
２０２３年度入試難易予想ランキング表（国公立大）

【文・人文学系】
前期日程 中期・後期・別日程

東日本 西日本 東日本 西日本

２次 ２次 ２次 ２次

98 国際教養 （国際教養－国際教養Ｃ日程）

88 国際教養 （国際教養－国際教養Ｂ日程） 70.0

85 群馬県立女子 （国際コミュ） 京都府立 （文－歴史） 65.0

84 愛知県立 （外国語－英米）

京都府立 （文－日本・中国文） 62.5

83 愛知県立 （外国語－ヨーロ－スペイン語圏）

（外国語－ヨーロ－ポルトガル語圏）

京都府立 （文－欧米言語文化） 62.5

神戸 （文－人文） 67.5

東京 （文科三類） 67.5 京都 （文－人文） 67.5 82
京都 （教育－教育科学文系） 67.5 80 国際教養 （国際教養－国際教養Ａ日程） 67.5 愛知県立 （外国語－ヨーロ－フランス語圏）

（教育－教育科学理系） 65.0 筑波 （人文・文化－人文） （外国語－ヨーロ－ドイツ語圏）

（人間－教育） 神戸 （国際人間－グローバル文化） 67.5

お茶の水女子 （文教育－人文科学）

79 東京都立 （人文社会－人文） 神戸 （国際人間－子ども教育）

都留文科 （文－国際教育－中）

筑波 （人文・文化－比較文化） 60.0 京都府立 （文－歴史） 62.5 78 筑波 （人間－心理） 愛知県立 （外国語－中国）

お茶の水女子 （文教育－人間社会科学） 大阪公立 （文）

都留文科 （文－国文－中） 55.0 神戸市外国語 （外国語－英米）

（文－英文３科目型－中） 55.0 九州 （文－人文）

（文－比較文化－中） 55.0

都留文科 （文－国文） 77 北海道 （文－人文科学） 神戸市外国語 （外国語－イスパニア）

筑波 （人間－心理） 65.0 金沢 （文系一括） 55.0 76 名古屋市立 （人文社会－心理教育）

東京都立 （人文社会－人文） 57.5 大阪 （文－人文） 65.0 神戸市外国語 （外国語－ロシア）

（外国語－中国）

広島 （文－人文）

北海道 （文－人文科学） 62.5 神戸 （文－人文） 62.5 75 北海道 （教育－教育） 富山 （芸術文化－芸術文化ａ）

筑波 （人間－教育） 62.5 神戸市外国語 （外国語－英米） 60.0 千葉 （文－行動科学） （芸術文化－芸術文化ｂ）

お茶の水女子 （生活科学－心理） 62.5 （文－歴史学） 愛知県立 （日本文化－国語国文）

都留文科 （文－比較文化） 高知 （人文社会－人文科学）

（文－国際教育） 北九州市立 （外国語－英米）

鹿児島 （法文－人文－多元地域文化）

北海道 （総合文系） 62.5 京都府立 （文－日本・中国文） 60.0 74 信州 （人文－人文） 静岡文化芸術 （文化政策－芸術文化）

筑波 （人文・文化－人文） 62.5 神戸市外国語 （外国語－イスパニア） 57.5 三重 （人文－文化）

東京外国語 （言語文化－イタリア語） 65.0 京都府立 （文－和食文化）

（言語文化－朝鮮語） 65.0 島根 （法文－社会文化）

都留文科 （文－英文３科目型）

信州 （人文－人文）

北海道 （教育－教育） 60.0 名古屋 （文－人文） 62.5 73 岩手 （人文社会－人間文化） 静岡文化芸術 （文化政策－文化政策）

お茶の水女子 （文教育－人間社会科学） 62.5 京都府立 （文－欧米言語文化） 60.0 埼玉 （教養－教養） 奈良女子 （文） 60.0

