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大学名 区分 項目 2022年度 2021年度 変更点

一般 募集人員 95名（学部別85名，総合入試からの移行10名） 102名（学部別97名，総合入試からの移行5名） 募集人員の変更

総合型 選抜方式 フロンティア入試TypeⅠ AO入試 フロンティア入試を新規実施

前期 43名（青森県定着枠8名，一般枠35名） 65名（青森県定着枠15名，一般枠50名）

総合型 42名（青森県内枠27名，北海道・東北枠15名） 47名（青森県内枠27名，北海道・東北枠20名）

前期 75名（一般枠45名，地域枠30名） 80名（一般枠50名，地域枠30名） 募集人員の変更

総合型 5名以内 － 総合型（共通テストを課さない選抜）を新規実施

前期

（地域枠・茨城県）

保護者が茨城県内に3年以上移住している者で，茨城県外の高等

学校等を卒業見込みまたは卒業した者

保護者が茨城県内に1年以上移住している者で，茨城県外の高等

学校等を卒業見込みまたは卒業した者

学校推薦型

（地域枠）

「茨城県内の高等学校等を卒業見込みまたは卒業後1年以内の

者」，または「保護者が茨城県内に3年以上移住している者で，茨

城県外の高等学校等を卒業見込みまたは卒業後1年以内の者」

「茨城県内の高等学校等を卒業見込みまたは卒業後1年以内の

者」，または「保護者が茨城県内に1年以上移住している者で，茨

城県外の高等学校等を卒業見込みまたは卒業後1年以内の者」

国際バカロレア特別 募集区分

●Ⅰ期（7，8月に実施）

対象：IBディプロマ取得者

●Ⅱ期（出願・選考は11月）

対象：IBディプロマ取得者，取得見込者

1区分で実施

出願：8月末，1次：9月（書類），2次：10月（面接）

対象：IBディプロマ取得者，取得見込者

募集区分の変更

群馬大学 学校推薦型 選抜方式 共通テストを課す選抜 共通テストを課さない選抜 選抜方式の変更（共通テストを課す選抜へ）

前期 募集人員 85名（一般枠80名，地域枠5名） 97名（一般枠82名，地域枠15名） 募集人員の変更

後期 募集人員 15名（一般枠15名） 20名（一般枠15名，地域枠5名） 後期日程（地域枠）の廃止，募集人員の変更

一般 2次配点 理科600点（300点×2） 理科400点（200点×2） 配点の変更（合計1200点→1400点）

学校推薦型 選抜基準

出願者数が所定の人数を超えた場合，全体の評定平均値（4.3

～5.0）と英語資格点（2.0～5.0）の 合計点（6.3～10.0）およ

び出願書類の総合評価により，第1次選考を行う。

出願者数が所定の人数を超えた場合，全体の評定平均値（4.3～

5.0）と英語資格点（3.0～5.0）の合計点（7.3～10.0）および出

願書類の総合評価により，第1次選考を行う。

第1次選考基準の変更

新潟大学 編入学 選抜方式 募集停止 実施 第2年次編入学（学士入学）の募集停止　※文部科学省へ申請中

前期 70名 60名 募集人員の変更

後期 － 20名 後期日程の廃止

総合型Ⅱ 10名 － 総合型（共通テストを課す選抜／※富山県内出身者対象）を新規実施

超然特別入試

（A-lympiad選抜）
募集区分 Ⅱ（共通テストを課す選抜）：若干名 － 超然特別入試（A-lympiad選抜）を新規実施

2次科目 TOEFL-iBTスコアの提出を求める 英語筆記試験 英語の評価方法を筆記試験→TOEFL-iBTスコアに変更

最終科目 個人面接およびグループ面接 個人面接 最終選考にグループ面接を追加

選抜基準 第2次選考の合格者数を募集人員の約4倍とする 第2次選考の合格者数を募集人員の約3倍とする 第2次選考の合格者数を変更

