
※一般入試の変更点を中心に掲載しています。なお、二部、夜間部は除いています。

※各大学の発表日時点での情報に基づいて掲載しています。

※実際の出願に際しては、各大学公表の「入学者選抜要項」、「学生募集要項」などで必ず確認してください。

※個別試験の理科は、特記事項がない限り、各科目とも「基礎科目＋専門科目」を表すものとします。

※右記の変更は掲載していません。　 ＊外の選択の変更(英以外の科目) ＊「簿記・会計」「情報関係基礎」の変更

【2019/12/20版】

大学 学部 学科／専攻 方式 項目 変更点 2020年度入試 2019年度入試

北星学園大 出願方法 インターネット出願に
変更

インターネット出願 紙の願書による出願

北海学園大 出願方法 インターネット出願に
変更

インターネット出願 紙の願書による出願

人文、経営 一般 選抜方法 英語外部試験の対象
試験からGTEC ３技
能除外

対象試験：英検、GTEC CBT、GTEC ４技能、
対象試験：ケンブリッジ英検、IELTS、TEAP、
対象試験：TOEFL iBT、TOEIC LR&TOEIC SW

対象試験：英検、GTEC CBT、GTEC ３技能、
対象試験：GTEC ４技能、ケンブリッジ英検、
対象試験：IELTS、TEAP、TOEFL iBT、
対象試験：TOEIC LR&TOEIC SW

選抜方法 英語外部試験のスコ
ア変更

GTEC CBT 960点以上、
GTEC ４技能 960点以上、
TEAP 225点以上、
TOEIC LR&TOEIC SW 1,150点以上

GTEC CBT 760点以上、
GTEC ４技能 870点以上、
TEAP 235点以上、
TOEIC LR&TOEIC SW 700点以上

北海道医療大 医療技術 臨床検査 セ・前期A 選抜方法 新規実施 募集人員：６人
<セ>数+外+(理or理基２)
<個>面

―

セ・前期B 選抜方法 新規実施 募集人員：４人
<セ>数+(理or理基２)
<個>面

―

セ・後期 選抜方法 新規実施 募集人員：２人
<セ>数+(理or理基２)
<個>面

―

岩手医科大 医 医 一般 募集人員 募集人員変更 80人 90人

配点変更 ２次の論を段階評価、
面を点数化

論<段階評価>+面<50> 論+面

地域枠Ｃ 選抜方法 新規実施 募集人員：５人
<１次>数+理２+外
<２次>論+面

―

東北医科薬科大 医 医 一般 試験会場 札幌会場を追加 仙台、札幌、東京、大阪 仙台、東京、大阪

選抜方法 論を１次から２次に <１次>数+理２+外
<２次>論+面

<１次>数+理２+外+論
<２次>面

薬 一般・前期 試験会場 札幌会場を追加、新
潟会場を廃止

仙台、札幌、青森、盛岡、秋田、山形、郡山、水
戸、東京

仙台、青森、盛岡、秋田、山形、郡山、水戸、東
京、新潟

一般・後期 試験会場 札幌会場、水戸会場
を廃止

仙台、青森、盛岡、秋田、山形、郡山、東京 仙台、札幌、青森、盛岡、秋田、山形、郡山、水
戸、東京

生命薬科学 一般 入試科目 理の化が必須から選
択に

数+理+外
※理：化or生

数+理+外
※理：化

センター 入試科目 理の化が必須から選
択に

数２+理２+外
※理：(物or化or生)→２
※理：(化or生)+(物基or化基or生基)→２も可

数２+理２+外
※理：化+(物or生)

医療創生大 心理 臨床心理 新設 学部新設 心理(臨床心理)：定員40人 ―

国際医療福祉大 福岡薬 薬 新設 学部新設 福岡薬(薬)：定員120人 ―

獨協医科大 医 医 一般 選抜方法 論を２次から１次に <１次>数+理２+外+論
<２次>面

<１次>数+理２+外
<２次>論+面

栃木県地域枠 募集人員 募集人員変更 10人 ７人

センター 入試科目 ２次の論除外 <１次・セ>数２+理２+外
<２次・個>面

<１次・セ>数２+理２+外
<２次・個>論+面

埼玉医科大 医 医 セ・後期 選抜方法 廃止 ― 実施

駿河台大 スポーツ科学 スポーツ科学 改組 学部改組 スポーツ科学(スポーツ科学) 現代文化(現代文化)

獨協大 一般 試験会場 富山会場を追加、金
沢会場を廃止

草加、札幌、仙台、富山、水戸、宇都宮、高崎、
千葉、立川、横浜、新潟、長野、静岡、名古屋、
福岡

草加、札幌、仙台、水戸、宇都宮、高崎、千葉、
立川、横浜、新潟、金沢、長野、静岡、名古屋、
福岡

一般A 選抜方法 英語外部試験のスコ
ア変更

GTEC CBT 870点以上 GTEC CBT 760点以上

外国語 英語 セ・英語資格 選抜方法 英語外部試験のスコ
ア変更

GTEC CBT 1,170点以上 GTEC CBT 1,130点以上

ドイツ語、フランス語 セ・英語資格 選抜方法 英語外部試験のスコ
ア変更

GTEC CBT 1,100点以上 GTEC CBT 1,050点以上

交流文化 セ・英語資格 選抜方法 英語外部試験のスコ
ア変更

GTEC CBT 1,140点以上 GTEC CBT 1,100点以上

経済 一般C２科目 配点変更 国の配点変更 国<100>+外<100>=総点<200> 国<200>+外<100>=総点<300>

経営、経済 セ・英語資格 選抜方法 英語外部試験のスコ
ア変更

GTEC CBT 960点以上 GTEC CBT 880点以上

国際環境経済 セ・英語資格 選抜方法 英語外部試験のスコ
ア変更

GTEC CBT 1,000点以上 GTEC CBT 930点以上

国際教養 国際教養 セ・英語資格 選抜方法 英語外部試験のスコ
ア変更

GTEC CBT 1,065点以上 GTEC CBT 1,010点以上

神田外語大 選抜方法 英語外部試験のスコ
ア変更

GTEC CBT 1,060点以上 GTEC CBT 1,010点以上

一般 入試区分 入試区分変更 <前期>A日程、B日程、C日程
<後期>後期日程

全学科統一、I期、II期

聖徳大 文 文／英語英文 センター 入試科目 リスニングが必須から
選択に、選択に国と
歴追加

外+(国or歴orリスニング)
※外：筆記

外
※外：筆記、リスニング

青山学院大 総合文化政策 総合文化政策 B方式 選抜方法 英語外部試験のスコ
ア変更

GTEC CBT 960点以上 GTEC CBT 880点以上

経済 経済 B方式 募集人員 募集人員変更 50人 30人

経営 C方式 選抜方法 廃止 ― 実施

経営 A方式 募集人員 募集人員変更 200人 197人

マーケティング B方式 募集人員 募集人員変更 15人 14人

2020年度入試 主要私立大 変更点一覧
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大学 学部 学科／専攻 方式 項目 変更点 2020年度入試 2019年度入試

青山学院大 コミュニティ人間 コミュニティ人間 個別 募集人員 募集人員変更 <A方式>48人、<B方式>18人、<C方式>12人 <A方式>50人、<B方式>12人、<C方式>10人

B方式 選抜方法 英語外部試験のスコ
ア変更

GTEC CBT 960点以上 GTEC CBT 850点以上

地球社会共生 地球社会共生 個別 募集人員 募集人員変更 <A方式>21人、<B方式>15人 <A方式>25人、<B方式>25人

全学部 募集人員 募集人員変更 45人 50人

理工 経営システム A方式 募集人員 募集人員変更 35人 40人

全学部 募集人員 募集人員変更 10人 13人

情報テクノロジー B方式 募集人員 募集人員変更 20人 25人

全学部 募集人員 募集人員変更 10人 13人

センター 入試科目 理の選択から生、地
学除外

数２+理+外
※理：物or化

数２+理+外
※理：物or化or生or地学

学習院大 文 史、日本語日本文、フ
ランス語圏文化

コア 募集人員 募集人員変更 史60人、日本語日本文75人、
フランス語圏文化40人

史55人、日本語日本文70人、
フランス語圏文化45人

法 一般 選抜方法 合格判定基準廃止
―

得点が30%未満の科目が１つでもある場合は不
合格となる

国際社会科学 プラス 選抜方法 合格判定基準追加 得点が30%未満の科目が１つでもある場合は不
合格となる ―

選抜方法 英語外部試験の対象
試験にGTEC、英検
CBT追加

対象試験：GTEC、旧GTEC CBT、英検、
対象試験：英検CBT、TOEFL iBT、
対象試験：IELTS、TEAP、TEAP CBT、
対象試験：ケンブリッジ英検、
対象試験：TOEIC LR&TOEIC SW

対象試験：旧GTEC CBT、英検、TOEFL iBT、
対象試験：IELTS、TEAP、TEAP CBT、
対象試験：ケンブリッジ英検、
対象試験：TOEIC LR&TOEIC SW

