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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

岐阜大 社会システム経
営学環

新設 学環新設 社会システム経営学環
―

教育 学校／国語、社会、家
政、英語、学校、特別支
援

前期 個別 面追加 面+(国or数or外)→２ (国or数or外)→２

学校／数学、理科、技術 前期 個別 面追加、選択に理追加 数+面+(国or理or外) 数+(国or外)

学校／国語 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>16人 <前>19人、<後>３人

学校／社会 前期 募集人員 募集人員変更 22人 28人

学校／数学 後期 選抜方法 後期日程廃止 ― ６人

学校／理科 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>23人 <前>20人、<後>７人

学校／音楽 前期・後期 募集人員 後期日程廃止
募集人員変更

<前>８人 <前>７人、<後>３人

個別 面、口述試験追加 面+実+口述試験+(国or数or外) 実+(国or数or外)

学校／保健体育 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>13人 <前>７人、<後>７人

個別 面追加、教科試験除外 実+面 実+(国or数or外)

学校／技術 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>８人 <前>６人、<後>４人

学校／家政 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>６人 <前>８人、<後>２人

学校／英語 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>17人 <前>14人、<後>７人

学校／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>７人 <前>８人、<後>４人

学校／教職基礎 前期 募集人員 募集人員変更 10人 ８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>13人 <前>15人、<後>３人

静岡大 理(化学、地球科
学除く)、農(生物
資源科学)

選抜方法 調査書の扱い変更 調査書を点数化し100点満点として評価

―

人文社会科学 社会、言語文化 前期 個別 論追加 国+外+論 国+外

後期 共通テスト 歴公、数、理が選択から必須へ 国+歴公２+数２+外+(理or理基２) 国+外+(歴公or数or理or理基２)

法 前期 募集人員 募集人員変更 57人 53人

個別 国に小論文追加 国の問題に小論文形式の出題を含む ―

後期 共通テスト 国、歴公、数、理が選択から必須へ 国+歴公２+数２+外+(理or理基２) 外+{国or歴公or数or(理or理基２)}→２

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

教育 学校／数学、美術を除く 後期 個別 面に小論文追加 面に小論文を含む 面

学校／音楽、美術、保健
体育を除く

前期 個別 論追加 論+(国or数or外)→２ (国or数or外)→２

学校／音楽、美術、保健
体育

前期 個別 論追加 論+実 実

学校／美術 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>７人、<後>４人 <前>６人、<後>５人

後期 共通テスト 選択科目数変更
数が選択から必須へ

国+数２+外+(歴公or理or理基２)→３ 国+外+(歴公or数or理or理基２)

個別 実⇒面(小論文を含む) 面(小論文を含む) 実

理 化学 後期 個別 論追加 理+論 理

創造理学 前期・後期 選抜方法
募集人員

前期日程新規実施
募集人員変更

<前>７人、<後>７人 <後>10人

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

工 数理システム工 前期 募集人員 募集人員変更 25人 21人

農 応用生命科学 後期 個別 面追加 理+面 理

浜松医科大 医 医 前期・後期・
推薦

選抜方法
募集人員

地域医療枠後期日程廃止
募集人員変更

(一般枠)<前>64人、<後>15人、<推>21人
(地域医療枠)<前>11人、<推>４人

(一般枠)<前>66人、<後>14人、<推>20人
(地域医療枠)<前>９人、<後>１人、<推>５人

愛知教育大 教育 改組 課程改組 学校教員、教育支援 初等教育、中等教育、特別支援、養護教諭、教育支援

後期 個別 面⇒AP試験 ＡＰ試験
※口述試験・集団討論・実技試験・筆記試験等を含む

面

教育支援 前期・後期 選抜方法 課程内のコース併願廃止 併願不可 併願可

名古屋大

経済 推薦 個別 面、プレゼンテーション除外 <１次>共通テスト+書類審査 <１次>センター試験+書類審査
<２次>面+プレゼンテーション

医 医 前期 個別 面⇒書類審査
国の出題範囲変更

国+数+理２+外+書類審査
※国：国語総合、現代文B(古文・漢文を除く)

国+数+理２+外+面
※国：国語総合、現代文B、古典B

後期 個別 ２段階選抜廃止
第１段階選抜基準変更

12倍(通過予定人数：60人) センター試験が900点満点中720点以上の者

保健 前期 個別 国追加 国+数+理２+外 数+理２+外

名古屋工業大 工 創造工を除く 提出書類 エントリーカード追加 本人が記載する資料としてエントリーカード提出 ―

電気・機械工 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>105人、<後>65人 <前>110人、<後>70人

