
平成29年度　公立大学　個別学力検査等日程グループ表　更新履歴
一般社団法人公立大学協会

更新日

平成28年8月12日

新規掲載（平成28年8月12日）

福知山公立大学

　地域経営学部 64 13 43 若干名 120

　　地域経営学科 5教科型 35 10 35 若干名※ｱ 95

3教科型 15

　　医療福祉経営学科 5教科型 10 3 8 若干名※ｲ 25

3教科型  4

後期日程
公立大学
中期日程

推薦 AO その他

※ｱ　特別選抜「その他」の若干名は、社会
人入試及び私費外国人留学生入試

※ｲ　特別選抜「その他」の若干名は、社会
人入試

内容

福知山公立大学の情報を掲載

大学・学部（学科）名
一般選抜　募集人員 特別選抜　募集人員

入学定員 備考
前期日程
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平成29年度　公立大学　個別学力検査等日程グループ表　更新履歴
一般社団法人公立大学協会

更新日

平成28年6月29日

変更後（平成28年6月29日）

愛知県立大学

　外国語学部 254 18 25 43 340

　　英米学科 75 3 10 12 100

　　ヨーロッパ学科 99 9 9 18 135

　　　（フランス語圏専攻） (33) (3) (3) (6) (45)

　　　（スペイン語圏専攻） (33) (3) (3) (6) (45)

　　　（ドイツ語圏専攻） (33) (3) (3) (6) (45)

　　中国学科 38 3 3 6 50

　　国際関係学科 42 3 3 7 55

　日本文化学部 82 8 10 100

　　国語国文学科 42 3 5 50

　　歴史文化学科 40 5 5 50

　教育福祉学部 75 6 9 90

　　教育発達学科 33 3 4 40

　　社会福祉学科 42 3 5 50

　看護学部 45 5 15 25 90

　　看護学科 45 5 15 25 90

　情報科学部 54 18 18 90

　　情報科学科 54 18 18 90

変更前

愛知県立大学

　外国語学部 254 20 23 43 340

　　英米学科 75 5 8 12 100

　　ヨーロッパ学科 99 9 9 18 135

　　　（フランス語圏専攻） (33) (3) (3) (6) (45)

　　　（スペイン語圏専攻） (33) (3) (3) (6) (45)

　　　（ドイツ語圏専攻） (33) (3) (3) (6) (45)

　　中国学科 38 3 3 6 50

　　国際関係学科 42 3 3 7 55

　日本文化学部 82 8 10 100

　　国語国文学科 42 3 5 50

　　歴史文化学科 40 5 5 50

　教育福祉学部 75 6 9 90

　　教育発達学科 33 3 4 40

　　社会福祉学科 42 3 5 50

　看護学部 50 5 15 20 90

　　看護学科 50 5 15 20 90

　情報科学部 54 18 18 90

　　情報科学科 54 18 18 90

・外国語学部における「大学入試センター
試験を課す全国枠の推薦入試(グローバル)
人材」の募集人員を、特別選抜 募集人員
の「その他」に記載

・看護学部における「大学入試センター試
験を課す全国枠の推薦入試」の募集人員
を、特別選抜 募集人員の「その他」に記載

備考
前期日程 後期日程

公立大学
中期日程

推薦 AO
大学・学部（学科）名

一般選抜　募集人員 特別選抜　募集人員

・英米学科、看護学科の募集人員変更（赤
字修正）

・外国語学部における「大学入試センター
試験を課す全国枠の推薦入試(グローバル)
人材」の募集人員を、特別選抜 募集人員
の「その他」に記載

・看護学部における「大学入試センター試
験を課す全国枠の推薦入試」の募集人員
を、特別選抜 募集人員の「その他」に記載

入学定員

後期日程
公立大学
中期日程

推薦 AO その他

その他

内容

愛知県立大学の情報を修正

大学・学部（学科）名
一般選抜　募集人員 特別選抜　募集人員

入学定員 備考
前期日程
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平成29年度　公立大学　個別学力検査等日程グループ表　更新履歴
一般社団法人公立大学協会

更新日

平成28年4月1日

変更後（平成28年4月1日）

横浜市立大学

　国際総合科学部 420 182 48 若干名※ 650

　　国際総合科学科 420 182 48 若干名※ 650

　　　（国際教養学系） (85) (40) (15) （若干名）※ (140)

　　　（国際都市学系） (75) (30) (15) （若干名）※ (120)

　　　（経営科学系） (180) (60) (10) （若干名）※ (250)

　　　（理学系） (80) (52) (8) （若干名）※ (140)

　医学部 155 35 190

　　医学科 85 5 90

　　看護学科 70 30 100

変更前

横浜市立大学

　国際総合科学部 420 182 48 若干名※ 650

　　国際総合科学科 420 182 48 若干名※ 650

　　　（国際教養学系） (85) (40) (15) （若干名）※ (140)

　　　（国際都市学系） (75) (30) (15) （若干名）※ (120)

　　　（経営科学系） (180) (60) (10) （若干名）※ (250)

　　　（理学系） (80) (52) (8) （若干名）※ (140)

