
試験実施日 内 容 試験実施日 内 容

国立大学

1 北海道大学 その他 文学部、教育学部、法学部、経済

学部、理学部、医学部、歯学部、

薬学部、工学部、農学部、獣医学

部、水産学部（私費外国人留学生

入試）

2月19日 ・対面での面接

・小論文（総合問題）を実施

（変更なし） ・面接をオンラインに変更

・小論文（総合問題）の実施を取り止め

・新たに事前提出書類を課し，面接の参考資料とする。

2 帯広畜産大学 その他 畜産学部畜産科学科（私費外国人

留学生特別選抜）

2月22日 面接（対面） （変更なし） 国外居住者はオンライン面接

3 帯広畜産大学 その他 畜産学部畜産科学科（私費外国人

留学生特別選抜）

2月22日 国外居住者はオンライン面接 （変更なし） 全員オンライン面接

4 旭川医科大学 一般選抜 医学部看護学科 3月12日 集団面接と個人面接を実施 （変更なし） 個人面接のみを実施

5 東北大学 その他 理学部、工学部 3月8日～12日の期間内で

指定する1日

＜特別選抜（グローバル入試Ⅱ期）＞

対面での筆記試験・面接試験

（変更なし） ＜特別選抜（グローバル入試Ⅱ期）＞

オンラインによる筆記試験・面接試験

6 山形大学 その他 人文社会科学部 1月23日 対面での面接 （変更なし） オンラインでの面接

7 筑波技術大学 一般選抜 産業技術学部 2月25日 天久保キャンパスにおいて対面での試験実施 （変更なし） 天久保キャンパスのほか、全国7か所にサテライト試験場を

設け、個別学力検査等のうち、数学及び総合問題を対面で

実施、面接をオンラインで実施
8 筑波技術大学 一般選抜 保健科学部 2月25日 対面での小論文、面接 （変更なし） オンライン（Zoom）での面接のみ

9 宇都宮大学 一般選抜 地域デザイン科学部、国際学部、

共同教育学部、工学部、農学部の

全学科

2月25日 ・個別学力検査等の実施 （変更なし） ・大学入学共通テストの成績，出願書類，及び一部の学部

が求める提出課題等を総合して決定

10 宇都宮大学 一般選抜 地域デザイン科学部、工学部の全

学科

農学部生物資源科学科、農学部応

用生命化学科、農学部農業環境工

学科、農学部農業経済学科

3月12日 ・個別学力検査等の実施 （変更なし） ・大学入学共通テストの成績，出願書類を総合して決定

11 宇都宮大学 学校推薦型選抜 農学部農業環境工学科、農学部森

林科学科

2月9日 ・対面での面接 （変更なし） ・オンラインでの面接

12 群馬大学 その他 理工学部

（私費外国人留学生選抜）

2月26日 対面での面接 （変更なし） 渡日出来ない志願者のみ面接をオンラインに変更

13 埼玉大学 その他 経済学部経済学科

（私費外国人留学生選抜）

(１次)小論文：2/17

(２次)面接：2/19

面接を対面で実施。 （変更なし） 面接をオンラインで実施。

（１次の小論文は変更なし。大学で実施。）

令和３年度入学者選抜における新型コロナウイルス感染症への対応等に関する変更について（令和３年３月２６日現在）

※令和３年３月２６日現在、大学から報告された情報であるため、各大学のホームページで最新の入試情報を必ず確認してください。

大学名
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選抜区分
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変 更 前 変 更 後



試験実施日 内 容 試験実施日 内 容

令和３年度入学者選抜における新型コロナウイルス感染症への対応等に関する変更について（令和３年３月２６日現在）

※令和３年３月２６日現在、大学から報告された情報であるため、各大学のホームページで最新の入試情報を必ず確認してください。

大学名
変更を行った

選抜区分

変更を行った

学部・学科

変 更 前 変 更 後

14 東京外国語大学 一般選抜 言語文化学部、国際社会学部、国

際日本学部

2月25日 10:00～12:30　外国語（英語）

14:00～15:00　地理歴史（世界史又は日本史）

15:30～16:30　外国語（英語スピーキング）【国際日本学

部のみ】

（変更なし） ・外国語（英語）の試験時間の短縮（150分→90分）

・試験時間の繰り下げ

13:00～14:30　外国語（英語）

15:30～16:30　地理歴史（世界史又は日本史）

17:15～17:45　外国語（英語スピーキング）【国際日本学

部のみ】

＊英語スピーキングは、実施手順の効率化により当初の予

定時間よりも短い時間で実施できる見込みとなった。

15 東京外国語大学 一般選抜 国際社会学部 3月12日 10:00～12:00　小論文 （変更なし） ・試験時間の繰り下げ

13:30～15:30　小論文

16 東京農工大学 学校推薦型選抜 農学部・工学部 ー 掲示板・HPでの合格発表 ー 掲示板での発表を中止

17 東京農工大学 学校推薦型選抜 農学部 ー 特例追試験の英語の配点記載なし ー 特例追試験英語追記：筆記80点  ﾘｽﾆﾝｸﾞ20点

18 東京農工大学 学校推薦型選抜 工学部 ー 特例追試験の英語の配点記載なし ー 特例追試験英語追記：筆記160点 ﾘｽﾆﾝｸﾞ40点

19 東京農工大学 その他 農学部・工学部 2月26日 出願要件：TOEFL iBT 52点以上 （変更なし） 左記に加えTOEFL iBT Special Home Edition52点以上

