
学 科 系 統 別 難 易 ラ ン キ ン グ 
 【国公立大学・文系版】 西北出版／大学入試研究会 

・ 偏差値は合格可能性 60％を示しています。各大学の入試科目、配点などを基準に算出しています。各枠内は２次試験の前期→中期→後期→その他の

順、その中で国立→公立の順、更に国立・公立内で北から都道府県別・50 音順に掲載しています。 

・ また、各大学の末尾に記載されている丸囲みの数字は、センター試験ならびに個別試験での英数国理社の科目数を表しています。 

・ 白丸はセンター試験、黒丸は個別試験での必要な科目数を示しています。 

・ 複数の丸が付いている場合は、受験可能な科目数を列記しています。 

 

人文科学系統 
 
70 以上 

<前期>  

東京大 [文科三類]文科三類⑧❺ 

東京外国語大 [国際日本]国際日本⑤⑥❷ 

京都大 [文]人文⑧❹ 

 

<後期>  

筑波大 [人文・文化]人文⑦⑧ 

お茶の水女子大 [文教育]人文科学③④⑤ 

金沢大 [一括入試文系]一括入試文系③④⑤、

[人間社会]人文③④ 

神戸大 [文]人文⑦⑧❶ 

群馬県立女子大 [国際コミュニケーション]全課程

①② 

愛知県立大 [外国語]英米③ 

京都府立大 [文]歴史③❶ 

67.5～69.9 

<前期>  

お茶の水女子大 [生活科学]心理⑦⑧❷ 

東京外国語大 [言語文化]言語文化⑤⑥❷ 

名古屋大 [文]人文⑦⑧❹ 

大阪大 [文]人文⑧❸、[人間科学]人間科学⑦⑧

❸ 

京都府立大 [文]歴史③❸ 

 

<中期>  

都留文科大 [文]比較文化③④❶ 

 

<後期>  

北海道大 [文]人文科学⑧ 

筑波大 [人文・文化]比較文化⑦⑧ 

三重大 [人文]文化③④ 

奈良女子大 [文]人文社会、言語文化、人間科学

⑦⑧❷ 

九州大 [文]人文⑧ 

愛知県立大 [外国語]ヨーロッパ③、中国③、[日本

文化]国語国文⑤⑥、歴史文化⑤⑥ 

京都府立大 [文]日本・中国文③❶、和食文化⑤ 

神戸市外国語大 [外国語]イスパニア④⑤ 

65.0～67.4 

<前期>  

東北大 [文]人文社会⑦⑧❸ 

筑波大 [人文・文化]比較文化⑦⑧❸ 

大阪大 [外国語]外国語⑧❸ 

神戸大 [文]人文⑦⑧❸ 

九州大 [文]人文⑧❹ 

首都大学東京 [人文社会]人間社会⑥⑦❸、人文

⑥⑦❸ 

都留文科大 [文]国文③④、比較文化③④ 

京都府立大 [文]日本・中国文③❸、欧米言語文

化③❸、和食文化⑤⑥❸ 

神戸市外国語大 [外国語]英米④⑤❶、中国④⑤

❶ 

 

<中期>  

都留文科大 [文]国文③④❶ 

 

<後期>  

岩手大 [人文社会科学]人間文化③④ 

千葉大 [文]人文⑦⑧ 

静岡大 [人文社会科学]社会③④、言語文化③④ 

岡山大 [文]人文⑥⑦ 

広島大 [文]人文⑧ 

首都大学東京 [人文社会]人間社会⑦⑧、人文⑦

⑧ 

名古屋市立大 [人文社会]心理教育⑤⑥、国際文

化⑤⑥ 

京都府立大 [文]欧米言語文化③❶ 

大阪市立大 [文]全学科⑦⑧ 

神戸市外国語大 [外国語]英米④⑤、ロシア④⑤、

中国④⑤ 

62.5～64.9 

<前期>  

北海道大 [総合入試文系]全学科⑧❸、[文]人文

科学⑧❸ 

筑波大 [人文・文化]人文⑦⑧❸、日本語・日本文

化⑦⑧❸ 

千葉大 [文]人文⑦⑧❸ 

お茶の水女子大 [文教育]人文科学⑦⑧❷、言語

文化⑦⑧❷ 

信州大 [人文]人文③④⑤ 

岡山大 [文]人文⑦⑧❷ 

広島大 [文]人文⑧❷ 

名古屋市立大 [人文社会]心理教育⑤⑥❷、国際

文化⑤⑥❷ 

大阪市立大 [文]全学科⑦⑧❷ 

神戸市外国語大 [外国語]ロシア④⑤❶、イスパニ

ア④⑤❶ 

 

<後期>  

信州大 [人文]人文⑥⑦ 

熊本大 [文]総合人間⑦⑧、歴史⑦⑧、文⑦⑧、コ

ミュニケーション情報⑦⑧ 

静岡文化芸術大 [文化政策]国際文化②❶ 

滋賀県立大 [人間文化]地域文化④⑤ 

県立広島大 [人間文化]国際文化④⑤ 

北九州市立大 [文]人間関係③④、比較文化③④ 

60.0～62.4 

<前期>  

金沢大 [人間社会]人文⑧❷ 

静岡大 [人文社会科学]社会⑦⑧❷ 

奈良女子大 [文]人文社会、言語文化、人間科学

⑦⑧❷ 

群馬県立女子大 [国際コミュニケーション]全課程

③④ 

愛知県立大 [日本文化]国語国文⑤⑥❷、歴史文

化⑤⑥❷ 

 