三重大 人文 後期 個別 ペーパーインタビュー追加 論+ペーパーインタビュー
※ペーパーインタビューは志望理由についての350～
400字程度の記述試験

論

文化 後期 募集人員 募集人員変更 18人 23人

共通テスト 選択科目数変更 国+歴公２+数２+外+(理or理基２) 外+{国or歴公or数or(理or理基２)}→２

法律経済 後期 共通テスト 選択科目数変更 国+数２+外+{歴公or(理or理基２)}→３ 外+{国or歴公or数or(理or理基２)}→２

教育 学校／数学 名称変更 情報教育専攻廃止により名称変更 数学教育コース 数学教育・情報教育コース

学校／国語 前期 個別 国が選択から必須へ 国+(数or外) (国or数or外)→２

学校／国語・初等 前期 募集人員 募集人員変更 11人 10人

学校／社会・初等 前期 募集人員 募集人員変更 ８人 ７人

学校／数学・初等 前期 募集人員 募集人員変更 ９人 ８人

学校／理科・初等 前期 募集人員 募集人員変更 10人 ５人

2021年度入試 国公立大 変更点一覧　【東海】

新型コロナウイルス感染症対策として、経済学部の学校推薦型選抜で面接を取りやめる
医学部医学科の一般選抜前期日程で面接に替え書類審査とし、後期日程で２段階選抜廃止を取りやめる
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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

三重大 教育 学校／音楽・初等 前期 募集人員 募集人員変更 ４人 ３人

後期 共通テスト 選択科目数変更 国+歴公+数２+外+(理or理基２) {国or歴公or数２or外or(理or理基２)}→３

学校／美術・初等 前期 募集人員 募集人員変更 ６人 ５人

学校／保体・初等 前期 募集人員 募集人員変更 ６人 ５人

学校／技術・初等 前期 募集人員 募集人員変更 ５人 ４人

学校／家政・初等 前期 募集人員 募集人員変更 ５人 ４人

学校／英語・初等 前期 募集人員 募集人員変更 ６人 ５人

工 総合／建築を除く 後期 選抜方法 調査書の扱い変更 各コースの合否ラインに同点で並んだ場合、調査書を
総合的に評価し順位を付ける ―

医 看護 前期 個別 選択に国と数追加 外+面+(国or数) 外+面

生物資源 後期 個別 ペーパーインタビュー追加 (数or理)+ペーパーインタビュー
※ペーパーインタビューは字数制限のある記述試験

数or理

岐阜薬科大 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

薬 薬 中期 共通テスト 理の選択から地学除外 国+歴公+数２+理２+外
※理：物or化or生

国+歴公+数２+理２+外
※理：物or化or生or地学

静岡県立大 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

国際関係 国際関係 前期 募集人員 募集人員変更 42人 47人

国際言語文化 前期 募集人員 募集人員変更 84人 94人

看護 看護 前期 募集人員 募集人員変更 85人 70人

個別 外除外 面 外+面

静岡文化芸術大 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

文化政策 国際文化、文化政策 後期 個別 国⇒面 面 国

文化政策 後期 共通テスト 外が選択から必須へ
選択に数、理追加

国+外+(歴公or数or理or理基２) 国+(歴公or外)

芸術文化 後期 個別 国除外 面 国+面

愛知県立大 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

愛知県立芸術大 美術 後期 提出書類 活動報告および志願理由書追加 活動報告および志願理由書提出 ―

共通テスト 国、外が選択から必須へ 国+外+(歴公or数or理or理基２) (歴公or理or理基２)+(国or数or外)→２

美術／芸術 後期 選抜方法 第１次選考試験廃止 ― 実施

個別 地歴、面除外 外+論+実 <１次選考>地歴+外
<２次選考>論+面+実

名古屋市立大 総合生命理 総合生命理 後期 個別 理の選択方法変更 数+理+論
※理：物or化or生から１科目選択

数+理+論
※理：物、化、生から各２問、計６問のうちから４問選択

芸術工 情報環境デザイン 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>16人、<後>10人 <前>13人、<後>13人

前期 個別 実が必須から選択へ
選択に論追加

数+外+(論or実) 数+外+実

産業イノベーション 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>16人、<後>10人 <前>13人、<後>13人

医 医 前期・推薦 選抜方法
募集人員

名古屋市高大接続推薦入試新規実施
推薦入試名称変更
募集人員変更

<前>60人、<中部圏推薦>：27人、
<名古屋市高大接続推薦入試>３人

<前>70人、<推薦入試B>：20人

前期 選抜方法 第１段階選抜基準変更 共通テストが550点満点中75％以上の者
※センター試験の基準と同等程度

センター試験が500点満点中375点以上の者

共通テスト 国、歴公、理、外の配点変更
理の選択から生、地学除外

国<125>+歴公<75>+数２<125>+理２<100>+外<125>
=総点<550>
※理：物+化

国<100>+歴公<50>+数２<125>+理２<125>+外<100>
=総点<500>
※理：物or化or生or地学

個別 数、理、外の配点変更
理の選択から生除外

数<300>+理２<400>+外<300>+面<200>=総点<1,200>
※理：物+化

数<150>+理２<200>+外<150>+面<200>=総点<700>
※理：物or化or生

薬 生命薬科学 中期 募集人員 募集人員変更 38人 32人
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