2022 年版大学入試シリーズ 掲載内容について
前年版から掲載内容に変更があるものや，新刊・復刊について一覧にまとめました。
「大学入試シリーズ」において，新型コロナウイルス感染症の影響で2021年度の個別学力検査が中止された選抜については，2020年度までの問題を掲載しています。
※掲載内容の最新情報は赤本ウェブサイト
（http://akahon.net）
でご確認になれます。

22 国際教養大学

⇨ 総合型選抜・学校推薦型選抜を新たに掲載（2021 年度の1カ年のみ）。

26 福島県立医科大学（医学部・保健科学部）
前年版 福島県立医科大学（医学部）
⇨ 新設の保健科学部を掲載。

415 立教大学（文系学部－一般入試〈大学独自の英語を課さない日程〉）

⇨ 国際地域学部，国際経済学部，人間生活学部からなり，一般選抜は
Ａ日程（2 月上旬）
・Ｂ日程（2 月下旬）
・Ｃ日程（3 月中旬）の独自日程
で実施されている。

商学部・看護学部・生活科学部〈居住環境学科・人間福祉学科〉－前期日程）
学部・獣医学部・医学部・生活科学部〈食栄養学科〉－前期日程）

110 大阪公立大学（中期日程）
111 大阪公立大学（後期日程）

前年版 大阪市立大学（商学部・経済学部・法学部・文学部・医学部〈看
護学科〉
・生活科学部〈居住環境学科・人間福祉学科〉）
前年版 大阪市立大学（理学部・工学部・医学部〈医学科〉
・生活科学部
〈食品栄養科学科〉）
前年版 大阪府立大学（現代システム科学域・生命環境科学域・地域保健学域）
前年版 大阪府立大学（工学域）
⇨ 2022年度に，大阪市立大学と大阪府立大学が統合され「大阪公立大学
（仮称）」となる予定（赤本には大阪市立大学・大阪府立大学の問題を掲載）。

120 奈良県立医科大学（医学部〈医学科〉－学校推薦型選抜・一般選
抜前期日程）

121 奈良県立医科大学（医学部〈医学科〉－一般選抜後期日程）

前年版 奈良県立医科大学（医学部〈医学科〉
）
⇨ 一般選抜後期日程を分冊。学校推薦型選抜をNo.120 に新たに掲
載（2021 年度の１カ年のみ）。

123 和歌山県立医科大学（医学部・薬学部）
前年版 和歌山県立医科大学（医学部）
⇨ 新設の薬学部を掲載。

139 山陽小野田市立山口東京理科大学
新刊

⇨ 私立の山口東京理科大学として開学したが，2016 年 4 月に公立大
学法人化し，山陽小野田市立山口東京理科大学となる。2018 年 4 月
には薬学部を開設。工学部とあわせて 2 学部 4 学科となった。新型コ
ロナウィルス感染防止の観点から，2021 年度一般選抜の個別学力検
査等の実施が中止されたため，2021 年度の学校推薦型選抜，2019
～2020 年度の一般選抜の 3カ年分を掲載。

218 青山学院大学（文学部・教育人間科学部－個別学部日程）

⇨ 入試制度変更により2021 年版で休載した教育人間科学部を掲載
（2021 年度の 1カ年のみ）。

248 群馬パース大学
新刊

⇨ 多職種連携教育を掲げる医療系大学。看護師や理学療法士，臨床
検査技師などの国家試験合格率の高さが強み。2021 年 4 月に既存の
保健科学部に加え，リハビリテーション学部を開設。

352 東京理科大学（先進工学部－Ｂ方式）

東京理科大学（基礎工学部－Ｂ方式）
⇨ 2021 年 4 月に基礎工学部が先進工学部に名称変更。
前年版

前年版

立教大学（文学部－個別学部日程）

前年版 立教大学（理学部）
⇨ 入試制度の変更にあわせて書名を変更。
※文学部は，大学独自の英語を課さない日程（No.415）に加えて大学
独自の英語試験を課す日程（No.416）があります。

442 静岡理工科大学

⇨【復刊】静岡県袋井市にある理工系総合大学。研究を通じた「専門
力」と「人間力」の養成を掲げる。2020 年 4 月，情報学部コンピュー
タシステム学科にデータサイエンス専攻を設置。

108 大阪公立大学（現代システム科学域〈文系〉・文学部・法学部・経済学部・
109 大阪公立大学（現代システム科学域〈理系〉・理学部・工学部・農

立教大学（全学部日程〈理学部を除く〉）

417 立教大学（理学部－一般入試）

62 新潟県立大学
新刊

前年版

416 立教大学（文学部－一般入試〈大学独自の英語を課す日程〉）

448 名古屋学院大学

⇨ 総合型選抜（特別奨学生）を新たに掲載（2021 年度の 1カ年のみ）。

558 山梨学院大学

⇨【復刊】5 学部 5 学科を置く総合大学で，高い就職率，スポーツ分野
への貢献が特徴。2021 年度入試より，学力の 3 要素を多面的，総合
的に評価する新しい選抜方式がスタート。

461 大阪医科薬科大学（医学部）
前年版

大阪医科大学（医学部）

462 大阪医科薬科大学（薬学部）

前年版 大阪薬科大学
⇨ 2021 年 4 月，大阪医科大学と大阪薬科大学が統合され，大阪医科
薬科大学となった。

472
473
474
475
476

関西大学（文系）
関西大学（理系）
関西大学（英語〈3 日程×3カ年〉）
関西大学（国語〈3 日程×3カ年〉）
関西大学（文系選択科目〈2 日程×3カ年〉）

関西大学（法学部・文学部・商学部・政策創造学部・総合情報学部）
関西大学（経済学部・社会学部・外国語学部・人間健康学部・
社会安全学部）
前年版 関西大学（システム理工学部・環境都市工学部・化学生命工学部）
前年版 関西大学（全学部日程・共通テスト併用型入試）
⇨ 入試制度の変更（学部個別日程が廃止され，全学日程での実施に）
により分冊を再編。 ※詳しくは裏面をご参照ください。
前年版
前年版

