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 第１回指定校・枠推薦 
校内選考申込期間 

 第２回指定校・枠推薦 
校内選考申込期間 

10/7 第２回 
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出願決定者説明会 

9/20     第 2 回開示 
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指定校・枠推薦 
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大学名 学部名 学科〔専攻＜コース＞〕 日程

小樽商科大 商 　 後

北見工業大 工 全 前

理工 全 後

理工夜 創造工 後

理 理 後

農 食料生命環境 後

埼玉大 理 基礎化 前

お茶の水女子大 理 数,物理 後

新潟大 経済科 総合経済 後

富山大 理 自然環境科 後

京都工芸繊維大 工芸科 応用生物学 後

香川大 農 応用生物科 後

鹿児島大 共同獣医 獣医 後

理 物質地球科[物理系],海洋自然科[化学系] 後

工 工 後

室蘭工業大

山形大

琉球大

大学名 学部名 学科〔専攻＜コース＞〕 日程

釧路公立大 経済 全 前

公立はこだて未来大 システム情報科 　 後

経営経済 全 後

人文社会 人文 後

全 前

英文/３教科３科目型 前

英文/５教科５科目型 前

教養 全 前

山梨県立大 国際政策 全 後

企業情報 企業情報 前

社会福祉 社会福祉 前

環境ツーリズム 環境ツーリズム 前

富山県立大 工 全 後

日本文化 全 後

外国語 全(ヨーロッパ[スペイン語･ポルト
ガル語圏<★スペイン語圏,★ポル
トガル語圏>]を含む)