一般・学校推薦型 募集区分 地域枠 地域医療枠 募集区分の名称変更

前期 一般枠68名，地域枠7名 一般枠64名，地域枠11名

後期 一般枠14名，地域枠1名 一般枠15名

学校推薦型 一般枠18名，地域枠7名 一般枠21名，地域枠4名

京都大学 一般 2段階選抜

大学入学共通テスト5教科7科目の得点（ただし，英語はリーディン

グを150点満点に，リスニングを50点満点になるように換算）の合

計が900点満点中630点以上の者のうちから，募集人員の約3倍ま

での者を総得点の順位に従って第1段階選抜の合格者とする。

入学志願者が学科募集人員の約3.0倍を上回った場合は，大学入

学共通テストに利用する教科・科目の得点（ただし，英語はリーディ

ングを150点満点に，リスニングを50点満点になるように換算）の合

計により，第1段階選抜を行うことがある。

第1段階選抜の基準を変更

－ 大学新設 大阪公立大学〔仮称〕 大阪市立大学・大阪府立大学 大阪市立大学と大阪府立大学が統合し，大阪公立大学に

全ての区分 入学金 282,000円〔大阪府民およびその子〕
【大阪市立大学】

222,000円〔大阪市民およびその子〕
入学金を旧大阪府立大学の金額に統一

前期 募集人員 75名 80名（一般枠75名，大阪府指定医療枠5名） 募集人員の変更

配点

面接（300点満点），大学入学共通テスト（900点満点），およ

び出願書類（100点満点）の得点を総合的に評価して合格者を決

定

面接（200点満点），大学入学共通テスト（900点満点），およ

び出願書類（100点満点）の得点を総合的に評価して合格者を決

定

配点の変更

英語民間試験

大学入学共通テストの外国語（英語）の得点が200点満点中180

点以上の場合は，大学入学共通テストの外国語（英語）の得点

を満点とみなし，160～179点の場合は10点を加点する。

大学入学共通テストの外国語（英語）の得点を満点とみなす。 英語民間試験の活用方法の変更

総合型

（国際バカロレア型）
出願資格

・国際バカロレア試験の総合成績が39点以上の者

・国際バカロレア資格取得において，本学科が指定する科目を履修

し，指定する成績を収めていること

　数学HL(成績6以上)

　生物(HL)，化学(HL)，物理(HL)から2科目(それぞれ成績6以上)

・学科が指定する英語民間試験に関する書類を提出できる者

・国際バカロレア試験の総合成績が38点以上の者

・国際バカロレア資格取得において，本学科が指定する科目を履修

し，指定する成績を収めていること

　数学SL(成績5以上)または数学HL(成績4以上)

　生物(HL)，化学(HL)，物理(HL)から2科目

・学科が指定する英語民間試験に関する書類を提出できる者

出願資格の変更

島根大学

学校推薦型

（緊急医師確保）

（対策枠）

出願資格
出願前に島根県内の医療機関において医療体験活動（オンライン

実施）を行い，島根県の担当者による面接を受けること

出願前に島根県内の医療機関において医療体験活動を行い，島

根県の担当者による面接を受けること
出願資格の一部変更（令和4年度に限る）

長崎大学
学校推薦型ⅡA（地域

医療枠），ⅡB（地域

医療特別枠）

出願資格

地域医療ゼミナールを受講すること

開講日：7/31（予備日8/7）

①講義（60～90分）②レポート作成（60分）

※レポート等は面接時の参考資料とする

－ 出願資格の追加

前期 87名 90名 募集人員の変更

学校推薦型Ⅱ 23名（一般枠5名，熊本みらい医療枠10名，地域枠8名） 20名（一般枠15名，地域枠5名）
熊本みらい医療枠（共通テストを課す選抜／※熊本県内出身者対象）を新規実

