
※2021年度入試における一般選抜の変更点等を中心に一覧にまとめています。

掲載内容については、今後変更等の可能性があるため、各大学公表の最新情報を大学HP等で必ず確認してください。

従来の「一般入試」は「一般選抜」、「AO入試」は「総合型選抜」、「推薦入試」は「学校推薦型選抜」へそれぞれ名称変更されます。

センター試験と共通テストを比較した変更点は、原則共通テストの概要確定後に記載します。

二部、夜間制、フレックス制については掲載していません。

◎大学・学部・学科等について

名称については、一部略称を用いています。

新設、改組情報には、設置認可申請中や設置構想中等を含みます。

◎教科名、科目名の表記について

教科・科目のみ記載は必須科目、( ) は選択教科・科目を表し、→の後ろの数字は選択科目数を示します。

選択科目の変更については、※で表記をしています。

例：国+数+理２+外

例：国語、数学、理科２科目、外国語が必須ということを表します。

例：外+（国or数or理）→２

例：外国語が必須、国語、数学、理科から２科目選択ということを表します。

例：数+理+外

例：※理：物or化or生

例：理科は物理、化学、生物から１科目選択ということを表します。

教科名および科目名の表記について（略称）

○国語⇒「国」　※出題範囲については記載していません。

○地理歴史・公民⇒「歴公」

地理歴史⇒「歴」

世界史Ａ⇒「世Ａ」、世界史Ｂ⇒「世Ｂ」

日本史Ａ⇒「日Ａ」、日本史Ｂ⇒「日Ｂ」

地理Ａ⇒「地理Ａ」、地理Ｂ⇒「地理Ｂ」

公民⇒「公」

現代社会⇒「現」

倫理⇒「倫」

政治・経済⇒「政」

倫理、政治経済⇒「倫政」

○数学　※共通テストの数②における「簿記・会計」「情報関係基礎」の変更は記載していません。

数学１科目⇒「数」、数学２科目⇒「数２」

数I、数I・A⇒「数①」、数II、数II・B⇒「数②」

数学Ａ⇒「数Ａ」、数学Ｂ⇒「数Ｂ」

数学I⇒「数I」、数学II⇒「数II」、数学III⇒「数III」

○理科　※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。

理科１科目⇒「理」

理科２科目⇒「理２」

理科・基礎科目⇒「理基」

物理⇒「物」、物理基礎⇒「物基」

化学⇒「化」、化学基礎⇒「化基」

生物⇒「生」、生物基礎⇒「生基」

地学⇒「地学」、地学基礎⇒「地基」

○外国語⇒「外」　※英語以外の選択科目の変更は記載していません。

英語⇒「英」

○小論文⇒「論」

○面接⇒「面」

○実技⇒「実」

○調査書⇒「調」　※調査書は点数化される場合のみ記載しています。

○総合問題⇒「総合問題」

2021年度入試変更点一覧　表の見方



【2020/06/22版】
大学 学部 学科／専攻 方式 項目 変更点 2021年度入試 2020年度入試

東北医科薬科大 共通テスト利用 入試科目 英語にリスニング追
加

英語はリーディングとリスニングを課す 英語はリーディングのみを課す

東北学院大 法、経済、経営、
教養、工

英語資格・検定
利用

選抜方法 英語資格・検定利用
新規実施

英語外部試験の利用方法：みなし満点
―

国際医療福祉大 福岡看護 看護 募集停止 学部募集停止 ― 福岡看護(福岡国際医療福祉大へ移管)

自治医科大 医 医 一般 入試科目 ２次の論廃止、数と外
追加

数+外+面 論+面

埼玉医科大 医 医 一般 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

文教大 国際、経営 移転 キャンパス移転 東京あだちキャンパス 湘南キャンパス

東都大 沼津ヒューマンケ
ア

看護 新設 学部新設 沼津ヒューマンケア(看護)
※仮称 ―

青山学院大 文 英米文 募集人員 募集人員変更 <共通テスト利用・併用個別A方式>70人、
<一般・C方式>40人、
<共通テスト利用方式>15人

<一般・個別A方式>110人、
<一般・個別C方式>10人、<セ>５人

共通テスト併用・
個別A方式

選抜方法 一般方式から共通テ
スト併用方式に

<共>国+歴公+外
<個>外

<個>国+歴+外

一般・個別B方式 入試科目 ２つの外の試験のう
ち、１つを総合問題に

外+総合問題
※総合問題：英語による記述式問題および論

外２

一般・個別C方式 選抜方法 英語外部試験利用廃
止 ―

英語外部試験の利用方法：出願要件

入試科目 必須から歴除外 国+外 国+歴+外

共通テスト利用
方式

配点変更 国の配点変更 国<100>+外<200>
+(歴公or数or理or理基２)<100>=総点<400>

国<200>+外<200>
+(歴公or数or理or理基２)<100>=総点<500>

史 募集人員 募集人員変更 <一般>55人、<全学部>20人 <一般>65人、<全学部>10人

共通テスト併用・
個別

選抜方法 一般方式から共通テ
スト併用方式に

<共>国+外+(歴公or数or理or理基２)
<個>歴

<個>国+歴+外

日本文 共通テスト併用・
個別A方式

選抜方法 一般方式から共通テ
スト併用方式に

<共>歴+外
<個>国

<個>国+歴+外

共通テスト併用・
個別B方式

選抜方法 一般方式から共通テ
スト併用方式に

<共>国+外
<個>国

<個>国２+外

フランス文 募集人員 募集人員変更 <共通テスト併用・個別A方式>45人、
<共通テスト利用>10人

<一般・個別A方式>50人、<セ>５人

共通テスト併用・
個別A方式

選抜方法 一般方式から共通テ
スト併用方式に

<共>国+歴公+外
<個>総合問題

<個>国+歴+外

共通テスト併用・
個別B方式

選抜方法 一般方式から共通テ
スト併用方式に

<共>外
<個>総合問題(論述問題)

