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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

茨城大 人文社会科学、
理、工、農

前期・後期 提出書類 チェックシート追加 チェックシート(高校時代に最も熱心に学びに向き合っ
たものについて)を提出
調査書と合わせて50点満点で段階的に評価する

―

人文社会科学 現代社会、法律経済 後期 個別 論⇒外 外 論

教育 学校／国語 後期 募集人員 募集人員変更 ５人 ６人

学校／英語 前期 個別 外除外 面 外+面

理 理／数学・情報数理 後期 募集人員 募集人員変更 14人 15人

理／物理 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>19人、<後>10人 <前>25人、<後>20人(理／数学・情報数理を除く５コー
ス合計)

後期 個別 個別試験新規実施 総合問題 ―

理／化学 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>19人、<後>10人 <前>25人、<後>20人(理／数学・情報数理を除く５コー
ス合計)

後期 個別 個別試験新規実施 理(化) ―

理／生物科学 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>19人、<後>10人 <前>25人、<後>20人(理／数学・情報数理を除く５コー
ス合計)

理／地球環境科学 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>19人、<後>10人 <前>25人、<後>20人(理／数学・情報数理を除く５コー
ス合計)

理／学際理 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>19人、<後>10人 <前>25人、<後>20人(理／数学・情報数理を除く５コー
ス合計)

理／生物科学、地球環
境科学、学際理

後期 個別 個別試験新規実施 理or総合問題
―

工 前期・後期 個別 英語外部試験の対象試験にケンブ
リッジ英検、IELTS、TEAP、TEAP
CBT、TOEFL iBT、TOEIC LR&SW追
加、GTEC(３技能)除外

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

対象試験：英検、GTEC(４技能)、GTEC(３技能)

農 後期 個別 個別試験新規実施 外 ―

食生命科学 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>50人、<後>18人 <前>54人、<後>10人

地域総合農 後期 募集人員 募集人員変更 10人 15人

地域／地域共生 前期 募集人員 募集人員変更 32人 29人

筑波大

前期 選抜方法 総合選抜(文系)新規実施 (文系)：128人
※２年次から志望する学類・専門学群(体育専門学群
は除く)に所属
※調査書については点数化し、主体性を評価

―

選抜方法 総合選抜(理系I)新規実施 (理系I)：154人
※２年次から志望する学類・専門学群(体育専門学群
は除く)に所属
※調査書については点数化し、主体性を評価

―

選抜方法 総合選抜(理系II)新規実施 (理系II)：41人
※２年次から志望する学類・専門学群(体育専門学群
は除く)に所属
※(理系II)と(理系III)は個別試験の配点比重が異なる
※調査書については点数化し、主体性を評価

―

選抜方法 総合選抜(理系III)新規実施 (理系III)：90人
※２年次から志望する学類・専門学群(体育専門学群
は除く)に所属
※(理系II)と(理系III)は個別試験の配点比重が異なる
※調査書については点数化し、主体性を評価

―

名称変更 選抜名称変更 学類・専門学群ごとに実施している現在の入学者選抜
を「学類・専門学群選抜」に名称変更 ―

人文・文化 人文 前期・後期・
推薦

募集人員 募集人員変更 <前>45人、<後>20人、<推>20人 <前>70人、<後>17人、<推>28人

前期 個別 調査書追加 国+歴公+外+調 国+歴公+外

後期 個別 論２⇒論 論 論２

比較文化 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>50人、<後>５人

前期 選抜方法 ２段階選抜新規実施 約５倍 ―

個別 調査書追加 国+歴公+外+調 国+歴公+外

日本語・日本文化 前期・推薦 選抜方法
募集人員

前期日程廃止
募集人員変更

<推>14人 <前>27人、<推>10人

社会・国際 社会 前期 募集人員 募集人員変更 40人 64人

個別 調査書追加
歴の選択に地理B追加
数の選択範囲変更

外+調+(国or歴or数)
※歴：世Bor日Bor地理B
※数：数I+数II+数A+数B

外+(国or歴or数)
※歴：世Bor日B
※数：数II+数B

国際総合 前期 募集人員 募集人員変更 36人 60人

個別 調査書追加
数の選択範囲変更

外+調+(歴or数)
※数：(数I+数II+数A+数B)or(数I+数II+数III+数A+数B)

