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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

滋賀大 経済 前期 選抜方法 ２段階選抜新規実施 約10倍 ―

後期 選抜方法 ２段階選抜新規実施 約15倍 ―

会計情報 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>21人、<後>18人 <前>18人、<後>24人

企業経営 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>31人、<後>28人 <前>28人、<後>37人

経済 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>70人、<後>60人 <前>60人、<後>80人

社会システム 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>27人、<後>24人 <前>24人、<後>32人

ファイナンス 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>23人、<後>20人 <前>20人、<後>27人

滋賀医科大 医 前期 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)

看護 前期 募集人員 募集人員変更 45人 50人

京都大 理 特色 選抜方法 既存の方式名称を数理科学入試に
生物科学入試新規実施

数理科学入試：５人、生物科学入試：５人 ５人

前期 選抜方法 第１段階選抜基準変更 共通テストの合計が900点満点中概ね70％以上 センター試験の合計が900点満点中630点以上

募集人員 募集人員変更 301人 306人

医 医 特色 選抜方法 推薦要件変更 共通テストで指定した教科・科目を受験
※成績は判定に利用しない ―

TOEFL iBTを受験 TOEFL iBTまたはIELTSを受験

第２次選考の試験科目変更 書類+面+口頭試問 書類+面+論

前期 選抜方法 第１段階選抜基準変更 約３倍 センター試験の合計が900点満点中630点以上の者の
うちから、募集人員の約３倍まで

農 森林科学 特色 選抜方法 特色入試募集人員変更 ５人 ３人

前期 募集人員 募集人員変更 52人 54人

食品生物科学 特色 選抜方法 共通テストの外除外 国+歴公+数+理 国+歴公+数+理+外(英)

第２次選考の口頭試問の内容変更 基礎学力+論理的思考力+英語論文読解力 基礎学力+論理的思考力

京都教育大 教育 学校／幼児 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>７人、<後>１人 <前>９人

学校／発達障害 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>８人、<後>２人 <前>10人

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>14人 <前>11人、<後>４人

学校／社会 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>16人、<後>４人 <前>18人

学校／数学 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>18人、<後>４人 <前>17人、<後>５人

学校／美術 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>８人、<後>２人 <前>９人

学校／音楽 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>７人、<後>２人 <前>８人

京都工芸繊維大 工芸科学 デザイン科学域 前期 個別 選択から実除外 数+外+総合問題 数+外+(実or総合問題)

大阪大 外国語 移転 キャンパス移転 箕面新キャンパス 箕面キャンパス

人間科学 人間科学 前期 選抜方法 ２段階選抜新規実施 約2.4倍 ―

工 前期 共通テスト 国、数の配点変更 国<75>+歴公<50>+数２<75>+理２<50>+外<50>
=総点<300>

国<150>+歴公<50>+数２<50>+理２<50>+外<50>
=総点<350>

個別 外の配点変更 数<250>+理２<250>+外<200>=総点<700> 数<250>+理２<250>+外<150>=総点<650>

医 医 前期 個別 面の選考基準変更 面(複数の面接官による評価を参考にし、場合によって
は複数回行う)

面(１回のみ)

歯 歯 前期 個別 配点変更 数<300>+理２<300>+外<300>+面<300>=総点<1,200> 数<200>+理２<200>+外<200>+面<200>=総点<800>

薬 薬 前期 選抜方法 第１段階選抜基準変更 約2.5倍(通過予定人数：163人) 約４倍(通過予定人数：260人)

個別 論、面追加 数+理２+外+論+面 数+理２+外

大阪教育大 教育 初等／幼児教育 前期 個別 活動報告書追加 面+活動報告書 面

初等／小学校 前期 個別 活動報告書追加 論+活動報告書 論

後期 個別 活動報告書追加 面+活動報告書 面

学校／小中英語、中等
英語

前期 共通テスト 英語外部試験の対象試験から旧
GTEC for STUDENTS除外

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

対象試験：英検、GTEC(４技能)、GTEC(３技能)、
対象試験：IELTS、TOEFL iBT、TOEIC LR、
対象試験：旧GTEC for STUDENTS

