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平成 24 年度大学入学者選抜から大学入試センター試験を新たに利用する大学等について（概要）

平成 24 年度大学入学者選抜から大学入試センター試験を新たに利用する大学については、
「平成 24 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 22 年 5 月 21 付文
部科学副大臣通知）に基づき、平成 22 年 10 月 31 日まで（やむを得ない場合は 23 年 3 月 31
日まで）に通知を行うこととしているところですが、今回は 10 月 31 日までに通知がなされた
大学について公表を行うものです。

１．大学
◆ センター試験を利用する大学は過去最高
⑴ 新たに利用する大学

【別紙１】

【私立大学】
（6 大学 6 学部）
○仙台白百合女子大学（1）

○筑波学院大学（1）

○日本橋学館大学（1）

○四條畷学園大学（1）

○関西看護医療大学（1）

○日本赤十字九州国際看護大学（1）

⑵ 既に一部の学部で利用しているが他の学部で新たに利用する大学

【別紙２】

【私立大学】（8 大学 8 学部）
○明海大学（1）

○共栄大学（1）

○日本大学（1）

○愛知大学（1）

○龍谷大学（1）

○京都女子大学（1）

○徳島文理大学（1）

○熊本学園大学（1）

⑶ 利用を取りやめる大学
【私立大学】（1 大学 2 学部）
○慶應義塾大学（2）

※（ ）内は，新規利用・取り止め学部数

【参考】利用大学数の推移
試験年度

国立大学

公立大学

私立大学

合

計

12 年度 全大学（ 95 大学 ） 全大学（ 66 大学 ）

242 大学

569 学部

403 大学

13 年度 全大学（ 95 大学 ） 全大学（ 72 大学 ）

266 大学

670 学部

433 大学

14 年度 全大学（ 95 大学 ） 全大学（ 73 大学 ）

310 大学

772 学部

478 大学

15 年度 全大学（ 93 大学 ） 全大学（ 74 大学 ）

351 大学

892 学部

518 大学

16 年度 全大学（ 83 大学 ） 全大学（ 73 大学 ）

387 大学 1,003 学部

543 大学

17 年度 全大学（ 83 大学 ） 全大学（ 72 大学 ）

408 大学 1,092 学部

563 大学

18 年度 全大学（ 82 大学 ） 全大学（ 72 大学 ）

440 大学 1,179 学部

594 大学

19 年度 全大学（ 83 大学 ） 全大学（ 74 大学 ）

450 大学 1,243 学部

607 大学

20 年度 全大学（ 82 大学 ） 全大学（ 73 大学 ）

466 大学 1,316 学部

621 大学

21 年度 全大学（ 82 大学 ） 全大学（ 74 大学 ）

487 大学 1,380 学部

643 大学

22 年度 全大学（ 82 大学 ） 全大学（ 75 大学 ）

494 大学 1,404 学部

651 大学

23 年度 全大学（ 82 大学 ） 全大学（ 79 大学 ）

504 大学 1,447 学部

665 大学

24 年度 全大学（ 82 大学 ） 全大学（ 79 大学 ）

509 大学 1,459 学部

670 大学

（注）１ 夜間部・夜間主コースは 1 学部として集計している。
２ 平成 23 年度，平成 24 年度については，平成 22 年 10 月 31 日現在の予定数。
３ 平成 22 年 4 月 1 日に私立大学から公立大学に移管された 2 大学(4 学部)については，大学数に
反映している。

２．短期大学
◆ 短期大学も過去最高の利用数
⑴ 新たに利用する短期大学

【別紙３】

【公立短期大学】（1 短大 2 学科）
○倉敷市立短期大学
【私立短期大学】（3 短大 9 学科）
○富山短期大学（4）

○明倫短期大学（2）

○西九州大学短期大学部（3）

⑵ 既に一部の学科で利用しているが他の学科で新たに利用する短期大学

【別紙４】

【公立短期大学】（1 短大 1 学科）
○大分県立芸術文化短期大学（1）

【私立短期大学】（3 短大 3 学科）
○龍谷大学短期大学部（1）

○関西女子短期大学（1）

○徳島文理大学短期大学部（1）

⑶ 一部の学科で利用を取りやめる短期大学
【私立短期大学】（1 短大 1 学科）
○清泉女学院短期大学（1）

※ （ ）内は，新規利用・取り止め学科数
【参考】利用短期大学数の推移
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