施，募集人員の変更

前期・後期 募集人員 60名（前期45名，後期15名） 70名（前期50名，後期20名） 募集人員の変更

学校推薦型 募集区分 全国地域枠（共通テストを課す選抜） 一般枠（共通テストを課す選抜） 募集区分の変更

学校推薦型

（地域特別枠）
出願資格 宮崎県内高等学校を卒後2年目までの者

宮崎県内高等学校を卒後1年目までの者，宮崎県内小学校および

中学校を卒業した現役生
出願資格の変更

前期 2次科目 英語，数学，理科《物，化，生から2科目》，面接 英語，数学，面接 理科を追加

後期 2次科目 英語，面接 英語，化学，面接 理科を削除

2022年度 国公立医学部〔防衛医科大学校を含む〕 入試変更点

弘前大学

福島県立医科大学

北海道大学

募集人員

筑波大学

宮崎大学

富山大学 募集人員

大阪公立大学

〔仮称〕

熊本大学 募集人員

出願資格

広島大学

学校推薦型

横浜市立大学

募集人員の変更

募集人員

千葉大学

出願資格の変更

浜松医科大学
募集人員 募集人員の変更

編入学

金沢大学



大学名 区分 項目 2022年度 2021年度 変更点

琉球大学 学校推薦型Ⅱ 募集人員 5名 17名 募集人員の変更

◎学科は全て択一式+記述式

【1次】英語，数学，国語，理科（物理・化学・生物から2科目選

択），小論文

【2次】口述試験，身体検査

◎英語・数学・国語は択一式+記述式，理科は記述式

【1次】英語〔択一式+記述式〕，数学〔択一式+記述式〕，国語

〔択一式+記述式〕，理科（物理・化学・生物から2科目選択）

〔記述式〕

【2次】口述試験，小論文，身体検査

試験科目および試験方式の変更

※全科目が〔択一式＋記述式〕に変更

※小論文が2次試験時の実施から1次試験時の実施に変更

国語（国語総合〔古文・漢文を除く〕，現代文B） 国語（国語総合，現代文B） 国語の出題範囲の変更

1次日程 1日間 2日間 第1次試験の日程を2日間から1日間に集約

※出願予定の大学は，必ず募集要項で確認してください。

防衛医科大学校
試験科目

一般
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大学名 区分 項目 2022年度 2021年度 変更点

共通テスト 選抜方式

新規実施

【1次】英語〔リスニング含む〕，数学〔Ⅰ・A，Ⅱ・B〕，国〔現代文の

み〕，理科〔物理・化学・生物から2科目〕

【2次】面接 ※1次試験合格者のみ

－ 大学入学共通テスト利用選抜の新規実施

一般・共通テスト 募集定員 一般枠45名（うち大学入学共通テスト利用選抜5名） 一般枠45名 募集定員の内訳変更

選抜方式

募集定員

45名（公募10名，指定校20名，指定校〔栃木県地域枠〕5名以

内，系列校10名以内）

35名（公募10名，指定校20名，指定校〔栃木県地域枠〕5名以

内）
募集定員の変更，学校推薦型（系列校）の新規実施

出願要件

北関東3県（栃木・群馬・茨城），埼玉県，福島県及び東京都

の各都県内高等学校等を卒業見込みの者，または本人もしくは保

護者が，平成31年4月1日から引き続き当該地域に在住している者

北関東3県（栃木・群馬・茨城），埼玉県及び福島県の各県内

高等学校等を卒業見込みの者，または本人もしくは保護者が，平

成30年4月1日から引き続き当該地域に在住している者

出願資格の変更（対象地域に東京都を追加）

総合型 3名以内 7名以内 募集定員の変更

一般 57名 63名 募集定員の変更

一般・共通テスト 入試日程 共通テスト利用選抜第2次試験と一般選抜第2次試験を同一の日程で実施 共通テスト利用選抜第2次試験と一般選抜第2次試験を別の日程で実施 入試日程の変更