20 東京農工大学 その他 農学部・工学部 2月26日 掲示板・HPでの合格発表 （変更なし） 掲示板での発表を中止

21 東京農工大学 その他 農学部 2月25日～26日 掲示板・HPでの合格発表 （変更なし） 掲示板での発表を中止

22 東京農工大学 その他 農学部・工学部 2月26日 面接試験を行う （変更なし） 面接試験を中止

23 東京農工大学 その他 農学部・工学部 2月26日 出願書類：④住民票または旅券の写し （変更なし） 出願書類：④日本国内に住民票を持っている場合は、住民

票、日本国内に住民票を持っていない場合は、旅券の写し

24 東京芸術大学 一般選抜 音楽学部作曲科 3月8日 副科ピアノ 試験中止 試験中止

25 東京芸術大学 一般選抜 音楽学部声楽科 3月8日 副科ピアノ 試験中止 試験中止

26 東京芸術大学 一般選抜 音楽学部オルガン専攻 3月8日 副科ピアノ 試験中止 試験中止

27 東京芸術大学 一般選抜 音楽学部器楽科弦楽専攻 3月8日 副科ピアノ 試験中止 試験中止

28 東京芸術大学 一般選抜 音楽学部器楽科管打楽専攻 3月8日 副科ピアノ 試験中止 試験中止

29 東京芸術大学 一般選抜 音楽学部指揮科 3月8日 副科ピアノ 試験中止 試験中止

30 東京芸術大学 一般選抜 音楽学部楽理科 3月３日～3月5日 ピアノ以外の副科実技 試験中止 試験中止

31 東京芸術大学 一般選抜 音楽学部楽理科 3月8日 副科ピアノ 試験中止 試験中止

32 東京芸術大学 一般選抜 美術部先端芸術表現科 2月26日 １０時３０分～１６時小論文 2月26日 午前と午後の２グループに分け、試験時間を短縮して実施

33 山梨大学 一般選抜 工学部 2月25日 本試験開始後の発病等については追試験の対象とはしない （変更なし） 本試験開始後の発病等であっても追試験の対象とする。

34 山梨大学 一般選抜 生命環境学部 2月25日 本試験開始後の発病等については追試験の対象とはしない （変更なし） 本試験開始後の発病等であっても追試験の対象とする。

35 信州大学 一般選抜 人文学部

経法学部

2月25日 大学入学共通テストと個別試験等の合計点により選抜す

る。

試験を実施しな

い

大学入学共通テストの合計点により選抜する。

36 信州大学 一般選抜 人文学部 3月12日 大学入学共通テストと個別試験等の合計点により選抜す

る。

試験を実施しな

い

大学入学共通テストの合計点により選抜する。
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37 岐阜大学 一般選抜 教育学部 2月26日 ・全講座について共通面接を実施。

・音楽教育講座の実技試験（ソルフェージュ、声楽、器

楽）

・美術教育講座のグループ面接

・保健体育講座の実技試験

（変更なし） ・共通面接を中止。

・音楽教育講座の実技試験のうち、ソルフェージュを中

止、声楽は録画物の提出、器楽は予定通り実施。

・美術教育講座のグループ面接を個人面接に変更。

・保健体育講座の実技試験を中止し、運動歴調書の内容確

認を対面で行う。
38 岐阜大学 学校推薦型選抜 教育学部 2月7日 ・全講座について共通の集団面接を実施。

・音楽教育講座の実技試験（弾き歌い）

（変更なし） ・集団面接において出題予定であった問題

の一部を個人面接に含める。

・音楽教育講座の実技試験（弾き歌い）を録画物の提出に

変更。
39 岐阜大学 一般選抜 医学部医学科 2月26日 面接 （変更なし） 面接を中止

40 岐阜大学 一般選抜 医学部医学科 3月13日 面接 （変更なし） 面接を中止

41 静岡大学 総合型選抜 理学部地球科学科 2月11日 面接（集団面接） （変更なし） 面接（個人面接）

42 愛知教育大学 一般選抜 教育学部 本学掲示板及び本学ウェッブページでの合格発表 本学ウェッブページでの合格発表のみとする。

43 名古屋工業大学 学校推薦型選抜 工学部（高度工学教育課程） 2月10日 対面での面接 （変更なし） 面接を中止

44 名古屋工業大学 学校推薦型選抜 工学部（創造工学教育課程） 2月10日 対面での集団面接 （変更なし） オンラインでの実施

45 名古屋工業大学 その他 工学部 2月1日 対面での面接（口頭試問含む） （変更なし） オンラインでの実施

46 豊橋技術科学大学 その他 工学部（私費外国人留学生選抜） 1月25日 対面での面接 （変更なし） 面接を中止し，書類選考とする

47 岡山大学 総合型選抜 教育学部、法学部、薬学部 12月5日 本学掲示板及び本学ホームページでの合格発表 （変更なし） 密を避けるため、合格発表を本学ホームページのみとす

る。

48 岡山大学 学校推薦型選抜 経済学部（昼間コース） 書類審査及び令和３年度

大学入学共通テストの結

果を総合して判定

本学掲示板及び本学ホームページでの合格発表 （変更なし） 密を避けるため、合格発表を本学ホームページのみとす

る。

49 岡山大学 学校推薦型選抜 医学部医学科、歯学部 12月5日 本学掲示板及び本学ホームページでの合格発表 （変更なし） 密を避けるため、合格発表を本学ホームページのみとす

る。

50 岡山大学 その他 文学部、教育学部、法学部（昼間

コース）、経済学部（昼間コー

ス）、理学部、薬学部創薬科学

科、工学部、農学部

書類審査 本学掲示板及び本学ホームページでの合格発表 （変更なし） 密を避けるため、合格発表を本学ホームページのみとす

る。

51 岡山大学 その他 医学部、歯学部、薬学部薬学科 12月5日 本学掲示板及び本学ホームページでの合格発表 （変更なし） 密を避けるため、合格発表を本学ホームページのみとす

る。

52 岡山大学 一般選抜 文学部、教育学部、法学部、経済

学部、理学部、医学部保健学科、

薬学部創薬科学科、工学部、農学

部

2月25日 本学掲示板及び本学ホームページでの合格発表 （変更なし） 密を避けるため、合格発表を本学ホームページのみとす

る。

53 岡山大学 一般選抜 医学部医学科、歯学部、薬学部薬

学科

2021/2/25,26 本学掲示板及び本学ホームページでの合格発表 （変更なし） 密を避けるため、合格発表を本学ホームページのみとす

る。

54 岡山大学 一般選抜 文学部、法学部、経済学部（昼間

コース）、理学部、医学部保健学

科、歯学部、薬学部、工学部、農

学部

3月12日 本学掲示板及び本学ホームページでの合格発表 （変更なし） 密を避けるため、合格発表を本学ホームページのみとす

る。
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55 岡山大学 その他 文学部、法学部（昼間コース）、

経済学部（昼間コース）、理学

部、医学部保健学科、歯学部、薬

学部、工学部、農学部

2月25日 本学掲示板及び本学ホームページでの合格発表 （変更なし） 密を避けるため、合格発表を本学ホームページのみとす

る。

56 岡山大学 その他 医学部医学科 2021/2/25,26 本学掲示板及び本学ホームページでの合格発表 （変更なし） 密を避けるため、合格発表を本学ホームページのみとす

