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大学 学部 学科／専攻(方式) 日程 項目 変更点 2021年度入試 2020年度入試

九州大 文 人文 後期 個別 現行の小論文を小論文Iへ変更
小論文II追加

論I<250>、論II
※論IIは志望理由等についての論述を課し、学部の趣
旨やアドミッションポリシー等に照らし合わせて適格・不
適格を判断する（不適格の場合は共通テストと論Iの成
績にかかわらず不合格となることがある）

論<300>

法 後期 個別 論⇒講義に関する理解度確認試験 講義に関する理解度確認試験
※教員による講義(45分)ののち理解度確認試験(90分)
を行う

論

経済 経済・経営 前期・後期・
総合

選抜方法
募集人員

総合型選抜新規実施
募集人員変更

<前>93人、<後>26人、<総>22人 <前>110人、<後>31人

経済工 後期 提出書類 志望理由書追加 志望理由書提出 ―

共創 共通テスト 英語外部試験の利用方法変更 みなし満点 得点換算(複数基準)

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

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

理 化学 後期 個別 配点変更 理<600> 理<400>

工 前期・後期 改組 学科改組 I群：電気情報工
II群：材料工、応用化学、化学工、
II群：融合基礎工(物質材料コース)
III群：融合基礎工(機械電気コース)、機械工、
III群：航空宇宙工、量子物理工
IV群：船舶海洋工、地球資源システム工、土木工
V群：建築
VI群：入学時にI～Vの学科群を特定しない一括募集
※学科群別募集

エネルギー科学、建築、電気情報工、物質科学工、地
球環境工、機械航空工

航空宇宙工を除く 総合 選抜方法 総合型選抜新規実施 実施 ―

芸術工 インダストリアルデザイン 前期・推薦 選抜方法
募集人員

学校推薦型新規実施
募集人員変更

<前>(コース別)：20人、<推>５人 <前>(コース別)：25人

未来構想デザイン 前期・推薦 選抜方法
募集人員

学校推薦型新規実施
募集人員変更

<前>(コース別)：10人、<推>５人 <前>(コース別)：15人

医 保健／看護 前期・総合 募集人員 募集人員変更 <前>58人、<総>10人 <前>59人、<AO>９人

農 生物資源環境 前期・後期・
総合

募集人員 募集人員変更 <前>170人、<後>22人、<総>24人 <前>172人、<後>24人、<AO>20人

九州工業大 前期・後期 共通テスト 英語外部試験の対象試験にTEAP
CBT追加、GTEC(３技能)、TOEIC LR、
TOEFL Junior Standard除外

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

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

工 工学１類 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>32人、<後>21人 <前>34人、<後>30人

工学２類 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>67人、<後>42人 <前>74人、<後>58人

工学３類 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>61人、<後>36人 <前>62人、<後>44人

工学４類 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>31人、<後>18人 <前>31人、<後>22人

工学５類 後期 募集人員 募集人員変更 13人 20人

情報工 情工１類 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>100人、<後>25人 <前>105人、<後>28人

情工２類 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>62人、<後>15人 <前>60人、<後>20人

情工３類 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>68人、<後>17人 <前>71人、<後>20人

福岡教育大 教育 初等教育(幼児教育を除
く)

前期 選抜方法 調査書の扱い変更 調査書を点数化して評価
―

佐賀大 経済、教育、芸
術地域デザイン
(地域デザイン)

選抜方法 特色加点制度新規実施 共通テストと個別試験の合計点に特色加点内容の採
点結果を加えた総合点で合否を判定
※特色加点の申請をしなかった場合は、特色加点分を
0点として扱う

―

長崎大

選抜方法 調査書の扱い変更 調査書を配点の対象とする。その割合は配点合計の
10％以下とする

総合評価

個別 記述式試験追加 思考力・判断力・表現力を評価する高度な記述式問題
を導入 ―

個別 面接またはペーパー・インタービュー
追加

面接またはペーパー・インタービュー(面接に代わる筆
記試験)を課す
※多文化社会は主体性等の評価において面接(または
ペーパー・インタービュー)を実施しない場合がある