9
12
13
14
17
15
15
15
16

公立大学
短期大学
25
短期大学
29
短期大学
32
短期大学
35
短期大学
43
短期大学
39
短期大学
39
短期大学
38
短期大学
41

学科
学科
学科
学科
学科
学科
学科
学科
学科

88
100
120
134
139
139
145
148
151

私立大学
短期大学 205
短期大学 231
短期大学 288
短期大学 323
短期大学 321
短期大学 324
短期大学 326
短期大学 332
短期大学 343

学科
学科
学科
学科
学科
学科
学科
学科
学科

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
167 短期大学

（注）１ 夜間部・夜間主コースは 1 学科として集計している。
２ 平成 23 年度，平成 24 年度については，平成 22 年 10 月 31 日現在の予定数。

230
260
320
358
364
363
365
376
学科

学科
学科
学科
学科
学科
学科
学科

【別紙１】

No

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：新たに利用する大学（６大学６学部）

人間学部
人間発達学科（75人）

人間学部
総合福祉学科（60人）
1

仙台白百合女子大学
（宮城県仙台市）
人間学部
健康栄養学科（80人）

人間学部
国際教養学科（70人）

2

筑波学院大学
（茨城県つくば市）

経営情報学部
経営情報学科
（200人）

一般入試の定員の一部について利用
前期
人間発達学科（3人）
後期
人間発達学科（2人）

○国（近代以降の文章）
○課さない
○地歴（世B、日B、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）、理（理総A、理総B、物、
化、生、地学）から１
○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
総合福祉学科（3人）
後期
総合福祉学科（2人）

○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）、外（英）から２

○課さない

○「地歴」「公民」「外国語」について3教科・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。
○「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。

一般入試の定員の一部について利用
前期
健康栄養学科（5人）
後期
健康栄養学科（2人）

○国（近代以降の文章）
○理（化、生から１）
○外（英）

○課さない

○「理科」については2科目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。
○「国語」においては、近代以降の文章のみ利用。

一般入試の定員の一部について利用
前期
国際教養学科（3人）
後期
国際教養学科（2人）

○国（近代以降の文章）
○課さない
○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（理総A、理総B、物、化、生、地学）から2
○外（英）

○「国語」「地歴」「公民」「数学」「理科」について3教科・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。
○「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。

一般入試の定員の一部について利用
A日程
経営情報学科（10人）

○課さない
○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、政経から１）、数学（数I、数I・数A、工、簿、情報から１）、外
（英）から１

○「地歴」「公民」「数学」「英語」の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。
○「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100点満点に換算し利用。

○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から１）、公民（現社、倫、政経、倫・政経から１）、数学
（数I・数Aと数Ⅱ・数B、簿、情報から１）、外（英）から２

○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」の組み合せは不可
○「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。

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

○「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。
○成績は前年度分まで利用可。
○「外国語」（『英語』）の成績は100点満点に換算。

B日程
経営情報学科（5人）
一般入試の定員の一部について利用
前期
リベラルアーツ学部（5人）

3

日本橋学館大学
（千葉県柏市）

リベラルアーツ学部（150人）

○「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。
○「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。

後期
リベラルアーツ学部（5人）
最終期
リベラルアール学部（5人）

4

四條畷学園大学
(大阪府大東市)

リハビリテーション学部
リハビリテーション学科（80人）
理学療法学専攻（40人）
作業療法学専攻（40人）

一般入試の定員の一部についての利用
A日程
リハビリテーション学科
理学療法学専攻（2人）
作業療法学専攻（2人）
B日程
リハビリテーション学科
理学療法学専攻（2人）
作業療法学専攻（2人）
一般入試の定員の一部について利用
前期
看護学科（2人）

5

関西看護医療大学
（兵庫県淡路市）

看護学部
看護学科（80人）

日本赤十字九州国際看護大学
（福岡県宗像市）

看護学部
看護学科（100人）

○外（英）
○課さない
○国（近代以降の文章）、数（数I 、数I・数学Aから１）、理（生、
化、物から１）から２

○「国語」「数学」「理科」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。
○国語においては、近代以降の文章のみを利用。
○外（英）においては、リスニングの成績も利用し、総得点を100点満点に換算する。
○成績については、過去3年前のものまで利用可能。

○国（近代以降の文章）
○理（物理Ⅰ、化学Ⅰ、生物Ⅰから1科目）
○数（数学Ⅰ・数学A）
○外（英語）

○「国語」においては、近代以降の文章のみ利用。

後期
看護学科（2人）

一般入試の定員の一部について利用
看護学科（10人）
6

○課さない

面接

【別紙２】

No

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：既に一部の学部で利用しているが他の学部で新たに利用する大学（８大学８学部）