<後期>  

茨城大 [人文社会科学]人間文化⑤⑥ 

新潟大 [人文]人文⑦⑧ 

富山大 [人文]人文⑤⑥ 

岐阜大 [地域科学]地域政策、地域文化⑦⑧ 

鹿児島大 [法文]人文③ 

尾道市立大 [芸術文化]日本文③④❶ 

北九州市立大 [外国語]英米③④、中国③ 

熊本県立大 [文]日本語日本文④⑤ 

57.5～59.9 

<前期>  

岩手大 [人文社会科学]人間文化⑥⑦❷ 

茨城大 [人文社会科学]人間文化⑦⑧❶ 

岐阜大 [地域科学]地域政策、地域文化⑦⑧❶ 

静岡大 [人文社会科学]言語文化⑦⑧❷ 

山口大 [人文]人文④❷ 

熊本大 [文]総合人間⑦⑧❷、歴史⑦⑧❷、文⑦

⑧❷、コミュニケーション情報⑦⑧❷ 

群馬県立女子大 [文]国文③④❶ 

静岡文化芸術大 [文化政策]国際文化④⑤❷ 

愛知県立大 [外国語]英米⑥⑦❷、ヨーロッパ⑥⑦

❷ 

滋賀県立大 [人間文化]地域文化⑤⑥❷ 

県立広島大 [人間文化]国際文化④⑤❷ 

北九州市立大 [外国語]英米③④❶、[文]比較文

化③④ 

 

<中期>  

都留文科大 [文]英文③④❶ 

 

<後期>  

弘前大 [人文社会科学]文化創生⑦⑧ 

島根大 [法文]言語文化⑤ 

山口大 [人文]人文④ 

高知大 [人文社会科学]人文社会科学③④ 

琉球大 [人文社会]人間社会⑥⑦ 

群馬県立女子大 [文]国文③④、英米文化③④ 

山口県立大 [国際文化]国際文化④⑤、文化創造

④⑤ 

熊本県立大 [文]英語英米文④⑤❶ 

55.0～57.4 

<前期>  

新潟大 [人文]人文⑦⑧❸ 

富山大 [人文]人文⑦⑧❷ 

三重大 [人文]文化⑦⑧❷ 

島根大 [法文]言語文化⑦⑧❷ 

香川大 [医]臨床心理⑦⑧❷ 

高知大 [人文社会科学]人文社会科学③④⑥⑦

❷ 

鹿児島大 [法文]人文⑦⑧❷ 

琉球大 [人文社会]人間社会⑥⑦ 

群馬県立女子大 [文]英米文化③④❶ 

公立小松大 [国際文化交流]国際文化交流⑤⑥ 

静岡県立大 [国際関係]国際言語文化③❶ 

愛知県立大 [外国語]中国⑥⑦❷ 

尾道市立大 [芸術文化]日本文③④❶ 

山口県立大 [国際文化]文化創造④⑤ 

北九州市立大 [文]人間関係③④ 

熊本県立大 [文]日本語日本文④⑤❶、英語英米

文④⑤❶ 

 

<後期>  

高知県立大 [文化]文化③④ 

52.5～54.9 

<前期>  

弘前大 [人文社会科学]文化創生⑦⑧❷ 

都留文科大 [文]英文③④ 

山口県立大 [国際文化]国際文化④⑤ 

高知県立大 [文化]文化③④ 

北九州市立大 [外国語]中国③❶ 

 

<中期>  

公立小松大 [国際文化交流]国際文化交流④⑤ 

 

<後期>  

琉球大 [人文社会]琉球アジア文化⑥⑦ 

50.0～52.4 

<前期>  

琉球大 [人文社会]琉球アジア文化⑥⑦ 

島根県立大 [人間文化]地域文化⑤⑥ 

 

<後期>  

島根県立大 [人間文化]地域文化④⑤ 

 

社会科学系統 
 



70 以上 

<前期>  

東京大 [文科一類]文科一類⑧❺、[文科二類]文

科二類⑧❺ 

一橋大 [商]経営、商⑦⑧❹❺、[法]法律⑦⑧❹

❺、[社会]社会⑦⑧❹❺ 

京都大 [法]全学系⑧❹、[経済]経済経営⑥⑧❸

❹ 

 

<後期>  

東北大 [経済]経済、経営⑦⑧❷ 

一橋大 [経済]経済⑥⑦❷ 

金沢大 [一括入試文系]一括入試文系③④⑤、

[人間社会]地域創造②③ 

京都大 [法]全学系⑧ 

神戸大 [法]法律⑦⑧ 

九州大 [法]全学科目⑧、[経済]経済・経営⑦ 

67.5～69.9 

<前期>  

筑波大 [社会・国際]社会⑤⑥❷ 

一橋大 [経済]経済⑦⑧❹❺ 

大阪大 [法]法⑧❸、国際公共政策⑧❸、[経済]

経済・経営⑦⑧❸ 

 

<後期>  

北海道大 [法]法学⑧、[経済]経済、経営⑧ 

横浜国立大 [経済]経済⑧❶、[経営]経営⑥⑦❷ 

広島大 [法]法③、[経済]経済⑧ 

京都府立大 [公共政策]公共政策⑤⑥ 

大阪市立大 [法]法⑦⑧ 

65.0～67.4 

<前期>  

北海道大 [経済]経済、経営⑧❸ 

東北大 [経済]経済、経営⑦⑧❸ 

横浜国立大 [経営]経営⑥⑦ 

名古屋大 [法]法律・政治⑦⑧❷、[経済]経済、経

営⑦⑧❸、[情報]人間・社会情報⑦⑧❷ 

神戸大 [法]法律⑦⑧❸、[経済]経済⑦⑧❶❷

❸、[経営]経営⑦⑧❸ 

九州大 [法]全学科目⑧❸、[経済]経済・経営⑧❸ 

首都大学東京 [法]法③❷ 

都留文科大 [教養]地域社会③④ 

京都府立大 [公共政策]公共政策⑤⑥❷ 

 

<中期>  

都留文科大 [教養]地域社会③④ 

 

<後期>  

埼玉大 [経済]経済⑦⑧ 

千葉大 [法政経]法政経⑦⑧ 

横浜国立大 [都市科学]都市社会共生⑦⑧❶ 

静岡大 [人文社会科学]法③④ 

三重大 [人文]法律経済③④ 

九州大 [経済]経済工⑥ 

首都大学東京 [経済経営]経済経営⑦⑧、[都市

環境]都市政策科学⑦⑧ 

山梨県立大 [国際政策]総合政策③④ 

静岡文化芸術大 [文化政策]文化政策②❶ 

名古屋市立大 [経済]全学科⑤⑥❶、[人文社会]