<個>外+論述

比較芸術 共通テスト併用・
個別

選抜方法 一般方式から共通テ
スト併用方式に

<共>国+歴+外
<個>論

<個>国+歴+外

総合文化政策 総合文化政策 募集人員 募集人員変更 <共通テスト併用・個別A方式>70人、
<共通テスト併用・個別B方式>50人、
<全学部>55人、<共通テスト利用方式>10人

<一般・個別A方式>69人、
<一般・個別B方式>55人
<全学部>50人、<セ・３教科型>７人

セ・４教科型 選抜方法 廃止 ― 実施

共通テスト併用・
個別A方式

選抜方法 出願資格に英語外部
試験を追加

利用方法：出願要件
対象試験：英検、GTEC、IELTS、TEAP、
対象試験：TOEFL iBT、
対象試験：TOEIC LR&TOEIC SW

―

選抜方法 一般方式から共通テ
スト併用方式に

<共>国+(歴公or数)
<個>総合問題

<個>国+外+(歴公or数)

共通テスト併用・
個別B方式

選抜方法 一般方式から共通テ
スト併用方式に

<共>外+(歴公or数)
<個>論

<個>論

選抜方法 英語外部試験利用廃
止 ―

英語外部試験の利用方法：出願要件

共通テスト利用
方式

入試科目 公の選択から倫、政
除外

国+外+(歴公or数)
※公：現or倫政

国+外+(歴公or数)
※公：現or倫or政or倫政

法 法 募集人員 募集人員変更 <共通テスト併用・個別A方式>100人、
<共通テスト併用・個別B方式>80人、
<全学部>70人

<一般・個別A方式>150人、
<一般・個別B方式>50人
<全学部>50人

共通テスト併用・
個別A方式

選抜方法 一般方式から共通テ
スト併用方式に

<共>国+外+(歴公or数)
<個>総合問題

<個>国+外+(歴公or数or外)

共通テスト併用・
個別B方式

選抜方法 一般方式から共通テ
スト併用方式に

<共>国+外+(歴公or数)
<個>総合問題

<個>国+外+(歴公or数)

共通テスト利用
方式

入試科目 歴の選択にA科目追
加、数の選択に数I、
数II追加

国+外+(歴公or数or理)
※歴：日Aor日Bor世Aor世Bor地Aor地B
※数：数Ior数I・Aor数IIor数II・B

国+外+(歴公or数or理)
※歴：日Bor世Bor地B
※数：数I・Aor数II・B

国際政治経済 国際経済 共通テスト併用・
個別

選抜方法 一般方式から共通テ
スト併用方式に

<共>国+外+(歴公or数)
<個>総合問題

<個>国+外+(歴公or数)

国際政治、国際コミュ
ニケーション

共通テスト併用・
個別A方式

選抜方法 一般方式から共通テ
スト併用方式に

<共>国+外+(歴公or数)
<個>総合問題

<個>国+外+(歴公or数)

共通テスト併用・
個別B方式

選抜方法 一般方式から共通テ
スト併用方式に

<共>国+外
<個>総合問題

<個>国+外

選抜方法 英語外部試験の対象
試験からTOEIC LR除
外

対象試験：英検、IELTS、TOEFL iBT 対象試験：英検、IELTS、TOEFL iBT、
対象試験：TOEIC LR

国際コミュニケーショ
ン

募集人員 募集人員変更 <共通テスト併用・個別A方式>27人、
<共通テスト併用・個別B方式>20人

<一般・個別A方式>32人、
<一般・個別B方式>15人

経済 一般・個別A方式 入試科目 国数除外、歴公が選
択から必須に

歴公+外 国+外+(歴公or数)

2021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 2021年度入試 2020年度入試

青山学院大 経済 経済 募集人員 募集人員変更 <一般・個別A方式>180人、
<一般・個別B方式>100人

<一般・個別A方式>230人、
<一般・個別B方式>50人

現代経済デザイン 募集人員 募集人員変更 <一般・個別A方式>50人、
<一般・個別B方式>25人、
<共通テスト利用方式>10人

<一般・個別A方式>60人、
<一般・個別B方式>15人、
<セ・４教科型>５人

セ・３教科型 選抜方法 廃止 ― 実施

経営 共通テスト併用・
個別A方式

選抜方法 一般方式から共通テ
スト併用方式に

<共>国+外+(歴公or数)
<個>外

<個>国+外+(歴公or数)

共通テスト併用・
個別B方式

選抜方法 一般方式から共通テ
スト併用方式に

<共>数+外+(国or歴公)
<個>外

<個>国+外+(歴公or数)

共通テスト利用
方式

配点変更 国と外の配点変更 国<100>+外<100>+(歴公or数)<100>
=総点<300>

国<200>+外<250>+(歴公or数)<100>
=総点<550>

セ・４教科型 選抜方法 廃止 ― 実施

経営 募集人員 募集人員変更 <共通テスト併用・個別A方式>160人、
<共通テスト併用・個別B方式>40人、
<共通テスト利用方式>10人

<一般・個別A方式>200人、
<一般・個別B方式>20人、
<セ・３教科型>７人

マーケティング 募集人員 募集人員変更 <共通テスト併用・個別A方式>80人、
<共通テスト併用・個別B方式>20人、
<共通テスト利用方式>５人

<一般・個別A方式>100人、
<一般・個別B方式>15人、
<セ・３教科型>３人

社会情報 社会情報 共通テスト併用・
個別A方式

募集人員 募集人員変更 45人 90人

選抜方法 一般方式から共通テ
スト併用方式に

<共>国or歴公
<個>外

個別A方式
<個>国+外+(歴or数)