学校／小中学校 前期 募集人員 募集人員変更 17人 18人

学校／小中国語 前期 個別 論⇒国 国+面 論+面

後期 個別 論追加 論+面 面

学校／小中家政 前期 募集人員 募集人員変更 ８人 ７人

学校／中等国語 前期 個別 論⇒国 国+面 論+面

学校／中等技術 前期 個別 理⇒論+面 論+面+調及び志望理由書 理+調及び志望理由書

学校／中等家政 前期 選抜方法
募集人員

後期日程新規実施
募集人員変更

<前>５人、<後>２人 ７人

教育／英語コミュニケー
ション

前期 共通テスト
個別

英語外部試験の対象試験からTOEIC
LR&SW除外

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

募集人員 募集人員変更 12人 18人

教育／音楽表現 前期・後期 個別 志望理由書追加 実+志望理由書 実

教育／教育心理 後期 募集人員 募集人員変更 ９人 10人

教育／数理情報 前期 募集人員 募集人員変更 20人 21人

教育／自然科学 前期 募集人員 募集人員変更 34人 36人

神戸大 総合 提出書類 「志」特別入試で学業等評価書廃止 ― 学業等評価書提出

国際人間科学 環境共生 総合 選抜方法
募集人員

研究実績受験方式廃止
募集人員変更

<「志」特別入試>７人 <研究実績受験>２人、<「志」特別入試>５人

理 生物、惑星 総合 提出書類 総合型選抜で学業等評価書廃止 ― 学業等評価書提出

工 応用化学 前期・後期・
総合

募集人員 募集人員変更 <前>85人、<後>18人、<「志」特別入試>３人 <前>78人、<後>26人、<「志」特別入試>２人

後期 共通テスト 国、理、外の配点変更 国<100>+歴公<50>+数２<50>+理２<200>+外<120>
=総点<520>

国<120>+歴公<50>+数２<50>+理２<180>+外<200>
=総点<600>

機械工 前期 共通テスト 理から生、地除外
国、歴公、外の配点変更

国<80>+歴公<40>+数２<50>+理２<50>+外<50>
=総点<270>
※理：物+化

国<125>+歴公<75>+数２<50>+理２<50>
+外<75>=総点<375>
※理：物or化or生or地学

個別 配点変更 数<180>+理２<180>+外<170>=総点<530> 数<150>+理２<150>+外<125>=総点<425>
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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

神戸大 工 機械工 後期 共通テスト 配点変更 国<80>+歴公<40>+数２<40>+理２<160>+外<160>
=総点<480>

国<120>+歴公<50>+数２<50>+理２<180>+外<120>
=総点<520>

個別 配点変更 数<320> 数<280>

情報知能工 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>90人、<後>15人 <前>85人、<後>20人

前期 共通テスト 国、歴公の配点変更 国<50>+歴公<50>+数２<50>+理２<50>+外<50>
=総点<250>

国<125>+歴公<75>+数２<50>+理２<50>+外<50>
=総点<350>

個別 数、理の配点変更 数<200>+理２<200>+外<150>=総点<550> 数<150>+理２<150>+外<150>=総点<450>

後期 共通テスト 国、理、外の配点変更 国<50>+歴公<50>+数２<50>+理２<200>+外<150>
=総点<500>

国<120>+歴公<50>+数２<50>+理２<150>+外<180>
=総点<550>

個別 配点変更 数<300> 数<250>

建築 前期 共通テスト 国、歴公、外の配点変更 国<100>+歴公<50>+数２<50>+理２<50>+外<50>
=総点<300>

国<125>+歴公<75>+数２<50>+理２<50>+外<75>
=総点<375>

個別 数、外の配点変更 数<200>+理２<150>+外<150>=総点<500> 数<150>+理２<150>+外<125>=総点<425>

後期 共通テスト 国、理、外の配点変更 国<100>+歴公<50>+数２<50>+理２<150>+外<200>
=総点<550>

国<120>+歴公<50>+数２<50>+理２<130>+外<250>
=総点<600>

個別 配点変更 数<250> 数<200>

市民工 後期 共通テスト 数、外の配点変更 国<100>+歴公<50>+数２<30>+理２<150>+外<170>
=総点<500>

国<100>+歴公<50>+数２<50>+理２<150>+外<200>
=総点<550>

個別 配点変更 数<300> 数<250>

海洋政策科学 海洋政策科学 改組 学部改組 海洋政策科学(海洋政策科学)
海<前>(理系科目)115人、(文系科目)30人、
海<後>(理系科目)40人

海事科学
海(グローバル輸送科学、海洋安全システム科学、
海(マリンエンジニアリング)

医 医 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：276人) センター試験が900点満点中650点以上の者

保健／作業療法 後期・推薦 選抜方法 後期日程廃止、学校推薦型新規実施 <推>３人 <後>３人

農 資源生命科学／応用植
物

前期・総合 募集人員 募集人員変更 <前>21人、<「志」特別入試>２人 <前>22人、<「志」特別入試>１人

総合 個別 課題提示+プレゼンテーション+面⇒グ
ループディスカッション+面+口頭試問

グループディスカッション+面+口頭試問 課題提示+プレゼンテーション+面

兵庫教育大 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

奈良教育大 教育 学校／国語 後期 個別 論⇒面 面 論

学校／音楽、美術 前期・後期 個別 面追加 面+実 実

学校／保健体育 前期・後期 個別 自己推薦書追加 実+自己推薦書 実

奈良女子大 文 人文社会、言語文化、人
間科学

前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>95人、<後>43人 <前>99人、<後>45人

理 化学生物環境 後期 募集人員 募集人員変更 13人 12人

生活環境 生活文化 前期 募集人員 募集人員変更 19人 18人

和歌山大 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

観光 観光 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>63人 <前>55人、<後>28人

前期 個別 外+(国or数)⇒総合問題 総合問題 外+(国or数)