現代社会⑤⑥ 

大阪市立大 [商]全学科④、[経済]経済⑦⑧ 

大阪府立大 [地域保健]教育福祉③④ 

62.5～64.9 

<前期>  

北海道大 [総合入試文系]全学科⑧❸、[法]法学

⑧❸ 

東北大 [法]法⑦⑧❸ 

横浜国立大 [経済]経済⑧❷、[都市科学]都市社

会共生⑦⑧❶ 

滋賀大 [経済]社会システム③⑦⑧❷ 

広島大 [法]法⑦❷ 

首都大学東京 [経済経営]経済経営⑥⑦⑧❷❸ 

名古屋市立大 [人文社会]現代社会⑤⑥❷ 

京都府立大 [公共政策]福祉社会⑤⑥❷ 

大阪市立大 [法]法⑦⑧❷ 

 

<中期>  

高崎経済大 [経済]全学科③④❷ 

長野大 [企業情報]企業情報④⑤❷ 

 

<後期>  

岩手大 [人文社会科学]地域政策③④ 

福島大 [人文社会]行政政策⑦⑧ 

新潟大 [法]法⑦⑧、[経済]経済⑦⑧ 

富山大 [経済]経済③ 

信州大 [経法]応用経済⑥⑦❶ 

静岡大 [人文社会科学]経済⑥⑦ 

滋賀大 [経済]経済③⑦⑧❷、企業経営③⑦⑧

❷、会計情報③⑦⑧❷ 

岡山大 [法]法⑦⑧、[経済]経済⑦⑧ 

熊本大 [法]法⑦⑧ 

高崎経済大 [地域政策]全学科③④ 

愛知県立大 [教育福祉]社会福祉⑤⑥ 

京都府立大 [公共政策]福祉社会⑤⑥ 

大阪府立大 [現代システム科学]全学類⑤⑥ 

北九州市立大 [経済]経済③④、[法]法律③ 

60.0～62.4 

<前期>  

千葉大 [法政経]法政経⑦⑧❸ 

金沢大 [人間社会]地域創造⑦⑧❷ 

滋賀大 [経済]経済③⑦⑧❷、ファイナンス③⑦⑧

❷、企業経営③⑦⑧❷、会計情報③⑦⑧❷ 

岡山大 [法]法⑦⑧❷、[経済]経済⑦⑧❷ 

広島大 [経済]経済⑧❷ 

九州大 [経済]経済工⑦❸ 

高崎経済大 [地域政策]全学科③④⑤⑥❷ 

首都大学東京 [都市環境]観光科学⑦❸、都市政

策科学⑦⑧❸ 

名古屋市立大 [経済]全学科⑤⑥❷ 

大阪市立大 [商]全学科⑦⑧❸、[経済]経済⑦⑧

❸、[生活科学]人間福祉⑥⑦❷ 

 

<中期>  

兵庫県立大 [社会情報科学]社会情報科学⑥⑦

❷ 

 

<後期>  

小樽商科大 [商]全学科⑦⑧ 

茨城大 [人文社会科学]現代社会⑤⑥、法律経済

⑤⑥ 

新潟大 [経済]経営⑦⑧ 

富山大 [経済]経営③、経営法③ 

金沢大 [人間社会]法⑧ 

岐阜大 [地域科学]地域政策、地域文化⑦⑧ 

静岡大 [地域創造]全コース⑦⑧ 

滋賀大 [経済]ファイナンス③⑦⑧❷、社会システ

ム③⑦⑧❷ 

和歌山大 [経済]経済③④、[観光]観光③④ 

鳥取大 [地域]地域③④⑦⑧ 

島根大 [法文]法経③④、社会文化③④ 

香川大 [法]法⑦⑧ 

愛媛大 [法文]人文社会③④ 

長崎大 [経済]総合経済⑥⑦ 

鹿児島大 [法文]法経社会③④ 

青森公立大 [経営経済]経営② 

首都大学東京 [都市環境]観光科学⑥ 

静岡県立大 [経営情報]経営情報③④⑤ 

兵庫県立大 [国際商経]国際商経⑥⑦❶ 

岡山県立大 [保健福祉]保健福祉③④ 

県立広島大 [経営情報]経営⑤⑥❶ 

北九州市立大 [法]政策科③ 

57.5～59.9 

<前期>  

茨城大 [人文社会科学]現代社会⑦⑧❶、法律経

済⑦⑧❶ 

埼玉大 [経済]経済③⑦⑧❷ 

新潟大 [法]法⑦⑧❶、[経済]経営⑦⑧❸ 

金沢大 [人間社会]法⑧❷、経済⑧❷ 

信州大 [経法]応用経済⑦⑧❶、総合法律⑦⑧❶ 

岐阜大 [地域科学]地域政策、地域文化⑦⑧❶ 

静岡大 [人文社会科学]法⑦⑧❷、経済⑦⑧❷、

[地域創造]全コース③④⑦⑧❷ 

三重大 [人文]法律経済⑦⑧❷ 

熊本大 [法]法⑦⑧❷ 

高崎経済大 [経済]全学科④⑤❷ 

横浜市立大 [国際商]国際商③⑦⑧❶ 

福井県立大 [経済]経済③④⑤❷ 

山梨県立大 [国際政策]総合政策③④ 

静岡文化芸術大 [文化政策]文化政策④⑤❷ 

愛知県立大 [教育福祉]社会福祉⑤⑥❷ 

大阪府立大 [現代システム科学]マネジメント⑤

❷、[地域保健]教育福祉⑥⑦❶ 

県立広島大 [経営情報]経営⑤⑥❷ 

下関市立大 [経済]経済②③④⑤、国際商②③④

⑤ 

北九州市立大 [法]法律③④、政策科③④ 

熊本県立大 [総合管理]総合管理③④⑤⑥ 

 

<中期>  

長野大 [社会福祉]社会福祉④⑤❷、[環境ツーリ

ズム]環境ツーリズム④⑤❷ 

 