後

教育福祉 全      後

京都府立大 生命環境 全      後

経済/高得点      後

経済/ユニーク      後

商       後

農 緑地環境科      後

兵庫県立大 環境人間 環境人間      後

島根県立大 地域政策 地域政策      前

岡山県立大 保健福祉 栄養      後

名桜大 人間健康 ★健康情報 後

青森公立大

都留文科大

長野大

愛知県立大

大阪公立大

文

経済

私立大 札幌大谷大学 2023年度大学入学共通テスト利用選抜入学検定料無料
出願時・
受験時

全学部・全学科

私立大 千葉工業大学
「クロスエントリーシステム」
大学入学共通テスト利用選抜入学検定料無料

出願時・
受験時

全学部・学科
すべての入試で検定料全額免除

私立大 麗澤大学 大学入学共通テスト利用選抜入学検定料無料
出願時・
受験時

全学部・全学科
大学入学共通テスト利用（前期・中期・後期）※英語４技能プラス含む

私立大 大阪観光大学
2023年度入学者選抜すべての入試区分出願者の入学検定料を
全額補助し無償化（「コロナ特別奨学金制度」の一環）

出願時・
受験時

全学部・全学科（入試方式、日本人、留学生問わず）

私立大 九州保健福祉大学 すべての入学検定料を免除
出願時・
受験時

全ての学部・学科
すべての入試で検定料全額免除

区分 大学名
支援の種類

「その他」の具体的内容
申請時期 割引が適用される対象学部、対象入試方式、条件

９月特集 共通テストにまつわる話 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

小樽商科大学 当年度入試のみ

帯広畜産大学 過年度含む

北見工業大学 過年度含む

北海道大学 当年度入試のみ

北海道教育大学旭川校 過年度含む

北海道教育大学岩見沢校 過年度含む

北海道教育大学釧路校 過年度含む

北海道教育大学札幌校 過年度含む

北海道教育大学函館校 過年度含む

室蘭工業大学 過年度含む

弘前大学 過年度含む

岩手大学 過年度含む

東北大学 過年度含む

秋田大学 過年度含む

福島大学 過年度含む

筑波技術大学 過年度含む

茨城大学 過年度含む

筑波大学 過年度含む

宇都宮大学 過年度含む

群馬大学 過年度含む

埼玉大学 過年度含む

東京海洋大学 過年度含む

お茶の水女子大学 過年度含む

電気通信大学 過年度含む

東京大学 過年度含む

東京医科歯科大学 当年度入試のみ

東京外国語大学 過年度含む

東京学芸大学 過年度含む

東京芸術大学 過年度含む

東京工業大学 過年度含む

東京農工大学 当年度入試のみ

横浜国立大学 過年度含む

上越教育大学 過年度含む

長岡技術科学大学 過年度含む

新潟大学 過年度含む

富山大学 過年度含む

金沢大学 過年度含む

福井大学 当年度入試のみ

山梨大学 過年度含む

信州大学 過年度含む

岐阜大学 当年度入試のみ

静岡大学 過年度含む

愛知教育大学 当年度入試のみ

豊橋技術科学大学 過年度含む

名古屋大学 過年度含む

名古屋工業大学 過年度含む

三重大学 －

滋賀大学 当年度入試のみ

京都大学 過年度含む

京都工芸繊維大学 過年度含む

大阪大学 過年度含む

神戸大学 過年度含む

兵庫教育大学 過年度含む

奈良女子大学 当年度入試のみ

和歌山大学 当年度入試のみ

鳥取大学 過年度含む

島根大学 過年度含む

広島大学 過年度含む

山口大学 当年度入試のみ

徳島大学 当年度入試のみ

鳴門教育大学 過年度含む

香川大学 当年度入試のみ

九州工業大学 過年度含む

福岡教育大学 過年度含む

佐賀大学 過年度含む

大学名 掲載年度

長崎大学 過年度含む

熊本大学 過年度含む

大分大学 当年度入試のみ

宮崎大学 当年度入試のみ

鹿児島大学 過年度含む

琉球大学 過年度含む

公立はこだて未来大学 過年度含む

名寄市立大学 過年度含む

公立千歳科学技術大学 過年度含む

青森公立大学 過年度含む

岩手県立大学 過年度含む

宮城大学 当年度入試のみ

秋田公立美術大学 当年度入試のみ

山形県立米沢栄養大学 過年度含む

山形県立保健医療大学 過年度含む

茨城県立医療大学 過年度含む

前橋工科大学 過年度含む

群馬県立県民健康科学大学 過年度含む

群馬県立女子大学 過年度含む

千葉県立保健医療大学 過年度含む

神奈川県立保健福祉大学 －

川崎市立看護大学 当年度入試のみ

横浜市立大学 当年度入試のみ

長岡造形大学 当年度入試のみ

富山県立大学 当年度入試のみ

金沢美術工芸大学 過年度含む