共通テスト併用・
個別B方式

選抜方法 新規実施 募集人員：25人
<共>国+外
<個>数

―

共通テスト併用・
個別C方式

選抜方法 一般方式から共通テ
スト併用方式に

<共>数+外
<個>数

個別B方式
<個>数+外

共通テスト併用・
個別D方式

選抜方法 新規実施 募集人員：15人
<共>外+(国or歴公)
<個>総合問題

―

共通テスト利用
方式

入試科目 外が選択から必須に 外+(国or歴公or数)→２ (国or歴公or数or外)→３

コミュニティ人間
科学

コミュニティ人間科学 共通テスト併用・
個別

選抜方法 新規実施 募集人員：24人
<共>国+外
<個>論

―

一般・個別A方
式、個別B方式、
個別C方式

選抜方法 廃止

―

実施

全学部 募集人員 募集人員変更 60人 24人

共通テスト利用
方式

選抜方法 新規実施 募集人員：12人
国+外+(歴公or数or理or理基２) ―

教育人間科学 共通テスト併用・
個別

選抜方法 一般方式から共通テ
スト併用方式に

<共>国+外
<個>論

<個>国+歴+外

教育 募集人員 募集人員変更 <共通テスト併用・個別>20人、
<全学部>70人

<一般・個別>60人、
<全学部>30人

心理 募集人員 募集人員変更 <共通テスト併用・個別>15人、
<全学部>58人、<共通テスト利用方式>10人

<一般・個別>65人、
<全学部>10人、<セ>８人

地球社会共生 地球社会共生 共通テスト併用・
個別

選抜方法 新規実施 募集人員：30人
<共>国+外+(歴公or数)
<個>論

―

一般・個別A方
式、個別B方式

選抜方法 廃止
―

実施

共通テスト利用 配点変更 外の配点変更 国<100>+外<200>+(歴公or数)<100>
=総点<400>

国<100>+外<250>+(歴公or数)<100>
=総点<450>

理工 共通テスト併用・
個別B方式

選抜方法 一般方式から共通テ
スト併用方式に

<共>数+理+外
<個>数+理

<個>数+理+外

物理科学、数理サイ
エンス

改組 学科改組 物理科学、数理サイエンス
※すべて仮称

物理・数理

電気電子工 共通テスト利用
方式

入試科目 理の選択に化追加 数２+理+外
※理：物or化

数２+理+外
※理：物

機械創造工 共通テスト併用・
個別B方式

募集人員 募集人員変更 20人 21人

化学・生命科学 募集人員 募集人員変更 <一般・個別A方式>50人、
<共通テスト併用・個別B方式>20人

<一般・個別A方式>45人、
<一般・個別B方式>25人

一般・個別A方式 選抜方法 理の選択から物除外 数+理+外
※理：化

数+理+外
※理：物or化

学習院大 出願書類 出願要件として、「受
験生本人に関する内
容」の記入を求める

「受験生本人に関する内容」を記入
※合否判定には使用しない ―

文 英語英米文化 コア 募集人員 募集人員変更 70人 80人

共通テスト利用・
３教科型

選抜方法 新規実施 募集人員：10人
―

史 コア 募集人員 募集人員変更 55人 60人

共通テスト利用・
３教科型

選抜方法 新規実施 募集人員：５人
―

哲 コア 募集人員 募集人員変更 55人 60人

共通テスト利用・
３教科型

選抜方法 新規実施 募集人員：５人
―

ドイツ語圏文化 共通テスト利用・
３教科型

選抜方法 新規実施 募集人員：３人
―

フランス語圏文化 コア 募集人員 募集人員変更 35人 40人

共通テスト利用・
３教科型

選抜方法 新規実施 募集人員：３人
―
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大学 学部 学科／専攻 方式 項目 変更点 2021年度入試 2020年度入試

学習院大 文 教育 コア 募集人員 募集人員変更 25人 30人

共通テスト利用・
５教科型

選抜方法 新規実施 募集人員：３人
―

法 共通テスト利用・
３教科型

選抜方法 新規実施 募集人員：各15人
―

プラス 選抜方法 廃止 ― 実施

経済 経済 コア 募集人員 募集人員変更 130人 150人

共通テスト利用・
４科目型

選抜方法 新規実施 募集人員：10人
―

共通テスト利用・
６科目型

選抜方法 新規実施 募集人員：10人
―

国際社会科学 国際社会科学 プラス 募集人員 募集人員変更 15人 20人

共通テスト利用・
４科目型

選抜方法 新規実施 募集人員：５人
―

理 化学 共通テスト利用・
４教科６科目型

選抜方法 新規実施 募集人員：５人
―

プラス 選抜方法 廃止 ― 実施

北里大 理 共通テスト利用・
前期、後期

入試科目 英語にリスニング追
加

英語はリスニングを課す 英語はリスニングを課さない

物理 共通テスト利用・
中期

選抜方法 廃止
―

実施

海洋生命科学 共通テスト利用・
後期

選抜方法 廃止
―

実施

慶應義塾大 選抜方法 出願要件として、「主
体性」「多様性」「協働
性」をどのように考
え、心掛けてきたかに
ついて記入を求める

「主体性」「多様性」「協働性」についてどのよう
に考え、心掛けてきたかを記入
※合否判定には使用しない ―

國學院大 観光 観光まちづくり 新設 学部新設 観光(観光まちづくり)
※すべて仮称 ―

駒澤大 全学部 選抜方法 英語外部試験の対象
試験変更

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

対象試験：英検、GTEC、IELTS、
対象試験：TEAP ４技能、TEAP ２技能、
対象試験：TOEFL iBT、TOEIC LR、
対象試験：TOEIC LR&TOEIC SW

仏教 共通テスト利用・
中期

入試科目 外が選択から必須に 国+外+（歴公or数or理or理基２) 国+(歴公ｏｒ数ｏｒ理or理基２or外)

