
令和3年度（2021年度）　入試変更点　大学別一覧 2020年11月13日 現在

大学名 変更内容 2020 2021

愛知医科大 - - -

学校推薦型選抜 枠 学校推薦型選抜秋田県地域枠を新たに設置：無し→2名 に変更 - ＜募集人数＞秋田県地域枠：2名

枠 一般選抜の募集人数：80名→78名 に変更 ＜募集人数＞80名 ＜募集人数＞78名

小論文 小論文の廃止：二次 小論＋面接→二次 面接のみ に変更 ＜二次＞小論＋面接 ＜二次＞面接のみ

大阪医科大学と大阪薬科大学が統合し、大阪医科薬科大学に名称が変更（４月より） 大阪医科大学 大阪医科薬科大学

共通テスト利用 科目
英Ｌ,数学ＡＢ,国,理2,地歴公1→英Ｌ,数ＡＢ,現,理2 に変更
（現代文のみに変更、地歴公の削除）

＜センター＞英L,数学ＡＢ,国,理2,地歴公1 ＜センター＞英L,数ＡＢ,現,理2

金沢医科大 総合型推薦（AO） 要項

一段階の選抜→二段階選抜
第一次選抜：基礎学力テスト（学科試験）　第二次選抜：個人面接
第一次選抜合格者数は募集人数の約４倍（80名程度）を検討。
個人面接の配点：重視→自己推薦書：60点、面接（調査書を含む）：140点 に変更

＜選抜要項＞
一次選抜：書類審査後
二次選抜：基礎学力テスト、個人面接

＜選抜要項＞
一次選抜：基礎学力テスト
二次選抜：個人面接

川崎医科大 一般選抜 二次試験 日程 例年土日含む２日間→平日３日間（2/1(月)～2/3(水)） に変更 ＜試験日程＞二次：2日間 ＜試験日程＞二次：３日間

枠
募集人数：
＜一般前期＞ 82名（地域枠15名含む）→55名
＜学校推薦型＞ 10名＋特色若干名→特別枠10名＋地域枠15名＋一般枠10名＋特色7名

募集人数：
＜一般前期＞ 82名（地域枠15名含む）
＜学校推薦型＞ 10名＋特色若干名

募集人数：
＜一般前期＞55名
＜学校推薦型＞特別枠10名＋地域枠15名＋一般枠10名＋特色7名

共通テスト利用選抜・前期 歴史 歴史の判定を追加：英,国,数2,理2→英,国,歴公,数2,理2 に変更 ＜センター＞英,国,数2,理2 ＜センター＞英,国,歴公,数2,理2

共通テスト利用選抜・後期 国語 国語の判定を削除：英,国,数2,理2→英,数2,理2, に変更 ＜センター＞英,国,数2,理2 ＜センター＞英,数2,理2

科目 受験科目の順番：英数理→理数英 に変更 ＜学科試験＞英→数→理 ＜学科試験＞理→数→英

科目
数学Ⅲ理科などの教科について新型コロナウイルス感染症の影響による高校生のカリキュラム進度の遅れを考
慮し、発展的内容について削減または注釈または難度を落とす対応をとる

- 数学Ⅲ,理科などの発展的内容について、削除または注釈または難度を落とす対応をとる。

日程 二次日程追加：二次試験2日間→二次試験３日間（出願時に選択） に変更 ＜試験日程＞二次：２日間 ＜試験日程＞二次：3日間（出願時に選択）

面接 面接所要時間：15分→10分程度 変更 ＜面接＞15分 ＜面接＞10分

杏林大 一般選抜 会場 試験会場の変更（増加）：五反田TOC、TOC五反田メッセ、三鷹キャンパス ＜試験会場＞五反田TOC、TOC五反田メッセ ＜試験会場＞五反田TOC、TOC五反田メッセ、三鷹キャンパス