る。

57 岡山大学 総合型選抜 グローバル・ディスカバリー・プ

ログラム

2021/3/12,13 本学掲示板及び本学ホームページでの合格発表 （変更なし） 密を避けるため、合格発表を本学ホームページのみとす

る。

58 山口大学 学校推薦型選抜 医学部　医学科 1月21日 （該当の記載なし） （変更なし） 大学入学共通テストを受験した場合、出願枠によっては出

願資格を満たす入試区分が無くなる可能性があるため、該

当者は一般選抜への受験機会の振替え若しくは返金手続を

取れるようにした。
59 高知大学 学校推薦型選抜 農林海洋科学部 1月31日 （変更なし） 2月9日 （変更なし）

60 高知大学 学校推薦型選抜 農林海洋科学部農林資源環境科学

科森林科学主専攻領域

2月9日 調査書，推薦書は面接資料 （変更なし） 調査書，推薦書，志願理由書は面接資料

61 高知大学 学校推薦型選抜 農林海洋科学部海洋資源科学科海

底資源環境学コース

2月9日 調査書，推薦書は面接資料 （変更なし） 調査書，推薦書，志願理由書は面接資料

62 高知大学 その他 農林海洋科学部 1月31日 （変更なし） 2月9日 （変更なし）

63 九州大学 総合型選抜 工学部船舶海洋工学科 1月23日 対面での課題探求試験及び面接 （変更なし） オンラインでの課題探求試験及び面接

64 九州大学 総合型選抜 工学部電気情報工学科 1月23日 対面での面接及び実技に関する試問 1月23日

（変更なし）

追試験：2月6日

オンラインでの面接

65 九州大学 総合型選抜 経済学部経済・経営学科 1月23日 対面での小論文及び面接 （変更なし） オンラインでの口頭試問及び面接

66 九州大学 総合型選抜 工学部,

材料工学科

応用化学科

化学工学科

融合基礎工学科

（機械電気コース）

機械工学科

土木工学科

1月23日 対面での面接 （変更なし） オンラインでの面接

67 九州大学 総合型選抜 融合基礎工学科

（物質材料コース）

量子物理工学科

地球資源システム工学科

建築学科

1月23日 対面での課題探求試験及び面接 （変更なし） オンラインでの課題探求試験及び面接

68 九州大学 総合型選抜 農学部 1月23日 対面での小論文及び面接 （変更なし） オンラインでの面接

69 九州大学 学校推薦型選抜 共創学部 1月23日 対面での面接及びプレゼンテーション （変更なし） オンラインでの面接及び

プレゼンテーション

70 九州大学 その他 芸術工学部 2月26日，27日 面接（対面） （変更なし） オンラインでの面接

71 九州大学 その他 経済学部、薬学部 2月26日，27日 日本語試験及び面接（対面） （変更なし） オンラインでの面接



試験実施日 内 容 試験実施日 内 容

令和３年度入学者選抜における新型コロナウイルス感染症への対応等に関する変更について（令和３年３月２６日現在）

※令和３年３月２６日現在、大学から報告された情報であるため、各大学のホームページで最新の入試情報を必ず確認してください。

大学名
変更を行った

選抜区分

変更を行った

学部・学科

変 更 前 変 更 後

72 九州大学 その他 法学部 2月26日，27日 日本語試験及び面接（対面） （変更なし） 面接（申し出があった受験者のみオンライン面接）

73 九州工業大学 総合型選抜 工学部 2月6日～7日 集合形式での試験実施 （変更なし） オンラインでの試験実施とし、来学での受験も選択可能と

する。また、一部試験を事前提出課題に変更するなど選抜

方法（配点含む）を変更する
74 九州工業大学 総合型選抜 情報工学部 2月6日～7日 集合形式での試験実施 （変更なし） オンラインでの試験実施とし、来学での受験も選択可能と

する。また、一部試験を事前提出課題に変更するなど選抜

方法（配点含む）を変更する
75 九州工業大学 その他 工学部 2月6日～7日 集合形式での試験実施 （変更なし） オンラインでの試験実施とし、来学での受験も選択可能と

する。また、一部試験を事前提出課題に変更するなど選抜

方法（配点含む）を変更する
76 九州工業大学 その他 情報工学部 2月6日～7日 集合形式での試験実施 （変更なし） オンラインでの試験実施とし、来学での受験も選択可能と

する。また、一部試験を事前提出課題に変更するなど選抜

方法（配点含む）を変更する
77 長崎大学 学校推薦型選抜 医学部保健学科 1月28日 面接試験では，グループ討議（離島看護師推薦枠において

は個人面接）を行う。

（変更なし） グループ討議を取り止め，個人面接を行う。

78 熊本大学 一般選抜 医学部保健学科 2月25日～26日 医学部保健学科検査技術科学専攻の全志願者に面接を課

す。

（変更なし） 2月26日に実施予定であった面接は実施しない。面接中止に

伴い配点を変更する。

79 熊本大学 一般選抜 医学部保健学科 2月25日～26日 医学部保健学科の全志願者に面接を課す。 （変更なし） 3月22日の追試験において実施予定であった面接は実施しな

い。面接中止に伴い志望理由書等による「書類審査」を課

す。
80 熊本大学 学校推薦型選抜 医学部保健学科 2月6日 医学部保健学科の全志願者に面接を課す。 （変更なし） 2月6日に実施予定であった面接は実施しない。面接中止に

伴い志望理由書等による「書類審査」を課す。

公立大学

1 山形県立保健医療大

学

一般選抜 保健医療学部 2月25日 １　本学正面玄関の開扉時刻

　　午前８時15分

２　受付時刻

　　午前８時30分～午前９時15分

（変更なし） １　本学正面玄関の開扉時刻

　　午前７時45分

２　受付時刻

　　午前８時00分～午前９時15分
2 神奈川県立保健福祉

大学

一般選抜 保健福祉学部・社会福祉学科 2月25日 面接形式が集団面接 （変更なし） 面接形式が個人面接

3 神奈川県立保健福祉

大学

一般選抜 保健福祉学部・看護学科 3月12日 対面で面接 （変更なし） 後期日程のみ、対面に加えて要件を満たせばオンライン面

接

4 神奈川県立保健福祉

大学

一般選抜 保健福祉学部・栄養学科 3月12日 対面で面接 （変更なし） 後期日程のみ、対面に加えて要件を満たせばオンライン面

接

5 神奈川県立保健福祉

大学

一般選抜 保健福祉学部・社会福祉学科 3月12日 対面で面接 （変更なし） 後期日程のみ、対面に加えて要件を満たせばオンライン面

接

6 三条市立大学 一般選抜 工学部　技術・経営工学科 2月25日、3月8日 試験会場は本学のみ （変更なし） 本学に加え、学外試験会場（仙台、大宮・新大阪）を設置