経営 市場戦略 一般・S方式 選抜方法 廃止 ― 実施

グローバル グローバル 一般・T方式３月 選抜方法 廃止 ― 実施

一般・T方式２
月、一般・S方式

入試科目 国が選択から必須
に、歴公の選択に日
B、政経追加、選択に
数追加

国+外+(歴公or数or情報)
※歴公：世B、日B、地B、政経

外+(国or歴公or情報)
※歴公：世B、地B

一般・S方式 選抜方法 英語外部試験を利用
可

利用方法：得点換算
対象試験：IELTS、TOEFL iBT、
対象試験：TOEIC LR、TOEIC LR&TOEIC SW ―

芝浦工業大 工、システム理工
(環境システム除
く)、デザイン工

共通テスト利用・
後期

入試科目 国除外で４教科型か
ら３教科型へ

数２+理+外 国+数２+理+外

システム理工 環境システム 共通テスト利用・
後期

入試科目 国除外で４教科型か
ら３教科型へ

数２+外+(理or歴公) 国+数２+外+(理or歴公)

建築 建築 共通テスト利用・
後期

入試科目 国・歴公除外で４教科
型から３教科型へ

数２+理+外 数２+理+外+(国or歴公)

順天堂大 スポーツ健康科
学

スポーツ健康科学 改組 学科改組 スポーツ健康科学(仮称) 健康、スポーツ科学、スポーツマネジメント

上智大 共通テスト利用・
併用型

選抜方法 英語外部試験の利用
可

利用方法：得点加算
対象試験：ケンブリッジ英検、英検、GTEC、
対象試験：IELTS、TEAP、TEAP CBT、
対象試験：TOEFL iBT

―

共通テスト利用
型

選抜方法 英語外部試験の利用
可

利用方法：得点換算
対象試験：ケンブリッジ英検、英検、GTEC、
対象試験：IELTS、TEAP、TEAP CBT、
対象試験：TOEFL iBT

―

TEAPスコア利用
型

選抜方法 英語外部試験の利用
方法変更

利用方法：得点換算 利用方法：出願要件

文 英文、国文、ドイツ
文、フランス文

共通テスト併用
型

選抜方法 一般方式から共通テ
スト併用方式に

<共>国+歴公+外
<個>学科試問

<個>国+歴+外

共通テスト利用
型

選抜方法 新規実施 国+歴公+数+外
―

TEAPスコア利用
型

入試科目 選択から数除外、歴
公の選択から地B、
倫、政経除外

国+歴
※歴：世B、日B

国+(歴公or数)
※歴公：世B、日B、地B、倫、政経

新聞 共通テスト併用
型

選抜方法 一般方式から共通テ
スト併用方式に

<共>国+歴公+外
<個>学科試問

<個>国+歴+外+学科試問

共通テスト利用
型

選抜方法 新規実施 国+歴公+数+外
―

TEAPスコア利用
型

入試科目 選択から数除外、歴
公の選択から地B、
倫、政経除外

国+歴
※歴：世B、日B

国+(歴公or数)
※歴公：世B、日B、地B、倫、政経

史 共通テスト併用
型

選抜方法 一般方式から共通テ
スト併用方式に

<共>国+歴+外
<個>学科試問

<個>国+歴+外+学科試問

共通テスト利用
型

選抜方法 新規実施 国+歴+数+外
―
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大学 学部 学科／専攻 方式 項目 変更点 2021年度入試 2020年度入試

上智大 文 哲 共通テスト併用
型

選抜方法 一般方式から共通テ
スト併用方式に

<共>国+外+(歴公or数)
<個>学科試問

<個>国+外+学科試問+(歴or数)

共通テスト利用
型

選抜方法 新規実施 国+歴公+数+外
―

TEAPスコア利用
型

入試科目 歴公の選択から地B、
倫、政経除外

国+(歴or数)
※歴：世B、日B

国+(歴公or数)
※歴公：世B、日B、地B、倫、政経

神 共通テスト併用
型

選抜方法 一般方式から共通テ
スト併用方式に

<共>国+歴公+外
<個>面+学科試問

<個>国+歴+外

共通テスト利用
型

選抜方法 新規実施 <１次>国+歴公+数+外
<２次>面 ―

TEAPスコア利用
型

入試科目 歴公の選択から倫、
政経除外
２次試験新規実施

<１次>国+歴
※歴：世B、日B
<２次>面

国+歴公
※歴公：世B、日B、倫、政経

外国語 共通テスト併用
型

選抜方法 一般方式から共通テ
スト併用方式に

<共>国+外+(歴公or数)
<個>外+学科試問

<個>国+外+(歴or数)

共通テスト利用
型

選抜方法 新規実施 国+歴公+数+外
―

TEAPスコア利用
型

入試科目 歴公の選択から地B、
倫、政経除外

国+(歴or数)
※歴：世B、日B

国+(歴公or数)
※歴公：世B、日B、地B、倫、政経

法 共通テスト併用
型

選抜方法 一般方式から共通テ
スト併用方式に

<共>国+外+(歴公or数)
<個>学科試問

<個>国+外+(歴or数)

共通テスト利用
型

選抜方法 新規実施 国+歴公+数+外
―

TEAPスコア利用
型

入試科目 歴公の選択から地B、
倫、政経除外

国+(歴or数)
※歴：世B、日B

国+(歴公or数)
※歴公：世B、日B、地B、倫、政経

経済 経営 共通テスト併用
型

選抜方法 一般方式から共通テ
スト併用方式に

<共>国+外+(歴公or数)
<個>数or外

<個>国+外+(歴or数)

共通テスト利用
型

選抜方法 新規実施 国+歴公+数+外
―

TEAPスコア利用
型

入試科目 歴公の選択から地B、
政経除外

国+(歴or数)
※歴：世B、日B

国+(歴公or数)
※歴公：世B、日B、地B、政経

経済 共通テスト併用
型

選抜方法 一般方式から共通テ
スト併用方式に

<共>国+数２+外
<個>数

<個>国+数+外

共通テスト利用
型

選抜方法 新規実施 国+歴公+数２+外
―

総合グローバル 共通テスト併用
型

選抜方法 一般方式から共通テ
スト併用方式に

<共>国+歴公+外
<個>学科試問

<個>国+歴+外

共通テスト利用
型

選抜方法 新規実施 国+歴公+数+外
―

TEAPスコア利用
型

入試科目 歴公の選択から地B、
倫、政経除外

国+(歴or数)
※歴：世B、日B

国+(歴公or数)
※歴公：世B、日B、地B、倫、政経

総合人間科学 教育 共通テスト併用
型

選抜方法 一般方式から共通テ
スト併用方式に

<共>国+外+(歴公or数)
<個>学科試問

<個>国+外+(歴or数)