近畿大 地域枠選抜 選抜方式 一般選抜→学校推薦型選抜 に変更 ＜地域枠選抜＞一般選抜 ＜地域枠選抜＞学校推薦型選抜

推薦 英語 出題問題は全学部のものを用いる ＜試験問題＞英語：医学部推薦選抜 専用の問題 ＜試験問題＞英語：推薦型選抜全学部共通問題

一般選抜（前/後） 英語 問題文が日本語文→英語文 に変更、サイズがA4→B5冊子 に変更 ＜試験問題＞英語：日本語文の問題文 ＜試験問題＞英語：英語文の問題文

慶應義塾大 - - -

国際医療福祉大 一般選抜 会場 状況により会場の追加（赤坂キャンパス）を検討 ＜試験会場＞五反田TOCビル ＜試験会場＞五反田TOCビル、赤坂キャンパス

枠 学校推薦型選抜に新たに指定校枠（５名）を新設 - ＜指定校枠＞新設（５名）

適性検査
適性検査Ⅰ（理数系分野）→適性検査Ⅰ（数学系分野：ⅠAⅡB）：20点/30分、適性検査Ⅰ（理科系分野：
３科目から当日２科目選択）：20点×２/60分 に変更

＜試験科目＞適性検査Ⅰ（理数系分野）
＜試験科目＞適性検査Ⅰ：数学系分野ⅠAⅡB（20点/30分）
適性検査Ⅰ：理科系分野（3科目から当日2科目選択　20点×2/60分）

枠
一般選抜（前期）　52名→65名
一般選抜（後期）　35名→20名
大学入学共通テスト利用選抜　10名→５名 に変更

一般選抜（前期）52名
一般選抜（後期）35名

一般選抜（前期）65名
一般選抜（後期）20名

英語 英語配点を150点→100点 に変更 ＜配点＞英語：150点 ＜配点＞英語：100点

小論文 小論文試験の実施を１次試験日に実施。判定自体は２次試験に使用。 ＜試験科目＞小論文：2次試験日 ＜試験科目＞小論文：１次試験日

産業医科大 共通テスト利用選抜 英語 共通テスト英語の割合：筆記75%リス25％→筆記80％リス20％ に変更 ＜配点＞セ英語：筆記75%リス25％ ＜配点＞セ英語：筆記80％リス20％

自治医科大 一般選抜　二次試験 小論文
小論文試験を廃止、記述式の学力試験（数学英語の各30分）を実施。

基本的な学力を問う内容。出題例をホームページにて記載。
＜試験科目＞二次試験：小論文 ＜試験科目＞二次試験：記述式学力試験

地域枠選抜 科目
センター併用方式から一般方式 に変更
＜センター＞国語,歴公,数2,理2,英＋＜個別試験＞数,理2,英,論
→＜一次＞数,理2,英,論＋＜二次＞面接　に変更

センター併用
＜センター＞国語,歴公,数2,理2,英＋＜個別試験＞
数,理2,英,小論

一般方式
＜一次＞数,理2,英,論＋＜二次＞面接　に変更

一般Ａ方式 枠 募集人数：63名→64名 に変更 ＜募集人数＞63名 ＜募集人数＞64名

一般Ｂ方式 日程 二次日程：面接２日間自由選択→面接１日間（3/3のみ） に変更 ＜試験日程＞二次：面接2日間自由選択 ＜試験日程＞二次：面接1日間のみ

枠 一般選抜Ⅰ期 募集人数：78人→75人 に変更 ＜募集人数＞Ⅰ記：78名 ＜募集人数＞Ⅰ期：75名

科目 一般選抜Ⅰ期Ⅱ期：英,数,理2→英,数/国,理2 に変更（数学/国語選択可能） ＜試験科目＞英,数,理2 ＜試験科目＞英,数/国,理2

二次試験 新型コロナウイルス感染症の影響により調査書の廃止にともなって面接が重要視される 新型コロナウイルス感染症の影響により調査書の廃止にともなって面接が重要視される

