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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

徳島大

面接を課さない
学部・学科・専攻

前期 選抜方法 共通テストおよび個別試験の成績と、
調査書の内容を総合的に評価し、A選
考、B選考の順で合否判定を行う

<A選考>募集人員の90％程度を対象とし、共通テストと
個別試験の合計点の成績上位者を合格とする選考(調
査書は従来通り参考扱い)
<B選考>B選考合格者として想定する人数の２倍程度
を対象とし、「調査書加点制度」を活用し、共通テストと
個別試験の合計点と調査書の内容を総合的に評価し
選考
※「調査書加点制度」とは、個別の配点５％または10％
を上限に個別試験の成績に調査書の評価得点を加点

―

医 保健／看護 前期 個別 面追加 外+面 外

保健／放射線技術 前期 個別 面追加 数+理+面 数+理

医科栄養 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

薬 薬 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>50人、<後>20人 <前>32人

前期 選抜方法 第１段階選抜基準変更 約５倍(通過予定人数：250人) 約10倍(通過予定人数：320人)

創製薬科学 前期・後期 募集停止 募集停止 ― <前>20人、<後>15人

生物資源産業 生物資源産業 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>48人、<後>22人 <前>50人、<後>20人

鳴門教育大 学校教育 学校／幼児 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>３人 <前>２人、<後>１人

学校／特別支援 前期 個別 面追加 論+面 論

学校／算数・数学 前期 個別 面追加 数+面 数

学校／音楽 前期 個別 面追加 論+面+実 論+実

香川大 医 医 前期・後期・
推薦

選抜方法
募集人員

後期日程廃止
募集人員変更

<前>79人(医療推進枠：９人含む)、
<推>30人(県民医療推進枠：５人含む)

<前>59人(医療推進枠：９人含む)、<後>25人、
<推>25人(県民医療推進枠：５人含む)

前期 選抜方法 第１段階選抜基準変更 約４倍(通過予定人数：316人) 約５倍(通過予定人数：295人)

愛媛大

前期・後期 個別 調査書の扱い変更 調査書を点数化し総得点の５％～10％程度の配点で
評価 ―

社会共創 産業イノベーション 前期 募集人員 募集人員変更 12人 13人

環境デザイン 前期 個別 外⇒総合問題 面+総合問題 外+面

農山漁村マネジメント 前期 共通テスト 選択科目数変更 国+歴公+数+外+(理or理基２) 国+外+(歴公or数or理or理基２)

地域／文化資源 前期 募集人員 募集人員変更 ７人 ８人

地域／スポーツ健康 前期 募集人員 募集人員変更 10人 12人

医 医 前期・後期・
総合

選抜方法
募集人員

後期日程廃止、
総合型選抜II新規実施
募集人員変更

<前>55人、<総II>10人 <前>40人、<後>25人

前期 個別 外⇒総合問題 数+理２+面+総合問題
※総合問題の内容は英文読解等

数+理２+外+面

看護 前期 共通テスト 歴公+(理or理基２)⇒(歴公or理or理基
２)→３
数⇒数２

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

高知大

人文社会科学 人文／人文科学、国際
社会

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

人文／人文科学 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>64人、<後>10人 <前>59人、<後>５人

人文／社会科学 前期 募集人員 募集人員変更 (B選抜)10人 (B選抜)５人

後期 廃止 後期日程廃止 ― ５人

教育 学校／教育科学、教科
教育、特別支援

後期 廃止 後期日程廃止
―

５人

学校／幼児教育、教育
教科支援

前期 個別 国⇒論 数or外or論
活動報告書、志願理由書
※合否境界上で同順位となった場合のみ活用

国or数or外

学校／音楽美術、保健
体育

前期 個別 実⇒実技実績調べ、活動報告書、志
願理由書

実技実績調べ(点数化)、活動報告書、志願理由書
※活動報告書、志願理由書は合否境界上で同順位と
なった場合のみ活用

実

学校／科学技術 前期 個別 理+面⇒活動報告書、志願理由書 活動報告書、志願理由書(点数化) 理+面

理工 化学生命理工 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>48人、<後>８人 <前>46人、<後>10人

農林海洋科学 海洋資源科学／海底資
源環境、海洋生命科学

前期 選抜方法 調査書の扱い変更 調査書を点数化(20点満点)して評価
―

海洋資源科学／海底資
源環境

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

個別 理の選択に物追加 理
※理：物or化or地学

理
※理：化or地学

香川県立
保健医療大

保健医療 看護 前期・後期 募集人員 募集人員変更 <前>25人、<後>10人 <前>28人、<後>７人

前期・後期 個別 論、集団討論追加 論+面+集団討論 面

臨床検査 前期 個別 論、集団討論追加 論+面+集団討論 面

愛媛県立
医療技術大

保健科学 看護、臨床検査 前期 個別 調査書の扱い変更 調査書を点数化し15点満点で評価
―

看護 後期 個別 調査書の扱い変更 調査書を点数化し20点満点で評価 ―

高知県立大 健康栄養 健康栄養 前期 募集人員 募集人員変更 23人 25人

共通テスト 理の選択から地学除外 国+数+外+(理or理基２)
※理：物or化or生
※理基：物基or化基or生基

国+数+外+(理or理基２)
※理：物or化or生or地学
※理基：物基or化基or生基or地基

2021年度入試 国公立大 変更点一覧　【四国】

新型コロナウイルス感染症の影響により、「A選考・B選考」を見送り、調査書は点数化を行わず総合判定の参考とする

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前期日程の面接を取りやめ、出願書類(調査書等)を点数化して評価する。医学部看護学科の一般選抜前期日程ではグループディスカッションの実施を見送る

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前期日程では対面の個別試験を取り止め、活動報告書・志願理由書等により評価する
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