北里大 医 医 一般 募集人員 募集人員変更 72人 78人
※神奈川県地域枠５人含む

山梨県地域枠、
茨城県地域枠

選抜方法 一般での募集から指
定校推薦での募集に

指定校推薦 一般

神奈川県地域枠 選抜方法 入学後の募集から指
定校推薦での募集に

指定校推薦 入学後

薬 センター 選抜方法 廃止 ― 実施

共立女子大 全学統一 選抜方法 英語外部試験のスコ
ア変更

GTEC CBT 960点以上 GTEC CBT 880点以上

国際 ２月 選抜方法 選択に数追加、歴公
が必須から数との選
択に

国+外+(歴公or数) 国+歴公+外

ビジネス 新設 学部新設 ビジネス：定員150人 ―

杏林大 医 医 一般 募集人員 募集人員変更 88人
※東京都地域枠10人追加申請予定

91人
※東京都地域枠10人、茨城県地域枠２人含む

一般・後期 選抜方法 廃止 ― 実施

センター・後期 選抜方法 新規実施 募集人員：５人
<セ>数２+理２+外
<個>外+論+面

―

慶應義塾大 理工 名称・構
成変更

学門名称・構成変更 学門A(物理・電気・機械分野)、
学門B(電気・情報分野)、
学門C(情報・数学・データサイエンス分野)、
学門D(機械・システム分野)、
学門E(化学・生命分野)

学門１、学門２、学門３、学門４、学門５

名称変更 学科名称変更 電気情報工 電子工

医 医 一般 募集人員 募集人員変更 66人 68人

國學院大 文 史学 A日程 募集人員 募集人員変更 76人 75人

中国文 一般 募集人員 募集人員変更 <A日程>15人、<B日程>10人 <A日程>17人、<B日程>８人

外国語文化 B日程 選抜方法 英語外部試験のスコ
ア変更

GTEC 1,050点以上 GTEC 1,000点以上

神道文化 神道文化 一般、セ・V方式I
期

募集人員 募集人員変更 <A日程>41人、<B日程>７人、
<セ・V方式Ｉ期>10人

<A日程>39人、<B日程>８人、
<セ・V方式Ｉ期>11人

経済 経済ネットワーキング 募集停止 学科募集停止 経済、経営 経済、経済ネットワーキング、経営

経営 一般、センター 募集人員 募集人員変更 <A日程>105人、<B日程>20人、
<セ・V方式I期>25人、<セ・V方式II期>５人

<A日程>55人、<B日程>10人、
<セ・V方式I期>20人、<セ・V方式II期>10人

経済、経営 B日程 選抜方法 英語外部試験の利用
可に

英語外部試験の利用方法：得点換算
対象試験：TEAP、TOEIC、GTEC CBT ―

人間開発 初等教育 一般、セ・V方式I
期

募集人員 募集人員変更 <A日程>36人、<B日程>６人、
<セ・V方式I期>13人

<A日程>37人、<B日程>５人、
<セ・V方式I期>14人

健康体育 セ・V方式I期 募集人員 募集人員変更 <セ・V方式I期>11人 <セ・V方式I期>12人

駒澤大 全学部 選抜方法 英語外部試験のスコ
ア変更

GTEC CBT 920点以上 GTEC CBT 800点以上

順天堂大 医 医 A方式、B方式、
セ・一般独自併用

募集人員 募集人員変更 <A方式>63人、<B方式>５人、
<セ・一般独自併用>15人

<A方式>61人、<B方式>10人、
<セ・一般独自併用>20人

上智大 外国語 英語 学科別 募集人員 募集人員変更 80人 83人

TEAP 募集人員 募集人員変更 20人 22人

ロシア語 TEAP 募集人員 募集人員変更 28人 24人

昭和大 医 医 学費 学費改定 １年次：450万円
２年次以降：450万円
６年間総額：2,700万円

１年次：450万円
２年次以降：350万円
６年間総額：2,200万円

I期 募集人員 募集人員変更 75人 78人

保健医療 看護、作業療法 一般 入試科目 数が必須から国との
選択に

理+外+(国or数) 数+理+外

昭和女子大 環境デザイン 環境デザイン 改組 学部改組 環境デザイン(環境デザイン) 生活科学(環境デザイン)

グローバルビジ
ネス

会計ファイナンス A日程、B日程 入試科目 外が必須から国との
選択に

(国or外)+(歴or数or理)
※国+外の選択可

外+(国or歴or数or理)

センター 入試科目 外が必須から国との
選択に

(国or外)+(歴公or数)
※高得点上位２科目採用
※国+外の選択可

外+(国or歴公or数)
※高得点上位１科目採用

成蹊大 文 新設 コース新設 芸術文化行政
日本語教員養成 ―

経営 総合経営 新設 学部新設 経営(総合経営)：定員290人 ―

経済 経済数理、現代経済 改組 学科改組 経済数理：定員80人、現代経済：定員150人 経済経営
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大学 学部 学科／専攻 方式 項目 変更点 2020年度入試 2019年度入試

専修大 経済 現代経済、
生活環境経済

改組 学科改組 現代経済
生活環境経済

経済

国際コミュニケー
ション

改組 学部改組 国際コミュニケーション(日本語)：定員71人
国際コミュニケーション(異文化
国際コミュニケーション(コミュニケーション)
国際コミュニケーション(：定員150人

文(日本語)

商 移転 キャンパス移転 神田キャンパス 生田キャンパス

拓殖大 外国語 国際日本語 新設 学科新設 国際日本語：定員50人 ―

工 電子システム工 入試科目 選択から国除外 数２+外+(理or理基２) 数２+外+(国or理or理基２)

中央大 試験会場 横浜会場を廃止 東京、札幌、仙台、さいたま、千葉、新潟、名古
屋、大阪、広島、福岡

東京、札幌、仙台、さいたま、千葉、横浜、新
潟、名古屋、大阪、広島、福岡

文 一般・英語外部
検定試験利用

選抜方法 英語外部試験の対象
試験に英検CBT追加

対象試験：ケンブリッジ英検、英検、英検CBT、
対象試験：GTEC CBT、IELTS、TEAP、
対象試験：TOEIC LR&TOEIC SW、TOEFL iBT

対象試験：ケンブリッジ英検、英検
対象試験：GTEC CBT、IELTS、TEAP、
対象試験：TOEIC LR&TOEIC SW、TOEFL
iBT人文／英語文以外 一般・英語外部

検定試験利用
選抜方法 英語外部試験のスコ

ア変更
GTEC CBT 960点以上、
ケンブリッジ英検 KET以上

GTEC CBT 880点以上、
ケンブリッジ英検 FCE以上

人文／英語文 一般・英語外部
検定試験利用

選抜方法 英語外部試験のスコ
ア変更

GTEC CBT 1,070点以上、
ケンブリッジ英検 PET以上

GTEC CBT 1,020点以上、
ケンブリッジ英検 FCE以上

法 国際企業関係法 統一３教科、一般
３教科、セ・併
用、セ・前期

募集人員 募集人員変更 <統一３教科>10人、<一般・３教科>60人、
<セ・併用>13人、<セ・前期５教科>19人、
<セ・前期３教科>６人

<統一３教科>11人、<一般・３教科>65人、
<セ・併用>11人、<セ・前期５教科>16人、
<セ・前期３教科>５人

政治 統一３教科、一
般、セ・併用、セ・
前期

募集人員 募集人員変更 <統一３教科>20人、<一般・４教科>20人、
<一般・３教科>128人、<セ・併用>26人、
<セ・前期５教科>52人、<セ・前期３教科>12人

<統一３教科>22人、<一般・４教科>22人、
<一般・３教科>139人、<セ・併用>22人
<セ・前期５教科>43人、<セ・前期３教科>10人

法律 統一、一般、セ・
併用、セ・前期

募集人員 募集人員変更 <統一４教科>20人、<統一３教科>36人、
<一般・４教科>60人、<一般・３教科>269人、
<セ・併用>52人、<セ・前期５教科>115人、
<セ・前期３教科>24人

<統一４教科>22人、<統一３教科>39人、
<一般・４教科>65人、<一般・３教科>291人、
<セ・併用>43人、<セ・前期５教科>96人、
<セ・前期３教科>20人