公立小松大学 過年度含む

福井県立大学 当年度入試のみ

山梨県立大学 過年度含む

都留文科大学 過年度含む

長野大学 過年度含む

岐阜薬科大学 過年度含む

静岡県立農林環境専門職大学 当年度入試のみ

愛知県立大学 当年度入試のみ

愛知県立芸術大学 過年度含む

名古屋市立大学 過年度含む

滋賀県立大学 過年度含む

福知山公立大学 過年度含む

京都市立芸術大学 過年度含む

京都府立大学 過年度含む

京都府立医科大学 過年度含む

大阪公立大学 当年度入試のみ

神戸市外国語大学 当年度入試のみ

芸術文化観光専門職大学 過年度含む

奈良県立大学 当年度入試のみ

公立鳥取環境大学 過年度含む

島根県立大学 当年度入試のみ

新見公立大学 過年度含む

岡山県立大学 過年度含む

尾道市立大学 過年度含む

県立広島大学 当年度入試のみ

広島市立大学 過年度含む

下関市立大学 過年度含む

香川県立保健医療大学 過年度含む

高知県立大学 過年度含む

北九州市立大学 過年度含む

福岡女子大学 過年度含む

宮崎県立看護大学 過年度含む

沖縄県立看護大学 過年度含む

沖縄県立芸術大学 過年度含む

防衛医科大学校 当年度入試のみ

防衛大学校 過年度含む

岩手県立大学盛岡短期大学部 過年度含む

静岡県立農林環境専門職大学短期大学部 当年度入試のみ

島根県立大学短期大学部 当年度入試のみ

大学名 掲載年度

旭川大学 －

北海学園大学 過年度含む

北海道医療大学 過年度含む

北海道情報大学 過年度含む

札幌大谷大学 －

八戸学院大学 過年度含む

東北学院大学 過年度含む

東北工業大学 －

東北文化学園大学 －

日本赤十字秋田看護大学 －

医療創生大学 －

茨城キリスト教大学 過年度含む

自治医科大学 過年度含む

文星芸術大学 －

群馬医療福祉大学 過年度含む

群馬パース大学 過年度含む

埼玉工業大学 －

獨協大学 過年度含む

文教大学 当年度入試のみ

明海大学 －

平成国際大学 －

敬愛大学 －

帝京平成大学 当年度入試のみ

東京成徳大学 －

東洋学園大学 －

亜細亜大学 過年度含む

桜美林大学 －

北里大学 過年度含む

共立女子大学 当年度入試のみ

杏林大学 －

駒澤大学 過年度含む

芝浦工業大学 過年度含む

昭和大学 過年度含む

昭和女子大学 当年度入試のみ

創価大学 過年度含む

大正大学 －

大東文化大学 当年度入試のみ

拓殖大学 －

多摩大学 －

玉川大学 －

多摩美術大学 －

中央大学 過年度含む

帝京大学 当年度入試のみ

東京音楽大学 －

東京家政学院大学 －

東京薬科大学 過年度含む

東京理科大学 当年度入試のみ

東洋大学 過年度含む

日本大学 当年度入試のみ

日本女子大学 過年度含む

日本体育大学 －

明治学院大学 当年度入試のみ

大学名 掲載年度

立教大学 当年度入試のみ

立正大学 過年度含む

早稲田大学 過年度含む

東京純心大学 －

東京富士大学 過年度含む

神奈川大学 当年度入試のみ

関東学院大学 －

相模女子大学 －

鶴見大学 過年度含む

湘南鎌倉医療大学 過年度含む

金沢星稜大学 －

岐阜協立大学 －

藤田医科大学 過年度含む

長浜バイオ大学 －

びわこ学院大学 －

京都外国語大学 当年度入試のみ

京都女子大学 過年度含む

同志社女子大学 過年度含む

立命館大学 過年度含む

大阪医科薬科大学 過年度含む

大阪大谷大学 －

関西大学 当年度入試のみ

関西医科大学 過年度含む

近畿大学 過年度含む

桃山学院大学 －

大阪人間科学大学 －

大阪保健医療大学 －

神戸薬科大学 過年度含む

関西福祉大学 過年度含む

岡山理科大学 当年度入試のみ

川崎医療福祉大学 過年度含む

広島経済大学 －

広島女学院大学 －

広島国際大学 当年度入試のみ

松山大学 当年度入試のみ

立命館アジア太平洋大学 過年度含む

旭川大学短期大学部 －

札幌大谷大学短期大学部 －

八戸学院大学短期大学部 －

日本赤十字秋田短期大学 －

群馬医療福祉大学短期大学部 過年度含む

共立女子短期大学 当年度入試のみ

帝京大学短期大学 当年度入試のみ

東京成徳短期大学 －

日本大学短期大学部 当年度入試のみ

相模女子大学短期大学部 －

鶴見大学短期大学部 過年度含む

金沢星稜大学女子短期大学部 －

京都外国語短期大学 当年度入試のみ

近畿大学短期大学部 過年度含む

川崎医療短期大学 過年度含む

大学名 掲載年度



 

 

９月寄稿 入試形態に応じた準備  
～３年次生の今、２年次生受験０学期に向けて～ 