　医学部 155 35 190

　　医学科 85 5 90

　　看護学科 70 30 100

更新日

平成28年3月28日

変更後（平成28年3月28日）

名桜大学

　国際学群 120 20 110 15 15 280

　人間健康学部 85 15 75 若干名 175

　　スポーツ健康学科 40 10 45 若干名 95

　　看護学科 45 5 30 若干名 80

変更前

名桜大学

　国際学群 ○ ○ ○ ○ ○ 280

　人間健康学部 ○ ○ ○ ○ 175

　　スポーツ健康学科 ○ ○ ○ ○ 95

　　看護学科 ○ ○ ○ ○ 80

AO その他

平成28年3月下旬ごろ決定予定。

備考大学・学部（学科）名
一般選抜　募集人員 特別選抜　募集人員

入学定員
前期日程 後期日程

公立大学
中期日程

推薦

前期日程 後期日程
公立大学
中期日程

推薦 AO その他

（ ）内は国際総合科学部国際総合科学
科の内数

※その他は「海外帰国生入試」「国際
バカロレア入試」「科学オリンピック
入試」「外国人留学生入試」「社会人
入試」

　なお、「科学オリンピック入試」は
国際総合科学部理学系のみ（現在、経
営科学系への導入も検討中、平成28年3
月末までに決定）で実施

内容

名桜大学の募集人員確定

大学・学部（学科）名
一般選抜　募集人員 特別選抜　募集人員

入学定員 備考

備考
前期日程 後期日程

公立大学
中期日程

推薦 AO その他
大学・学部（学科）名

一般選抜　募集人員 特別選抜　募集人員
入学定員

後期日程
公立大学
中期日程

推薦 AO その他

（ ）内は国際総合科学部国際総合科学
科の内数

※その他は「海外帰国生入試」「国際
バカロレア入試」「科学オリンピック
入試」「外国人留学生入試」「社会人
入試」

　なお、「科学オリンピック入試」は
国際総合科学部経営科学系及び理学系
のみで実施

内容

横浜市立大学の情報を修正

大学・学部（学科）名
一般選抜　募集人員 特別選抜　募集人員

入学定員 備考
前期日程
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平成29年度　公立大学　個別学力検査等日程グループ表　更新履歴
一般社団法人公立大学協会

更新日

平成28年3月25日

変更後（平成28年3月25日）

新見公立大学

　看護学部

　　看護学科 40 8 12 60

高知工科大学

　システム工学群　　　 100 20 50 若干名 170

　環境理工学群　　　　 50 20 20 若干名 90

　情報学群　　　　　　 50 10 40 若干名 100

　経済・マネジメント学群 75 15 50 20 若干名 160

変更前

新見公立大学

　看護学部

　　看護学科 38 8 12 2 60
（前年度40） （前年度0）

高知工科大学

　システム工学群　　　 100 20 50 若干名 170

　環境理工学群　　　　 ○ ○ ○ 若干名 90

　情報学群　　　　　　 50 10 40 若干名 100

　経済・マネジメント学群 75 15 50 20 若干名 160

更新日

平成28年3月9日

変更後（平成28年3月9日）

京都府立医科大学 正式には平成28年7月頃決定予定

　医学部

　　医学科 100 7 107

　　看護学科 45 40 85

変更前

京都府立医科大学 正式には平成28年7月頃決定予定

　医学部

　　医学科　　　未定 100 7 107

　　看護学科　　未定 45 40 85

※環境理工学群については、定員変更の
可能性があり未定です。平成28年3月末ま
でに公表予定です。

備考
前期日程 後期日程

公立大学
中期日程

推薦 AO

高知工科大学「環境理工学群」の募集人員確定

入学定員

後期日程
公立大学
中期日程

特別選抜の「その他」は、平成29年度
から「学士・社会人・外国人留学生」
を対象にした入試を実施するもので
す。

その他

内容

新見公立大学の募集人員を修正

備考

大学・学部（学科）名
一般選抜　募集人員 特別選抜　募集人員

大学・学部（学科）名
一般選抜　募集人員 特別選抜　募集人員

入学定員
前期日程 推薦 AO その他

入学定員 備考
前期日程 後期日程

公立大学
中期日程

推薦 AO その他

後期日程
公立大学
中期日程

推薦 AO その他

大学・学部（学科）名
一般選抜　募集人員 特別選抜　募集人員

内容

京都府立医科大学「大学・学部（学科）名」欄の「未定」を削除

大学・学部（学科）名
一般選抜　募集人員 特別選抜　募集人員

入学定員 備考
前期日程
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平成29年度　公立大学　個別学力検査等日程グループ表　更新履歴
一般社団法人公立大学協会

更新日

平成28年3月9日

変更後（平成28年3月9日）

京都府立医科大学 正式には平成28年7月頃決定予定

　医学部

　　医学科 100 7 107

　　看護学科 45 40 85

変更前（平成28年3月2日）

京都府立医科大学 正式には平成28年7月頃決定予定

　医学部

　　医学科　　　未定 100 7 107

　　看護学科　　未定 45 40 85

入学定員
AO その他

大学・学部（学科）名
一般選抜　募集人員 特別選抜　募集人員

大学・学部（学科）名
一般選抜　募集人員 特別選抜　募集人員

備考
前期日程 後期日程

公立大学
中期日程

推薦

内容

京都府立医科大学「大学・学部（学科）名」欄の「未定」を削除

入学定員 備考
前期日程 後期日程

公立大学
中期日程

推薦 AO その他
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