共通テスト利用
型

選抜方法 新規実施 国+歴公+数+外
―

TEAPスコア利用
型

入試科目 歴公の選択から倫、
政経除外

国+(歴or数)
※歴：世B、日B

国+(歴公or数)
※歴公：世B、日B、倫、政経

心理 共通テスト併用
型

選抜方法 一般方式から共通テ
スト併用方式に

<共>国+外+(歴公or数)
<個>面+学科試問

<個>国+外+(歴or数)

共通テスト利用
型

選抜方法 新規実施 <１次>国+歴公+数+外
<２次>面 ―

TEAPスコア利用
型

入試科目 歴公の選択から地B、
倫、政経除外
２次試験新規実施

<１次>国+(歴or数)
※歴：世B、日B
<２次>面

国+(歴公or数)
※歴公：世B、日B、地B、倫、政経

社会、社会福祉 共通テスト併用
型

選抜方法 一般方式から共通テ
スト併用方式に

<共>国+外+(歴公or数)
<個>学科試問

<個>国+外+(歴or数)

共通テスト利用
型

選抜方法 新規実施 国+歴公+数+外
―

TEAPスコア利用
型

入試科目 歴公の選択から地B、
倫、政経除外

国+(歴or数)
※歴：世B、日B

国+(歴公or数)
※歴公：世B、日B、地B、倫、政経

看護 共通テスト併用
型

選抜方法 一般方式から共通テ
スト併用方式に

<共>国+外+(数２or理or理基２)
<個>面+学科試問

<個>国+外+(数or理)

共通テスト利用
型

選抜方法 新規実施 <１次>国+数２+外+(理or理基２)
<２次>面 ―

TEAPスコア利用
型

入試科目 ２次試験新規実施 <１次>国+数
<２次>面

国+数

理工 共通テスト併用
型

選抜方法 一般方式から共通テ
スト併用方式に

<共>数２+理+外
<個>数+理

<個>数+理+外

共通テスト利用
型

選抜方法 新規実施 国+数２+理２+外
―

成蹊大 経済 経済数理 一般・学部個別A
方式

入試科目 国と外を「外・国」一体
的に出題

数+国・外 国+数+外

現代経済 一般・学部個別A
方式

入試科目 国と外を「外・国」一体
的に出題

国・外+(歴公or数) 国+外+(歴公or数)

専修大

出願書類 「主体性を持って多様
な人々との協働して
学ぶ態度に関する経
験」等についての記
入を求める

「主体性を持って多様な人々との協働して学ぶ
態度に関する経験」等について記入
※合否判定には使用しない

―

ネットワーク情報 ネットワーク情報 一般・全国、スカ
ラシップ

入試科目 数が選択から必須へ 国+数+外 国+外+(歴公or数)

「主体性を持って多様な人々との協働して学ぶ態度に関する経験」等をWEB出願時にの入力を求めていたが、一般選抜では求めないことに変更
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大学 学部 学科／専攻 方式 項目 変更点 2021年度入試 2020年度入試

専修大 ネットワーク情報 ネットワーク情報 一般・前期A方
式、全学部統一、
後期

入試科目 共通テストの数①の
受験を必須とし、基準
点を設ける

共通テスト：数①
共※基準点以上が合格判定対象
個別：国+外+(歴公or数)

個別：国+外+(歴公or数)

中央大 文 一般、一般・英語
外部試験利用

入試科目 歴公の選択から倫、
政経除外、一部専攻
に選択科目の条件追
加

国+外+(歴or数)
※歴：世B、日B
※文／日本史は日B必須、
※文／東洋史、西洋史は歴必須

国+外+(歴公or数)
※歴公：世B、日B、倫、政経
※専攻による選択科目の条件なし

英語文学文化除く 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

対象試験：TEAP 225点以上、
対象試験：TOEIC LR&TOEIC SW 1,150点以上
※TOEIC LR&TOEIC SW はSWのスコアを
※2.5倍する

対象試験：TEAP 226点以上、
対象試験：TOEIC LR&TOEIC SW 790点以上

英語文学文化 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

対象試験：TEAP 270点以上、
対象試験：TOEIC LR&TOEIC SW 1,410点以上
※TOEIC LR&TOEIC SW はSWのスコアを
※2.5倍する

対象試験：TEAP 280点以上、
対象試験：TOEIC LR&TOEIC SW 940点以上

総合政策 一般・英語外部
検定換算

選抜方法 新規実施 英語外部試験の活用方法：出願要件、
英語外部試験の活用方法：得点加算
国+外

―

一般・英語外部
試験利用

選抜方法 廃止
―

実施

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、スコア変更

対象試験：英検 CSEスコア 1,728点以上、
対象試験：GTEC 690点以上
対象試験：TEAP 135点以上
対象試験：TEAP CBT 235点以上

対象試験：英検 CSEスコア 1,980点以上、
対象試験：GTEC 960点以上
対象試験：IELTS 4.0以上
対象試験：TEAP 225点以上
対象試験：TEAP CBT 420点以上
対象試験：TOEFL iBT 42点以上
対象試験：TOEIC LR&TOEIC SW 790点以上