外+(歴or数)
※数：(数II+数B)or数III

人間 教育 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>22人、<後>３人 <前>28人

前期 共通テスト 歴公の選択からA科目除外
数⇒数２
数の選択範囲変更

国+歴公+数２+外+(理or理基２)
※歴公：世Bor日Bor地理Bor現or倫or政経or倫政
※数：数I・数A+数II・数B

国+歴公+数+外+(理or理基２)
※歴公：世Aor世Bor日Aor日Bor地理Aor地理Bor現or
倫or政経or倫政
※数：数Ior数I・数Aor数IIor数II・数B

個別 面追加
数の選択範囲変更

外+面+(国or歴公or数or理)
※数：数I+数II+数III+数A+数B

外+(国or歴公or数or理)
※数：数II+数III+数B

心理 前期・後期・
推薦

選抜方法
募集人員

後期日程新規実施
募集人員変更

<前>26人、<後>４人、<推>15人 <前>38人、<推>12人

前期 共通テスト 歴公の選択からA科目除外 国+歴公+数２+外+(理or理基２)
※歴公：世Bor日Bor地理Bor現or倫or政経or倫政

国+歴公+数２+外+(理or理基２)
※歴公：世Aor世Bor日Aor日Bor地理Aor地理Bor現or
倫or政経or倫政

個別 面追加
数の選択範囲変更

外+面+(国or歴公or数or理)
※数：数I+数II+数III+数A+数B

外+(国or歴公or数or理)
※数：数II+数III+数B

障害科学 前期・後期・
推薦

選抜方法
募集人員

後期日程新規実施
募集人員変更

<前>17人、<後>３人、<推>12人 <前>20人、<推>15人

前期 共通テスト 歴公の選択からA科目除外
数⇒数２

国+歴公+数２+外+(理or理基２)
※歴公：世Bor日Bor地理Bor現or倫or政経or倫政

国+歴公+数+外+(理or理基２)
※歴公：世Aor世Bor日Aor日Bor地理Aor地理Bor現or
倫or政経or倫政

個別 面追加
数の選択範囲変更

外+面+(国or歴公or数or理)
※数：(数I+数II+数A+数B)or(数I+数II+数III+数A+数B)

外+(国or歴公or数or理)
※数：数II+数III+数B

2021年度入試 国公立大 変更点一覧　【北関東】

新型コロナウイルス感染症の影響により、一般選抜個別試験での調査書を用いた主体性等評価（調査書点数化）や一部、面接実施を見送り、調査書配点を除いた総点で選抜に変更
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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

筑波大 情報 情報科学 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>42人 <前>50人、<後>12人

前期 選抜方法 ２段階選抜新規実施 約５倍 ―

個別 調査書追加
数の選択範囲変更

数+理２+外+調
※数：数I+数II+数III+数A+数B

数+理２+外
※数：数II+数III+数B

情報メディア創成 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>20人 <前>30人、<後>８人

前期 選抜方法 ２段階選抜新規実施 約５倍 ―

共通テスト 選択パターン①廃止 国+歴公+数２+理２+外 パターン①：国+歴公２+数２+理+外
パターン②：国+歴公+数２+理２+外

個別 調査書追加
数の選択範囲変更

数+外+調
※数：数I+数II+数III+数A+数B

数+外
※数：数II+数III+数B

知識情報・図書館 前期・後期 選抜方法
募集人員

前期日程廃止
募集人員変更

<後>10人 <前>40人、<後>15人

理工 数学 前期・推薦・
AO

選抜方法
募集人員

AO入試廃止
募集人員変更

<前>22人、<推>８人 <前>28人、<推>10人、<AO>２人

前期 個別 調査書追加
数の選択範囲変更
理の物が選択から必須へ

数+理２+外+調
※数：数I+数II+数III+数A+数B
※理：物+(化or生or地学)

数+理２+外
※数：数II+数III+数B
※理：物or化or生or地学

物理 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>20人、<後>10人 <前>45人

前期 選抜方法 第１段階選抜基準変更 約10倍(通過予定人数：200人) 約５倍(通過予定人数：225人)