<後期>  

山形大 [人文社会科学]人文社会科学⑥⑦⑧❶ 

福島大 [人文社会]経済経営⑦⑧❶ 

群馬大 [社会情報]社会情報⑦⑧ 

山梨大 [生命環境]地域社会システム⑥⑦ 

山口大 [経済]全学科⑦⑧ 

香川大 [経済]経済⑥⑦ 

佐賀大 [経済]経済⑤⑥ 

琉球大 [人文社会]国際法政④ 

青森公立大 [経営経済]経済② 

岩手県立大 [社会福祉]社会福祉③④ 

埼玉県立大 [保健医療福祉]社会福祉子ども③④ 

山梨県立大 [人間福祉]福祉コミュニティ③④ 

福知山公立大 [地域経営]医療福祉経営⑤⑥ 

公立鳥取環境大 [経営]経営③ 

島根県立大 [総合政策]総合政策②③ 

福山市立大 [都市経営]都市経営⑤⑥ 

山口県立大 [社会福祉]社会福祉③④ 

高知県立大 [社会福祉]社会福祉① 

高知工科大 [経済・マネジメント]全専攻③❶ 

北九州市立大 [経済]経営情報③④ 

長崎県立大 [国際社会]国際社会⑤⑥❶ 

熊本県立大 [総合管理]総合管理③④⑤⑥ 

55.0～57.4 

<前期>  

小樽商科大 [商]全学科⑦⑧❸ 

岩手大 [人文社会科学]地域政策⑥⑦❷ 

山形大 [人文社会科学]人文社会科学⑥⑦⑧❶ 

宇都宮大 [地域デザイン科学]コミュニティデザイン

⑦⑧❷ 

群馬大 [社会情報]社会情報⑦⑧❶ 

新潟大 [経済]経済⑦⑧❸ 

富山大 [経済]経済⑦⑧❶ 

和歌山大 [観光]観光⑦⑧❷ 

島根大 [法文]法経⑦⑧❷、社会文化⑦⑧❷ 

山口大 [経済]全学科⑦⑧❶ 

徳島大 [総合科学]社会総合科学⑥⑦❷ 

香川大 [法]法⑦⑧❶、[経済]経済⑥⑦❶ 

愛媛大 [法文]人文社会⑦⑧❷、[社会共創]環境

デザイン⑤⑥❶、地域資源マネジメント③④⑤⑥ 

琉球大 [人文社会]国際法政⑥⑦❶ 

釧路公立大 [経済]経済③ 

岩手県立大 [総合政策]総合政策⑤⑥ 

埼玉県立大 [保健医療福祉]社会福祉子ども⑤⑥ 

福井県立大 [経済]経営③④⑤❷、[看護福祉]社

会福祉②③❷ 

山梨県立大 [人間福祉]福祉コミュニティ③④ 

長野大 [環境ツーリズム]環境ツーリズム④⑤、[企

業情報]企業情報④⑤ 

長野県立大 [グローバルマネジメント]グローバル

マネジメント④⑤❶❷ 

静岡県立大 [経営情報]経営情報⑤⑥❶ 

兵庫県立大 [国際商経]国際商経⑥⑦❶❷、[社

会情報科学]社会情報科学⑥⑦❷ 

奈良県立大 [地域創造]地域創造③④ 

県立広島大 [保健福祉]人間福祉③④ 

下関市立大 [経済]公共マネジメント②③④⑤ 

北九州市立大 [経済]経済④⑤❶、経営情報④⑤

❶、[地域創生]地域創生②③ 

 

<中期>  

長野県立大 [グローバルマネジメント]グローバル



マネジメント③④ 

奈良県立大 [地域創造]地域創造③④ 

下関市立大 [経済]経済④⑤⑥⑦❶、国際商④⑤

⑥⑦❶、公共マネジメント④⑤⑥⑦❶ 

 

<後期>  

弘前大 [人文社会科学]社会経営⑦⑧ 

秋田大 [教育文化]地域文化⑦⑧ 

宇都宮大 [地域デザイン科学]コミュニティデザイン

⑦⑧ 

静岡大 [情報]情報社会⑦⑧❶ 

徳島大 [総合科学]社会総合科学⑦⑧ 

佐賀大 [経済]経営⑤⑥、経済法⑤⑥ 

大分大 [経済]経済、経営システム、地域システ

ム、社会イノベーション⑤ 

琉球大 [国際地域創造]国際地域創造⑥⑦ 

名寄市立大 [保健福祉]社会福祉③ 

岩手県立大 [社会福祉]人間福祉③④、[総合政

策]総合政策⑤⑥ 

宮城大 [事業構想]全学類⑦⑧❷ 

神奈川県立保健福祉大 [保健福祉]社会福祉③ 

福井県立大 [経済]経済⑤⑥❶、経営⑤⑥❶ 

滋賀県立大 [環境科学]環境政策・計画⑥⑦ 

福知山公立大 [地域経営]地域経営⑤⑥ 

尾道市立大 [経済情報]経済情報④⑤❶ 

福岡県立大 [人間社会]公共社会④ 

52.5～54.9 

<前期>  

弘前大 [人文社会科学]社会経営⑦⑧❷ 

秋田大 [教育文化]地域文化⑦⑧❷ 

福島大 [人文社会]経済経営⑥⑦❶ 

富山大 [経済]経営⑦⑧❶、経営法⑦⑧❶ 

山梨大 [生命環境]地域社会システム⑥⑦❷ 

和歌山大 [経済]経済⑦⑧ 

鳥取大 [地域]地域⑤⑥⑦⑧❶ 

愛媛大 [社会共創]産業マネジメント⑦⑧、産業イ

ノベーション⑤⑥ 

高知大 [地域協働]地域協働③④ 

佐賀大 [経済]経済⑤❶、経営⑤❶、経済法⑤❶ 

長崎大 [経済]総合経済⑦⑧❷ 

大分大 [経済]経済、経営システム、地域システ

ム、社会イノベーション⑦⑧❶ 

琉球大 [国際地域創造]国際地域創造⑥⑦❶ 

釧路公立大 [経済]経営③ 

名寄市立大 [保健福祉]社会福祉③ 

青森県立保健大 [健康科学]社会福祉⑤⑥ 

青森公立大 [経営経済]経済④❷、地域みらい④

❷ 

岩手県立大 [社会福祉]社会福祉⑤⑥、人間福祉

⑤⑥ 

宮城大 [事業構想]全学類⑦⑧❷ 

神奈川県立保健福祉大 [保健福祉]社会福祉③ 

長野大 [社会福祉]社会福祉④⑤ 

滋賀県立大 [環境科学]環境政策・計画⑥⑦❶ 

島根県立大 [総合政策]総合政策③④⑤⑥❶ 

福山市立大 [都市経営]都市経営⑤⑥ 

高知県立大 [社会福祉]社会福祉③④ 

 