セ・センター併用
英語選択

選抜方法 廃止
―

実施

商 共通テスト利用・
前期３教科

配点変更 すべての配点変更 国<200>+外<200>+(歴公or数or理or
理基２)<100>=総点<500>

国<150>+外<150>+(歴公or数or理or
理基２)<200>=総点<500>

国際情報 国際情報 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

対象試験：TEAP 300点以上 対象試験：TEAP 260点以上

理工 ビジネスデータサイエ
ンス

名称変更 学科名称変更 ビジネスデータサイエンス 経営システム工

東京工科大 医療保健 改組 学科改組 リハビリテーション(理学療法、作業療法、
リハビリテーション(言語聴覚)
※すべて仮称

理学療法、作業療法

東京女子大 現代教養 共通テスト利用・
５科目型

選抜方法 新規実施 実施
―

共通テスト利用・
３月期国公立併
願型

選抜方法 新規実施 実施

―

人文、国際社会、心
理、数理科学

一般・英語外部
試験利用

選抜方法 英語外部試験の対象
試験を２技能から４技
能型に変更

対象試験：英検、TEAP、TEAP CBT
※いずれも４技能

対象試験：英検、TEAP、TEAP CBT
※いずれもLRの２技能

国際英語 共通テスト併用
型

選抜方法 新規実施
英語外部試験利用

英語外部試験の活用方法：出願要件
―

数理科学／情報理学 一般・３教科 入試科目 理の選択から生除外 数+外+(数or理)
※理：物or化

数+外+(数or理)
※理：物or化or生

一般・英語外部
試験利用

入試科目 理の選択から生除外 数+(数or理)
※理：物or化

数+(数or理)
※理：物or化or生

東京都市大 理工 応用化学 名称変更 学科名称変更 応用化学 エネルギー化学

東京理科大 グローバル 選抜方法 英語外部試験の対象
試験にケンブリッジ英
検、TEAP CBT追加、
TEAP ２技能、TOEIC
２技能除外

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

対象試験：英検、GTEC CBT、IELTS、
対象試験：TEAP ４技能、TEAP ２技能、
対象試験：TOEFL iBT、
対象試験：TOEIC LR&TOEIC SW、
対象試験：TOEIC LR

経営 国際デザイン経営 新設 学科新設予定 国際デザイン経営(仮称) ―

経営 共通テスト利用・
A方式

入試科目 国と数２が選択から
必須に、数２の数I・
A、数II・Bが選択から
必須に

国+数２+外+(歴公or理)
※数①：数I・A
※数②：数II・B

外+(国or歴公or数２or理)→２
※数①：数Ior数I・A
※数②：数IIor数II・B

B方式 入試科目 国と数が選択から必
須に、選択から歴公
除外

国+数+外 外+(国or数)+(歴公or数)

ビジネスエコノミクス 共通テスト利用・
A方式

入試科目 数の数I・A、数II・Bが
選択から必須に

国+数２+外+(歴公or理)
※数①：数I・A
※数②：数II・B

国+数２+外+(歴公or理)
※数①：数Ior数I・A
※数②：数IIor数II・B

先進工 名称変更 学部・学科名称変更
予定

先進工(マテリアル創成工、生命システム工、
先進工(電子システム工)
※すべて仮称

基礎工(材料工、生物工、電子応用工)

東洋大 ライフデザイン 移転 キャンパス移転 赤羽台キャンパス 朝霞キャンパス

日本大 出願書類 「主体性」「多様な
人々との協働性」につ
いての経験の記入を
求める

「主体性」「多様な人々との協働性」についての
経験を記入
※合否判定には使用しない ―

文理 A個別方式第１期 選抜方法 第二志望制度廃止
―

第二志望制度

N全学統一方式
第２期

選抜方法 新規実施 実施
―

化学、国文 共通テスト利用・
Ｃ方式第２期

選抜方法 廃止
―

実施
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日本大 工 A個別方式 選抜方法 第二志望制度新規実
施

第二志望制度
―

生産工 A個別方式第３期 選抜方法 廃止 ― 実施

共通テスト利用・
Ｃ方式第２期

選抜方法 廃止
―

実施

共通テスト併用・
CA方式

選抜方法 新規実施 実施
―

日本女子大 理、家政 一般・３教科型 選抜方法 新規実施 実施 ―

法政大 グローバル教養 グローバル教養 T日程 選抜方法 廃止 ― 実施

英語外部試験利
用

選抜方法 利用方法に得点換算
追加、英語外部試験
の対象試験変更

利用方法：出願要件、得点換算
対象試験：英検、IELTS、TOEFL iBT

利用方法：出願要件
対象試験：英検、GTEC CBT、IELTS、
対象試験：TEAP、TEAP CBT、
対象試験：TOEFL iBT、
対象試験：TOEIC LR&TOEIC SW

共通テスト利用・
B方式

選抜方法 出願資格に英語外部
試験を追加

利用方法：出願要件
対象試験：英検、IELTS、TOEFL iBT ―

入試科目 外除外 国+（歴公or数） 国+外+（歴公or数）

生命科学 応用植物科学 A方式 入試科目 数と理が選択から必
須に

数+理+外 外+(数or理)

明治大 出願書類 「主体性を持って多様
な人々と協働して学
ぶ態度」についての
経験の記入を求める

高等学校入学相当の年齢から出願時までに
「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態
度」を持って活動・経験してきたと本人が考えて
いる内容について、500文字以内で入力
※合否判定には使用しない

―

文 史学／西洋史 一般、共通テスト
利用・前期５科目

募集人員 募集人員変更 <一般>32人、
<共通テスト利用・前期５科目>１人

<一般>31人、
<共通テスト利用・前期５科目>２人

史学／考古学 共通テスト利用・
前期３科目、前期
５科目

募集人員 募集人員変更 <共通テスト利用・前期３科目>４人、
<共通テスト利用・前期５科目>１人

<共通テスト利用・前期３科目>３人、
<共通テスト利用・前期５科目>２人

史学／地理 一般、共通テスト
利用・前期５科目

募集人員 募集人員変更 <一般>27人、
<共通テスト利用・前期５科目>１人

<一般>26人、
<共通テスト利用・前期５科目>２人

文／フランス文 全学部、共通テ
スト利用・前期５
科目

募集人員 募集人員変更 <全学部>８人、
<共通テスト利用・前期５科目>１人

<一般>７人、
<共通テスト利用・前期５科目>２人

文／演劇 一般、共通テスト
利用・前期５科目

募集人員 募集人員変更 <一般>29人、
<共通テスト利用・前期５科目>１人

<一般>28人、
<共通テスト利用・前期５科目>２人

心理／現代社会 共通テスト利用・
前期３科目

募集人員 募集人員変更 ３人 ４人

政治経済 経済 共通テスト利用・
前期３科目

募集人員 募集人員変更 15人 20人

政治 共通テスト利用・
前期３科目

募集人員 募集人員変更 ８人 10人

地域行政 共通テスト利用・
前期７科目

募集人員 募集人員変更 12人 15人

経営 全学部３科目 募集人員 募集人員変更 27人 30人

全学部英語４技
能

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
国+(歴公or数)
※英語外部試験のスコアに応じて英語の
※得点を付与する

