3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
〇配点は、外国語200点（英語は素点（筆記試験＋リスニングテスト）×0.8、英語以外の外国語は
素点）、国語、地理歴史・公民・数学・理科200点（素点×２）高得点2教科計400点満点

〇外（英、独、仏から１）、国（近代以降の文章）、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、数Ⅱ・数Bから１）、理（理総A、
理総B、物、化、生、地から１）から２

〇必須科目は設けていない。3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
〇配点は、外国語200点（英語は素点（筆記試験＋リスニングテスト）×0.8、英語以外の外国語は
素点）、国語、地理歴史・公民・数学・理科200点（素点×２）高得点2教科計400点満点

〇外（英、独、仏から１）、国（近代以降の文章）、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、数Ⅱ・数Bから１）、理（理総A、
理総B、物、化、生、地から１）から３

〇必須科目は設けていない。3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
〇配点は、外国語200点（英語は素点（筆記試験＋リスニングテスト）×0.8、英語以外の外国語は
素点）、国語、地理歴史・公民・数学・理科200点（素点×２）高得点3教科計600点満点

〇外（英、独、仏から１）、国（近代以降の文章）、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、数Ⅱ・数Bから１）、理（理総A、
理総B、物、化、生、地から１）から３

〇必須科目は設けていない。3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
〇配点は、外国語200点（英語は素点（筆記試験＋リスニングテスト）×0.8、英語以外の外国語は
素点）、国語、地理歴史・公民・数学・理科200点（素点×２）高得点2教科計400点満点

○国（近代以降の文章）
〇数（数I，数I・数A，数Ⅱ，数Ⅱ・数Bから1）、外(英） 理（生
Ⅰ、化Ⅰから１）から１

食環境科学部
健康栄養学科（100人）
一般入試の定員の一部について利用
前期
ベスト２型（5人）

【別紙２】

大学名
（所在地）

No

参加する学部・学科名
（総入学定員）

参加する選抜の対象
（募集人数）
一般入試の定員の一部について利用

保健医療学部
看護学科(80人）

Ａ日程
看護学科(10人）

一般入試の定員の一部について利用

4

人間総合科学大学
（埼玉県さいたま市）

保健医療学部
リハビリテーション学科
理学療法学専攻（40人）

Ａ日程、Ｂ日程
リハビリテーション学科
理学療法学専攻 （5人）

一般入試の定員の一部について利用
保健医療学部
リハビリテーション学科
義肢装具学専攻（30人）

Ａ日程、Ｂ日程
リハビリテーション学科
義肢装具学専攻（5人）

一般入試の定員の一部について利用

5

城西国際大学
（千葉県東金市）

看護学部
看護学科（100人）

第Ⅰ期
看護学科（5人）

一般入試の定員の一部について利用
（10人）
6

東京未来大学
（東京都足立区）

モチベーション行動科学部
モチベーション行動科学科（100人）

7

横浜創英大学
（神奈川県横浜市）

こども教育学部
幼児教育学科（80人）

一般入試の定員の一部について利用

8

愛知学院大学
(愛知県日進市）

経済学部
経済学科(250人）

【Ⅰ期】（5人）
【Ⅱ期】（5人）

入学志願者に解答させる
教科・科目名
○国（近代以降の文章）
○外(英）
○数（数I・数A）、理（化、生）から１

個別学力試験の
概要
○面接

○国（近代以降の文章）
○外（英）
○数（数I・数A）、理（物、生）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。また、200点満点（筆記部分）を
100点満点に換算。
〇「数学」（『数学Ⅰ・数学Ａ』）、「理科」（『物理Ⅰ』、『生物Ⅰ』）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（近代以降の文章）
○外（英）
○数（数I・数A）、理（物、化）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。また、200点満点（筆記部分）を
100点満点に換算。
〇「数学」（『数学Ⅰ・数学Ａ』）、「理科」（『物理Ⅰ』、『化学Ⅰ』）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（近代以降の文章）、外（英）、理（化、生）、数（数Ⅰ・数Ａ） ○課さない
から
４教科３科目選択

○「外国語」（『英語』）においては必ず合否判定に使用。
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「国語」「理科」「数学」から高得点の2科目を合否判定に使用。但し、「理科」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。
〇「国語」においては、近代以降の文章のみ利用。

〇国、地歴（世A、世B、日A、日B、地理A、地理Bから１）、公民 ○課さない
（現社、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A、、数Ⅱ・数B、簿、情報から１）、外（英）か ただし、奨学金制度入
ら２
試を併用する場合は面
接を実施

〇「地歴」と「公民」の組合せは不可。
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」（『英語』）は、200点満点（筆記部分）を100点満点に換算。
〇「国語」は200点満点を100点満点に換算。

○国（近代以降の文章）
○外（英）
次の２教科・科目のうち、１科目選択

○「国語」「英語」の2教科・科目のうち、高得点の1教科・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。

○面接

一般入試の定員の一部について利用
センター利用試験
Ⅰ期（14人）
Ⅱ期（７人）

○国（近代以降の文章）、地歴（世A、世B、日A、日B、地理A、 〇課さない
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、簿、情報）、理（物Ⅰ、化Ⅰ、生Ⅰ、理総
Ａ，理総Ｂ）から２
○外（英、独、仏、中、韓から１）