総合政策 一般・英語外部
検定試験利用

選抜方法 英語外部試験の対象
試験に英検CBT追加

対象試験：英検、英検CBT、GTEC CBT、
対象試験：IELTS、TEAP、
対象試験：TOEIC LR、TOEFL iBT

対象試験：英検、GTEC CBT、IELTS、
対象試験：TEAP、TOEIC LR、
対象試験：TOEFL iBT

英語外部試験のスコ
ア変更

TOEFL iBT 56点以上、GTEC CBT 1,050点以
上

TOEFL iBT 52点以上、GTEC CBT 1,000点以
上

国際政策 一般 募集人員 募集人員変更 58人 57人

政策 一般、セ・前期 募集人員 募集人員変更 <一般>54人、<セ・前期>19人 <一般>56人、<セ・前期>20人

経済 一般・英語外部
検定試験利用

入試科目 歴公の選択から地理
B除外

国+(歴公or数)
※歴公：世Bor日Bor政経

国+(歴公or数)
※歴公：世Bor日Bor地理Bor政経

一般・英語外部
検定試験利用

選抜方法 英語外部試験の対象
試験に英検CBT、
TEAP CBT追加

対象試験：英検、英検CBT、GTEC、IELTS、
対象試験：TEAP、TEAP CBT、
対象試験：TOEIC LR&TOEIC SW、TOEFL iBT

対象試験：英検、GTEC、IELTS、TEAP、
対象試験：TOEIC LR&TOEIC SW、
対象試験：TOEFL iBT

選抜方法 英語外部試験のスコ
ア変更

TEAP 225点以上、GTEC CBT 960点以上 TEAP 226点以上、GTEC CBT 880点以上

経済、商 一般 入試科目 歴公の選択から地理
B除外

国+外+(歴公or数)
※歴公：世Bor日Bor政経

国+外+(歴公or数)
※歴公：世Bor日Bor地理Bor政経

商 会計／フレックス 一般、センター 募集人員 募集人員変更 <一般>115人、<セ・前期４教科>14人、
<セ・前期３教科>12人、<セ・後期>４人

<一般>120人、<セ・前期４教科>10人、
<セ・前期３教科>10人、<セ・後期>５人

経営／フレックス 一般、センター 募集人員 募集人員変更 <一般>130人、<セ・前期４教科>14人、
<セ・前期３教科>12人、<セ・後期>４人

<一般>135人、<セ・前期４教科>10人、
<セ・前期３教科>10人、<セ・後期>５人

商業・貿易／フレック
ス

一般、センター 募集人員 募集人員変更 <一般>120人、<セ・前期４教科>14人、
<セ・前期３教科>12人、<セ・後期>４人

<一般>125人、<セ・前期４教科>10人、
<セ・前期３教科>10人、<セ・後期>５人

金融／フレックス センター 募集人員 募集人員変更 <セ・前期４教科>８人、
<セ・前期３教科>４人、<セ・後期>４人

<セ・前期４教科>６人、
<セ・前期３教科>６人、<セ・後期>３人

金融／フレックスPlus 一般 募集人員 募集人員変更 15人 16人

国際経営 一般・英語外部
検定試験利用

選抜方法 英語外部試験の対象
試験に英検CBT追加

対象試験：英検、英検CBT、TEAP CBT、
対象試験：TOEIC LR&TOEIC SW、TOEFL iBT

対象試験：英検、TEAP CBT、
対象試験：TOEIC LR&TOEIC SW、
対象試験：TOEFL iBT

選抜方法 英語外部試験のスコ
ア変更

英検 1,980点以上 英検 ２級以上

国際情報 一般・英語外部
検定試験利用

選抜方法 英語外部試験の対象
試験に英検CBT追加

対象試験：ケンブリッジ英検、英検、英検CBT、
対象試験：GTEC CBT、IELTS、TEAP、
対象試験：TOEIC LR&TOEIC SW、TOEFL iBT

対象試験：ケンブリッジ英検、英検
対象試験：GTEC CBT、IELTS、TEAP、
対象試験：TOEIC LR&TOEIC SW、TOEFL
iBT選抜方法 英語外部試験のスコ

ア変更
GTEC CBT 1,050点以上 GTEC CBT 1,000点以上

理工 物理 一般、センター 募集人員 募集人員変更 <一般>33人、<セ・併用>10人、<セ・前期>５人 <一般>35人、<セ・併用>12人、<セ・前期>６人

人間総合理工 一般、センター 募集人員 募集人員変更 <一般>35人、<セ・併用>13人、<セ・前期>９人 <一般>38人、<セ・併用>16人、<セ・前期>11人

帝京大 医 医 一般・千葉県枠 募集人員 募集人員変更 ２人 ５人

一般・茨城県枠 選抜方法 新規実施 募集人員：１人
<１次>外+(国or数or理)→２
<２次>論+面

―

帝京平成大 一般II 試験会場 つくば会場を追加、札
幌会場、水戸会場、
大阪会場を廃止

池袋、千葉、仙台、つくば、高崎、新潟、長野、
静岡、博多

池袋、千葉、札幌、仙台、水戸、高崎、新潟、長
野、静岡、大阪、博多

東京医科大 医 出願方法 インターネット出願に
変更

インターネット出願 紙の願書による出願

医 センター 募集人員 募集人員変更 14人 15人

一般、センター 入試科目
配点変更

２次の適性検査廃
止、論と面を点数化

論<60>+面<40>=総点<100> 論+面+適性検査

東京医療保健大 出願方法 インターネット出願に
変更

インターネット出願 紙の願書による出願

東が丘看護、
立川看護

看護 改組 学部改組 東が丘看護(看護)：定員100人
立川看護(看護)：定員100人

東が丘・立川看護(看護)

千葉看護 看護 A日程 入試科目 選択に国追加 外+(国or数or理) 外+(数or理)

東京経済大 一般・前期英国 選抜方法 廃止 ― 実施

東京工科大 コンピュータサイ
エンス

コンピュータサイエン
ス／人工知能、先進
情報

新設 専攻新設 人工知能：定員160人
先進情報：定員130人 ―

応用生物 応用生物／生命科
学・医薬品、食品・化
粧品

新設 専攻新設 生命科学・医薬品：定員140人
食品・化粧品：120人 ―

デザイン デザイン／視覚デザ
イン、工業デザイン

新設 専攻新設 視覚デザイン：定員120人
工業デザイン：定員80人 ―
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大学 学部 学科／専攻 方式 項目 変更点 2020年度入試 2019年度入試

東京慈恵会医科大 医 医 出願書類 英語外部試験を２次
試験の評価の参考に

対象試験：ケンブリッジ英検、英検、GTEC、
対象試験：GTEC CBT、IELTS、TEAP、
対象試験：TEAP CBT、TOEFL iBT、
対象試験：TOEIC LR&TOEIC SW

―

配点変更 ２次で論、面、調を点
数化

論<30>+面<25>+調<25>=総点<80> 論+面+調
※得点化せず総合評価的に評価する

東京女子大 現代教養 人文／心理 セ・３月期 入試科目 理の選択から基礎科
目除外

(国or外)+(歴公or数or理)
※理：物、化、生、地

(国or外)+(歴公or数or理or理基２)
※理：物基、化基、生基、地基、物、化、生、地

東京都市大 一般・前期 試験会場 沖縄会場を追加 世田谷、札幌、仙台、郡山、水戸、宇都宮、高
崎、千葉、池袋、新潟、金沢、甲府、長野、静
岡、名古屋、大阪、広島、福岡、沖縄

世田谷、札幌、仙台、郡山、水戸、宇都宮、高
崎、千葉、池袋、新潟、金沢、甲府、長野、静
岡、名古屋、大阪、広島、福岡

都市生活、人間
科学

セ・前期５教科基
準点型

選抜方法 合格基準点変更 560点以上 550点以上

メディア情報 社会メディア セ・前期５教科基
準点型

選抜方法 合格基準点変更 560点以上 550点以上

情報システム セ・前期５教科基
準点型

選抜方法 合格基準点変更 580点以上 550点以上

情報工 名称変更 学部名称変更 情報工 知識工

セ・前期５教科基
準点型

選抜方法 合格基準点変更 580点以上 560点以上

環境 セ・前期５教科基
準点型

選抜方法 合格基準点変更 560点以上 550点以上

理工 機械工、機械システ
ム工、電気電子通信
工、医用工、エネル
ギー化学、原子力安
全工、自然科学

改組 学部改組 理工(機械工、機械システム工、
理工(電気電子通信工、医用工、
理工(エネルギー化学、原子力安全工、
理工(自然科学)

工(機械工、機械システム工、
工(電気電子通信工、医用工、
工(エネルギー化学、原子力安全工)
知識工(自然科学)

医用工、エネルギー
化学、原子力安全
工、自然科学

セ・前期５教科基
準点型

選抜方法 合格基準点変更 560点以上 550点以上

建築都市デザイ
ン

建築、都市工 改組 学部改組 建築都市デザイン(建築)：定員120人
建築都市デザイン(都市工)：定員100人

工(建築、都市工)

建築 セ・前期５教科基
準点型

選抜方法 合格基準点変更 590点以上 580点以上

東京薬科大 生命科学 一般・C方式 入試科目 センターの理を除外 数+外 <セ>理
<個>数+外

東京理科大 グローバル方式 選抜方法 英語外部試験のスコ
ア変更

GTEC CBT 860点以上 GTEC CBT 750点以上

理工 数学 一般・B方式 配点変更 数の配点変更 数<200>+理<100>+外<100>=総点<400> 数<150>+理<100>+外<100>=総点<350>