個別 調査書追加
数の選択範囲変更
理の物が選択から必須へ

数+理２+外+調
※数：数I+数II+数III+数A+数B
※理：物+(化or生or地学)

数+理２+外
※数：数II+数III+数B
※理：物or化or生or地学

化学 前期・後期・
AO

選抜方法
募集人員

後期日程新規実施、AO入試廃止
募集人員変更

<前>14人、<後>10人 <前>35人、<AO>２人

前期 個別 調査書追加
数の選択範囲変更
理の化が選択から必須へ

数+理２+外+調
※数：数I+数II+数III+数A+数B
※理：化+(物or生or地学)

数+理２+外
※数：数II+数III+数B
※理：物or化or生or地学

応用理工 前期 募集人員 募集人員変更 49人 82人

個別 調査書追加
数の選択範囲変更

数+理２+外+調
※数：数I+数II+数III+数A+数B

数+理２+外
※数：数II+数III+数B

後期 個別 論除外 面 論+面

工学システム 前期・AO 選抜方法
募集人員

AO入試廃止
募集人員変更

<前>55人 <前>82人、<AO>８人

前期 個別 調査書追加
数の選択範囲変更

数+理２+外+調
※数：数I+数II+数III+数A+数B

数+理２+外
※数：数II+数III+数B

社会工 前期・推薦 募集人員 募集人員変更 <前>60人、<推>15人 <前>83人、<推>22人

前期 個別 調査書追加
数の選択範囲変更

数+外+調
※数：数I+数II+数III+数A+数B

数+外
※数：数II+数III+数B

後期 個別 調査書追加 論+調 論

医 医 前期・推薦 募集人員 募集人員変更 <前>(一般枠)44人、(地域枠)18人、
<推>(地域枠)18人

<前>(一般枠)49人、(地域枠)19人、
<推>(地域枠)17人

前期 個別 数の選択範囲変更 数+理２+外+適性試験
※数：数I+数II+数III+数A+数B

数+理２+外+適性試験
※数：数II+数III+数B

看護 前期 募集人員 募集人員変更 40人 45人

個別 調査書追加 外+面+調+(国or理) 外+面+(国or理)

医療科学 前期 募集人員 募集人員変更 15人 25人

個別 数の選択範囲変更 数+理２+外+面
※数：数I+数II+数III+数A+数B

数+理２+外+面
※数：数II+数III+数B

体育 前期 個別 調査書追加 実+論+調 実+論

生命環境 生物 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>14人、<後>18人 <前>32人、<後>20人

前期 選抜方法 ２段階選抜新規実施 約５倍 ―

個別 調査書追加
数の選択範囲変更

数+理２+外+調
※数：数I+数II+数III+数A+数B

数+理２+外
※数：数II+数III+数B

後期 選抜方法 ２段階選抜新規実施 約８倍　※基準点を設ける ―

生物資源 前期・後期・
推薦・AO

選抜方法
募集人員

AO入試廃止
募集人員変更

<前>52人、<後>15人、<推>27人 <前>63人、<後>20人、<推>33人、<AO>４人

前期 共通テスト 理の選択から基礎科目除外
歴公の選択にA科目追加

国+歴公+数２+理+外
※歴公：世Aor世Bor日Aor日Bor地理Aor地理Bor現or
倫or政経or倫政

国+歴公+数２+外+(理or理基２)
※歴公：世Bor日Bor地理Bor現or倫or政経or倫政

個別 調査書追加
数が選択から必須へ
歴と数の選択範囲変更

数+外+調+(歴or理)→２
※歴：地理B
※数：数I+数II+数III+数A+数B

外+(歴or数or理２)
※歴：世Bor日Bor地理B
※数：数II+数III+数B

後期 共通テスト 歴公の選択にA科目追加 国+数２+外+(歴公or理or理基２)→３
※歴公：世Aor世Bor日Aor日Bor地理Aor地理Bor現or
倫or政経or倫政