教育 学校／文科系 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>43人、<後>20人 <前>45人、<後>25人

前期 個別 外⇒面 国+面 国+外

学校／理科系 前期 募集人員 募集人員変更 32人 35人

個別 外⇒面 数+面 数+外

学校／文科系、理科系 後期 個別 論⇒面 面 論

学校／実技系 前期 個別 面追加 面+実 実

滋賀県立大 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

前期・後期 提出書類 志望理由書追加 志望理由書提出 ―

人間文化 生活栄養 後期 個別 理の選択から物、生除外 理
※理：化

理
※理：物or化or生

京都市立芸術大 音楽 作曲、指揮 前期 共通テスト 選択に歴公、数追加 国+外+(歴公or数) 国+外

京都府立大 前期・後期 個別 調査書の扱い変更 調査書を点数化して加点 ―

文 日本・中国文、欧米言語
文化、歴史

前期 共通テスト 数、理追加 国+歴公+数+外+(理or理基２) 国+歴公+外

日本・中学文 前期 募集人員 募集人員変更 19人 20人

欧米言語文化 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>14人、<後>５人 <前>18人、<後>４人

歴史 後期 募集人員 募集人員変更 ５人 ７人

和食文化 前期 募集人員 募集人員変更 15人 16人

後期 共通テスト 理の選択に物、地学追加 国+歴公+数+理+外
※理：物or化or生or地学

国+歴公+数+理+外
※理：化or生

公共政策 公共政策 後期 募集人員 募集人員変更 ７人 ８人

福祉社会 後期 募集人員 募集人員変更 ７人 ８人

生命環境 環境デザイン 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>30人 <前>25人、<後>５人

環境・情報科学 前期 募集人員 募集人員変更 19人 20人

森林科学 前期 個別 外除外 数+理２ 数+理２+外

後期 募集人員 募集人員変更 ５人 ６人

生命分子化学 後期 募集人員 募集人員変更 ３人 ５人

京都府立医科大 医 医 前期 選抜方法 第１段階選抜基準変更 ３倍(通過予定人数：300人) ４倍(通過予定人数：400人)

個別 論追加 数+理２+外+面+論 数+理２+外+面

看護 前期 選抜方法 第１段階選抜基準変更 ３倍(通過予定人数：135人) ５倍(通過予定人数：225人)

個別 論⇒総合問題 総合問題 論

大阪市立大 医 医 前期 出願資格 大阪府指定医療枠が全国から出願可
へ

大阪府指定医療枠：全国から出願可 大阪府指定医療枠：大阪府出身者のみ出願可

看護 前期 個別 選択から国除外 数+外 外+(国or数)

大阪府立大 生命環境科学 応用生命科学 前期・推薦 募集人員 募集人員変更 <前>60人、<推>20人 <前>70人、<推>10人

緑地環境科学 前期・推薦 募集人員 募集人員変更 <前>30人、<推>10人 <前>32人、<推>８人

緑地環境科学、理(化学
重点)

後期 共通テスト 国追加 国+数２+理２+外 数２+理２+外

理(数学重点) 前期 個別 理の選択から生除外 数+理２+外
※理：物+化

数+理２+外
※理：物or化or生

後期 共通テスト 国追加 国+理２+外 理２+外

理(物理重点) 後期 共通テスト 国追加 国+数２+外 数２+外
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大阪府立大 生命環境科学 理(生物重点) 後期 共通テスト 国追加 国+数２+理+外 数２+理+外

地域保健 看護 前期 選抜方法 受験区分追加 (理系型)、(文系型) ―

後期 個別 論⇒面 面 論

総合／作業療法 後期 共通テスト 理⇒国、数⇒数２ 国+数２+外 数+外+(理or理基２)

教育福祉 後期 共通テスト 数が選択から必須へ 国+数+外+(歴公or理or理基２) 国+外+(歴公or数or理or理基２)

神戸市外国語大 外国語 前期 共通テスト 歴公が必須から選択へ 国+外+{歴公or数or(理or理基２)}→２ 国+歴公+外+(数or理or理基２)

個別 選択に国、歴公追加 外+(国or歴公) 外

神戸市看護大 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

兵庫県立大 理 中期 選抜方法 ２段階選抜新規実施 14倍 ―

奈良県立大 前期・中期 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)

地域創造 地域創造 前期・中期 提出書類 志願理由書追加 志願理由書提出 ―

和歌山県立
医科大

薬 薬 前期 新設 学部新設 薬(薬)：<前>70人
―
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