一般入試の定員の一部について利用

○国（近代以降の文章）、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、簿、情報）、理（物Ⅰ、化Ⅰ、生Ⅰ、理総
Ａ，理総Ｂ）、外（英、独、仏、中、韓）から高得点の２科目

センタープラス試験（10人）

備考
○「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。また、200点満点（筆記部分）を
100点満点に換算。
〇「数学」（『数学Ⅰ・数学Ａ』）、「理科」（『化学Ⅰ』、『生物Ⅰ』）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」「地歴」「公民」「数学」「理科」から３科目以上受験した場合は、高得点の２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。

前期試験Ａで受験する ○センタープラス試験は、「大学入試センター試験の利用科目２科目」の得点と「本学実施の前期
次の3科目から高得点 試験Ａの利用科目１科目」の得点を利用する入学試験。
の1科目○国○英○日
Ｂ，世Ｂ，政経、数Ⅰ・数
Ａ、数Ⅱから１科目

【別紙２】

No

9

大学名
（所在地）

京都橘大学
（京都府京都市）

参加する学部・学科名
（総入学定員）

健康科学部
理学療法学科(60人）
心理学科（60人）

参加する選抜の対象
（募集人数）

入学志願者に解答させる
教科・科目名

個別学力試験の
概要

○国
○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
○外（英）

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
後期 理学療法学科(2人）
心理学科（2人）

○国 、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
○外（英）

〇「国語」「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。

一般入試の定員の一部について利用

○外（英）
〇国（国語総合「近代以
〇外（英）、国（近代以降の文章）、数（数Ⅰ・数Ａ、数Ⅱ・数Ｂか 降の文章」・現代文）
ら１）、理（生、化、物から１）から２
〇数（数Ⅰ・数Ａ）、理
（生）から１

〇「国語」においては、近代以降の文章のみ利用。
〇「外国語」「国語」「数学」「理科」について、3教科3科目以上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。
〇「国語」「数学」「理科」について、100点満点を200点満点に換算。

【ＡＣ日程】
看護学科（一般入試（Ａ・ＡＣ日程）を合わせ
て30人)
一般入試の定員の一部について利用

○課さない

一般入試の定員の一部について利用
摂南大学
（大阪府寝屋川市）

看護学部
看護学科(60人）

【Ｃ日程Ⅰ型】
看護学科（Ⅰ・Ⅱ型を合わせて3人）

〇「国語」においては、近代以降の文章のみ利用。
〇「外国語」「国語」「数学」「理科」について、3教科3科目以上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。
〇「外国語」（『英語（筆記）』について、200点満点を100点満点に換算。

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「外国語」「国語」について、2教科2科目とも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（筆記）』について、200点満点を100点満点に換算。

〇理（生、化から１）
〇数（数Ⅰ・数Ａ、数Ⅱ・数Ｂから１）
〇外（英）、国（近代以降の文章）から１

一般入試の定員の一部について利用
〇理（生）、理（化、物から１）、外（英）、国（近代以降の文章）、
数（数Ⅰ・数Ａ、数Ⅱ・数Ｂから１）から３

〇「国語」においては、近代以降の文章のみ利用。
〇「理科」「外国語」「国語」「数学」について、2教科3科目以上受験した場合は最高得点の科目を合
否判定に使用。
〇「外国語」（『英語（筆記）』について、200点満点を100点満点に換算。

【ＭＣ日程】
看護学科（2人）

〇理（生、化から１）、外（英）、国（近代以降の文章）、数（数Ⅰ・
数Ａ、数Ⅱ・数Ｂから１）から１

〇「国語」においては、近代以降の文章のみ利用。
〇「外国語」「国語」「数学」について、2教科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（筆記）』について、200点満点を100点満点に換算。

一般入試の定員の一部について利用

○国（近代以降の文章）、地歴（世A、世B、日A、日B、地理A、 〇課さない
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

○「国語」「地歴」「公民」「数学」「理科」「外国語」において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。
○「外国語」（『英語』）は、200点満点（筆記部分）を100点満点に換算（リスニングの成績は利用し
ない）。

【Ｃ日程Ⅱ型】
看護学科（Ⅰ・Ⅱ型を合わせて3人）
一般入試の定員の一部について利用

11

梅花女子大学
（大阪府茨木市）

食文化学部
食文化学科(80人）

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。

〇外（英）

〇外（英）、国（近代以降の文章）、数（数Ⅰ・数Ａ、数Ⅱ・数Ｂか
【ＢＣ日程】
看護学科（一般入試（Ｂ・ＢＣ日程）を合わせ ら１）、理（生、化、物から１）から２
て11人)