国+数２+外+(歴公or理or理基２)→３
※歴公：世Bor日Bor地理Bor現or倫or政経or倫政

地球 前期・後期・
推薦・AO

選抜方法
募集人員

AO入試廃止
募集人員変更

<前>21人、<後>４人、<推>12人 <前>33人、<後>５人、<推>10人、<AO>２人

前期 個別 調査書追加
数の選択範囲変更

数+外+調+(歴or理)→２
※数：数I+数II+数III+数A+数B

数+外+(歴or理)→２
※数：数II+数III+数B

後期 選抜方法 ２段階選抜新規実施 約８倍 ―

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

個別 論⇒面+志望動機書 面+志望動機書 論

芸術 前期・後期・
推薦・AO

選抜方法
募集人員

AO入試廃止
募集人員変更

<前>50人、<後>５人、<推>40人 <前>45人、<後>15人、<推>35人、<AO>５人

後期 選抜方法 ２段階選抜新規実施 約６倍 ―

後期 個別 実⇒面 面 実

筑波技術大 保健科学 前期 選抜方法 調査書の扱い変更 アドミッションポリシーに基づき、調査書を60点満点で
評価 ―

共通テスト 選択に歴公、理追加 {国or歴公or数or外or(理or理基２)}→２ (国or数or外)→２

宇都宮大 地域デザイン科
学

コミュニティデザイン 前期 個別 外+(国or数)⇒論 論 外+(国or数)

建築都市デザイン 後期 個別 個別試験新規実施 面 ―

社会基盤デザイン 後期 個別 個別試験新規実施 論 ―

工 基盤工 前期 募集人員 募集人員変更 235人 232人

後期 個別 個別試験新規実施 論 ―

農 後期 個別 個別試験新規実施 面 ―
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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

宇都宮大 農 農業経済 前期 個別 国除外 数or外 国or数or外

生物資源科学 前期 募集人員 募集人員変更 45人 44人

群馬大 共同教育 学校／数学 前期 募集人員 募集人員変更 11人 13人

情報 情報 改組 学部改組 情報(情報／人文情報、社会共創、データサイエンス、
計算機科学)

社会情報(社会情報)
理工(電子情報理工／情報科学)

理工 物質・環境類、電子・機
械類

改組 学科改組 理工(物質・環境類、電子・機械類) 理工(化学・生物化学、環境創生理工、機械知能システ
ム理工、電子情報理工／電気電子、総合理工）

総合理工 前期・後期 募集停止 募集停止 ― <前>27人、<後>３人

群馬県立
県民健康科学大

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+外+(理or理基２) 国+数+理+外

個別 論追加 論+面 面

診療放射線 診療放射線 前期 共通テスト 国、理が必須から選択へ
数⇒数２

数２+外+(国or理) 国+数+理２+外

群馬県立女子大 出願方法 インターネット出願導入 インターネット出願 紙の願書での出願

高崎経済大 地域政策 前期 個別 論追加
選択から国、外除外

論+(歴公or数) (国or数or歴公or外)→２

後期 共通テスト ５教科型選択追加 ３教科型：外+{国or歴公or数or(理or理基２)}→２
５教科型：国+歴公+数+外+(理or理基２)

外+{国or歴公or数or(理or理基２)}→２

経済 前期 個別 選択から歴公除外 (国or数or外)→２ (国or歴公or数or外)→２

前橋工科大 工 前期 提出書類 web出願時の登録・申請項目に志望
理由・高校時代の活動の振り返りに関
する説明を追加

web出願時の登録・申請項目に志望理由・高校時代の
活動の振り返りに関する説明を登録
※登録時にレポートなどの裏付け資料の提出可

―

社会環境工 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>28人、<後>９人 <前>32人、<後>10人

前期・後期 共通テスト 理⇒理２ 国+数２+理２+外
※理：物+化

国+数２+理+外
※理：物

建築 前期 募集人員 募集人員変更 30人 33人

共通テスト 理⇒理２ 国+数２+理２+外
※理：物+化

国+数２+理+外
※理：物

後期 共通テスト 理⇒理２ 数２+理２+外
※理：物+化

数２+理+外
※理：物

生命情報 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>20人、<後>13人 <前>25人、<後>14人

前期・後期 共通テスト 理⇒理２ 国+数２+理２+外 国+数２+理+外

システム生体工 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>25人、<後>8人 <前>29人、<後>10人

前期・後期 共通テスト 理⇒理２ 国+数２+理２+外 国+数２+理+外

生物工 前期 募集人員 募集人員変更 25人 29人
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