<後期>  

青森県立保健大 [健康科学]社会福祉⑤⑥ 

福井県立大 [看護福祉]社会福祉⑤⑥❶ 

県立広島大 [保健福祉]人間福祉③④ 

長崎県立大 [経営]経営④、国際経営④ 

50.0～52.4 

<前期>  

福島大 [人文社会]行政政策⑦⑧ 

静岡大 [情報]情報社会⑦⑧❷ 

宮崎大 [地域資源創成]地域資源創成⑦⑧❶ 

鹿児島大 [法文]法経社会⑦⑧❷ 

青森公立大 [経営経済]経営④❷ 

福知山公立大 [地域経営]地域経営③④⑤⑥、医

療福祉経営③④⑤⑥ 

公立鳥取環境大 [経営]経営③⑤❶ 

岡山県立大 [保健福祉]保健福祉③④ 

山口県立大 [社会福祉]社会福祉③④ 

高知工科大 [経済・マネジメント]全専攻③④⑥⑦

❶❷ 

福岡県立大 [人間社会]公共社会④ 

長崎県立大 [経営]経営④❶、国際経営④❶、[国

際社会]国際社会⑤⑥❶ 

 

<中期>  

釧路公立大 [経済]経済③❷、経営③❷ 

 

<後期>  

宮崎大 [地域資源創成]地域資源創成⑦⑧ 

47.5～49.9 

<前期>  

尾道市立大 [経済情報]経済情報⑤⑥❷ 

福岡県立大 [人間社会]社会福祉④ 

長崎県立大 [地域創造]公共政策⑤❶、実践経済

⑤❶ 

 

<後期>  

長崎県立大 [地域創造]公共政策⑤、実践経済⑤ 

45.0～47.4 

<後期>  

福岡県立大 [人間社会]社会福祉④ 

 

教育系統 
 
70 以上 

<前期>  

京都大 [教育]教育科学⑦⑧❹ 

 

<後期>  

お茶の水女子大 [文教育]人間社会科学⑦⑧ 

金沢大 [一括入試文系]一括入試文系③④⑤ 

67.5～69.9 

<中期>  

都留文科大 [文]国際教育③④ 

 

<後期>  

神戸大 [国際人間科学]子ども教育⑦⑧ 

65.0～67.4 

<前期>  

筑波大 [人間]教育⑤⑥❷、[体育専門]⑤⑥ 

お茶の水女子大 [文教育]人間社会科学⑦⑧❷ 

 

<後期>  

北海道大 [教育]教育⑧ 

広島大 [教育]人間形成基礎⑧ 

62.5～64.9 

<前期>  

北海道大 [総合入試文系]全学科⑧❸、[教育]教

育⑧❸ 

東北大 [教育]教育科学⑦⑧❸ 

名古屋大 [教育]人間発達科学⑦⑧❸ 

神戸大 [国際人間科学]子ども教育⑦⑧❸❹ 

九州大 [教育]教育、教育心理⑧❸ 

 

<後期>  

東京学芸大 [教育]教育支援⑦⑧ 

広島大 [教育]学校教育⑦⑧、科学文化教育⑦⑧ 

愛知県立大 [教育福祉]教育発達⑤⑥ 

60.0～62.4 

<前期>  

東京学芸大 [教育]中等教育教員養成⑤⑥⑦⑧

❶❷、教育支援⑤⑥⑦⑧❶ 

広島大 [教育]学校教育⑦⑧❷、科学文化教育⑦

⑧❷❸、言語文化教育⑧❷、生涯活動教育⑥⑧

❷、人間形成基礎⑧❷ 

都留文科大 [文]国際教育③④ 

 

<中期>  

都留文科大 [教養]学校教育③④⑤⑥ 

 

<後期>  

北海道教育大 [教育・札幌校]教員養成⑦⑧ 

宮城教育大 [教育]中等教育⑦⑧ 

茨城大 [教育]学校教育⑤⑥⑦ 

東京学芸大 [教育]特別支援教育教員養成⑦⑧ 

愛知教育大 [教育]中等教育教員養成⑥⑦⑧ 

大阪教育大 [教育]学校教育⑤⑥⑦⑧❶ 

57.5～59.9 

<前期>  

宮城教育大 [教育]中等教育⑦⑧❶❷ 

千葉大 [教育]学校教員⑦⑧❶❷❸、乳幼児教育

⑦⑧❷ 

東京学芸大 [教育]初等教育教員養成⑤⑥⑦⑧

❶❷ 

横浜国立大 [教育]学校教育⑦⑧ 

新潟大 [教育]学校教員養成⑤⑥⑦⑧❷ 

金沢大 [人間社会]学校教育⑦⑧❷ 

愛知教育大 [教育]初等教育教員養成⑥⑦⑧❶ 

岡山大 [教育]学校教育⑦⑧❷、養護教諭養成⑦

⑧ 

鹿屋体育大 [体育]スポーツ総合③④ 

都留文科大 [教養]学校教育③④⑤⑥ 

愛知県立大 [教育福祉]教育発達⑤⑥❷ 

 