―

商 商 共通テスト利用・
前期４科目

入試科目 ３科目方式から４科目
方式となり、数が選択
から必須に

４科目方式
国+数+外+(歴公or理or理基２)

３科目方式
国+外+(歴公or数or理or理基２)

共通テスト利用・
前期５科目

入試科目 ４科目方式から５科目
方式となり、数が選択
から必須に

５科目方式
国+数+外+(歴公or理or理基２)→２
※同一教科の複数選択可

４科目方式
国+外+(歴公or数or理or理基２)→２
※同一教科の複数選択可

国際日本 国際日本 共通テスト利用・
前期５科目

入試科目 ４科目方式から５科目
方式となり、数①が選
択から必須、歴公が
必須から選択、選択
科目が１→２科目に

５科目方式
国+数①+外+(歴公or数②or理or理基２)→２

４科目方式
国+歴公+外+(数or理or理基２)

理工 情報工 共通テスト利用・
前期３教科

募集人員 募集人員変更 ７人 10人

共通テスト利用・
前期４教科

選抜方法 新規実施 募集人員：７人
国+数２+理+外 ―

農 農芸化学 一般、全学部３科
目、共通テスト利
用

募集人員 募集人員変更 <一般>90人、<全学部３科目>15人、
<共通テスト利用>12人

<一般>100人、<全学部３科目>10人、
<共通テスト利用>10人

立教大 出願書類 出願要件として、「主
体性」「多様性」「協働
性」に関する経験の
提出を求める

「主体性」「多様性」「協働性」に関する経験を
記入
※合否判定には使用しない ―

共通テスト併用・
英語外部試験利
用方式(全学部日
程)

入試科目 一般の外を廃止し、
共通テストの外か英
語外部試験の利用の
選択制に

一般入試のほぼすべての方式を共通テストの
外か英語外部試験を利用する方式とする
対象試験：ケンブリッジ英検、英検、GTEC、
対象試験：IELTS、TEAP、TEAP CBT、
対象試験：TOEFL iBT
※英語外部試験のスコアは提出可能な
※最低スコアの設定なし

外

文以外 個別 選抜方法 個別学部日程廃止 個別学部日程を廃止し、全学部日程の試験日
を増加

実施
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大学 学部 学科／専攻 方式 項目 変更点 2021年度入試 2020年度入試

立教大 文、現代心理、
法、経済、経営、
社会、観光、コ
ミュニティ福祉、
異文化コミュニ
ケーション

共通テスト併用・
英語外部試験利
用方式①(全学部
日程)

選抜方法 新規実施 <共>外
<個>国+(歴or数)
※歴：日

―

共通テスト併用・
英語外部試験利
用方式②(全学部
日程)

選抜方法 新規実施 <共>外
<個>国+(歴or数)
※歴：世 ―

共通テスト併用・
英語外部試験利
用方式③(全学部
日程)

選抜方法 新規実施 <共>外
<個>国+歴公
※歴公：日or世or政経 ―

共通テスト併用・
英語外部試験利
用方式④(全学部
日程)

選抜方法 新規実施 <共>外
<個>国+歴
※歴：日or世or地 ―

共通テスト併用・
英語外部試験利
用方式⑤(全学部
日程)

選抜方法 新規実施 <共>外
<個>国+歴
※歴：日or世 ―

文 一般・独自の英
語試験を出題す
る方式

選抜方法 新規実施 国+歴+外
※歴：日or世 ―

理 共通テスト併用・
英語外部試験利
用方式①(全学部
日程)

選抜方法 新規実施 <共>外
<個>数+理

―

共通テスト併用・
英語外部試験利
用方式②(全学部
日程)

選抜方法 新規実施 <共>外
<個>数+理

―

早稲田大 選抜方法 出願要件として、「主
体性」「多様性」「協働
性」に関する経験の
提出を求める

「主体性」「多様性」「協働性」に関する経験を
記入
※得点化しない ―

文、文化構想 セ・センターのみ
方式

選抜方法 廃止
―

実施

政治経済 共通テスト併用・
一般

選抜方法 一般方式から共通テ
スト併用方式に

<共>国+数①+外+(歴公or数②or理or理基２)
<個>総合問題
※総合問題は日英両言語を含む長文読解

<個>国+外+(歴or数)

経済 共通テスト併用・
一般

募集人員 募集人員変更 140人 200人

政治 共通テスト併用・
一般

募集人員 募集人員変更 100人 150人

国際政治経済 共通テスト併用・
一般

募集人員 募集人員変更 60人 100人

商 一般 選抜方法 １方式から３方式で実
施

一般・地歴・公民型、数学型、英語４技能型 一般：国+外+(歴公or数)

一般・地歴・公民
型

選抜方法 新規実施 募集人員：355人
国+歴公+外 ―

一般・数学型 選抜方法 新規実施 募集人員：150人
国+数+外 ―

一般・英語４技能
型

選抜方法 新規実施 募集人員：30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、TOEFL iBT
国+外+(歴公or数)