7 金沢美術工芸大学 一般選抜 美術工芸学部美術科彫刻専攻 3月10日実技試験Ⅰ,3月

12日実技試験Ⅱ

3月11日実技試験Ⅰ合格者発表（10:00掲示 11:00ホーム

ページ）

3月11日実技試

験Ⅰ,3月12日実

技試験Ⅱ

3月11日実技試験Ⅰ合格者発表（20:00ホームページ 掲示

なし）



試験実施日 内 容 試験実施日 内 容

令和３年度入学者選抜における新型コロナウイルス感染症への対応等に関する変更について（令和３年３月２６日現在）

※令和３年３月２６日現在、大学から報告された情報であるため、各大学のホームページで最新の入試情報を必ず確認してください。

大学名
変更を行った

選抜区分

変更を行った

学部・学科

変 更 前 変 更 後

8 公立諏訪東京理科大

学

一般選抜 工学部 2月26日 〔試験時間〕

10:20～12:20　数学（120分）

13:50～15:20　理科（90分）

〔追試験〕

追試験を実施

（変更なし） 〔試験時間〕

・試験開始時間の繰り下げ

・試験時間の短縮

12:50～14:20　数学（90分）

15:20～16:30　理科（70分）

〔追試験〕

追試験においては個別学力検査を実施せず、大学入学共通

テストの得点により合否判定を行う

9 公立諏訪東京理科大

学

一般選抜 工学部 3月9日 〔試験時間〕

10:20～12:20　数学（120分）

〔追試験〕

追試験を実施

（変更なし） 〔試験時間〕

・試験開始時間の繰り下げ

13:00～15:00　数学（120分）

〔追試験〕

追試験においては個別学力検査を実施せず、大学入学共通

テストの得点により合否判定を行う

10 長野県看護大学 学校推薦型選抜 看護学部看護学科 ２月６日（土） 対面での面接 （変更なし） オンラインでの面接

11 岐阜薬科大学 一般選抜 薬学部・薬学科 3月8日 個別学力検査を課す 変更なし 新型コロナウイルス感染症罹患者等で受験できなかった志

願者に対し、出願書類及び大学入学共通テストで選抜を行

う。

12 静岡県立大学 一般選抜 看護学部 2月25日 口頭試問 （変更なし） 口頭試問中止

13 静岡県立大学 一般選抜 薬学部・食品栄養科学部・国際関

係学部・経営情報学部・看護学部

2月25日、3月8日、3月

12日

出願書類は提出期日までに本学へ提出する。原本の必要な

ものは原本を提出する。

（変更なし） 海外在住者が外国から出願する際、メールで電子データを

送付することも可とする。

14 静岡県立大学 一般選抜 薬学部・食品栄養科学部・国際関

係学部・経営情報学部・看護学部

2月25日、3月8日、3月

12日

記載なし （変更なし） 新型コロナウイルス罹患者等で受験できなかった志願者に

対し、出願書類及び大学入学共通テストの成績で総合的に

審査する。
15 静岡県立大学 学校推薦型選抜 薬学部・国際関係学部 2月6日 記載なし （変更なし） 新型コロナウイルス罹患者等で受験できなかった志願者に

対し、出願書類及び大学入学共通テストの成績で総合的に

審査する。
16 静岡県立大学 その他 薬学部・食品栄養科学部・経営情

報学部

2月25日、3月8日 出願資格：2019 年 4月 1 日以降に

 TOEFL （PBT または iBT）、

TOEIC L＆R 公開テストを受験した人

（変更なし） 対象とする英語能力検定試験の種類を増やした。

17 静岡県立大学 その他 薬学部・食品栄養科学部・国際関

係学部・経営情報学部

12月1日、2月25日、3月

8日、3月12日

出願書類は提出期日までに本学へ提出する。原本の必要な

ものは原本を提出する。

（変更なし） 海外在住者が外国から出願する際、メールで電子データを

送付することも可とする。

18 愛知県立大学 学校推薦型選抜 看護学部 2月6日 対面での面接 （変更なし） 本学所在地である愛知県が緊急事態宣言の対象区域に指定

されたため、愛知県外に居住する志願者については、オン

ラインで面接を実施する。
19 愛知県立芸術大学 一般選抜 美術学部デザイン・

工芸科デザイン専攻

3月16日～17日 16日　描写　試験時間：10:00～16:00

17日　色彩構成 試験時間：9:00～13:00

　　　　立体構成　試験時間：14:00～18:00

（変更なし） 16日　描写　試験時間：10:00～14:00

描写用ボード（B3サイズ）に鉛筆デッサン

17日　色彩構成及び立体構成（同時出題）

　　　　 試験時間：9:00～15:00



試験実施日 内 容 試験実施日 内 容

令和３年度入学者選抜における新型コロナウイルス感染症への対応等に関する変更について（令和３年３月２６日現在）

※令和３年３月２６日現在、大学から報告された情報であるため、各大学のホームページで最新の入試情報を必ず確認してください。

大学名
変更を行った

選抜区分

変更を行った

学部・学科

変 更 前 変 更 後

20 和歌山県立医科大学 一般選抜 医学部医学科 （変更なし） 〔受験できない者〕

・学校保健安全法において治癒していない場合等出席停止

期間を経過していない者

・新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者

〔追試験の試験順〕

・英語→数学→理科

（変更なし） 発熱・咳等の症状がない無症状の濃厚接触者で以下の要件

を満たせば受験可能

①初期スクリーニング結果陰性

②受験当日も無症状

③公共の交通機関を利用せず、かつ、人が

　密集する場所を避けて試験場に行く

④終日、別室受験

※当初予定の内容に追加する

・理科→数学→英語

21 尾道市立大学 一般選抜 経済情報学部経済情報学科 前期：2/25

後期：3/12

追試験の対象者

・新型コロナウィルス感染症等に罹患した者（罹患の可能

性および濃厚接触者を含む）

・緊急事態宣言区域に在住している者等

（変更なし） 追試験の対象者

・新型コロナウィルス感染症等に罹患した者（罹患の可能

性および濃厚接触者を含む）

22 尾道市立大学 一般選抜 芸術文化学部日本文学科

芸術文化学部美術学科

前期：2/25、

2/26（美術学科のみ）

後期：3/12、

3/13（美術学科のみ）

追試験の対象者

・新型コロナウィルス感染症等に罹患した者（罹患の可能

性および濃厚接触者を含む）