―

多文化社会 前期・後期 共通テスト 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(４技能)、GTEC CBT、
対象試験：IELTS、TEAP、TOEFL iBT、TOEIC LR、
対象試験：TOEIC LR＆SW

対象試験：英検、GTEC(４技能)、GTEC CBT、
対象試験：GTEC(３技能)、IELTS、TEAP、
対象試験：TOEFL iBT、TOEIC LR、TOEIC LR＆SW

前期 選抜方法 第１段階選抜基準変更 いずれかの基準を満たした者を第１段階選抜の合格者
とする
①共通テストの外国語の得点率が75％以上の者
②多文化社会学部が指定する英語外部試験のスコア
を有し、出願時に提出した者

いずれかの基準を満たした者を第１段階選抜の合格者
とする
①センター試験の外国語の得点率が80％以上の者
②センター試験の外国語の得点率が75％以上かつセ
ンター試験の外を除いた３教科３科目又は３教科４科目
の得点を配点比率に換算した合計点100点満点中75
点以上の者
③多文化社会学部が指定する英語外部試験のスコア
を有し、出願時に提出した者

後期 選抜方法 第１段階選抜基準変更 いずれかの基準を満たした者を第１段階選抜の合格者
とする
①共通テストの外国語の得点率が80％以上の者
②多文化社会学部が指定する英語外部試験のスコア
を有し、出願時に提出した者

いずれかの基準を満たした者を第１段階選抜の合格者
とする
①センター試験の外国語の得点率が85％以上の者
②センター試験の外国語の得点率が80％以上かつセ
ンター試験の外を除いた２教科２科目の得点を配点比
率に換算した合計点100点満点中80点以上の者
③多文化社会学部が指定する英語外部試験のスコア
を有し、出願時に提出した者

教育 学校／小学校 前期・後期 選抜方法
募集人員

後期日程廃止
募集人員変更

<前>71人 <前>69人、<後>２人

学校／小学校、幼児、特
別支援

前期 個別 選択に歴公、理追加 外+面+(国or歴公or数or理) 外+面+(国or数)

学校／中学文系 前期 個別 選択から数除外、歴公追加 面+(国or歴公or外) 面+（国or数or外)

学校／中学理系 前期 個別 必須から外除外 面+(数or理) 外+面+(数or理)

学校／中学実技 前期 募集人員 募集人員変更 ５人 ４人

学校／特別支援 前期・後期 選抜方法
募集人員

後期日程廃止
募集人員変更

<前>11人 <前>７人、<後>３人

環境科学 環境科学 後期 個別 論追加 論+面 面

共通テスト 選抜方法Ａで地歴の１科目をＡ科目へ
変更可

国+歴公２+外
※地歴：世Ｂor日Ｂor地理Ｂ
※１科目はＡ科目へ変更可能

国+歴公２+外
※地歴：世Ｂor日Ｂor地理Ｂ

情報データ科学 情報データ科学 前期 共通テスト 理２⇒理２or(理+理基２) 国+歴公+数２+外+{理２or(理+理基２)} 国+歴公+数２+理２+外

2021年度入試 国公立大 変更点一覧　【九州・沖縄】

新型コロナウイルス感染症対策に伴う試験実施上の配慮等として、情報データ科学部、工学部、環境科学部の一般選抜において共通テストの試験科目を一部変更する
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大学 学部 学科／専攻(方式) 日程 項目 変更点 2021年度入試 2020年度入試

長崎大 情報データ科学 情報データ科学 後期 共通テスト 理２⇒理２or(理+理基２) 数２+外+{理２or(理+理基２)} 数２+理２+外

工 工 前期 募集人員 募集人員変更 224人 221人

共通テスト 理２⇒理２or(理+理基２) 国+歴公+数２+外+{理２or(理+理基２)} 国+歴公+数２+理２+外

後期 共通テスト 国、歴公追加
理２⇒理２or(理+理基２)

国+歴公+数２+理２+外
国+歴公+数２+外+{理２or(理+理基２)}

数２+理２+外

薬 薬 前期 募集人員 募集人員変更 28人 30人

後期 選抜方法 第１段階選抜基準変更 約20倍(通過予定人数：120人) センター試験が600点満点中480点以上の者

水産 水産 後期 個別 総合問題追加 面+総合問題 面

熊本大

教育 養護教諭 前期 個別 面追加 数+面+(国or外) 数+(国or外)