東邦大 薬 薬 一般・センター併
用型

選抜方法 新規実施 募集人員：10人
<セ>数+外
<個>理

―

セ・後期 選抜方法 廃止 ― 実施

東洋大 文 英米文 一般・前期３教科
英語重視

選抜方法 新規実施 募集人員：15人
国+外+(歴公or数) ―

一般・前期３教科
ベスト２

選抜方法 廃止
―

実施

日本文化 セ・中期２教科国
語重視

選抜方法 廃止
―

実施

セ・中期３教科国
語重視

選抜方法 新規実施 募集人員：５人
国+外+(歴公or数or理or理基２) ―

史 セ・中期２教科歴
史重視

選抜方法 廃止
―

実施

セ・中期３教科歴
史重視

選抜方法 新規実施 募集人員：３人
国+歴+外 ―

教育／人間発達 セ・中期２教科均
等配点

選抜方法 廃止
―

実施

セ・中期３教科国
語重視

選抜方法 新規実施 募集人員：５人
国+外+(歴公or数or理or理基２) ―

東洋思想文化 セ・中期２教科均
等配点

選抜方法 廃止
―

実施

セ・中期３教科国
語重視

選抜方法 新規実施 募集人員：３人
国+外+(歴公or数or理or理基２) ―

国際文化 セ・中期３教科外
国語重視

選抜方法 新規実施 募集人員：３人
国+外+(歴公or数or理or理基２) ―

セ・後期３教科ベ
スト２

選抜方法 廃止
―

実施

経済 経済 一般・前期３教科
最高得点重視

選抜方法 新規実施 募集人員：15人
国+外+(歴公or数)
※募集人員は３日間の合計

―

一般・前期３教科
ベスト２

選抜方法 廃止
―

実施

経営 マーケティング 一般・前期３教科
ベスト２

選抜方法 廃止
―

実施

一般・中期３教科
ベスト２

選抜方法 新規実施 募集人員：５人
国+外+(歴公or数) ―

セ・中期２教科 選抜方法 新規実施 募集人員：３人
外+(国or歴公or数or理or理基２) ―

法 セ・前期４教科英
語重視

選抜方法 新規実施 募集人員：法５人、企業法５人
国+外+{歴公or数or(理or理基２)}→２ ―

セ・中期３教科ベ
スト２

選抜方法 廃止
―

実施

セ・中期３教科 選抜方法 新規実施 募集人員：法10人、企業法10人
国+外+(歴公or数or理or理基２) ―

社会 社会 一般・後期２教科
均等配点

選抜方法 新規実施 募集人員：５人
国+外

一般・後期２教科
小論文重視

選抜方法 廃止
―

実施

セ・中期３教科国
語重視

選抜方法 新規実施 募集人員：５人
国+外+(歴公or数or理or理基２) ―

社会福祉、社会文化
システム

セ・中期３教科均
等配点

選抜方法 新規実施 募集人員：各５人
国+外+(歴公or数or理or理基２) ―

セ・中期２教科 選抜方法 廃止 ― 実施
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東洋大 社会 社会文化システム 一般・中期３教科
英語重視

選抜方法 新規実施 募集人員：３人
国+外+(歴公or数) ―

国際 国際地域／国際地域 セ・中期３教科均
等配点

選抜方法 新規実施 募集人員：５人
国+外+(歴公or数or理or理基２) ―

セ・中期３教科最
高得点重視型

選抜方法 廃止
―

実施

セ・後期３教科均
等配点

選抜方法 新規実施 募集人員：３人
国+外+(歴公or数or理or理基２) ―

セ・後期３教科最
高得点重視型

選抜方法 廃止
―

実施

国際観光 国際観光 セ・前期３教科ベ
スト２

選抜方法 廃止
―

実施

情報連携 情報連携 一般・前期３教科
均等配点英国数

選抜方法 新規実施 募集人員：25人
国+数+外
※募集人員は４日間の合計

―

一般・中期３教科
均等配点英国数

選抜方法 新規実施 募集人員：５人
国+数+外 ―

一般・後期２教科
均等配点面接

選抜方法 新規実施 募集人員：５人
外+面+(国or数) ―

セ・一般後期面接
+センター３教科
文系

選抜方法 新規実施 募集人員：５人
<セ>国+外+(歴公or数)
<個>面

―

セ・一般後期面接
+センター３教科
理系

選抜方法 新規実施 募集人員：５人
<セ>数+外+(理or理基２)
<個>面

―

セ・前期３教科均
等配点英国数

選抜方法 新規実施 募集人員：10人
国+数+外 ―

理工 建築 セ・前期５教科 入試科目 歴の選択から世B、日
B 除外

国+歴公+数２+外+(理or理基２)
※歴：地理B

国+歴公+数２+外+(理or理基２)
※歴：世Bor日Bor地理B

セ・前期４教科 入試科目 歴の選択から世B、日
B 除外

数２+{国or歴公or外or(理or理基２)}→３
※歴：地理B

数２+{国or歴公or外or(理or理基２)}→３
※歴：世Bor日Bor地理B

都市環境デザイン 一般・前期３教科
均等配点２回目

入試科目 選択から歴公除外 数+理+外 数+外+(歴公or理)

一般・前期３教科
均等配点３回目、
一般・前期３教科
数学重視

入試科目 選択から国除外 数+理+外 数+外+(国or理)

セ・前期３教科数
学重視

入試科目 選択から国除外 数+外+(理or理基２) 数+{国or外or(理or理基２)}→２

セ・中期３教科数
学重視

選抜方法 新規実施 募集人員：４人
数+外+(理or理基２) ―

セ・中期２教科 選抜方法 廃止 ― 実施

生命科学 生命科学 一般・前期３教科
ベスト２

選抜方法 廃止
―

実施

セ・中期３教科最
高得点重視

選抜方法 新規実施 募集人員：４人
外+(国or数)+(理or理基２) ―

セ・中期２教科 選抜方法 廃止 ― 実施

食環境科学 食環境科学／スポー
ツ・食品機能

一般・前期３教科
ベスト２

選抜方法 廃止
―

実施

セ・前期４教科 選抜方法 新規実施 募集人員：３人
(国or歴公or数or外or理or理基２)→４ ―

セ・前期３教科ベ
スト２

選抜方法 廃止
―

実施

ライフデザイン 健康スポーツ 一般・前期３教科
英語重視

選抜方法 新規実施 募集人員：10人
１日目：国+外+(歴公or数)
２日目：国+外+(歴公or数or理)
※募集人員は２日間の合計

―

日本大 文理 英文、国文、史、心
理、体育、中国語中
国文化、地理、哲学、
ドイツ文、社会福祉

A方式第２期 入試科目 公の選択から倫除外 国+外+(歴公or数)
※歴公：世Bor日Bor地理Bor政経

国+外+(歴公or数)
※歴公：世Bor日Bor地理Bor倫or政経

情報科学、生命科学 A方式第２期 入試科目 理の選択から地学除
外

数+外+(数or理)
※理：物or化or生

数+外+(数or理)
※理：物or化or生or地学

地球科学 セ・C方式第２期 選抜方法 廃止 ― 実施

化学 A方式第２期 入試科目 理の選択から地学除
外

数+外+(数or理)
※理：物or化or生

数+外+(数or理)
※理：物or化or生or地学

セ・C方式第２期 選抜方法 新規実施 募集人員：３人
数+理+外 ―

教育、社会 A方式第２期 選抜方法 新規実施 募集人員：各３人
国+外+(歴公or数) ―

数学 セ・C方式第２期 入試科目 理を除外 数２+外 数２+理+外

体育 セ・C方式第１期 選抜方法 新規実施 募集人員：５人
国+外+(歴公or数or理or理基２) ―

物理 A方式第２期 入試科目 理の選択に化、生追
加

数+外+(数or理)
※理：物or化or生

数+外+(数or理)
※理：物

生産工 応用分子化学 N方式第１期 入試科目 理の選択に生追加 数+理+外
※理：物or化or生

数+理+外
※理：物or化

セ・C方式第１
期、第２期

入試科目 理の選択に生追加 数+外+(理or理基２)
※理：物or化or生

数+外+(理or理基２)
※理：物or化

医 医 A方式 募集人員 募集人員変更 97人 92人

A方式、N方式第
１期

配点変更 ２次の論と面を点数
化

論+面<あわせて30> 論+面

生物資源科学 生命農、動物資源科
学、海洋生物資源科
学、応用生物科学、
生命化学、食品生
命、くらしの生物

N方式第２期 選抜方法 新規実施 募集人員：各学科３人
理+外

―
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大学 学部 学科／専攻 方式 項目 変更点 2020年度入試 2019年度入試

日本大 生物資源科学 森林資源科学、国際
地域開発、生物環境
工

N方式第２期 入試科目 選択に理追加 外+(国or歴公or数or理) 外+(国or歴公or数)

食品ビジネス N方式第２期 選抜方法 新規実施 募集人員：３人
外+(国or歴公or数or理) ―

芸術 音楽／情報音楽 N方式第１期 入試科目 国追加、数除外 国+外 数+外

音楽／作曲・理論、弦
管打楽

N方式第１期 選抜方法 新規実施 募集人員：音楽学科全体で５人
国+外 ―

日本医科大 医 医 前期 募集人員 募集人員変更 81人 90人

前期・地域枠 選抜方法 新規実施 募集人員：(千葉県枠)４人、(埼玉県枠)３人、
募集人員：(静岡県枠)３人
<１次>数+理２+外
<２次>論+面

―

後期・地域枠 選抜方法 新規実施 募集人員：(福島県枠)１人、(千葉県枠)３人、
募集人員：(埼玉県枠)１人、(静岡県枠)１人
<１次>数+理２+外
<２次>論+面

―

日本女子大 文 一般・英語外部
試験利用型

選抜方法 新規実施 募集人員：英文 ５人、日本文、史各２人
英語外部試験の利用方法：出願要件、
英語外部試験の利用方法：得点加算
対象試験：英検、英検CBT、TEAP、
対象試験：TEAP CBT、GTEC
国+歴