<後期>  

茨城大 [教育]養護教諭養成⑥⑦ 

東京学芸大 [教育]初等教育教員養成⑤⑥⑦⑧、

中等教育教員養成⑤⑥⑦⑧、養護教育教員養成

⑦⑧ 

山梨大 [教育]学校教育⑦⑧ 

信州大 [教育]学校教育③④⑤⑥⑦ 

岐阜大 [教育]学校教育⑦⑧❶ 

静岡大 [教育]学校教育教員③④⑦⑧❶ 

愛知教育大 [教育]初等教育教員養成⑥⑦⑧ 

滋賀大 [教育]学校教育教員養成⑦⑧ 

大阪教育大 [教育]初等教育⑦⑧ 

和歌山大 [教育]学校教育教員養成⑦⑧ 

島根大 [教育]学校教育Ⅰ類⑦⑧ 

広島大 [教育]生涯活動教育⑥⑧ 

愛媛大 [教育]学校⑦⑧ 

高知大 [教育]学校⑦⑧ 

佐賀大 [教育]学校⑤⑥❶ 

福山市立大 [教育]児童教育⑤⑥ 

 

<その他>  

新潟県立大 [人間生活]子ども(A)③④、子ども(C)

② 

55.0～57.4 

<前期>  

北海道教育大 [教育・札幌校]教員養成⑦⑧❶❷ 

宮城教育大 [教育]初等教育⑦⑧❶❷、特別支援

教育⑦⑧❷ 

茨城大 [教育]学校教育⑤⑥⑦❶、養護教諭養成

⑥⑦ 

宇都宮大 [教育]学校教育⑥⑦⑧❶ 

群馬大 [教育]学校教育⑤⑥⑦⑧❶ 

埼玉大 [教育]学校教育⑦⑧❶❷、養護教諭養成

⑦⑧ 

千葉大 [教育]養護教諭⑦⑧❶ 

東京学芸大 [教育]特別支援教育教員養成⑦⑧、

養護教育教員養成⑦⑧ 

信州大 [教育]学校教育⑦❶❷ 

愛知教育大 [教育]中等教育教員養成⑥⑦⑧❶、

特別支援学校教員養成⑦⑧、教育支援専門職養

成⑦⑧ 

滋賀大 [教育]学校教育教員養成⑥⑦⑧❶❷ 

京都教育大 [教育]学校教育教員養成⑤⑥⑦⑧

❶❷ 

大阪教育大 [教育]学校教育⑤⑥⑦⑧❶❷、養護

教諭養成⑦⑧ 

和歌山大 [教育]学校教育教員養成⑦⑧❷ 

福岡教育大 [教育]中等教育教員養成⑦⑧❶ 

熊本大 [教育]小学校教員養成⑦⑧❷、中学校教

員養成⑦⑧❷、特別支援教育教員養成⑦⑧❷ 

 

<後期>  

北海道教育大 [教育・旭川校]教員養成⑦⑧ 

宮城教育大 [教育]初等教育⑦⑧ 

秋田大 [教育文化]学校教育⑤⑥⑦⑧ 

福島大 [人文社会]人間発達文化⑦⑧ 

上越教育大 [学校教育]初等教育教員養成⑦⑧ 

富山大 [人間発達科学]発達教育⑥⑦、人間環境

システム⑥⑦ 

愛知教育大 [教育]特別支援学校教員養成⑦⑧、

教育支援専門職養成⑦⑧ 



大阪教育大 [教育]養護教諭養成⑦⑧ 

鳴門教育大 [学校教育]学校教育教員養成⑦⑧ 

香川大 [教育]学校教育教員養成⑦⑧ 

福岡教育大 [教育]中等教育教員養成⑦⑧❶ 

鹿児島大 [教育]特別支援教育教員養成⑦⑧ 

福岡県立大 [人間社会]人間形成④ 

 

<その他>  

新潟県立大 [人間生活]子ども(B)⑤⑥❶ 

52.5～54.9 

<前期>  

弘前大 [教育]養護教諭養成⑦⑧❶ 

岩手大 [教育]学校教育⑦⑧❷ 

秋田大 [教育文化]学校教育⑦⑧❶❷ 

福島大 [人文社会]人間発達文化④⑤⑦⑧❶ 

千葉大 [教育]特別支援教育⑦⑧❷ 

上越教育大 [学校教育]初等教育教員養成⑦⑧ 

富山大 [人間発達科学]発達教育⑦⑧、人間環境

システム⑦⑧❶ 

福井大 [教育]学校教育⑦⑧❷ 

山梨大 [教育]学校教育⑦⑧❶❷ 

岐阜大 [教育]学校教育⑦⑧❶❷ 

静岡大 [教育]学校教育教員⑦⑧❷ 

愛知教育大 [教育]養護教諭養成⑦⑧ 

三重大 [教育]学校教育⑥⑦⑧❷ 

大阪教育大 [教育]教育協働③④⑦⑧❶❷ 

兵庫教育大 [学校教育]学校教育教員養成⑦⑧ 

奈良教育大 [教育]学校教育⑦⑧❶ 

島根大 [教育]学校教育Ⅰ類⑦⑧❷、学校教育Ⅱ

類⑦⑧ 

山口大 [教育]学校教育④⑤⑥⑦⑧❶ 

鳴門教育大 [学校教育]学校教育教員養成⑦⑧

❶ 

香川大 [教育]学校教育教員養成⑦⑧❶ 

愛媛大 [教育]学校⑦⑧❶、特別支援教育教員養

成⑥⑦❶ 

高知大 [教育]学校⑦⑧❶ 

佐賀大 [教育]学校⑦⑧❷ 

熊本大 [教育]養護教諭養成⑦⑧❷ 

鹿児島大 [教育]学校教育⑦⑧❷ 

福山市立大 [教育]児童教育⑤⑥ 

 

<中期>  

長野県立大 [健康発達]こども③④ 

 