医 保健／検査技術 前期 個別 面追加 数+理２+外+面 数+理２+外

大分大

経済、理工 前期 選抜方法 特色加点制度新規実施 共通テストと個別試験の合計点に特色加点内容の採
点結果を加えた総合点で合否を判定
※特色加点の申請をしなかった場合は、特色加点分を
0点として扱う

―

経済 前期 共通テスト 数の選択範囲変更 国+歴公２+数２+外+(理or理基２)
※数：数I・数A+数II・数B

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

後期 共通テスト 数の選択範囲変更 国+歴公２+数+外
※数：数I・数Aor数II・数B

国+歴公２+数+外
※数：数Ior数I・数Aor数IIor数II・数B

教育 後期 個別 論追加
面⇒ペーパーインタビュー

論+面+ペーパーインタビュー 面

学校／小学校 前期 募集人員 募集人員変更 75人 80人

理工 創生工／機械 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>47人、<後>12人 <前>44人、<後>15人

創生工／電気電子 後期 募集人員 募集人員変更 11人 10人

共創理工／数理科学 前期・後期 選抜方法
募集人員

後期日程廃止
募集人員変更

<前>15人 <前>11人、<後>２人

共創理工／知能情報 前期 募集人員 募集人員変更 <前>40人 <前>41人

共創理工／自然科学 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>12人 <前>10人

共創理工／応用化学 前期 募集人員 募集人員変更 38人 37人

医 医 前期 選抜方法
募集人員

地元出身者枠新設
募集人員変更

(一般枠)55人、(地元枠)10人 (一般枠)65人

保健／看護 前期・後期 選抜方法
募集人員

後期日程廃止
募集人員変更

<前>40人 <前>35人、<後>10人

前期 選抜方法 第１段階選抜基準変更 約３倍(通過予定人数：120人) 約６倍(通過予定人数：210人)

共通テスト 数⇒数２、理⇒理２ 国+歴公+数２+理２+外 国+歴公+数+理+外

個別 面追加 論+面 論

福祉健康科学 福祉／理学療法 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>22人、<後>３人 <前>25人、<後>５人

福祉／社会福祉 後期 募集人員 募集人員変更 ４人 ６人

福祉／心理 前期・後期 選抜方法
募集人員

後期日程廃止
募集人員変更

<前>27人 <前>30人、<後>５人

宮崎大 教育 学校／小学校(理系)、中
学校(理系)

前期 個別 面追加 数+理+面 数+理

学校／小学校、教職実
践、中学校

前期 個別 面追加 面+(国or数or外)→２ (国or数or外)→２

学校／小学校、中学校 後期 個別 面追加 論+面 論

地球資源創成 地球資源創成 前期 個別 外+論⇒総合問題 総合問題 外+論

個別 英語外部試験利用廃止 ― 英語外部試験利用

後期 募集人員 募集人員変更 15人 20人

工 改組 学科改組 工(応用物質化学プログラム、土木環境工学プログ
工(ラム、応用物理工学プログラム、電気電子工学プロ
工(グラム、機械知能工学プログラム、情報通信工学プ
工(ログラム)

情報システム工、環境ロボティクス、環境応用化学、社
会環境システム工、機械設計システム工、電子物理
工、電気システム工

前期 個別 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(４技能)、GTEC CBT、
対象試験：TOEFL iBT、TOEIC LR、
対象試験：TOEFL Junior Standard

対象試験：英検、GTEC(４技能)、GTEC CBT、
対象試験：GTEC(３技能)、TOEFL iBT、TOEIC LR、
対象試験：TOEFL Junior Standard

医 看護 前期・後期 共通テスト 数⇒数２
理の選択に基礎科目追加

国+歴公+数２+外+(理or理基２)
※理基：物or化or生

国+歴公+数+理+外

後期 募集人員 募集人員変更 ５人 10人

農 応用生物科学 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>33人、<後>11人 <前>34人、<後>12人