―

人間社会 一般・英語外部
試験利用型

選抜方法 英語外部試験のスコ
ア変更

英検 ２級以上かつ1,950点以上、
英検 CBT ２級の1,950点以上、
TEAP 220点以上、TEAP CBT 420点以上、
GTEC 960点以上

英検 ２級以上かつRLの合計が990点以上、
英検 CBT ２級のRLの合計が990点以上、
TEAP RLの合計が110点以上、
TEAP CBT RLの合計が210点以上、
GTEC RLの合計が480点以上、
GTEC CBT RLの合計が440点以上

理 数物科学 一般・英語外部
試験利用型

選抜方法 新規実施 募集人員： ３人
英語外部試験の利用方法：出願要件、
英語外部試験の利用方法：得点加算
対象試験：英検、英検CBT、TEAP、
対象試験：TEAP CBT、GTEC
数

―

物質生物科学 一般・英語外部
試験利用型

選抜方法 新規実施 募集人員： ２人
英語外部試験の利用方法：出願要件、
英語外部試験の利用方法：得点加算
対象試験：英検、英検CBT、TEAP、
対象試験：TEAP CBT、GTEC
数or理

―

家政 家政経済、児童 一般・英語外部
試験利用型

選抜方法 新規実施 募集人員：家政経済３人、児童２人
英語外部試験の利用方法：出願要件、
英語外部試験の利用方法：得点加算
対象試験：英検、英検CBT、TEAP、
対象試験：TEAP CBT、GTEC
国or数

―

食物 一般・英語外部
試験利用型

選抜方法 新規実施 募集人員：各２人
英語外部試験の利用方法：出願要件、
英語外部試験の利用方法：得点加算
対象試験：英検、英検CBT、TEAP、
対象試験：TEAP CBT、GTEC
数or理

―

被服 一般・英語外部
試験利用型

選抜方法 新規実施 募集人員：３人
英語外部試験の利用方法：出願要件、
英語外部試験の利用方法：得点加算
対象試験：英検、英検CBT、TEAP、
対象試験：TEAP CBT、GTEC
国or数or理

―

住居／居住環境デザ
イン

一般・英語外部
試験利用型

選抜方法 新規実施 募集人員：３人
英語外部試験の利用方法：出願要件、
英語外部試験の利用方法：得点加算
対象試験：英検、英検CBT、TEAP、
対象試験：TEAP CBT、GTEC
国or数

―

住居／建築デザイン 一般・英語外部
試験利用型

選抜方法 新規実施 募集人員：３人
英語外部試験の利用方法：出願要件、
英語外部試験の利用方法：得点加算
対象試験：英検、英検CBT、TEAP、
対象試験：TEAP CBT、GTEC
数

―

文京学院大 保健医療技術 全学統一A日程 試験会場 ふじみ野キャンパス
から本郷キャンパス
に変更

本郷キャンパス、仙台、長野 ふじみ野キャンパス、仙台、長野

全学統一B日程 試験会場 ふじみ野キャンパス
から本郷キャンパス
に変更

本郷キャンパス ふじみ野キャンパス

法政大 文、人間環境、情
報科学、デザイン
工、理工、スポー
ツ健康、生命科
学

一般・英語外部
試験利用

選抜方法 英語外部試験の対象
試験にTEAP CBT追
加

対象試験：英検、英検CBT、TOEFL iBT、
対象試験：IELTS、TOEIC LR&TOEIC SW、
対象試験：TEAP、TEAP CBT、GTEC CBT

対象試験：英検、英検CBT、TOEFL iBT、
対象試験：IELTS、TOEIC LR&TOEIC SW、
対象試験：TEAP、GTEC CBT

法、現代福祉 一般・英語外部
試験利用

選抜方法 英語外部試験の対象
試験にTEAP CBT追
加、TOEFL PBT除外

対象試験：英検、英検CBT、TOEFL iBT、
対象試験：IELTS、TOEIC LR&TOEIC SW、
対象試験：TEAP、TEAP CBT、GTEC CBT

対象試験：英検、英検CBT、TOEFL iBT、
対象試験：IELTS、TOEIC LR&TOEIC SW、
対象試験：TEAP、GTEC CBT、TOEFL PBT

法 国際政治 一般・英語外部
試験利用

選抜方法 英語外部試験のスコ
ア変更

英検 ２級以上かつ2,180点以上、
IELTS 5,0以上、
TOEIC LR&TOEIC SW 990点以上

英検 準１級以上、IELTS 5,5以上、
TOEIC LR&TOEIC SW 940点以上

経済 一般・英語外部
試験利用

選抜方法 英語外部試験の対象
試験にTEAP、TEAP
CBT追加、TOEIC LR
除外

対象試験：英検、英検CBT、TOEFL iBT、
対象試験：IELTS、TOEIC LR&TOEIC SW、
対象試験：TEAP、TEAP CBT、GTEC CBT

対象試験：英検、英検CBT、TOEFL iBT、
対象試験：IELTS、TOEIC LR&TOEIC SW、
対象試験：GTEC CBT、TOEIC LR

現代福祉 一般・英語外部
試験利用

選抜方法 英語外部試験のスコ
ア変更

英検 ２級以上かつ2,150点以上、
IELTS 5.0以上、
TOEIC LR&TOEIC SW 940点以上

英検 準１級以上、IELTS 5.5以上、
TOEIC LR&TOEIC SW 850点以上

国際文化 国際文化交流 A方式 募集人員 募集人員変更 120人 125人
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大学 学部 学科／専攻 方式 項目 変更点 2020年度入試 2019年度入試

法政大 情報科学、デザ
イン工、理工、生
命科学

一般・英語外部
試験利用

選抜方法 英語外部試験のスコ
ア変更

TEAP 225点以上 TEAP 226点以上

グローバル教養 グローバル教養 T日程、一般・英
語外部試験利用

募集人員 募集人員変更 <T日程>３人、<英語外部試験利用>３人 <T日程>６人、<英語外部試験利用>６人

明治大 経営、国際日本、
総合数理、農

全学部 選抜方法 英語外部試験のスコ
ア変更

GTEC CBT 960点以上、TEAP 225点以上 GTEC CBT 880点以上、TEAP 226点以上

経営 一般・３科目、セ・
前期３科目

募集人員 募集人員変更 <一般・３科目>342人、<セ・前期３科目>25人 <一般・３科目>355人、<セ・前期３科目>30人

商 一般・英語４技能
試験利用方式

選抜方法 英語外部試験の対象
試験にGTEC CBT追
加

対象試験：英検、TEAP、TOEFL iBT、IELTS、
対象試験：GTEC CBT

対象試験：英検、TEAP、TOEFL iBT、IELTS

選抜方法 英語外部試験のスコ
ア変更

TEAP 225点以上 TEAP 226点以上

国際日本 一般 選抜方法 英語外部試験のスコ
ア変更

GTEC CBT 1,190点以上、TEAP 309点以上 GTEC CBT 1,160点以上、TEAP 334点以上

一般・英語４技能
試験活用方式

選抜方法 新規実施 募集人員：100人
英語外部試験の利用方法：出願要件
対象試験：英検、TEAP、TOEFL iBT、IELTS、
対象試験：TOEIC LR&TOEIC SW、
対象試験：GTEC CBT、ケンブリッジ英検
国+歴公

―

全学部３科目、全
学部英語４技能３
科目

選抜方法 １方式から２方式に 全学部３科目：10人、
全学部英語４技能３科目：18人

28人

国際日本、農 全学部英語４技
能３科目

選抜方法 英語外部試験の利用
方法変更

英語外部試験の利用方法：出願要件、
英語外部試験の利用方法：得点換算

英語外部試験の利用方法：得点換算

総合数理 先端メディアサイエン
ス

一般、全学部３科
目

募集人員 募集人員変更 <一般>51人、<全学部３科目>６人 <一般>50人、<全学部３科目>７人

ネットワークデザイン 一般、全学部４科
目

募集人員 募集人員変更 <一般>28人、<全学部４科目>27人 <一般>30人、<全学部４科目>23人

全学部３科目 選抜方法 廃止 ― 実施

農 全学部３科目、全
学部英語４技能３
科目

募集人員 １方式から２方式に 全学部３科目：農15人、農芸化学、生命科学
全学部３科目：各10人、食料環境政策５人
全学部英語４技能３科目：農、農芸化学、
全学部英語４技能３科目：生命科学各５人、
全学部英語４技能３科目：食料環境政策３人