・緊急事態宣言区域に在住している者等

（変更なし） 追試験の対象者

・新型コロナウィルス感染症等に罹患した者（罹患の可能

性および濃厚接触者を含む）

・緊急事態宣言区域に在住している、もしくは通学してい

る者で、新型コロナウイルス感染症への配慮から、本学会

場で受験できないやむを得ない理由がある者

・その他、受験上の特別な配慮として、本学会場で受験で

きないやむを得ない理由がある者

23 尾道市立大学 一般選抜 全学科 前期：2/25、

2/26（美術学科のみ）

後期：3/12、

3/13（美術学科のみ）

（変更なし） マスクの着用が困難な受験者は別室受験とする。

24 尾道市立大学 一般選抜 全学科 前期：2/25、

2/26（美術学科のみ）

後期：3/12、

3/13（美術学科のみ）

本学が緊急事態宣言区域におかれた場合、本学会場での試

験を中止する。

（変更なし） 教職員に感染者が複数出る等、試験運営が不可能な状態に

なった場合は、本学会場での試験を中止する。

25 尾道市立大学 その他 経済情報学部経済情報学科 2/25 試験日時

　9：20－10：30　小論文

　10：50－　　　　面接

（変更なし） 試験日時

　9：20－10：50　小論文

　11：10－　　　　面接



試験実施日 内 容 試験実施日 内 容

令和３年度入学者選抜における新型コロナウイルス感染症への対応等に関する変更について（令和３年３月２６日現在）

※令和３年３月２６日現在、大学から報告された情報であるため、各大学のホームページで最新の入試情報を必ず確認してください。

大学名
変更を行った

選抜区分

変更を行った

学部・学科

変 更 前 変 更 後

26 尾道市立大学 その他 芸術文化学部美術学科 2/25、2/26 次のいずれかに該当する者は本学会場で試験を受験できな

い（追試験対象者とする）。

①新型コロナウィルス感染症等に罹患した（罹患の可能性

および濃厚接触者を含む）者

②緊急事態宣言地域に在住している者等

③出入国管理及び難民認定法第５条第１項第１４号に該当

する外国人として、法務省が上陸を拒否している場合

（変更なし） 次のいずれかに該当する者は本学会場で試験を受験できな

い（追試験対象者とする）。

①新型コロナウィルス感染症等に罹患した（罹患の可能性

および濃厚接触者を含む）者

②緊急事態宣言区域に在住している、もしくは通学してい

る者で、新型コロナウィルス感染症への配慮から、本学会

場で受験できないやむを得ない理由がある者

③その他、受験上の特別な配慮として、本学会場で受験で

きないやむを得ない理由がある者

④出入国管理及び難民認定法第５条第１項第１４号に該当

する外国人として、法務省が上陸を拒否している場合

27 広島市立大学 一般選抜 国際学部・情報科学部

・芸術学部

前期

2月25日（国・情）

2月25～27日（芸）

後期

3月12日（国・情）

3月14日,15日（芸）

出願期間：

1月25日（月）から2月3日（水）

個別学力検査等：

（情報科学部）

数Ⅰ，数Ⅱ，数Ⅲ，数Ａ，数Ｂから出題

新型コロナウイルス感染者への追試験等の実施：

予定なし

（変更なし） 出願期間：1月25日(月)から2月5日(金)

個別学力検査等：

（情報科学部）

数学について，出題範囲を変更せず，一部の問題を入学志

願者が解答する問題を選択できる出題方法とする。

追試験等の実施：

（国際学部）

大学入学共通テストの成績により合格者を決定する。詳細

は本学学生募集要項に掲載。

（情報科学部）

大学入学共通テストの成績及び調査書等により合格者を決

定する。詳細は本学学生募集要項に掲載。

（芸術学部）

追試験は実施しない。入学検定料返還。



試験実施日 内 容 試験実施日 内 容

令和３年度入学者選抜における新型コロナウイルス感染症への対応等に関する変更について（令和３年３月２６日現在）

※令和３年３月２６日現在、大学から報告された情報であるため、各大学のホームページで最新の入試情報を必ず確認してください。

大学名
変更を行った

選抜区分

変更を行った

学部・学科

変 更 前 変 更 後

28 山陽小野田市立山口

東京理科大学

一般選抜 工学部 2月25日 ・選抜方法

　大学入学共通テスト及び個別学力検査の合計点で判定

・大学入学共通テストの配点

　前期日程B方式

    機械工学科、電気工学科　数学（100点）

　　　　　　　　　　　　　理科（  50点）

　応用化学科　　　　　　　数学（100点）

                                           理科（100点）

※A方式及びB方式の上記以外の科目の配点は変更なし

・選抜方法

　個別学力検査の実施を中止し、大学入学共通テストの得

点で合否を判定

・大学入学共通テストの配点

　前期日程B方式

　機械工学科、電気工学科　数学（200点）

　　　　　　　　　　　　　理科（200点）

　応用化学科　　　　　　　数学（200点）

　　　　　　　　　　　　　理科（200点）

※A方式及びB方式の上記以外の科目の配点は変更なし

29 山陽小野田市立山口

東京理科大学

一般選抜 工学部、薬学部 3月8日 ・選抜方法

　大学入学共通テスト及び個別学力検査の合計点で判定

・大学入学共通テストの配点

　応用化学科　　数学（100点）

※薬学部及び工学部の上記以外の科目の配点は変更なし

・選抜方法

　個別学力検査の実施し中止し、大学入学共通テストの得

点で合否を判定

・大学入学共通テスト

　応用化学科　　数学（200点）

※薬学部及び工学部の上記以外の科目の配点は変更なし

30 愛媛県立医療技術大

学

一般選抜 保健科学部看護学科 2月25日・26日 集団面接（グループ討議法） （変更なし） グループ討議を行わない集団面接

31 福岡女子大学 その他 国際文理学部 1月31日 対面での小論文及び面接試験 （変更なし） オンラインでの小論文及び面接試験

32 福岡女子大学 一般選抜 国際文理学部 2月25日、3月12日 追試験等の実施予定なし （変更なし） 追試験日（3/22）を設定

33 福岡女子大学 一般選抜 国際文理学部 2月25日、3月12日 特例追試験受験者の英語配点記載なし （変更なし） 特例追試験英語配点：「筆記」200点、「リスニング」50