森林緑地環境 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>28人、<後>14人 <前>31人、<後>11人

共通テスト 理の選択から基礎科目除外 国+歴公+数２+理+外 国+歴公+数２+外+{理２or(理+理基２)}

畜産草地科学 前期 募集人員 募集人員変更 34人 36人

海洋生物環境 後期 共通テスト 歴公追加
理の選択から基礎科目除外

国+歴公+数２+理+外 国+数２+外+{理２or(理+理基２)}

鹿児島大 歯 歯 後期 募集人員 募集人員変更 <後>５人 <後>８人

共同獣医 獣医 前期 共通テスト 理の選択から地学除外 国+歴公+数２+理２+外
※物or化or生

国+歴公+数２+理２+外
※物or化or生or地学

個別 外追加、理の選択から地学除外 数+理+外
※理：物or化or生

数+理
※理：物or化or生or地学

後期 共通テスト 国、歴公追加 国+歴公+数２+理２+外 数２+理２+外

鹿屋体育大 体育 前期 個別 面⇒プレゼンテーション+口頭試問 実+プレゼンテーション+口頭試問 面+実

琉球大 人文社会 国際法政 前期・後期 選抜方法 調査書の扱い変更 調査書を点数化して加点 ―

人間社会 前期 選抜方法 調査書の扱い変更 調査書を点数化して加点 ―

教育 小学校／学校教育 前期・後期 選抜方法
募集人員

後期日程廃止
募集人員変更

<前>35人 <前>30人、<後>８人

前期 提出書類 志願理由書追加 志願理由書提出 ―

共通テスト 数２⇒数 国+歴公+数+外+(理or理基２) 国+歴公+数２+外+(理or理基２)

小学校／教科教育 前期・後期 選抜方法
募集人員

後期日程廃止
募集人員変更

<前>25人 <前>20人、<後>５人

中学校／生活科学 前期 個別 論追加 論+面 面

特別支援 前期 個別 論除外 面 論+面

国際地域創造 国際地域創造 前期・後期 選抜方法 調査書の扱い変更 調査書を点数化して加点 ―

理 数理科学、物質地球科
学、海洋自然科学／化
学系

前期・後期 選抜方法 調査書の扱い変更 調査書を点数化して加点

―

海洋自然科学／化学系 前期 募集人員 募集人員変更 27人 32人

新型コロナウイルス感染症対策として、教育学部の一般選抜前期日程の面接を取り止める

新型コロナウイルス感染症対策として、教育学部の一般選抜ではグループディスカッションを取りやめ、ペーパーインタビューを実施する

- 2 -



大学 学部 学科／専攻(方式) 日程 項目 変更点 2021年度入試 2020年度入試

琉球大 理 海洋自然科学／生物系 前期 選抜方法 調査書の扱い変更 調査書を点数化して加点 ―

物質地球科学／地学系 後期 募集人員 募集人員変更 ３人 ４人

農 前期・後期 選抜方法 調査書の扱い変更 調査書を点数化して加点 ―

後期 個別 個別試験新規実施 面 ―

亜熱帯農林環境科学 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>22人、<後>５人 <前>21人、<後>７人

後期 共通テスト 国、歴公除外
理の選択から基礎科目除外

数２+理２+外 国+歴公+数２+外+{理２or(理+理基２)}

地域農業工 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>16人、<後>２人 <前>17人、<後>３人

後期 共通テスト 国、歴公除外 数２+外+{理２or(理+理基２)} 国+歴公+数２+外+{理２or(理+理基２)}

亜熱帯生物資源科学 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>23人、<後>４人 <前>22人、<後>６人

後期 共通テスト 国、歴公除外 数２+理２+外 国+歴公+数２+外+{理２or(理+理基２)}

北九州市立大 法 後期 共通テスト 選択に理追加 国+外+(歴公or数or理or理基２) 国+外+(歴公or数)