<後期>  

岩手大 [教育]学校教育⑦⑧ 

山形大 [地域教育文化]地域教育文化⑥⑦ 

群馬大 [教育]学校教育⑤⑥⑦ 

新潟大 [教育]学校教員養成⑤⑥⑦⑧ 

岐阜大 [教育]特別支援学校教員養成⑦⑧❶ 

三重大 [教育]学校教育③④⑤⑦⑧❶ 

京都教育大 [教育]学校教育教員養成⑤⑥⑦⑧ 

大阪教育大 [教育]教育協働③④⑦⑧❶ 

兵庫教育大 [学校教育]学校教育教員養成⑦⑧ 

奈良教育大 [教育]学校教育④⑤⑥⑦⑧❶ 

福岡教育大 [教育]初等教育教員養成⑦⑧ 

大分大 [教育]学校教育教員養成⑦⑧ 

宮崎大 [教育]学校⑦⑧ 

鹿児島大 [教育]学校教育⑦⑧ 

名桜大 [人間健康]スポーツ健康③④ 

50.0～52.4 

<前期>  

北海道教育大 [教育・旭川校]教員養成⑦⑧❷ 

弘前大 [教育]学校⑦⑧❶ 

山形大 [地域教育文化]地域教育文化⑥⑦❶ 

岐阜大 [教育]特別支援学校教員養成⑦⑧❷ 

大阪教育大 [教育]初等教育⑦⑧ 

福岡教育大 [教育]初等教育教員養成⑦⑧、特別

支援教育教員養成⑦⑧ 

大分大 [教育]学校教育教員養成⑦⑧❶ 

宮崎大 [教育]学校⑦⑧❷ 

鹿児島大 [教育]特別支援教育教員養成⑦⑧❷ 

長野県立大 [健康発達]こども⑤⑥ 

島根県立大 [人間文化]保育教育④⑤ 

福岡県立大 [人間社会]人間形成④ 

名桜大 [人間健康]スポーツ健康③④ 

 

<後期>  

北海道教育大 [教育・釧路校]教員養成⑦⑧ 

福井大 [教育]学校教育⑦⑧ 

福岡教育大 [教育]特別支援教育教員養成⑦⑧ 

長崎大 [教育]学校教育教員⑥⑦ 

琉球大 [教育]学校⑤⑥⑦ 

47.5～49.9 

<前期>  

北海道教育大 [教育・釧路校]教員養成⑦⑧❷ 

長崎大 [教育]学校教育教員⑤⑥⑦⑧❶❷ 

鹿屋体育大 [体育]武道③④ 

琉球大 [教育]学校⑤⑥⑦⑧❶❷ 

45.0～47.4 

<後期>  

弘前大 [教育]学校⑦⑧ 

 

芸術系統 
 

 

67.5～69.9 

<前期>  

東京藝術大 [美術]芸術学③④❷ 

 

<後期>  

筑波大 [芸術専門]③④ 

65.0～67.4 

<前期>  

筑波大 [芸術専門]⑤⑥ 

東京藝術大 [音楽]音楽環境創造③④ 

 

<後期>  

静岡文化芸術大 [文化政策]芸術文化②❶ 

62.5～64.9 

<前期>  

お茶の水女子大 [文教育]芸術・表現行動⑦⑧❷ 

東京藝術大 [美術]デザイン③④ 

 

<後期>  

富山大 [芸術文化]芸術文化②③④ 

愛知県立芸術大 [美術]デザイン・工芸③④ 

60.0～62.4 

<前期>  

東京藝術大 [美術]先端芸術表現③④、[音楽]楽

理③④❷ 

名古屋市立大 [芸術工]建築都市デザイン⑥❷ 

京都市立芸術大 [美術]デザイン⑤⑥ 

 

<中期>  

金沢美術工芸大 [美術工芸]美術③④ 

 

<後期>  

お茶の水女子大 [文教育]芸術・表現行動④ 

名古屋市立大 [芸術工]建築都市デザイン④ 

57.5～59.9 

<前期>  

東京藝術大 [美術]建築⑥ 

長岡造形大 [造形]プロダクトデザイン②④⑤ 

名古屋市立大 [芸術工]産業イノベーションデザイ

ン⑥❷ 

京都市立芸術大 [美術]美術④⑤、総合芸術学④

⑤ 

 

<中期>  

長岡造形大 [造形]プロダクトデザイン③④、視覚

デザイン③④、美術・工芸③④ 

金沢美術工芸大 [美術工芸]デザイン③④、工芸

③④ 

 

<後期>  

佐賀大 [芸術地域デザイン]芸術地域デザイン③

④⑤❶ 

55.0～57.4 

<前期>  

北海道教育大 [教育・岩見沢校]芸スポ③④⑤⑥ 

東京藝術大 [美術]絵画③④、彫刻③④、[音楽]

作曲②、器楽②、指揮② 

富山大 [芸術文化]芸術文化③④⑥⑦ 

群馬県立女子大 [文]美学美術史③④ 

長岡造形大 [造形]視覚デザイン②④⑤、美術・工

芸②④⑤ 

静岡文化芸術大 [文化政策]芸術文化④⑤❷ 

名古屋市立大 [芸術工]情報環境デザイン⑥❷ 

京都市立芸術大 [美術]工芸④⑤ 

 

<後期>  

群馬県立女子大 [文]美学美術史③④ 

静岡文化芸術大 [デザイン]デザイン③④ 

愛知県立芸術大 [美術]美術③④❷ 

名古屋市立大 [芸術工]情報環境デザイン④、産

業イノベーションデザイン④ 

尾道市立大 [芸術文化]美術③④ 

52.5～54.9 

<前期>  

東京藝術大 [美術]工芸③④ 

佐賀大 [芸術地域デザイン]芸術地域デザイン③

④⑤⑥ 

札幌市立大 [デザイン]デザイン⑥⑦ 

尾道市立大 [芸術文化]美術③④ 

沖縄県立芸術大 [美術工芸]美術③④ 

 

<後期>  

札幌市立大 [デザイン]デザイン④ 

広島市立大 [芸術]美術③④、デザイン工芸③④ 

50.0～52.4 

<前期>  

東京藝術大 [音楽]声楽②、邦楽② 

静岡文化芸術大 [デザイン]デザイン③④❶ 

岡山県立大 [デザイン]造形デザイン③ 

広島市立大 [芸術]デザイン工芸③④ 

 