点を素点とし、合算した得点を本学の配点に合わせて換算

する。
私立大学

1 札幌大学 その他 地域共創学群 2月5日 【私費外国人留学生一般選抜】

試験会場：札幌(本学)、東京

試験方法：筆記試験、面接試験

（変更なし） 【私費外国人留学生一般選抜】

試験会場：札幌(本学)のみ

試験方法：海外受験者等、試験会場に来られない受験者に

ついては筆記試験、面接試験をオンラインで実施

2 札幌学院大学 総合型選抜 心理学部、人文学部、法学部、経

済経営学部

3月8日 対面での面接 （変更なし） オンラインでの面接とする

3 札幌学院大学 学校推薦型選抜 心理学部、人文学部、法学部、経

済経営学部

3月8日 対面での面接 （変更なし） オンラインでの面接とする

4 札幌学院大学 その他 心理学部、人文学部、法学部、経

済経営学部

2月4日 外国人留学生入試において、対面での面接 （変更なし） 外国人留学生入試において、オンラインでの面接とする

5 札幌学院大学 その他 心理学部、人文学部、法学部、経

済経営学部

3月8日 社会人入試Ｂ日程において、対面での面接 （変更なし） 社会人入試Ｂ日程において、オンラインでの面接とする

6 青森中央学院大学 一般選抜 経営法学部 2月6日 学外試験会場：函館・秋田・盛岡・仙台の4会場とする （変更なし） 学外試験会場：秋田・八戸の2会場とする

7 青森中央学院大学 一般選抜 看護学部 2月6日 学外試験会場：函館・秋田・盛岡・仙台の4会場とする （変更なし） 学外試験会場：秋田・八戸の2会場とする



試験実施日 内 容 試験実施日 内 容

令和３年度入学者選抜における新型コロナウイルス感染症への対応等に関する変更について（令和３年３月２６日現在）

※令和３年３月２６日現在、大学から報告された情報であるため、各大学のホームページで最新の入試情報を必ず確認してください。

大学名
変更を行った

選抜区分

変更を行った

学部・学科

変 更 前 変 更 後

8 八戸学院大学 一般選抜 地域経営学部地域経営学科 2月6日 来学

学力試験

（変更なし） 他学科の追試験対応により、合格発表日および入学手続期

限変更

9 八戸学院大学 一般選抜 健康医療学部人間健康学科 2月6日 来学

学力試験

2月17日 3名追試験対応

郵送で小論文を送付し、回答してもらう

自己PR動画の提出
10 八戸学院大学 一般選抜 健康医療学部看護学科 2月6日 来学

学力試験

2月17日 6名追試験対応

郵送で小論文を送付し、回答してもらう

自己PR動画の提出
11 八戸学院大学 総合型選抜 地域経営学部地域経営学科 2月19日 来学

小論文

面接

（変更なし） 1名のみ追試験対応

郵送で小論文を送付し、回答してもらう

対面式面接の代わりにオンライン面接を実施
12 八戸学院大学 一般選抜 健康医療学部看護学科 3月11日 来学

学力試験

3月12日 1名追試験対応

郵送で小論文を送付し、回答してもらう

自己PR動画の提出
13 岩手医科大学 一般選抜 医学部医学科 1月29日、30日 対面での面接 （変更なし） オンラインでの面接

14 富士大学 一般選抜 経済学部・経済学科 2月12日 試験会場：本学（岩手県花巻市） (変更なし) 試験会場：ホテル（花巻市内）

15 富士大学 一般選抜 経済学部・経営法学科 2月12日 試験会場：本学（岩手県花巻市） (変更なし) 試験会場：ホテル（花巻市内）

16 富士大学 一般選抜 経済学部 3月5日 試験会場を本学、仙台、東京とする。 （変更なし） 試験会場を本学のみとする。

17 富士大学 その他 経済学部・経済学科 2月12日 試験会場：本学（岩手県花巻市） 変更なし 試験会場：ホテル（花巻市内）

18 富士大学 その他 経済学部・経営法学科 2月12日 試験会場：本学（岩手県花巻市） 変更なし 試験会場：ホテル（花巻市内）

19 奥羽大学 一般選抜 歯学部 1月26日、2月18日、3月

16日

本学キャンパスまたは地方会場にて

筆記試験及び対面面接

（変更なし） 本学キャンパス及び地方会場を廃止

大学周辺の別会場で筆記試験及び対面面接

20 奥羽大学 一般選抜 薬学部 1月21日、3月16日 本学キャンパスにて筆記試験及び対面面接 （変更なし） 本学キャンパスを廃止

大学周辺の別会場で筆記試験及び対面面接

21 奥羽大学 一般選抜 薬学部 1月22日、2月16日、3月

16日

本学キャンパスまたは地方会場にて

筆記試験及び対面面接

（変更なし） 本学キャンパス及び地方会場(東京)を廃止

大学周辺の別会場で筆記試験及び対面面接

22 奥羽大学 その他 歯学部 9月7日、10月5日、11月

9日、12月7日、1月18

日、2月8日、3月22日

本学キャンパスにて小論文試験

および対面での面接

12月7日、2月8

日、3月22日

本学キャンパスを廃止

小論文は期日までに作成し事前提出

面接はオンラインで実施

自宅でのオンライン環境が整わない場合は、大学周辺の別

会場でオンライン面接
23 奥羽大学 その他 歯学部 2月17日、3月25日 本学キャンパスにて筆記試験

および対面での面接

（変更なし） 本学キャンパスを廃止

大学周辺の別会場で筆記試験及び対面面接

24 奥羽大学 その他 歯学部、薬学部 随時実施 本学キャンパスにて小論文試験

および対面での面接

（変更なし） 【共通】

本学キャンパスを廃止

【歯学部】

小論文は期日までに作成し事前提出

面接はオンラインで実施

自宅でのオンライン環境が整わない場合は、大学周辺の別

会場でオンライン面接

【薬学部】

大学周辺の別会場で小論文試験及び対面面接



試験実施日 内 容 試験実施日 内 容

令和３年度入学者選抜における新型コロナウイルス感染症への対応等に関する変更について（令和３年３月２６日現在）

※令和３年３月２６日現在、大学から報告された情報であるため、各大学のホームページで最新の入試情報を必ず確認してください。

大学名
変更を行った

選抜区分

変更を行った

学部・学科

変 更 前 変 更 後