10

備考

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
前期 理学療法学科(4人）
心理学科（4人）

Ⅰ期（1人）
Ⅱ期（1人）

【別紙３】

No

大学名
（所在地）

参加する学部・学科名
（総入学定員）

参加する選抜の対象
（募集人数）

入学志願者に解答させる
教科・科目名

個別学力試験の
概要

備考

短期大学：新たに参加する私立短期大学（３短大６学科）
一般入試の定員の一部について利用

生活学科 生活福祉専攻（50人）

前期（3人）
後期（2人）

一般入試の定員の一部について利用

1

旭川大学短期大学部
（北海道旭川市）

生活学科 食物栄養専攻（50人）

前期（3人）
後期（2人）

一般入試の定員の一部について利用

幼児教育学科（100人）

前期（3人）
後期（2人）

一般入試の定員の一部について利用
生活科学科(170人)

生活科学科(17人)

生活科学専攻
食物栄養専攻

一般入試の定員の一部について利用

2

帝京短期大学
（東京都渋谷区）

こども教育学科（50人）

こども教育学科（5人）

こども教育専攻

一般入試の定員の一部について利用
ライフケア学科(170人)

ライフケア学科(17人)

臨床検査専攻
柔道整復専攻
柔道整復専攻（二部）

一般入試の定員の一部について利用
美術学科(5人)
3

京都嵯峨芸術大学短期大学部
（京都府京都市）

美術学科(150人)

○課さない
○国（近代以降の文章）
○外（英）、地歴（世B、日B、地理Bから１）、公民（現社、倫、政
経、倫・政経から１）、数（数I・数Ａ、簿、情報から１）、理（化、生
から１）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。
○「外国語」「地歴」「公民」「数学」「理科」について、２科目以上受験した場合は、高得点の１科目を
合否判定に利用。
○「外国語」（『英語』）について、200点満点（リスニングを除いた点数）を100点満点に換算する。
○「地歴」「公民」及び「理科」については、２科目を受験した場合であっても第一解答科目の成績を
採用する。

○課さない
○国（近代以降の文章）
○外（英）、地歴（世B、日B、地理Bから１）、公民（現社、倫、政
経、倫・政経から１）、数（数I・数Ａ、簿、情報から１）、理（化、生
から１）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。
○「外国語」「地歴」「公民」「数学」「理科」について、２科目以上受験した場合は、高得点の１科目を
合否判定に利用。
○「外国語」（『英語』）について、200点満点（リスニングを除いた点数）を100点満点に換算する。
○「地歴」「公民」及び「理科」については、２科目を受験した場合であっても第一解答科目の成績を
採用する。

○課さない
○国（近代以降の文章）
○外（英）、地歴（世B、日B、地理Bから１）、公民（現社、倫、政
経、倫・政経から１）、数（数I・数Ａ、簿、情報から１）、理（化、生
から１）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。
○「外国語」「地歴」「公民」「数学」「理科」について、２科目以上受験した場合は、高得点の１科目を
合否判定に利用。
○「外国語」（『英語』）について、200点満点（リスニングを除いた点数）を100点満点に換算する。
○「地歴」「公民」及び「理科」については、２科目を受験した場合であっても第一解答科目の成績を
採用する。

○国（近代以降の文章）、地歴（世A、世B、日A、日B、地理A、 ○課さない
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）、理（理総A、理総B、物、
化、生、地学）、外（英、独、仏、中、韓）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』）に関しては、筆記試験200点満点を100点満点に圧縮した点と筆記試験にリ
スニングテスト（５０点満点）を加えた点（２５０点満点）を100点満点に圧縮した点の２通り算出し、高
得点を採用。
○前年度成績も利用可。
○２科目以上受験した場合は高得点に１科目を合否判定に使用する。

○国（近代以降の文章）
○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）、理（理総A、理総B、物、化、生、地学）、外
（英、独、仏、中、韓）から１

○課さない

○「国語」においては、近代以降の文章のみ利用。
○「外国語」（『英語』）に関しては、筆記試験200点満点を100点満点に圧縮した点と筆記試験にリ
スニングテスト（５０点満点）を加えた点（２５０点満点）を100点満点に圧縮した点の２通り算出し、高
得点を採用。
○前年度成績も利用可。
○２科目以上受験した場合は高得点に１科目を合否判定に使用する。

○国（近代以降の文章）
○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

○課さない

○「国語」においては、近代以降の文章のみ利用。
○「外国語」（『英語』）に関しては、筆記試験200点満点を100点満点に圧縮した点と筆記試験にリ
スニングテスト（５０点満点）を加えた点（２５０点満点）を100点満点に圧縮した点の２通り算出し、高
得点を採用。
○前年度成績も利用可。
○２科目以上受験した場合は高得点に１科目を合否判定に使用する。

○国（近代以降の文章）
○地歴（世A、世B、日A、日B、地理A、地理B）
〇公民（現社、倫、政経、倫・政経）
〇数（数Ⅰ、数Ⅰ・数A、、数Ⅱ、数Ⅱ・数Ｂ、工、簿、情）
〇理（理総A、理総B、物、化、生、地学）
〇外（英、独、仏、中、韓）から２

○課さない

○3教科・科目以上受験した場合は、高得点の２教科・科目を合否判定に使用。
○「地歴」と「公民」の組み合わせは不可。
○「外国語」（『英語』）に関しては、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。