地域創生 地域創生 前期 個別 論⇒課題論文 論(課題論文)+集団討論+活動・資格等実績申告書 論+集団討論+活動・資格等実績申告書

九州歯科大 歯 歯 前期 募集人員 募集人員変更 75人 78人

口腔保健 前期 募集人員 募集人員変更 19人 22人

福岡県立大 前期・後期 選抜方法 調査書の扱い変更 調査書を点数化し15点満点で評価 ―

福岡女子大 前期・後期 選抜方法 調査書の扱い変更 調査書を点数化し20点満点で評価 ―

長崎県立大 情報システム 情報セキュリティ 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>40人、<後>20人 <前>20人、<後>８人

熊本県立大 前期・後期 選抜方法 調査書の扱い変更 調査書の点数化して合計点の１％程度の配点で評価
―

文(英語英米文)
除く

前期・後期 選抜方法 ２段階選考新規実施 ２段階選考実施
①共通テストと個別試験の合計点で調査書の配点によ
り合格の可能性がある者を１次選考合格者とする
②２次選考は１次選考合格者に対し、調査書の得点を
加えた総合得点で合否判定を行う。ただし調査書の得
点を加えなくても合格基準点を上回る場合、２次選考を
免除し合格とする

―

文 日本語日本文 前期・後期 共通テスト 英にリスニング追加 英(リーディング+リスニング) 英(筆記)

大分県立
看護科学大

看護 看護 前期 共通テスト 歴公追加
理の選択に基礎科目追加

国+歴公+数２+外+{理２or(理+理基２)} 国+数２+理２+外

前期・後期 個別 面を点数化 面<30>+総合問題 面+総合問題

宮崎公立大 出願方法 紙の願書での出願廃止 インターネット出願のみ 紙の願書での出願orインターネット出願

人文 国際文化 前期・後期 共通テスト 選択に数②、理追加 国+外+(歴公or数or理or理基２) 国+外+(歴公or数)

後期 募集人員 募集人員変更 30人 40人

沖縄県立看護大 看護 看護 前期・後期 共通テスト 理２⇒理
数２⇒数

国+歴公+数+外+(理or理基２)
※理：生
※理基：生基+(物基or化基or地学基)

国+歴公+数２+理２+外
※理：生+(物or化)

個別 実績評価追加 論+面+実績評価 論+面

後期 募集人員 募集人員変更 ５人 10人

沖縄県立芸術大 個別 面追加 全専攻にて面実施 一部専攻にて実施

美術工芸 デザイン工芸／工芸 前期・後期 選抜方法
募集人員

後期日程新規実施
募集人員変更

<前>10人、<後>４人 <前>18人

美術／絵画 前期 個別 論⇒面 面+実 論+実

名桜大

前期・後期 選抜方法 調査書の扱い変更 調査書と提出書類を合わせて点数化し評価 ―

国際 国際 前期・後期 提出書類 エントリーシート、実績報告書追加 エントリーシート、実績報告書提出 ―

前期 個別 外除外 論
※試験日当日にメールにて出題を行い、当日中に回答
し郵送にて提出

外+論

人間健康 スポーツ健康 前期・後期 提出書類 エントリーシート追加 エントリーシート提出 ―

前期 選抜方法 受験区分廃止し一本化 40人 (論文)20人、(スポーツ)20人

選抜方法 ２段階選抜新規実施 ４倍 ―

後期 共通テスト 国が必須から選択へ 外+(国or数)+(歴公or理or理基２) 国+外+(歴公or数or理or理基２)

個別 総合問題追加 面+総合問題 面

看護 前期・後期 共通テスト 理２⇒理
数I、数II追加

国+歴公+数+外+(理or理基２)
※数：数Ior数I・数Aor数IIor数II・数B
※理：化or生
※理基：化基+生基

国+歴公+数+外+{理２or(理+理基２)}
※数：数I・数Aor数IIor数B
※理：生+(物or化)
※理基：物基+化基

前期 提出書類 エントリーシート追加 エントリーシート提出 ―

個別 総合問題追加 面+総合問題 面

後期 提出書類 エントリーシート、実績報告書、課題レ
ポート追加

エントリーシート、実績報告書、課題レポート提出
―

人間健康学部スポーツ健康学科の一般選抜前期日程においては、志願者数が募集人員の４倍(160人以上)を上回った場合は、個別で課す書類審査及び特にオンライン面接を適切に実施することが困難になることから、２
段階選抜を実施する
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