1

2

明海大学
（埼玉県坂戸市）

共栄大学
（埼玉県春日部市）

歯学部
歯学科（120名）

教育学部
教育学科（130人）

大学入試センター試験利用入試として利用
A日程
歯学科
B日程
歯学科
（A・B日程計10名）

○外（英）
○面接を課す。
○理（理総A、理総B、物、化、生）、数（数I、数I・数A、数Ⅱ、数
Ⅱ・数B）から１

○「理科」、「数学」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
○「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）、外（英）、地歴（世B、日B、地理Bから ○課さない
１）、公民（現社、倫、政経から１）、理（物、化、生、地学から
１）、数（数I、数I・数A、数Ⅱ、数Ⅱ・数Bから１）から３

○4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」）は100点に換算
○「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

一般入試の定員の一部について利用
歯学科（8人）

○国（近代以降の文章）
○理（物、化、生から１）
○外（英）

○「国語」においては、近代以降の文章のみ利用
○「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
○「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
センター試験利用入試
（前期）5教科型
地域政策学科（12人）

○課さない
○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

○「外国語」（『英語』）においては、リスニングを含み250点満点を120点に換算し利用。
○「国語」においては、近代以降の文章のみ利用。
○「地歴」「公民」「数学」「理科」について4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
センター試験利用入試
（前期）3教科型
地域政策学科（12人）

○課さない
○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

○「外国語」（『英語』）においては、リスニングを含み250点満点を120点に換算し利用。
○「国語」においては、近代以降の文章のみ利用。
○「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
センター試験利用入試
（後期）
地域政策学科（7人）

○課さない
○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

○「外国語」（『英語』）においては、リスニングを含み250点満点を120点に換算し利用。
○「国語」においては、近代以降の文章のみ利用。
○「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
センタープラス方式入試
地域政策学科（9人）

○外（英）、国（近代以降の文章）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

○個別学力検査で選択した教科を除いた「外国語」「国語」の中から1教科・科目選択。
○「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。
○「外国語」（『英語』）においては、リスニングを含み250点満点を100点に換算し利用。
○「国語」においては、近代以降の文章のみ利用。

一般入試の定員の一部について利用
センター利用入試
〔前期募集〕
政策学科（8人）

○国（近代以降の文章）
○課さない
○外（英）
○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

一般入試の定員の一部について利用
センター利用入試
〔中期募集〕
政策学科（4人）

○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・A、数Ⅱ、数Ⅱ・B）から１

○外（英Ⅰ、英Ⅱ、リー ○「地歴」「公民」「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
ディング、ライティング） 用。
○国（国総（漢文を除
く）、現代文、古典（漢文
を除く））

一般入試の定員の一部について利用
センター利用入試
〔後期募集〕
政策学科（3人）

○国（近代以降の文章）
○外（英）
○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
○数（数I、数I・A、数Ⅱ、数Ⅱ・B、工、簿、情報）から１
○理（理総A、理総B、物、化、生、地学）から１

○課さない

センター利用入試Ⅰ期
教育学科（10人）
センター利用入試Ⅱ期
教育学科（10人）

3

4

5

日本大学
（東京都千代田区）

愛知大学
（愛知県豊橋市）

龍谷大学
（京都府京都市）

松戸歯学部
歯学科（160人）

地域政策学部
地域政策学科（220人）

政策学部
政策学科（250人）

○面接

○外（英語Ⅰ・Ⅱ、オー
ラルコミュニケーション
Ⅰ、リーディング、ライ
ティング）国から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。
○「工業数理基礎」「簿記・会計」を選択解答できる者は、高等学校の職業教育を主とする学科等に
おいて「工業数理基礎」または「簿記・会計」を履修した者および文部科学大臣の指定を受けた専
修学校高等課程の修了（見込み）者に限る。
「情報関係基礎」を選択解答できる者は、高等学校の総合学科および職業教育を主とする学科等
において「情報に関する科目」を履修した者に限る。
○「外国語」（『英語』）においては、筆記とリスニングの合計250点満点を100点満点に換算。
○「国語」においては、近代以降の文章のみ利用。