東京外国語 （言語文化－英語） 65.0 大阪 （外国語－英語） 62.5 広島 （教育－人間－心理学系）

神戸 （国際人間－グローバル文化） 62.5 北九州市立 （文－比較文化）

神戸市外国語 （外国語－ロシア） 57.5

（外国語－中国） 57.5

東北 （文－人文社会） 60.0 名古屋市立 （人文社会－心理教育） 60.0 72 静岡 （人文社会－社会）

筑波 （総合選抜－文系） 62.5 大阪 （外国語－ドイツ語） 62.5 愛知県立 （日本文化－歴史文化）

お茶の水女子 （文教育－人文科学） 60.0 （外国語－フランス語） 62.5 滋賀県立 （人間文化－地域文化）

東京外国語 （言語文化－フランス語） 65.0 （外国語－イタリア語） 62.5 広島 （教育－人間－教育学系）

（言語文化－ロシア語） 60.0 （外国語－スペイン語） 62.5 熊本 （文－歴史） 60.0

神戸 （国際人間－子ども教育） 60.0 （文－文）

長崎 （多文化社会－多文化社会） 52.5

東北 （教育－教育科学） 60.0 名古屋 （教育－人間発達科学） 62.5 71 山形 （人文社会－人間文化） 神戸市外国語 （外国語２部－英米）

千葉 （文－歴史学） 60.0 大阪 （外国語－中国語） 60.0 群馬県立女子 （文－国文）

お茶の水女子 （文教育－言語文化） 62.5 （外国語－朝鮮語） 60.0 都留文科 （文－英文５科目型－中） 55.0

（外国語－ロシア語） 60.0

（外国語－デンマーク語） 60.0

（外国語－スウェーデン語） 60.0

（外国語－ポルトガル語） 60.0

（外国語－日本語） 60.0

大阪公立 （現代シス－心理（英・国型）） 60.0

岡山 （文－人文） 55.0

群馬県立女子 （文－美学美術史） 京都府立 （文－和食文化） 55.0 70 山梨県立 （人間福祉－人間形成） 島根 （法文－言語文化）

千葉 （文－行動科学） 57.5 大阪公立 （文） 60.0 尾道市立 （芸術文化－日本文） 52.5

（文－日本・ユーラシア文化） 60.0 県立広島 （地域創生－地域文化） 山口県立 （国際文化－文化創造）

東京外国語 （言語文化－スペイン語） 65.0 広島 （教育－人間－心理学系） 60.0 愛媛 （法文－人文社会）

（言語文化－ポルトガル語） 65.0 北九州市立 （外国語－英米） 52.5 北九州市立 （外国語－中国）

（言語文化－中国語） 62.5 九州 （文－人文） 57.5

東京外国語 （言語文化－ドイツ語） 62.5 静岡文化芸術 （文化政策－文化政策） 52.5 69 茨城 （人文社会－人間文化） 静岡 （人文社会－言語文化）

（言語文化－ポーランド語・チェコ語） 62.5 大阪 （外国語－インドネシア語） 60.0

都留文科 （文－英文５科目型） （外国語－タイ語） 60.0

（外国語－ベトナム語） 60.0

共
テ
得
点
率

※ボーダー得点率の高い順に並べています
※各大学のボーダーは11月現在のものです
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共
テ
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大阪 （外国語－アラビア語） 60.0 69
（外国語－トルコ語） 60.0