<後期>  

北海道教育大 [教育・岩見沢校]芸スポ③④⑤⑥ 

47.5～49.9 

<前期>  

秋田公立美術大 [美術]美術②③ 

広島市立大 [芸術]美術③④ 

 

<中期>  

秋田公立美術大 [美術]美術③④ 

 

<後期>  

愛知県立芸術大 [音楽]音楽②③❶ 

京都市立芸術大 [音楽]音楽②③❶ 

沖縄県立芸術大 [美術工芸]美術③④ 

45.0～47.4 

<前期>  

沖縄県立芸術大 [美術工芸]デザイン工芸③④、

[音楽]音楽② 

 

総合・学際系統 
 
70 以上 

<前期>  

京都大 [総合人間]総合人間⑦⑧❹❺ 

 

<後期>  

東京外国語大 [国際社会]国際社会③❶ 

金沢大 [一括入試文系]一括入試文系③④⑤ 

神戸大 [国際人間科学]グローバル文化⑦⑧❶、

発達コミュニティ⑦⑧ 

群馬県立女子大 [国際コミュニケーション]全課程

①② 

 

<その他>  

国際教養大 [国際教養]全課程(A)③④❷、全課

程(C)① 

67.5～69.9 

<前期>  

筑波大 [人間]心理⑥⑦❷、障害科学⑤⑥❷ 

 

<後期>  

奈良女子大 [文]人文社会、言語文化、人間科学



⑦⑧❷ 

島根大 [人間科学]人間科学③④ 

愛知県立大 [外国語]国際関係③ 

神戸市外国語大 [外国語]国際関係④⑤ 

 

<その他>  

国際教養大 [国際教養]全課程(B)⑤⑥❷ 

65.0～67.4 

<前期>  

筑波大 [社会・国際]国際総合⑦⑧❷ 

東京外国語大 [国際社会]国際社会⑤⑥❷ 

神戸大 [国際人間科学]グローバル文化⑦⑧❸、

発達コミュニティ⑦⑧❸❹ 

神戸市外国語大 [外国語]国際関係④⑤❶ 

 

<後期>  

金沢大 [人間社会]国際④ 

広島大 [総合科学]総合科学⑦⑧ 

広島市立大 [国際]国際③④ 

 

<その他>  

新潟県立大 [国際地域]国際地域(C)① 

62.5～64.9 

<前期>  

筑波大 [情報]知識情報・図書館⑦⑧❸ 

千葉大 [国際教養]国際教養⑦⑧❸ 

広島大 [総合科学]国際共創⑦⑧❷❸ 

九州大 [共創]共創⑦⑧❷ 

広島市立大 [国際]国際③④ 

 

<後期>  

筑波大 [情報]知識情報・図書館⑦⑧ 

奈良女子大 [生活環境]心身健康⑦⑧ 

長崎大 [多文化社会]多文化社会③ 

滋賀県立大 [人間文化]国際コミュニケーション③ 

兵庫県立大 [環境人間]環境人間⑤⑥ 

60.0～62.4 

<前期>  

宇都宮大 [国際]国際⑥⑦❶ 

埼玉大 [教養]教養⑧❶ 

奈良女子大 [文]人文社会、言語文化、人間科学

⑦⑧❷ 

広島大 [総合科学]総合科学⑦⑧❶❸ 

長崎大 [多文化社会]多文化社会④⑤❶ 

群馬県立女子大 [国際コミュニケーション]全課程

③④ 

静岡県立大 [国際関係]国際関係③❶ 

滋賀県立大 [人間文化]国際コミュニケーション④

⑤❷ 

 

<後期>  

埼玉大 [教養]教養⑧ 

新潟大 [創生]創生学修⑦⑧ 

滋賀県立大 [人間文化]人間関係③④ 

福岡女子大 [国際文理]国際教養⑤⑥ 

 

<その他>  

新潟県立大 [国際地域]国際地域(B)⑤⑥❶ 

57.5～59.9 

<前期>  

新潟大 [創生]創生学修⑦⑧❷ 

金沢大 [人間社会]国際⑧❷ 

奈良女子大 [生活環境]心身健康⑦⑧❷ 

横浜市立大 [国際教養]国際教養③⑦⑧❶ 

滋賀県立大 [人間文化]人間関係⑤⑥❷ 

大阪府立大 [現代システム科学]環境システム⑥

⑦❶❷ 

北九州市立大 [外国語]国際関係③④❶ 

福岡女子大 [国際文理]国際教養⑤⑥❷ 

 

<後期>  

福井大 [国際地域]国際地域③④⑤ 

山口大 [国際総合科学]国際総合科学⑦⑧ 

山梨県立大 [国際政策]国際コミュニケーション③

④ 

北九州市立大 [外国語]国際関係③④ 

 

<その他>  

新潟県立大 [国際地域]国際地域(A)③④❶ 

55.0～57.4 

<前期>  

島根大 [人間科学]人間科学⑥⑦⑧❷ 

山梨県立大 [国際政策]国際コミュニケーション③

④ 

愛知県立大 [外国語]国際関係⑥⑦❷ 

兵庫県立大 [環境人間]環境人間⑤⑥ 

 

<後期>  

北海道教育大 [教育・函館校]国際地域⑥⑦⑧ 

長崎大 [環境科学]環境科学④⑤⑥ 

宮崎公立大 [人文]国際文化③ 

名桜大 [国際]国際③④ 

52.5～54.9 

<前期>  

北海道教育大 [教育・函館校]国際地域⑥⑦⑧ 

福井大 [国際地域]国際地域⑦⑧❷ 

山口大 [国際総合科学]国際総合科学⑦⑧❷ 

長崎大 [環境科学]環境科学⑥⑦❶❷ 

宮崎公立大 [人文]国際文化③❶ 

50.0～52.4 

<前期>  

群馬県立女子大 [文]総合教養③④ 

47.5～49.9 

<前期>  

名桜大 [国際]国際③④⑤⑥❶ 

 