会場 状況により会場の追加（TOC有明）を検討 ＜試験会場＞五反田TOC、TOC五反田メッセ ＜試験会場＞五反田TOC、TOC五反田メッセ、TOC有明

岩手医科大
一般選抜

大阪医科大

関西医科大

区分

北里大 一般選抜

久留米大

埼玉医科大

学校推薦型選抜

一般選抜（前/後）

順天堂大

昭和大 一般選抜

https://www.jichi.ac.jp/exam/medicine/exam/
https://www.jichi.ac.jp/exam/medicine/exam/
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一般選抜（前期・後期） 試験科目 試験時間：英語80分、数学80分→英語数学あわせて150分 ＜試験時間＞英語90分, 数学90分 ＜試験時間＞英語 数学 あわせて150分

一般選抜前期 枠 募集人数：80名→70名 に変更 ＜募集人数＞一般選抜：80名 ＜募集人数＞一般選抜 前期：70名

一般選抜後期 枠 新規実施。募集人数：無し→10名 に変更 - ＜募集人数＞一般選抜 後期：10名

一般選抜 国語 国語について、現代文/古文/漢文から選択→現代文のみ に変更 ＜試験科目＞国語：現代文/古文/漢文 から選択 ＜試験科目＞国語：現代文

一般選抜福島県枠 枠 選抜方法（福島県特別地域枠）：推薦２名→一般２名 に変更 ＜募集人数＞福島県枠：推薦選抜（2名） ＜募集人数＞福島県枠：一般選抜（2名）

東海大 - - - - -

枠 14名以内→10名以内 に変更 ＜募集人数＞14名以内 ＜募集人数＞10名以内

日程 2次試験日程3/6(土)にて実施 ＜試験日程＞例年2月初旬 ＜試験日程＞3月6日

英語 250点（筆記：リス＝4:1）→200点（筆記：リス＝3:1） に変更 ＜配点＞250点（筆記200点/リス50点） ＜配点＞200点（筆記150点/リス50点）

枠 75名→79名 に変更 ＜募集人数＞75名 ＜募集人数＞79名

日程
一次2/6、二次2/13
特別措置として、新型コロナウイルス感染症に罹患したなどの理由により一般選抜を欠席せざるを得ない方を
対象に、一次試験を「大学入学共通テスト」の成績を用い合否判定を行い、二次3/6にて実施。

-
＜新型コロナウイルス感染症特別措置＞
1次試験：大学入学共通テストを使用
2次試験：3/6実施

会場 ベルサール新宿グランド、本学 に追加して、代々木ゼミナール本部校 代ゼミタワー ＜試験会場＞ベルサール新宿グランド、本学 ＜試験会場＞ベルサール新宿グランド、本学、代ゼミタワー