（外国語－ハンガリー語） 60.0

尾道市立 （芸術文化－日本文） 55.0

広島 （文－人文） 57.5

九州 （教育） 60.0

茨城 （人文社会－人間文化） 52.5 静岡 （人文社会－社会） 52.5 68 群馬県立女子 （文－美学美術史） 富山 （人文－人文）

群馬県立女子 （文－国文） 52.5 愛知県立 （外国語－英米） 55.0 新潟 （人文－人文） 岐阜 （地域科学）

埼玉 （教養－教養） 55.0 大阪 （外国語－モンゴル語） 57.5 愛知県立 （教育福祉－教育－小学校教育）

東京外国語 （言語文化－ロシア語及びウズベク語・モンゴル語） 62.5 （外国語－フィリピン語） 57.5

（言語文化－インドネシア・マレーシア・フィリピン語） 62.5 （外国語－ビルマ語） 57.5

（言語文化－タイラオスベトナムカンボジアビルマ語） 60.0 （外国語－ヒンディー語） 57.5

（言語文化－ウルドゥー語・ヒンディー語・ベンガル語） 60.0 （外国語－ウルドゥー語） 57.5

（言語文化－アラビア語・ペルシア語・トルコ語） 60.0 （外国語－ペルシア語） 57.5

（外国語－スワヒリ語） 57.5

長崎 （多文化社会－多文化－オランダ特別） 52.5

金沢 （人間社会－国際） 55.0 67 群馬県立女子 （文－英米文化） 愛知県立 （教育福祉－教育－保育幼児教育）

静岡 （人文社会－言語文化） 50.0 （文－文化情報） 熊本県立 （文－日本語日本文）

静岡文化芸術 （文化政策－芸術文化） 50.0

愛知県立 （日本文化－国語国文） 57.5

大阪公立 （現代シス－心理（理・数型）） 57.5

神戸市外国語 （外国語２部－英米） 55.0

愛媛 （社会共創－地域－文化資源マネジメント）

北九州市立 （文－比較文化） 47.5

山梨県立 （人間福祉－人間形成） 愛知県立 （日本文化－歴史文化） 55.0 66 県立広島 （地域創生－地域文化・地域産業（経過選択））

奈良女子 （文） 57.5 熊本県立 （文－英語英米文） 52.5

広島 （教育－人間－教育学系） 57.5

熊本 （文－文） 55.0

弘前 （医－心理支援科学） 52.5 金沢 （人間社会－人文） 55.0 65 愛媛 （法文－夜－人文社会）

山形 （人文社会－グローバル・スタディーズ） 52.5 滋賀県立 （人間文化－地域文化） 50.0 高知県立 （文化－文化）

群馬県立女子 （国際コミュ） 北九州市立 （外国語－中国） 50.0 佐賀 （芸術地域－地域デザイン） 50.0

熊本 （文－歴史） 52.5

（文－コミュニケーション情報） 57.5

山形 （人文社会－人間文化） 55.0 富山 （芸術文化－芸術文化ａ） 64 山口 （人文－人文）

群馬県立女子 （文－英米文化） 47.5 熊本県立 （文－日本語日本文） 52.5

岩手 （人文社会－人間文化） 50.0 愛知県立 （外国語－ヨーロ－フランス語圏） 50.0 63
島根 （法文－社会文化） 50.0

愛媛 （法文－人文社会） 50.0

群馬県立女子 （文－文化情報） 富山 （芸術文化－芸術文化ｂ） 62 福島 （人文社会－Ａ系）

新潟 （人文－人文） 50.0 愛知県立 （外国語－ヨーロ－スペイン語圏） 50.0

（外国語－ヨーロ－ポルトガル語圏） 50.0

（外国語－中国） 50.0

三重 （人文－文化） 55.0

山口県立 （国際文化－文化創造）

熊本県立 （文－英語英米文） 50.0

鹿児島 （法文－人文－心理学） 50.0

岐阜 （地域科学） 55.0 61 福島 （人文社会－Ｂ系） 福岡県立 （人間社会－人間形成）

愛知県立 （教育福祉－教育－保育幼児教育） 52.5

島根 （法文－言語文化） 50.0

香川 （医－臨床心理） 52.5

佐賀 （芸術地域－地域デザイン）

愛知県立 （外国語－ヨーロ－ドイツ語圏） 50.0 60 弘前 （人文社会－文化創生） 鳥取 （地域－人間形成）

（教育福祉－教育－小学校教育） 50.0 山形 （地域教育－児童教育） 琉球 （人文社会－琉球アジア文化）

島根県立 （人間文化－地域文化） （地域教育－文化創生）

高知 （人文社会－人文科学） 47.5

高知県立 （文化－文化）

鹿児島 （法文－人文－多元地域文化） 47.5

福島 （人文社会－人間－人文科学（国語）） 55.0 富山 （人文－人文） 50.0 59
山口 （人文－人文） 47.5

弘前 （人文社会－文化創生） 50.0 愛媛 （法文－夜－人文社会） 47.5 58
福島 （人文社会－人間－心理学・幼児教育（小論文））

（人文社会－人間－人文科学（英語）） 52.5

（人文社会－人間－人文科学（小論文））

山形 （地域教育－児童教育） 47.5 福岡県立 （人間社会－人間形成） 57
（地域教育－文化創生） 47.5 琉球 （人文社会－琉球アジア文化）

福島 （人文社会－人間－教育実践）

（人文社会－人間－心理学・幼児教育（検査））

大分 （福祉健康－心理学） 56
福島 （人文社会－人間－特別支援・生活科学） 55

鳥取 （地域－人間形成） 47.5 53

※ボーダー得点率の高い順に並べています
※各大学のボーダーは11月現在のものです
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