○「地歴」「公民」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。
○「工業数理基礎」「簿記・会計」を選択解答できる者は、高等学校の職業教育を主とする学科等に
おいて「工業数理基礎」または「簿記・会計」を履修した者および文部科学大臣の指定を受けた専
修学校高等課程の修了（見込み）者に限る。
「情報関係基礎」を選択解答できる者は、高等学校の総合学科および職業教育を主とする学科等
において「情報に関する科目」を履修した者に限る。
○「外国語」（『英語』）においては、筆記とリスニングの合計250点満点を100点満点に換算。
○「国語」においては、近代以降の文章のみ利用。

【別紙２】

No

6

大学名
（所在地）

京都女子大学
（京都府京都市）

利用する学部・学科名
（総入学定員）

利用する選抜の対象
（募集人数）

徳島文理大学
（徳島県徳島市）

大学入試センター試験利用入試
前期
法学科（8人）

○国（近代以降の文章）
○課さない
○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

○「国語」においては、近代以降の文章のみ利用。
○「地歴」「公民」「数学」「理科」について1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

○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）、理（理総A、理総B、
物、化、生、地学）、数（数I、数I・数A、簿）、外（英）から１

○本学が指定する科目の中から高得点の1科目を合否判定に使用
○「外国語（『英語』）」は、リスニングを含む
○「国語」においては、近代以降の文章のみ利用。
○「国語」「地歴」「公民」「数学」「理科」「外国語『英語』」は200点満点に換算

大学入試センター試験
利用入試Ⅱ期
音楽学科（1人）
大学入試センター試験
利用入試Ⅲ期
音楽学科（1人）
一般入試の定員の一部について利用

8

熊本学園大学
（熊本県熊本市）

社会福祉学部第二部
社会福祉学科（80人）

備考

○一般入試前期B方式 ○「国語」においては、近代以降の文章のみ利用。
の得点（※）を合否判定 ○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。
に使用。
※外（英）の得点、およ
び国、日B、世B、生Ⅰ、
化Ⅰ、数Ⅰ・数A（数Ⅰ・
数A問題には、一部選
択問題として数Ⅱ・数B
あり）から1科目の得点。

○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2

法学部
法学科（100人）

音楽学部
音楽学科（40人）

個別学力試験の
概要

一般入試の定員の一部について利用
一般入試前期C方式
法学科（8人）

大学入試センター試験
利用入試Ⅰ期
音楽学科（1人）
7

入学志願者に解答させる
教科・科目名

A日程
社会福祉学科(5人)
B日程
社会福祉学科(2人)

○国

○課さない

【別紙３】

No

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

短大：新たに利用する短期大学
【公立短期大学】（１短大２学科）
保育学科（50人）

1

倉敷市立短期大学
（岡山県倉敷市）

一般入試の定員の一部について利用
保育学科（5人）

○国
○外（英）

一般入試の定員の一部について利用
服飾美術学科（若干名）

○【国、外（英）、地歴（世A、世B、日A、日B、地理A、地理B）、 ○課さない
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２

服飾美術学科（50人）

○課さない

○「外国語」（『英語』）においてリスニングの成績は利用しない
○「外国語」（『英語』）においてはリスニングの成績は利用しない
○「国語」と「外国語」（『英語』）の2教科2科目の受験も可
○「国語」、「外国語」（『英語』）以外の教科・科目は100点満点を200点に換算

ただし国または外（英）（筆記のみ）から、1科目選択のこと

【私立短期大学】（３短大９学科）
一般入試の定員の一部について利用

食物栄養学科(80人)

【センター試験利用入試】
前期
経営情報学科(2人)
後期
経営情報学科(1人)

○国（近代以降の文章）、数（数I、数I・数A、数Ⅱ、数Ⅱ・数B、 ○課さない
工、簿、情報から１）、外（英）から２

○「国語」「数学」「外国語」について、3教科・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。ただし、数学からは1科目のみ使用。
○「外国語」（『英語』）においては、リスニングの成績は利用しない。また、200点満点を100点満点
に換算。
○「国語」においては、近代以降の文章のみ利用。

【センター試験利用入試】
前期
福祉学科(1人)
後期
福祉学科(1人)

○国（近代以降の文章）
○課さない
○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から１）、理（理
総A、理総B、物、化、生、地学から１）、外（英）から１

○「地歴」「公民」「数学」「理科」「外国語」については、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。
○「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点満点を100点満点
に換算。
○「国語」においては、近代以降の文章のみ利用。

大学入試センター利用型
入学試験を設けて利用
歯科技工士学科(5人)

国（近代以降の文章）、数Ⅰ、外（英）より1科目

面接

○「国語」においては近代以降の文章のみ利用

歯科技工士学科(70人)