―

センター利用 選抜方法 廃止 ― 実施

国際教養 国際教養 共通テスト併用・
一般

選抜方法 一般方式から共通テ
スト併用方式に

共通テストと個別試験の成績で合否を判定 個別試験のみの成績で合否を判定

英語外部試験の対象
試験にIELTS追加

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

募集人員 募集人員変更 175人 150人

社会科学 社会科学 一般 入試科目 歴公の選択から政経
除外

国+外+(歴or数)
※歴：世Bor日B

国+外+(歴公or数)
※歴公：世Bor日Bor政経

人間科学 人間科学 一般・文系 入試科目 歴公の選択から政経
除外

国+外+(歴or数)
※歴：世Bor日B

国+外+(歴公or数)
※歴公：世Bor日Bor政経

スポーツ科学 スポーツ科学 選抜方法 従来の一般、センター
利用を廃止し、一般A
～C群を新規実施

共通テスト利用・併用一般A群、併用一般B群、
共通テスト利用・一般C群

一般、センター利用

共通テスト併用・
一般

選抜方法 一般方式、センター+
一般方式を統合

一般選抜
募集人員：150人
<共>外+(国or数)
<個>論

一般：募集人員100人、
センター+一般方式：50人

共通テスト併用・
競技歴方式

入試科目 国と数が選択からい
ずれか必須に

外+調+(国or数)+(国or歴公or数or理or理基２)
※同一教科選択不可

外+調+(国or歴公or数or理or理基２)→２

共通テスト利用 入試科目 数の選択から数②除
外

国+数+外+(歴公or理or理基２)
※数：数①

国+数+外+(歴公or理or理基２)
※数：数①or数②

神奈川大 外国語、経営、
国際日本

移転 キャンパス移転 みなとみらいキャンパス 横浜キャンパス

愛知大 文 歴史地理、日本語日
本文

学科新設 新設 学科新設 歴史地理、日本語日本文
※すべて仮称 ―

中京大 スポーツ科学 スポーツマネジメン
ト、トレーナー

新設 学科新設 スポーツマネジメント、トレーナー
※すべて仮称 ―
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大学 学部 学科／専攻 方式 項目 変更点 2021年度入試 2020年度入試

南山大 出願書類 出願要件として、「主
体性」「多様性」「協働
性」に関する経験の
提出を求める

「主体性」「多様性」「協働性」に関する経験を
記入
※合否判定には使用しない ―

共通テスト併用・
全学統一、共通
テスト利用

選抜方法 英語外部試験の対象
試験にケンブリッジ英
検、TEAP CBT追加

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

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

選抜方法 英語外部試験のスコ
ア変更

対象試験：英検(総合) 2,300点以上、
対象試験：GTEC CBT(総合) 1,190点以上、
対象試験：GTEC CBT(各技能) 175点以上、
対象試験：IELTS(総合) 5.5以上、
対象試験：TEAP(総合) 309点以上

対象試験：英検(総合) 2,304点以上、
対象試験：GTEC CBT(総合) 1,260点以上、
対象試験：GTEC CBT(各技能) 250点以上、
対象試験：IELTS(総合) 6.0以上、
対象試験：TEAP(総合) 334点以上

理工 ソフトウェア工、データ
サイエンス、電子情報
工、機械システム工

改組 学科改組 ソフトウェア工、データサイエンス、電子情報
工、機械システム工
※すべて仮称

ソフトウェア工、システム数理、機械電子制御工

京都産業大 外国語 一般・英語１科目
型

選抜方法 廃止
―

実施

龍谷大 共通テスト利用 選抜方法 英語外部試験の対象
試験にケンブリッジ英
検、TEAP CBT追加、
GTEC for
STUDENTS除外

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

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

英語外部試験のスコ
ア変更

対象試験：GTEC 1,190点以上、
対象試験：TEAP 309点以上、
対象試験：TOEFL iBT 72点以上
対象試験：TOEIC LR&TOEIC SW 1,560点以上

対象試験：GTEC 1,110点以上、
対象試験：TEAP 280点以上、
対象試験：TOEFL iBT 70点以上
対象試験：TOEIC LR&TOEIC SW 960点以上

大阪医科薬科大 医、薬、看護 統合 大阪医科大と大阪薬
科大が統合予定

大阪医科薬科大(2021年度４月より) 大阪医科大、大阪薬科大

関西大 一般・後期 選抜方法 廃止 ― 実施

文 共通テスト利用・
英語外部試験利
用

選抜方法 新規実施 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：ケンブリッジ英検、英検、GTEC、
対象試験：IELTS、TEAP、TEAP CBT、
対象試験：TOEFL iBT、TOEIC LR&TOEIC SW

―

社会安全 安全マネジメント 一般・英語外部
試験利用

選抜方法 新規実施 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、GTEC、
対象試験：IELTS、TEAP、TEAP CBT、
対象試験：TOEFL iBT、TOEIC LR&TOEIC SW

―

人間健康 人間健康 一般・英語外部
試験利用

選抜方法 新規実施 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、GTEC、
対象試験：IELTS、TEAP、TEAP CBT、
対象試験：TOEFL iBT、TOEIC LR&TOEIC SW

―

関西医科大 医 医 共通テスト利用・
後期

入試科目 国除外 数２+理２+外 国+数２+理２+外

リハビリテーショ
ン

理学療法、作業療法 新設 学部新設 リハビリテーション(理学療法)：定員60人
リハビリテーション(作業療法)：定員40人
※すべて仮称 ―

関西学院大 理、工、生命環
境、建築

改組 学部改組 理／数理科学、物理・宇宙、化学
工／物質工、電気電子応用工、情報工、
工／知能・機械工
生命環境／生物科学、生命医科学、
生命環境／環境応用化学
建築／建築

理工／化学、物理、生命科学、情報科学、
理工／数理科学、人間システム工、
理工／先進エネルギーナノ工、環境・応用化学
理工／生命医化学

甲南大 文 一般・後期 選抜方法 廃止 ― 実施

マネジメント創造 マネジメント創造 一般・後期 入試科目 論⇒面 外+面 外+論

福岡国際医療福祉大 看護 看護 新設 学部新設 看護(看護)：国際医療福祉大から移管
※すべて仮称 ―
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