25 筑波学院大学 総合型選抜 経営情報学部 2月20日 2/20に対面型での面接実施 1月20日～2月

19日の期間から

志願者が選択

当初の対面での面接に加えて

オンライン面接を実施することとした。

面接日は志願者が1/20∼2/19から選択する。
26 筑波学院大学 総合型選抜 経営情報学部 3月13日 3/13に対面型での面接実施 2月18日～3月

12日の期間から

志願者が選択

当初の対面での面接に加えて

オンライン面接を実施することとした。

面接日は志願者が2/18∼3/12から選択する。
27 流通経済大学 一般選抜 全学部学科 2月1日、2月2日

2月14日、2月15日

2月26日、3月10日

地方会場での実施

（東京、盛岡、仙台、水戸、高崎、宇都宮、新潟、静岡、

岡山）

（変更なし） 東京会場での実施を中止

28 流通経済大学 総合型選抜 全学部学科 11月7日、12月5日、1月

23日

対面での面接

当日実施の小論文

（変更なし） オンライン面接（自己アピール・課外活動推薦）

小論文の事前提出（自己アピール・課外活動推薦）

29 流通経済大学 総合型選抜 全学部学科 12月5日、1月23日 対面での面接 （変更なし） 学内でのオンライン面接（自己推薦）

30 流通経済大学 その他 全学部学科 12月12日、12月19日、

2月15日

対面での面接 （変更なし） 学内でのオンライン面接

（外国人留学生選抜）

31 流通経済大学 その他 全学部学科 12月5日、1月23日 対面での面接 （変更なし） 学内でのオンライン面接

（編・転入選抜一般）

32 文星芸術大学 一般選抜 美術学部・美術学科 （変更なし） （変更なし） 感染者等の受験機会の確保

・追加の受験料を追徴せずに、別日程への受験の振替を認

める。(要事前申出)

33 文星芸術大学 総合型選抜 美術学部・美術学科 （変更なし） （変更なし） 感染者等の受験機会の確保

・追加の受験料を追徴せずに、別日程への受験の振替を認

める。(要事前申出)

34 文星芸術大学 その他 美術学部・美術学科 （変更なし） 留学生入試

・日本留学試験は、2019年度と2020年度に受験した者。

・日本語能力試験(JLPT)N2以上、またはそれに相当と認め

られる試験に合格した者。

（変更なし） ・日本留学試験は、出願時から遡り過去4回分有効

35 群馬パース大学 一般選抜 保健科学部、

リハビリテーション学部

2月6日 ・志願者の「思考力・判断力・表現力」を評価するため

に、一部記述式問題を出題

・国語は「国語総合（古文・漢文を除く）」、英語は「コ

ミュニケーション英語Ⅰ、Ⅱ」「英語表現」より出題

（変更なし） 高等学校の教科書で「発展的な学習内容」として記載され

ている内容からは出題しない

36 西武文理大学 一般選抜 サービス経営学部 2月1日 試験時間：10:00～12:40 （変更なし） 試験時間：12:00～14:40

37 西武文理大学 一般選抜 看護学部 2月2日 試験時間：10:00～12:40 （変更なし） 試験時間：12:00～14:40

38 西武文理大学 一般選抜 サービス経営学部 3月2日 試験時間：10:00～11:00 （変更なし） 試験時間：12:00～13:00

39 西武文理大学 一般選抜 看護学部 3月2日 試験時間：10:00～12:40 （変更なし） 試験時間：12:00～14:40

40 西武文理大学 一般選抜 サービス経営学部 なし なし 3月18日 緊急事態宣言延長に伴い、一般選抜B日程の追試験対応等の

ために、新たに一般選抜Ｃ日程を追加実施することとした

出願期間 2/25～3/16



試験実施日 内 容 試験実施日 内 容

令和３年度入学者選抜における新型コロナウイルス感染症への対応等に関する変更について（令和３年３月２６日現在）

※令和３年３月２６日現在、大学から報告された情報であるため、各大学のホームページで最新の入試情報を必ず確認してください。

大学名
変更を行った

選抜区分

変更を行った

学部・学科

変 更 前 変 更 後

41 東京国際大学 一般選抜 商学部・経済学部・言語コミュニ

ケーション学部・国際関係学部・

人間社会学部

大学入学共通テストを利用する入試を各回実施

・特待生入試

・アメリカ入学（ASP）特待生入試

・特定校特待生入試

・グローバルコース入試Ⅰ期・Ⅱ期

・グローバルビジネス入試Ⅰ期・Ⅱ期

大学入学共通テストを利用する入試を複数回実施

Ⅱ期・Ⅲ期、またはⅢ期を追加

・特待生入試Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期

・アメリカ入学（ASP）特待生入試Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期

・特定校特待生入試Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期

・グローバルコース入試Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期

・グローバルビジネス入試Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期

42 東京国際大学 一般選抜 医療健康学部 大学入学共通テストを利用する入試を実施

・特待生入試

大学入学共通テストを利用する入試を複数回実施

・特待生入試Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期

43 東京国際大学 一般選抜 商学部・経済学部・言語コミュニ

ケーション学部・国際関係学部・

人間社会学部・医療健康学部

3月10日 全学部統一入試Ⅲ期を追加

44 東京国際大学 一般選抜 商学部・経済学部・言語コミュニ

ケーション学部・国際関係学部・

人間社会学部・医療健康学部

本学受験（2/5は札幌・福岡CBT会場あり） 全学部統一入試Ⅰ期（2/5）・Ⅱ期（3/3）・Ⅲ期（3/10)