農20人、農芸化学、生命科学各15人、
食料環境政策８人

明治学院大 文、心理、法、経
済(国際経営除
く)、社会、国際

全学部・英語外
部検定試験利用
型

選抜方法 英語外部試験の対象
試験にTEAP ４技能
追加、TEAP ２技能、
GTEC CBT除外

対象試験：英検、TEAP ４技能、GTEC 対象試験：英検、TEAP ２技能、GTEC、
対象試験：GTEC CBT

経済 経済 全学部・英語外
部検定試験利用
型

選抜方法 英語外部試験の対象
試験からGTEC CBT
除外

対象試験：英検、TEAP、GTEC 対象試験：英検、TEAP、GTEC、GTEC CBT

選抜方法 英語外部試験のスコ
ア変更

TEAP 225点以上 TEAP 236点以上

法、社会 A日程・英語外部
検定試験利用型

選抜方法 英語外部試験の対象
試験からGTEC CBT
除外

対象試験：英検、TEAP、TEAP CBT、GTEC、
対象試験：TOEFL iBT

対象試験：英検、TEAP、TEAP CBT、GTEC、
対象試験：GTEC CBT、TOEFL iBT

選抜方法 英語外部試験のスコ
ア変更

TEAP 225点以上 TEAP 226点以上

立教大 全学部グローバ
ル

選抜方法 英語外部試験の対象
試験からGTEC CBT
除外

対象試験：英検、GTEC ４技能、IELTS、
対象試験：TEAP、TEAP CBT、TOEFL iBT、
対象試験：TOEIC LR&TOEIC SW

対象試験：英検、GTEC ４技能、GTEC CBT、
対象試験：IELTS、TEAP、TEAP CBT、
対象試験：TOEFL iBT、
対象試験：TOEIC LR&TOEIC SW

文(文／英米文除
く)、現代心理、
法、経済、経営
(経営)、社会、観
光、コミュニティ福
祉、理

全学部グローバ
ル

選抜方法 英語外部試験のスコ
ア変更

英検 2,125点以上、
GTEC ４技能 1,075点以上、IELTS 4.5以上、
TEAP 267点以上、TEAP CBT 510点以上、
TOEFL iBT 57点以上、
TOEIC LR&TOEIC SW 1,355点以上

英検 ２級(４技能に限る)または準１級以上、
GTEC ４技能 960点以上、IELTS 4.0以上、
TEAP 226点以上、TEAP CBT 420点以上、
TOEFL iBT 42点以上、
TOEIC LR&TOEIC SW 790点以上

文(文／英米文除
く)、法、経済、社
会、観光、コミュ
ニティ福祉、理

全学部グローバ
ル

選抜方法 英語外部試験の英語
技能別基準点変更

英検 R515点、L541点、W488点、S405点、
GTEC ４技能 各技能240点、
IELTS 各技能4.0、TEAP 各技能56点、
TEAP CBT R113点、L125点、W88点、S93点、
TOEFL iBT R12点、L10点、W10点、S10点、
TOEIC LR&TOEIC SW
R275点、L275点、W120点、S120点

英検 R473点、L497点、W448点、S372点、
GTEC ４技能 各技能215点、
IELTS R3.5、L3.5、W3.0、S3.0、
TEAP 各技能50点、
TEAP CBT R77点、L85点、W60点、S63点、
TOEFL iBT R８点、L７点、W７点、S７点、
TOEIC LR&TOEIC SW
R250点、L250点、W100点、S100点

文 史 個別 募集人員 募集人員変更 61人 71人

文／英米文 全学部グローバ
ル

選抜方法 英語外部試験のスコ
ア変更

英検 2,300点以上、
GTEC ４技能 1,190点以上、IELTS 5.5以上、
TEAP 309点以上、TEAP CBT 600点以上、
TOEFL iBT 72点以上、
TOEIC LR&TOEIC SW 1,560点以上

英検 ２級(４技能に限る)または準１級以上、
GTEC ４技能 960点以上、IELTS 4.0以上、
TEAP 226点以上、TEAP CBT 420点以上、
TOEFL iBT 42点以上、
TOEIC LR&TOEIC SW 790点以上

選抜方法 英語外部試験の英語
技能別基準点変更

英検 R561点、L590点、W532点、S442点、
GTEC ４技能 各技能269点、
IELTS 各技能4.5、TEAP 各技能67点、
TEAP CBT R138点、L152点、W107点、
TEAP CBT S113点、
TOEFL iBT R16点、L14点、W14点、S14点、
TOEIC LR&TOEIC SW
R330点、L335点、W140点、S130点

英検 R473点、L497点、W448点、S372点、
GTEC ４技能 各技能215点、
IELTS R3.5、L3.5、W3.0、S3.0、
TEAP 各技能50点、
TEAP CBT R77点、L85点、W60点、S63点、
TOEFL iBT R８点、L７点、W７点、S７点、
TOEIC LR&TOEIC SW
R250点、L250点、W100点、S100点

現代心理、経営
(経営)

全学部グローバ
ル

選抜方法 英語外部試験の出願
要件に英語技能別基
準点追加

英検 R515点、L541点、W488点、S405点、
GTEC ４技能 各技能240点、
IELTS 各技能4.0、TEAP 各技能56点、
TEAP CBT R113点、L125点、W88点、S93点、
TOEFL iBT R12点、L10点、W10点、S10点、
TOEIC LR&TOEIC SW
R275点、L275点、W120点、S120点

―
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立教大 経営(国際経営)、
異文化コミュニ
ケーション

全学部グローバ
ル

選抜方法 英語外部試験のスコ
ア変更

英検 2,300点以上、TEAP 309点以上、
TOEIC LR&TOEIC SW 1,560点以上

英検 準１級以上、TEAP 334点以上、
TOEIC LR&TOEIC SW 1,095点以上

選抜方法 英語外部試験の出願
要件に英語技能別基
準点追加

英検 R561点、L590点、W532点、S442点、
GTEC ４技能 各技能269点、
IELTS 各技能4.5、TEAP 各技能67点、
TEAP CBT R138点、L152点、W107点、
TEAP CBT S113点、
TOEFL iBT R16点、L14点、W14点、S14点、
TOEIC LR&TOEIC SW
R330点、L335点、W140点、S130点

―

社会 個別 募集人員 募集人員変更 各学科：75人 各学科：80人

理 生命理 個別 募集人員 募集人員変更 37人 40人

早稲田大 文、文化構想 一般・英語４技能
テスト利用型

選抜方法 英語外部試験の対象
試験にTEAP CBT追
加

対象試験：TEAP、IELTS、英検、TOEFL iBT、
対象試験：ケンブリッジ英検、GTEC CBT、
対象試験：英検CBT、TEAP CBT

対象試験：TEAP、IELTS、英検、TOEFL iBT、
対象試験：ケンブリッジ英検、GTEC CBT、
対象試験：英検CBT

麻布大 一般・I期 試験会場 広島会場を廃止 相模原、仙台、さいたま、名古屋、大阪、福岡 相模原、仙台、さいたま、名古屋、大阪、広島、
福岡

神奈川大 国際日本 国際文化交流、日本
文化、歴史民俗

改組 学部改組 国際日本(国際文化交流)：定員170人
国際日本(日本文化)：定員60人
国際日本(歴史民俗)：定員70人

外国語(国際文化交流)

神奈川工科大 健康医療科学 管理栄養、臨床工、
看護

改組 学部・学科改組 健康医療科学(管理栄養)：定員80人
健康医療科学(臨床工)：定員40人
健康医療科学(看護)：定員80人

工(臨床工)
応用バイオ科学(栄養生命科学)
看護(看護)

管理栄養 名称変更 学科名称変更 管理栄養 栄養生命科学

聖マリアンナ医科大 医 医 一般 募集人員 募集人員変更 80人 85人

配点変更 ２次の論と面の配点
変更

論<50>+面<150> 論<100>+面<100>

鶴見大 歯 歯 一般・１期、一般・
２期

入試科目 ３教科から２科目に、
数と外が必須から選
択に

理+(数or外)+論+面 数+理+外+論+面

セ・３期 入試科目 ２教科から３教科に、
国が必須から選択
に、選択に外追加

[国or数or外or(理or理基２)]→３ 国+(数or理or理基２)

金沢医科大 医 医 一般・前期 配点変更 理の配点変更 数<100>+理２<150>+外<100>=総点<350> 数<100>+理２<200>+外<100>=総点<400>

選抜方法 理の試験時間変更 90分 120分

松本歯科大 歯 歯 一般・I期 試験会場 福岡会場を追加 塩尻、東京、大阪、福岡 塩尻、東京、大阪

一般・III期 入試科目 ２教科から１教科に、
外が必須から選択に

論+面+(数or理or外) 外+論+面+(数or理)

岐阜医療科学大 薬 新設 学部新設 薬 ―

愛知大 センター 選抜方法 英語外部試験のスコ
ア変更

英検 ２級以上かつ総合2,304点以上かつ
英検 各技能460点以上、
TEAP 309点以上

英検 準１級以上、TEAP 334点以上

中京大 国際 国際、言語文化 改組 学部改組 国際(国際)：定員150人
国際(言語文化)：定員140人

国際英語(国際英語)
国際教養(国際教養)

藤田医科大 医 医 後期、セ・後期 募集人員 募集人員変更 <後期>５人、<後期地域枠>５人、
<セ・後期>５人

<後期>、<後期地域枠>、<セ・後期>計15人

セ・後期 選抜方法 英語外部試験利用可
に

英語外部試験の利用方法：得点換算
対象試験：ケンブリッジ英検、英検、
対象試験：GTEC CBT、GTEC 4技能、IELTS、
対象試験：TEAP、TEAP CBT、TOEFL iBT