一般・共通テスト

（栃木県地域枠）
選抜方法 共通テスト利用選抜と一般選抜の受験者から選考 一般選抜の受験者から選考 選抜方法の変更

－ 学費
入学金1,500,000円，教育充実費〔初年度〕3,600,000円，教育

充実費〔2年次以降〕2,100,000円/年

入学金1,000,000円，教育充実費〔初年度〕5,100,000円，教育

充実費〔2年次以降〕1,900,000円/年
学費の一部変更（6年間総額は変更なし）

共通テスト
募集人員

選抜方式
－ 12名 大学入学共通テスト利用入試（B方式：地域別選抜）の停止

特別選抜 選抜方式 （詳細未定） － 卒業生推薦入試の新規実施

東京慈恵会医科大学
一般

（東京都地域枠）
選抜方式 － 実施 東京都地域枠入試の廃止

募集人員 105名（N方式第1期90名，N方式第2期15名） 107名（A方式97名，N方式第1期10名） 募集人員および募集方式の変更

2次科目 英語，数学〔記述式〕，面接 小論文，面接および適性検査（心理テスト） 小論文・適性検査→英語・数学に変更

募集人員 5名 3名 募集人員の変更

2次科目 面接 小論文，面接および適性検査（心理テスト） 小論文・適性検査の廃止

前期 90名（地域枠10名を含む） 91名（地域枠10名を含む）

後期 20名（地域枠6名を含む） 23名（地域枠6名を含む）

総合型 － 2名 総合型の廃止

学校推薦型 6名 － 学校推薦型を新規実施

編入学
募集人員

選抜方式
－ 15名 一般編入学選抜（秋学期）の廃止

特別選抜 選抜方式 1次：英語，小論文〔800字〕，2次：面接 －

医学部医学科特別選抜（展学のすすめ）の新規実施

※1年次秋入学として行われていた一般編入学選抜を，1年次春入学の特別選抜として再編し

たもので，出願要件は変更なし。

－ キャンパス名称 湘南キャンパス伊勢原校舎 伊勢原キャンパス キャンパス名称の変更

総合型

学校推薦型
募集人員

総合型（AO入試）21名，総合型（卒業生子女入試）8名，学

校推薦型（指定校・指定地域）6名

総合型（AO入試）20名，総合型（卒業生子女入試）7名，学

校推薦型（指定校・指定地域）5名
募集人員の変更

編入学
募集人員

選抜方式
－ （3名）※2021年度は募集停止 編入学選抜の廃止

入試日程
試験日自由選択制

（2日間のうち，いずれか1日または両日受験可能）
大学が指定する日程（1日） 入試日程の変更

試験会場

東京：東京流通センター

名古屋：TKPガーデンシティPREMIUM名古屋ルーセントタワー

福岡：福岡国際会議場

東京：ベルサール渋谷ガーデン，ベルサール渋谷ファースト

名古屋：TKP名古屋駅前カンファレンスセンター

福岡：福岡県中小企業振興センター

試験会場の変更

関西医科大学
一般

共通テスト利用
募集人員

一般前期53名，一般後期と共通テスト利用後期合わせて5名，

共通テスト・一般選抜併用13名，共通テスト利用前期12名

一般前期55名，一般後期と共通テスト利用後期合わせて10名，

共通テスト・一般選抜併用10名，共通テスト利用前期10名
募集人員の変更

近畿大学 地域枠 募集人員
17名（大阪府3名，奈良県2名，和歌山県2名，静岡県10名）

※認可申請中
12名（大阪府3名，奈良県2名，和歌山県2名，静岡県5名） 募集人員の変更

一般A 約78名 約80名

兵庫県推薦枠 3名 5名

一般B 2次配点 英語資格検定試験・調査書40点，課題型面接・個人面接40点 英語資格検定試験・調査書50点，課題型面接・個人面接30点 配点の変更

一般 80名 85名

学校推薦型 25名以内 20名以内

福岡大学 共通テスト利用 入試日程 共通テスト利用Ⅰ期を新規実施，共通テスト利用Ⅲ期を廃止 共通テスト利用Ⅰ期を中止，共通テスト利用Ⅲ期を新規実施
入試日程の変更

※新型コロナウイルスの影響で2021年度に変更した入試日程を従来の形に戻すもの。

東北医科薬科大学

2022年度 私立医学部 入試変更点

※出願予定の大学は，必ず募集要項で確認してください。

産業医科大学

日本医科大学 募集人員

募集人員 募集人員の変更

募集人員の変更

昭和大学

学校推薦型

獨協医科大学

募集人員の変更

募集定員

募集人員

一般前期

金沢医科大学

日本大学

一般

校友子女選抜

東海大学

兵庫医科大学