大学入試センター利用型
入学試験を設けて利用
歯科衛生士学科(5人)

国（近代以降の文章）、数Ⅰ、外（英）より1科目

面接

○「国語」においては近代以降の文章のみ利用

歯科衛生士学科(100人)

一般入試の定員の一部について利用
一期
食物栄養学科(3人)
二期
食物栄養学科(2人)

○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から１）、公民（現社、倫、政経から１）、数（数I、数I・数A、
数Ⅱ、数Ⅱ・数Bから１）、理科（理総A、理総B、物、化、生、地
学から１）、外（英）から１

○「国語」においては、近代以降の文章のみ利用。
○本学が指定する教科・科目において、高得点の1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。
○「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。

一般入試の定員の一部について利用
一期
生活福祉学科(2人)
二期
生活福祉学科(1人)

○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から１）、公民（現社、倫、政経から１）、数（数I、数I・数A、
数Ⅱ、数Ⅱ・数Bから１）、理科（理総A、理総B、物、化、生、地
学から１）、外（英）から１

○「国語」においては、近代以降の文章のみ利用。
○本学が指定する教科・科目において、高得点の1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。
○「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。

一般入試の定員の一部について利用
一期
幼児保育学科(3人)
二期
幼児保育学科(2人)

○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から１）、公民（現社、倫、政経から１）、数（数I、数I・数A、
数Ⅱ、数Ⅱ・数Bから１）、理科（理総A、理総B、物、化、生、地
学から１）、外（英）から１

○「国語」においては、近代以降の文章のみ利用。
○本学が指定する教科・科目において、高得点の1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。
○「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。

富山短期大学
（富山県富山市）

明倫短期大学
（新潟県新潟市）

食物栄養学科(60人)

西九州大学短期大学部（佐賀県佐賀市）

○「数学」「理科」「外国語」については、2教科・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。
○「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点満点を100点満点
に換算。
○「国語」においては、近代以降の文章のみ利用。

○「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。
○「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点満点を100点満点
に換算。
○「国語」においては、近代以降の文章のみ利用。

福祉学科(70人)

3

○課さない

○国（近代以降の文章）
○課さない
○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から１）、理（理
総A、理総B、物、化、生、地学から１）、外（英）から１

経営情報学科(100人)

2

○国（近代以降の文章）
○数（数I、数I・数Aから１）、理（理総A、理総B、物、化、生、地
学から１）、外（英）から１

【センター試験利用入試】
前期
幼児教育学科(1人)
後期
幼児教育学科(1人)

幼児教育学科(80人)
1

【センター試験利用入試】
前期
食物栄養学科(1人)
後期
食物栄養学科(1人)

生活福祉学科(40人)

幼児保育学科(90人)

【別紙４】

No

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

短大：既に一部の学科で利用しているが他の学科で新たに利用する短期大学
【公立短期大学】（１短大１学科）
1

大分県立芸術文化短期大学
（大分県大分市）

一般入試の定員の一部について利用
前期
音楽科（26人）

○国
○外（英）

○実技

音楽科（65人）

○国語においては、古典（古文・漢文）の成績は利用しない。
○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
センター利用入試〔中期募集〕
こども教育学科（5人）

○国（近代以降の文章）
○外（英、独、仏）から１

○面接

こども教育学科（90人）

○「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」においては、200点満点を100点満点に換算。
○「国語」においては、近代以降の文章のみ利用。

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
医療秘書学科（5人）

○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）、数（数I、数I・数A、数Ⅱ、数学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

○「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。
○「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。
○「外国語」においては100点満点に換算して合否判定に使用。

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、 ○課さない
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、簿）、外（英）から１

【私立短期大学】（３短大３学科）
1

龍谷大学短期大学部
（京都府京都市）

2

関西女子短期大学
（大阪市柏原市）

医療秘書学科（60人）

大学入試センター試験
利用入試Ⅰ期
音楽科（1人）
3

徳島文理大学短期大学部
（徳島県徳島市）

短期大学部
音楽科（30人）

大学入試センター試験
利用入試Ⅱ期
音楽科（1人）
大学入試センター試験
利用入試Ⅲ期
音楽科（1人）

○本学が指定する科目の中から高得点の1科目を合否判定に使用
○「外国語（『英語』）」は、リスニングを含む
○「国語」においては、近代以降の文章のみ利用。
○「国語」「地歴」「公民」「数学」「理科」「外国語『英語』」は200点満点に換算