480 関西学院大学（文・社会・法学部－学部個別日程）

関西学院大学（社会・法学部－学部個別日程）
関西学院大学（文学部－学部個別日程）
⇨ 文学部の試験が法学部と同一日に行われたため，あわせて掲載。
前年版
前年版

483 関西学院大学（全学日程〈文系型〉）
484 関西学院大学（全学日程〈理系型〉）

前年版 関西学院大学（理工学部・経済学部〈理系型〉
・教育学部〈理系
型〉
・総合政策学部〈理系型〉－学部個別日程）
前年版 関西学院大学（全学日程）
⇨ 学部個別日程では，
〈理系型〉の実施がなくなり，全学日程を〈文系
型〉
〈理系型〉の 2 冊に分冊。

500 甲南大学

⇨ 公募制推薦入試を新たに掲載（2021 年度の 1カ年のみ）。

507 摂南大学（公募制推薦入試）
508 摂南大学（一般選抜前期日程）
摂南大学（文系）
摂南大学（理系）
⇨ 選抜方式別に再編。
前年版
前年版

526 立命館大学（文系－全学統一方式・学部個別配点方式）／立命館ア

554 福岡大学（医学部医学科を除く－学校推薦型選抜・一般選抜系統別日程）
福岡大学（医学部医学科を除く－一般選抜前期日程）
555 前年版 福岡大学（人文学部・法学部・経済学部・商学部・理学部・工

ジア太平洋大学（前期方式・英語重視方式）
前年版 立命館大学（文系－全学統一方式・学部個別配点方式）／立命
館アジア太平洋大学（Ａ方式・英語重視方式）
⇨ 立命館アジア太平洋大学の入試名称を変更（Ａ方式→前期方式）。

学部・医学部〈看護学科〉
・薬学部・スポーツ科学部）
⇨ 一般選抜を系統別日程と前期日程に分冊。学校推薦型選抜を
No.554に新たに掲載（2021 年度の１カ年のみ）。

「経営学部で学ぶ感性＋共通テスト」
529 立命館大学（後期分割方式・
方式）／立命館アジア太平洋大学（後期方式）
立命館大学（後期分割方式・
「経営学部で学ぶ感性＋共通テス
ト」方式）／立命館アジア太平洋大学（後期分割方式）
⇨ 立命館アジア太平洋大学の入試名称を変更（後期分割方式→後期方式）。

556 福岡大学（医学部〈医学科〉－学校推薦型選抜・一般選抜系統別日程）

前年版

532 岡山商科大学

⇨【復刊】
「実学」重視の教育を行う，就職・大学院進学に強い大学。
法・経済・経営学部の 3 学部 4 学科を置く。2020 年 4 月，経済学部経
済学科に経済データサイエンスコースを設置。

544 徳島文理大学

⇨【復刊】中国・四国地方最大級の 9 学部 22 学科を置く総合大学。
徳島キャンパスのほかに香川県さぬき市にもキャンパスがある。

前年版 福岡大学（医学部〈医学科〉
）
⇨ 学校推薦型選抜を新たに掲載（2021 年度の１カ年のみ）。

休刊

ノートルダム清心女子大学

休刊

園田学園女子大学

休刊

城西国際大学

※ 2 021 年 3 月現在の予定です。入試の実施状況や試験方式の変更，資料の公表状況によって，
掲載内容や書名を変更したり刊行を取りやめたりすることがあります。
最新の掲載情報は赤本ウェブサイト（http://akahon.net）でご確認ください。

「関西大学」の分冊変更について
関西大学ではこれまで一般入試を学部別に行っていましたが，
2021年度から
「全学日程」での実施となりま
した（総合情報学部のみ学部独自日程を実施）。
6日程ある全学日程をできる限り網羅してご提供するため，
2021年版は下記のラインナップで刊行いたします。
区分

No.

書名

日程版

472

関西大学（文系）

2/1・2/4 実施分の文系受験科目
（英語，
日本史，世界史，地理，政治・経済，文系数学，国語）

473

関西大学（理系）

2/2・2/5 実施分の理系受験科目
（英語，理系数学，物理，化学，生物）

474

関西大学（英語〈3日程×3カ年〉
）

2/3・2/6・2/7 実施分の英語

475

関西大学（国語〈3日程×3カ年〉
）

2/3・2/6・2/7 実施分の国語

476

関西大学（文系選択科目〈2日程×3カ年〉
）

科目別版

掲載日程・科目

すべての受験科目の
過去問を解きたい！
どんな試験かみてみたい！

「日程版（472・473）」で
本番通りの試験を解いてみよう！

関西大学が第一志望なんです！
どうしても受かりたい！
それなら
「関西大の英語」で，
最重要科目の英語をトコトン対策しよう！

2/3・2/6 実施分の文系選択科目
（日本史，世界史，地理，政治・経済，文系数学）

苦手科目を集中的に対策したい！
できるだけたくさんの
問題を解きたい！

「日程版（472・473）」に加えて
「科目別版（474～476）」で
科目別に弱点を克服！

1
 0年分から良問をセレクト

難関校過去問シリーズ
『関西大の英語［第9版］』
2021.3