英語外部試験利用不可

同志社大 理工 機械理工 名称変更 学科名称変更 機械理工 エネルギー機械工

同志社女子大 薬 セ・併用 選抜方法 新規実施 実施 ―

生活科学 食物栄養科学 セ・併用 選抜方法 新規実施 実施 ―

立命館大 文 人文／国際コミュニ
ケーション、言語コミュ
ニケーション

改組 学域改組 文(人文／国際コミュニケーション、
文(人文／言語コミュニケーション)

文(人文／コミュニケーション)

人文／日本史 全学統一、学部
個別

募集人員 募集人員変更 <全学統一>50人、<学部個別>19人 <全学統一>46人、<学部個別>16人

人文／地域研究 全学統一、学部
個別

募集人員 募集人員変更 <全学統一>45人、<学部個別>18人 <全学統一>48人、<学部個別>21人

法 法 後期分割 募集人員 募集人員変更 23人 25人

経済 経済／国際 全学統一 募集人員 募集人員変更 40人 45人

経営 国際経営 全学統一、学部
個別

募集人員 募集人員変更 <全学統一>44人、<学部統一>12人 <全学統一>45人、<学部統一>13人

産業社会 学部個別 入試科目 歴公が必須から選択
に、選択に数追加

国+外+(歴公or数) 国+歴公+外

現代社会／現代社会 全学統一、学部
個別、後期分割、
セ・後期

募集人員 募集人員変更 <全学統一>127人、<学部個別>19人、
<後期分割>18人、<セ・後期>２人

<全学統一>115人、<学部個別>18人、
<後期分割>28人、<セ・後期>５人

現代社会／メディア社
会

全学統一、学部
個別、後期分割、
セ・後期

募集人員 募集人員変更 <全学統一>65人、<学部個別>10人、
<後期分割>10人、<セ・後期>２人

<全学統一>62人、<学部個別>９人、
<後期分割>13人、<セ・後期>３人

現代社会／スポーツ
社会

全学統一、学部
個別、後期分割

募集人員 募集人員変更 <全学統一>33人、<学部個別>５人、
<後期分割>５人

<全学統一>30人、<学部個別>４人、
<後期分割>９人

現代社会／子ども社
会

全学統一、学部
個別、後期分割

募集人員 募集人員変更 <全学統一>21人、<学部個別>３人、
<後期分割>４人

<全学統一>17人、<学部個別>２人、
<後期分割>９人

現代社会／人間福祉 全学統一、学部
個別、後期分割

募集人員 募集人員変更 <全学統一>46人、<学部個別>９人、
<後期分割>５人

<全学統一>45人、<学部個別>８人、
<後期分割>７人

国際関係 IR 選抜方法 英語外部試験の対象
試験にTEAP追加

対象試験：英検、TOEFL iBT、IELTS、GTEC、
対象試験：TEAP

対象試験：英検、TOEFL iBT、IELTS、
対象試験：GTEC CBT

選抜方法 英語外部試験のスコ
ア変更

GTEC 1,050点以上 GTEC 1,000点以上

食マネジメント、
スポーツ健康科
学

理系３教科 選抜方法 新規実施 数+理+外

―

理工 数理科学／データサ
イエンス、数学

新設 コース新設 理工(数理科学／データサイエンス、
理工(数理科学／数学) ―

情報理工 全学統一、後期
分割

募集人員 募集人員変更 <全学統一>149人、<後期分割>15人 <全学統一>144人、<後期分割>20人

グローバル教養 センター+面接 選抜方法 廃止 ― 実施
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大学 学部 学科／専攻 方式 項目 変更点 2020年度入試 2019年度入試

立命館大 スポーツ健康科
学

学部個別理科１
科目

選抜方法 廃止
―

実施

龍谷大 政策 セ・併用前期 選抜方法 新規実施 募集人員：８人
<セ>(国or歴公or数or外or理or理基２)→２
<セ>※理は同一教科の複数選択可
<個>国+外+(歴公or数)

―

セ・中期３科目型 選抜方法 新規実施 募集人員：４人
(国or歴公or数or外or理or理基２)→３
※理は同一教科の複数選択可

―

セ・後期３教科型 入試科目 歴公、数、理が必須
から選択に

国+外+(歴公or数or理or理基２) 国+歴公+数+外+(理or理基２)

先端理工 改組 学部改組 先端理工 理工

農 一般・A日程農学
型スタンダード、B
日程農学型スタ
ンダード

入試科目 理の選択に物追加 理+外+(国or数)
※理：物or化or生(2/1は物選択不可)

理+外+(国or数)
※理：化or生

一般・A日程農学
型高得点科目重
視、B日程農学型
高得点科目重視

選抜方法 新規実施 募集人員：受験者数をもとにスタンダード型
募集人員：と按分
理+外+(国or数)
※高得点１科目を２倍に換算

―

一般・A日程４教
科、B日程４教科

選抜方法 廃止
―

実施

一般・C日程農学
型高得点科目重
視

選抜方法 新規実施 募集人員：受験者数をもとにスタンダード型
募集人員：と按分
理+外
※高得点１科目を２倍に換算

―

植物生命科学、資源
生物科学、食品栄養

セ・前期３科目型 入試科目 ４教科必須から３科目
選択へ

(国or歴公or数or外or理or理基２)→３
※同一教科の複数選択可

国+数+理+外

セ・併用中期 選抜方法 新規実施 募集人員：植物生命科学、食品栄養各２人、
募集人員：資源生物科学３人
<セ>(国or数or外)→２
<個>理

―

食料農業システム セ・前期３科目型 入試科目 ４教科必須から３科目
選択へ

(国or歴公or数or外or理or理基２)→３
※同一教科の複数選択可

国+数+外+(歴公or理or理基２)

セ・中期 入試科目 ３教科必須から３科目
選択へ

外+(国or歴公or数or理or理基２)→２
※同一教科の複数選択可

外+(国or数)+(歴公or理or理基２)

セ・併用中期 選抜方法 新規実施 募集人員：３人
<セ>(歴公or数or外or理or理基２)→２
<セ>※同一教科の複数選択可
<個>国

―

大阪医科大 医 医 一般・前期 募集人員 募集人員変更 82人 85人

一般・研究医枠 選抜方法 廃止 ― 実施

センター利用 募集人員 募集人員変更 10人 ５人

関西大 法 法学政治 学部個別２教科
型・英語外部試
験利用

選抜方法 新規実施 募集人員：20人
英語外部試験の利用方法：出願要件
対象試験：ケンブリッジ英検、英検、
対象試験：GTEC ４技能、IELTS、TEAP、
対象試験：TEAP CBT、TOEFL iBT、
対象試験：TOEIC LR&TOEIC SW
国+(歴or公or数)

―

セ・前期３科目型 選抜方法 新規実施 募集人員：セ・前期全体で40人
国+数①+(歴公or数②or外or理or理基２) ―

セ・中期２科目型
国語

選抜方法 新規実施 募集人員：セ・中期２科目型英語と
募集人員：あわせて15人
<セ>数①+(歴公or数②or外or理or理基２)
<個>国

―

セ・中期２科目型
英語

選抜方法 新規実施 募集人員：セ・中期２科目型国語と
募集人員：あわせて15人
<セ>数①+(国or歴公or数②or理or理基２)
<個>外

―

経済 経済 学部個別・英語
外部試験利用

募集人員 募集人員変更 20人 10人

社会安全 安全マネジメント セ・後期２科目型 選抜方法 新規実施 募集人員：10人
［数or外or(理or理基２)］→２ ―

セ・後期４科目型 選抜方法 廃止 ― 実施

システム理工 セ・前期４科目型 入試科目 選択から国、歴公除
外

数２+理+外 数２+理+外+(国or歴公)

セ・後期英語外部
試験利用

選抜方法 新規実施 募集人員：セ・後期全体で７人
英語外部試験の利用方法：出願要件
対象試験：ケンブリッジ英検、英検、
対象試験：GTEC ４技能、IELTS、TEAP、
対象試験：TEAP CBT、TOEFL iBT、
対象試験：TOEIC LR&TOEIC SW
数２+理

―

数学 セ・後期３科目型 選抜方法 新規実施 募集人員：セ・後期英語外部試験利用と
募集人員：３科目型あわせて１人
数２+外

―

セ・後期４科目型 選抜方法 廃止 ― 実施

環境都市工 セ・前期５科目型 入試科目 選択から国、歴公除
外

数２+理２+外 数２+理２+外+(国or歴公)

都市システム工、エネ
ルギー・環境工

セ・後期４科目型 選抜方法 新規実施 募集人員：都市システム３人、
募集人員：エネルギー・環境工２人
数２+理+外

―

セ・後期５科目型 選抜方法 廃止 ― 実施

関西医科大 医 医 出願方法 インターネット出願
のみに変更

インターネット出願 インターネット出願
紙の願書による出願

一般 募集人員 募集人員変更 <前期>82人
<前期>※大阪府枠、静岡県枠、新潟県枠含む
<後期>セ・後期とあわせて10人
<後期>※大阪府枠、静岡県枠、新潟県枠含む

<前期>86人※大阪府枠、静岡県枠含む
<後期>６人※大阪府枠、静岡県枠含む
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大学 学部 学科／専攻 方式 項目 変更点 2020年度入試 2019年度入試