東京慈恵会医科大 - - - - -

東京女子医科大 - - - - -

日程 追試験の実施。日程は追ってホームページにて記載 - ＜試験日程＞追試験の実施

枠 募集人数：85名→70名 に変更 ＜募集人数＞85名 ＜募集人数＞70名

会場 例年の五反田TOCビルに追加し、大森キャンパスでも実施 に変更 ＜試験会場＞五反田TOC ＜試験会場＞五反田TOC、大森キャンパス

共通テスト 英語 英語リスニングの追加：英語筆記のみ→英語リーディング・リスニングを課す に変更 ＜試験科目＞英：筆記のみ ＜試験科目＞英：筆記＋リスニング

日程
追試験の実施。一次試験（追試験）：2/13 合格発表2/19
二次試験（追試験）：2/27 合格発表3/5

-
＜試験日程＞
追試 一次：2/13（合格発表2/19）
追試 二次：2/27（合格発表3/5）

理科
出題範囲の削減　物理：原子　化学：高分子化合物の性質と利用　生物：生態と環境、生物の進化と系統　を
それぞれ除く。

-
＜試験科目＞理科：「原子（物理）」「高分子化合物の性質と利用（化学）」「生態と環境、生
物の進化と系統（生物）」のそれぞれの単元について、出題範囲から削減

栃木県地域枠 方式 試験要項：一般＋センター→一般のみ に変更 ＜栃木県地域枠＞試験科目：センター試験＋一般 ＜栃木県地域枠＞試験科目：一般 のみ

枠 募集人数：15名→10名 に変更 ＜募集人数＞15名 ＜募集人数＞10名

二次試験 小論文の追加：（二次試験）面接のみ→（二次試験）小論面接 に変更 ＜募集人数＞15名

枠 募集人数：58名→63名 に変更 ＜募集人数＞58名 ＜募集人数＞63名

日程 試験日程：（一次）1日間実施→（一次）2日間実施1/28,29 （選択自由、両日受験可） ＜試験日程＞一次：1日間 ＜試験日程＞一次：2日間（1/28,29 選択自由 両日受験可）

英語 試験時間：70分→60分、配点：200点→100点 に変更 ＜試験科目＞英語：200点/70分 ＜試験科目＞英語：100点/60分

数学 試験時間：70分→60分、配点：200点→100点 に変更 ＜試験科目＞数学：200点/70分 ＜試験科目＞数学：100点/60分

理科 試験時間：100分→120分、配点：400（200×2）点→200（100×2）点 に変更
＜試験科目＞理科2科目：400点（200×2）
/100分

＜試験科目＞理科2科目：200点（100×2）/120分

小論文 実施日程を一次試験→二次試験、試験時間：90分→60分 に変更。
＜試験科目＞小論文：90分（一次試験日程にて
実施）

＜試験科目＞小論文：60分（二次試験日程にて実施）

日本医科大 - - - - -

日本大 一般選抜 理科など 理科などにおける発展的内容について注釈を入れる対応 - ＜試験科目＞理科など：発展的内容について注釈を入れる

兵庫医科大 一般選抜 理科など
理科などにおける発展的内容について新型コロナウイルス感染症による学習進度の遅れを考慮する。（出題範
囲の削減ではなく、注釈を入れる等による対応を検討）

- ＜試験科目＞理科など：発展的内容について学習進度の遅れを考慮する

共通テスト 枠 募集人数：10名→5名 に変更 ＜募集人数＞10名 ＜募集人数＞5名

一般選抜 枠 募集人数：60名→65名 に変更 ＜募集人数＞60名 ＜募集人数＞65名

共通テスト前期 科目
英Ｌ,数学ＡＢ,国,理2,地公1→英Ｌ,数ＡＢ,現,理2 に変更
（現代文のみに変更、地公の削除）

＜試験科目＞英Ｌ,数学ＡＢ,国,理2,地公1 ＜試験科目＞英Ｌ,数ＡＢ,現,理2

共通テスト後期 科目
英Ｌ,数学ＡＢ,国,理2,地公1→英Ｌ,数ＡＢ,現,理2 に変更
（現代文のみに変更、地歴公の削除）
個別：面接,調査書→面接,総合（総合問題の追加）

＜試験科目＞英Ｌ,数学ＡＢ,国,理2,地公1 ＜試験科目＞英Ｌ,数ＡＢ,現,理2

枠 募集人数：（前期）75名→（前期）72名　（後期）5名→（後期）7名 に変更 ＜募集人数＞前期：75名　後期：5名 ＜募集人数＞前期：72名　後期：7名

日程 前期二次試験日に予備日を設定：＜二次＞二日間→＜二次＞1/29,30自由選択＋2/1予備日 ＜試験日程＞前期二次：2日間 ＜試験日程＞前期二次：1/29,30（自由選択）＋ 2/1予備日

後期 現役生枠を新規実施（３名） - ＜募集人数＞現役生枠を新規実施

帝京大

東京医科大

共通テスト利用選抜

一般選抜

藤田医科大

一般選抜

一般選抜

獨協医科大

共通テスト

東北医科薬科大

一般選抜

福岡大

区分

東邦大 一般選抜

聖マリアンナ医科大

https://www.toho-u.ac.jp/med/info_exam/j5mt8h000000evks-att/nyushi2021-2.pdf

