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今年度の国公立大学・入試動向と変更点
～Benesse 主催 入試動向研究会での情報～

毎年、行われている入試動向研究会に参加して、そこで話があった入試での注意点をまとめてみました。
首都圏近隣の国公立大学に関する入試動向と変更点です。

＜大まかな志望動向＞
１．「安全志向」に落ち着きが見られ、積極的な志望者が増加
２．ここ数年続いた「理高文低」の傾向が止まる
３．東京大・後期廃止の影響で、難関大後期は志望者数増加

＜2016 年度入試の主な変更点＞

進路通信は、
弥栄高校公式 Web サイト
からも閲覧できます。

１．教育学系統、人文科学系統における学部学科の改組
２．「国際系」
、
「地域貢献志向型」の学部新設
３．国公立大での受験科目数増加（特に英語を重視する傾向）

＜難関国立 10 大学志望者数の変化＞

東京大学＜後期＞廃止に伴い、東京工業大学・第７類＜後期＞および、一橋大学＜後期＞の志願者数が大幅に増加
する。→

高倍率の入試となり、競争が激化する。

→ ＜前期＞＜後期＞とも、東京工業大学または、一橋大学

を受験する受験生は、＜後期＞出願戦略を立て直すか、滑り止め私立大学を手堅く受験する必要がある。

国公立大学・文系・入試動向と変更点（要点）
＜首都圏・近隣地区・国公立大・文系・2016 年度入試の主なトピックス（一部抜粋）＞
○埼玉大・経済：前期（国際プログラム枠）と、後期において小論文を必須化。
○千葉大・法政経：センター試験と面接を課す「経済学特進プログラム選抜」を新規実施。
英語外部検定が出願条件。
○千葉大・国際教養：学部新設。
○千葉大・教育：個別試験において英語を必須化。中学校教員養成課程における個別試験の配点比率が高まる。
○横浜国立大・教育：センター試験公民の指定科目が変更になり、現代社会の選択不可に。

＜首都圏・関東エリア ３教科で受験できる募集単位＞

国公立大学・人文学系統・入試動向と変更点
＜筑波大学・人文・文化（比較文化）＜前＞＜後＞入試変更点＞
＜センター試験の科目＞ 2015 年度 英、数 AB、国、（理基、理から１）、地歴１、公１
⇒ 2016 年度 英、数 AB、国、
（理基、理から１）
、地歴公民から２ ⇒ 地歴１、公民１の指定廃止

＜筑波大学・人文・文化（日本語・日本文）＜前＞入試変更点＞
＜センター試験の科目＞ 2015 年度 英、数 AB、国、（理基、理から１）、
（地歴 B、倫政から１）
⇒ 2016 年度 英、数 AB、国、
（理基、理から１）
、
（地歴公民から２）
⇒ 地歴公民の科目負担増。２単位科目の選択が可能に

＜茨城大学・人文（社会科学）＜前＞入試変更点＞
＜個別試験の科目＞ 2015 年度 なし ⇒ 2016 年度 英語

⇒ 新たに個別試験に英語を課す

＜宇都宮大学・国際 ＜前＞入試変更点＞
＜センター試験の科目＞ 2015 年度 英、国、数２、歴公２、理１
⇒ 2016 年度 英、国、数１、歴公２、理１ ※公民２科目の選択不可 ⇒数学の科目減。地歴１科目以上必須に

＜都留文科大学・文（初等教育）＜中＞入試変更点＞
＜選抜方式＞ ２、３教科３科目方式に加え、５教科５科目型を新たに導入。
2015 年度 ２、３教科３科目型：70 名
⇒

2016 年度 ２、３教科３科目型：40 名 ／ ５教科５科目型：30 名

※ 出願時に教科型を選択する必要はなく、センター方式の受験教科・科目数によって大学が自動集計を行う。条件
を満たしていれば、２、３教科型、５教科型両方において選抜が行われる。

＜埼玉大学・教養＜後＞入試変更点＞
＜個別試験の科目＞ 2015 年度 なし ⇒ 2016 年度 小論文

⇒新たに小論文を課す。

＜千葉大学・国際教養 学部新設＞
＜募集人員＞90 名（通常型入試 80 名、特色型入試 10 名）
＜配点＞ セ：450 個：900
＜入試科目＞
【センター試験】 「通常型入試」
、
「特色型入試」共通
パターン① 国、数ⅠA、数ⅡB、外、
（世 B、日 B、地 B、倫政から１）、
（物、生、化、地から２）
パターン② 国、数ⅠA、数ⅡB、外、
（世 B、日 B、地 B、倫政から１）、
（物基、生基、化基、地基から２）
、
（物、化、生、地から１）
パターン③ 国、数ⅠA、数ⅡB、外、
（世 B、日 B、地 B、倫政から２）、
（物、生、化、地から１）
パターン④ 国、数ⅠA、数ⅡB、外、
（世 B、日 B、地 B、倫政から２）、
（物基、生基、化基、地基から２）
【個別試験】
「通常型入試」：
（国、理から１）
、
（数、歴から１）
、外国語
「特色型入試」：小論文、面接（英語）2015 年度 英、国、数２、歴公２、理１
＜外部検定試験＞

通常型入試では、英語外部検定試験の点数に応じて、個別学力試験の「外国語」の得点（配点
300 点）を満点で換算する。又は、
「外国語」の得点に所定の得点を加算する。

＜難易度＞ B 判定値を基準にすると、難易は、
筑波大・社会国際 ＞ 千葉大・国際教養 ＞ 千葉大・文 ＞ 横浜市立大・国際総合 ＞ 埼玉大・教養
＞ 宇都宮大・国際。

＜横浜市立大学・国際総合／教養学＜前 A＞ 入試結果＞
2013 年度入試からセンター試験５教科５科目のＡ方式が新規導入。
2014 年度入試以降は、特に県外からの志願者数増加に伴い、難易が上昇。
国際総合／教養学＜前Ａ＞は、偏差値 50 台後半～60 台前半が目安。

国公立大学・教育学系統・入試動向と変更点
＜埼玉大学・教育学部 選抜方法＞
16 年度より後期日程廃止

＜千葉大学・教育学部 選抜方法＞
＜募集廃止＞
中学校教員養成課程（総合教育分野、教育心理分野、情報教育分野）、スポーツ科学課程、生涯教育課程を募集廃止
＜選抜区分変更＞
15 年度 小学校教員養成課程の 12 の選修ごとに募集
16 年度 小学校教員養成課程の 12 の選修を、下記の２つの選修区分に分けて募集
② 語科、社会科、算数科、理科、家庭科、教育心理、ものづくり・技術、小学校英語
②音楽科、図画工作科、体育科

＜個別試験の入試科目＞
○小学校－非実技系
2015 年度 選修により、学科試験、小論文、実技のいずれか ⇒ 2016 年度 英、（国、数ⅠA から１）
⇒

英、（国、数ⅠA から１）に統一

○小学校－実技系
2015 年度 実技 ⇒

2016 年度 実技、英語 ⇒ 新たに英語を課す

○中学校ー英語以外
2015 年度 選修により、学科試験、小論文、面接、実技、適性検査のいずれか ⇒2016 年度 英、従来の試験科目
⇒

新たに英語を課す

○特別支援教育 幼稚園
2015 年度 小論文 ⇒ 2016 年度 英、
（国、数ⅠA から１） ⇒ 小論文廃止。新たに学科試験を課す
○養護教諭
2015 年度 小論文、面接 ⇒ 2016 年度 英、保健体育 ⇒ 小論文と面接廃止。新たに学科試験を課す

＜国立大・教育学系統における改組の動き（抜粋）＞