関西医科大 医 医 一般(新潟県地域
枠)

選抜方法 新規実施 募集人員：前期・後期あわせて２人
<１次>数+理２+外+論
<２次>面

―

セ・後期 選抜方法 新規実施 募集人員：一般後期とあわせて10人
<１次・セ>国+数２+理２+外
<２次・個>面

―

近畿大 国際 国際／グローバル セ・C前期１科目
型

選抜方法 新規実施 募集人員：C前期あわせて28人
外 ―

セ・C前期２科目
型

選抜方法 新規実施 募集人員：C前期あわせて28人
国+外 ―

国際／東アジア セ・C前期１科目
型

選抜方法 新規実施 募集人員：C前期あわせて３人
外 ―

セ・C前期２科目
型

選抜方法 新規実施 募集人員：C前期あわせて３人
国+外 ―

理工 セ・C前期５科目
型

選抜方法 新規実施 募集人員：各学科・コースごとにC前期で
募集人員：まとめて募集
国+歴+数+理+外

―

建築 建築 セ・C前期 入試科目 数⇒数２ 数２+(国or理or外)→２ 数+(国or理or外)→２

セ・C中期 入試科目 ４教科必須から３教科
選択へ

(国or歴公or数２or理or外)→３ 国+数２+理+外

医 医 一般・前期A日程 募集人員 募集人員変更 55人 65人

一般・前期地域
枠

選抜方法 全募集単位での募集
から一般・前期での募
集に

一般・前期のみでの募集
※一般・前期との併願不可

推薦を含めた全募集単位で募集

一般・前期地域
枠(和歌山県枠)

募集人員 募集人員変更 ２人 10人

摂南大 農 農業生産、応用生物
科学、食品栄養、食
農ビジネス

新設 学部新設 農(農業生産)：定員80人
農(応用生物科学)：定員80人
農(食品栄養)：定員80人
農(食農ビジネス)：定員90人

―

関西学院大 理工 セ・併用全学科共
通数学

選抜方法 新規実施 募集人員：各学科ごとに関学独自方式で
募集人員：まとめて募集
<セ>(国or数or理or外)→２
※同一教科から複数科目選択可
※理：物理学科は物必須、化学科は化必須
<個>数

―

セ・１月５科目型
(理科１科目)

選抜方法 新規実施 募集人員：各学科ごとにセンター１月出願方式
募集人員：でまとめて募集
数２+理+外+(国or歴公)
※理：物理学科は物必須、化学科は化必須

―

セ・３月４科目型 選抜方法 新規実施 募集人員：各学科ごとにセンター３月出願方式
募集人員：でまとめて募集
数２+理+(国or外)

―

化学 一般・英数型、
セ・併用数学型、
セ・３月

募集人員 募集人員変更 <一般・英数型、セ・併用数学型>計８人
<セ・３月>２人

<一般・英数型>３人
<セ・併用数学型>３人
<セ・３月>３人

セ・３月６科目型 入試科目 理の選択に生、地学
追加

国+数２+理２+外
※理：物or化or生or地学

国+数２+理２+外
※理：物+化

物理 セ・併用数学型、
セ・３月

募集人員 募集人員変更 <セ・併用数学型>４人
<セ・３月>２人

<セ・併用数学型>３人
<セ・３月>４人

生命科学 セ・３月 募集人員 募集人員変更 <セ・３月>４人 <セ・３月>６人

情報科学 一般・学部個別、
一般・英数型、
セ・併用数学型、
セ・３月

募集人員 募集人員変更 <一般・学部個別>14人
<一般・英数型、セ・併用数学型>計８人
<セ・３月>２人

<一般・学部個別>13人
<一般・英数型>４人
<セ・併用数学型>３人
<セ・３月>３人

セ・１月５科目型
(理科２科目)

入試科目 理が２科目必須に 数２+理２+外 数２+理+外

数理科学 一般・英数型、
セ・併用数学型

募集人員 募集人員変更 <一般・英数型、セ・併用数学型>計９人 <一般・英数型>５人
<セ・併用数学型>３人

一般・全学日程 配点変更 数の配点変更 数<150>+理<150>+外<150>=総点<450> 数<200>+理<150>+外<150>=総点<500>

セ・１月５科目型
(理科２科目)

入試科目 理が１科目必須から２
科目必須に

数２+理２+外 数２+理+外

セ・３月６科目型 入試科目 理が１科目必須から２
科目必須に

国+数２+理２+外 国+数２+理+外

人間システム工 一般・英数型、
セ・併用数学型、
セ・３月

募集人員 募集人員変更 <一般・英数型、セ・併用数学型>計８人
<セ・３月>２人

<一般・英数型>４人
<セ・併用数学型>３人
<セ・３月>３人

先進エネルギーナノ
工

一般・英数型、
セ・併用数学型、
セ・１月、セ・３月

募集人員 募集人員変更 <一般・英数型、セ・併用数学型>計８人
<セ・１月>６人
<セ・３月>２人

<セ・併用数学型>３人
<セ・１月>７人
<セ・３月>４人

一般・英数型 選抜方法 新規実施 募集人員：セ・併用数学型とあわせて８人
数+外

―

環境・応用化学 一般・英数型、
セ・併用数学型、
セ・３月

募集人員 募集人員変更 <一般・英数型、セ・併用数学型>計８人
<セ・３月>２人

<一般・英数型>４人
<セ・併用数学型>３人
<セ・３月>３人

生命医化学 セ・３月 募集人員 募集人員変更 <セ・３月>４人 <セ・３月>６人

甲南女子大 一般 選抜方法 英語外部試験利用可
に

英語外部試験の利用方法：得点換算
対象試験：英検、GTEC 4技能

英語外部試験利用不可

国際 国際英語、多文化コ
ミュニケーション

改組 学部改組 国際(国際英語)：定員110人
国際(多文化コミュニケーション)：定員80人

文(英語文化、多文化コミュニケーション)

神戸学院大 後期・調査書併
用型

選抜方法 新規実施 後期・調査書併用型
―
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大学 学部 学科／専攻 方式 項目 変更点 2020年度入試 2019年度入試

兵庫医科大 医 医 一般A 試験会場 １次試験会場の名古
屋会場を廃止

東京、神戸、福岡 東京、名古屋、神戸、福岡

募集人員 募集人員変更 80人 85人

選抜方法 ２次の面、調を点数化 面+調<あわせて100> 面と調は点数化しない

武庫川女子大 経営 経営 新設 学部新設 経営(経営)：定員200人 ―

食物栄養 食物栄養、食創造科
学

改組 学部改組 食物栄養(食物栄養)：定員200人
食物栄養(食創造科学)：定員80人

生活環境(食物栄養)

建築 建築、景観建築 新設 学部新設 建築(建築)：定員45人
建築(景観建築)：定員40人 ―

川崎医科大 医 医 一般・長崎県枠 募集人員 募集人員変更 ４人 ６人

広島修道大 一般・C日程 選抜方法 英語外部試験の対象
試験に英検CBT追加

対象試験：英検、英検CBT、GTEC ３技能、
対象試験：GTEC ４技能、GTEC CBT

対象試験：英検、GTEC ３技能、GTEC ４技能、
対象試験：GTEC CBT

選抜方法 英語外部試験のスコ
ア変更

英検 CSE2.0 1,728点以上 英検 CSE2.0 1,284点以上

人間環境 人間環境 一般・C日程 選抜方法 ３科目受験から２科目
受験に

国+外 国+外+(歴公or数)

センター 入試科目 国の出題範囲変更 国+外+(歴公or数or理or理基２)
※国：近代以降の文章

国+外+(歴公or数or理or理基２)
※国：近代以降の文章+古文+漢文

セ・併用 入試科目 センターの国の出題
範囲変更

<一般>国+外+(歴公or数or理or理基２)
<セ>［国or歴公or数or外or(理or理基２)］→２
※国：近代以降の文章

<一般>国+外+(歴公or数or理or理基２)
<セ>［国or歴公or数or外or(理or理基２)］→２
※国：近代以降の文章+古文+漢文

広島国際大 健康スポーツ 健康スポーツ 新設 学部新設 健康スポーツ(健康スポーツ)：定員70人
―

健康科学 心理、医療栄養、医
療経営、医療福祉

新設 学部新設 健康科学(心理)：定員100人
健康科学(医療栄養)：定員60人
健康科学(医療経営)：定員90人
健康科学(医療福祉)：定員100人

―

久留米大 医 医 前期 募集人員 募集人員変更 75人 80人

配点変更 ２次の面を点数化 論<50>+面<50>＝総点<100> 論<50>+面

福岡県特別枠 選抜方法 一般選抜から推薦入
試へ

推薦：５人 一般：５人

西南学院大 外国語(仮称) 外国語(仮称) 改組 学部改組 外国語(外国語)(仮称)：定員300人 文(英文、外国語)

福岡大 医 医 系統別 募集人員 募集人員変更 60人 70人

配点変更 ２次の論、調の点数
化廃止

面<50>+論+調
※論と調は参考資料として活用

面+論+調<あわせて50>

センターI期 配点変更 ２次の調の点数化廃
止

面<50>+調
※調は参考資料として活用

面+調<あわせて50>
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