に在宅CBTオンライン試験を1都６県外の受験生に追加

45 東京国際大学 総合型選抜 商学部・経済学部・言語コミュニ

ケーション学部・国際関係学部・

人間社会学部・医療健康学部

面接（対面） (変更なし) オンライン面接を1都６県外の受験生に追加

46 東京国際大学 その他 商学部・経済学部・言語コミュニ

ケーション学部・国際関係学部・

人間社会学部

外国人留学生入試 3月3日 外国人留学生入試Ⅱ期を追加

47 東都大学 一般選抜 ヒューマンケア学部 2月6日 本学試験会場の他、東京試験会場の実施 (変更なし) 東京試験会場の中止

48 東都大学 一般選抜 管理栄養学部 2月6日 本学試験会場の他、東京試験会場の実施 (変更なし) 東京試験会場の中止

49 東都大学 一般選抜 幕張ヒューマンケア学部 2月6日 本学試験会場の他、東京試験会場の実施 (変更なし) 東京試験会場の中止

50 人間総合科学大学 学校推薦型選抜 人間科学部・保健医療学部 1月20日 新型コロナによる家計急変者向け入試日追加

51 人間総合科学大学 一般選抜 人間科学部・保健医療学部 2月2日 検定料 35,000円（共通テスト利用 15,000円） （変更なし） 検定料を免除

52 人間総合科学大学 一般選抜 人間科学部・保健医療学部 2月15日 検定料 35,000円（共通テスト利用 15,000円） （変更なし） 検定料を免除

53 人間総合科学大学 一般選抜 人間科学部・保健医療学部 3月15日 検定料 35,000円（共通テスト利用 15,000円） （変更なし） 検定料を免除

54 人間総合科学大学 一般選抜 人間科学部・保健医療学部 3月1日 新型コロナによる家計急変者向け入試日追加

55 人間総合科学大学 一般選抜 人間科学部・保健医療学部 3月15日 新型コロナによる家計急変者向け入試日追加

56 人間総合科学大学 一般選抜 人間科学部・保健医療学部 3月25日 新型コロナによる家計急変者向け入試日追加



試験実施日 内 容 試験実施日 内 容

令和３年度入学者選抜における新型コロナウイルス感染症への対応等に関する変更について（令和３年３月２６日現在）

※令和３年３月２６日現在、大学から報告された情報であるため、各大学のホームページで最新の入試情報を必ず確認してください。

大学名
変更を行った

選抜区分

変更を行った

学部・学科

変 更 前 変 更 後

57 神田外語大学 一般選抜 外国語学部 2月3日 対面での面接（グループ面接） （変更なし） 対面での面接（グループ面接）を中止し、面接試験の代替

として筆記試験終了後に志望理由等を本学所定用紙に記入

する形式に変更する。

58 神田外語大学 一般選抜 外国語学部 2月5日 対面での面接（グループ面接） （変更なし） 対面での面接（グループ面接）を中止し、面接試験の代替

として筆記試験終了後に志望理由等を本学所定用紙に記入

する形式に変更する。

59 神田外語大学 一般選抜 外国語学部 2月6日 対面での面接（グループ面接） （変更なし） 対面での面接（グループ面接）を中止し、面接試験の代替

として筆記試験終了後に志望理由等を本学所定用紙に記入

する形式に変更する。

60 神田外語大学 一般選抜 外国語学部 3月2日 対面での面接（グループ面接） （変更なし） 対面での面接（グループ面接）を中止し、面接試験の代替

として筆記試験終了後に志望理由等を本学所定用紙に記入

する形式に変更する。

61 神田外語大学 一般選抜 グローバル・

リベラルアーツ学部

2月3日 対面での面接（個人面接） （変更なし） 面接試験をオンライン(Zoom)で実施し、面接は学外からの

受験を可とする。学内で面接を受ける場合もオンラインで

実施する。

62 神田外語大学 一般選抜 グローバル・

リベラルアーツ学部

2月5日 対面での面接（個人面接） （変更なし） 面接試験をオンライン(Zoom)で実施し、面接は学外からの

受験を可とする。学内で面接を受ける場合もオンラインで

実施する。

63 神田外語大学 一般選抜 グローバル・

リベラルアーツ学部

2月6日 対面での面接（個人面接） （変更なし） 面接試験をオンライン(Zoom)で実施し、面接は学外からの

受験を可とする。学内で面接を受ける場合もオンラインで

実施する。

64 秀明大学 その他 全学部 2月13～14日 対面形式の面接 （変更なし） 共通テスト利用選抜の面接はすべてオンラインに変更

65 秀明大学 その他 学校教師学部、看護学部 3月14日 対面形式の面接 （変更なし） 共通テスト利用選抜の面接はすべてオンラインに変更

66 学習院大学 その他 文学部 2月24日 ー 中止 (編入学)該当学部の募集中止

67 国立音楽大学 一般選抜 音楽学部 2月15日～18日、3月20

日～3月21日

対面で実施 2月15日～17

日、3月20日～3

月21日

対面に加えてオンラインも選択可能　Ａ日程（2月15日～

17日）：声楽専修、弦管打楽器専修、作曲専修の器楽（ピ

アノ）、鍵盤楽器専修（ピアノ・オルガン）の聴音、声楽

専修のコールユーブンゲンは実施しない。

68 慶應義塾大学 一般選抜 看護医療学部 2月11日 ウェブサイト参照

https://www.keio.ac.jp/ja/admissions/news/files/2020

/10/26/2021_nmc_info.pdf

（変更なし） 左記URLに記載

69 慶應義塾大学 その他 文学部・経済学部・法学部・商学

部・医学部・理工学部・総合政策

学部・環境情報学部・看護医療学

部・薬学部

募集要項参照 帰国生入試対象　募集要項参照

https://www.keio.ac.jp/ja/assets/download/admission

s/examinations/japanese-returnees/kikoku_youkou.pdf

（変更なし） ①SAT中止に伴う対応。詳細はURLに記載

https://www.keio.ac.jp/ja/admissions/news/files/2020

/5/29/sat-japanese-returnees-2021.pdf

②出願書類をオンラインフォームにて提出可能

③TOEFL　Special Home Edition，IELTS Indicatorの結果

での出願を認める

④出入国制限により入国ができず，第2次選考の受験ができ

なかった場合、申請後、入学検定料の返還を行う



試験実施日 内 容 試験実施日 内 容

令和３年度入学者選抜における新型コロナウイルス感染症への対応等に関する変更について（令和３年３月２６日現在）

※令和３年３月２６日現在、大学から報告された情報であるため、各大学のホームページで最新の入試情報を必ず確認してください。

大学名
変更を行った

選抜区分

変更を行った

学部・学科

変 更 前 変 更 後

70 慶應義塾大学 その他 文学部・経済学部・法学部・商学

部・理工学部・総合政策学部・環

境情報学部・看護医療学部

募集要項参照 留学生入試　募集要項参照

https://www.keio.ac.jp/ja/assets/download/admission

s/examinations/international-

students/ryugaku_youkou.pdf

（変更なし） TOEFL　Special Home Edition，IELTS Indicatorの結果で

の出願を認める

71 慶應義塾大学 その他 薬学部 2月10日 留学生入試

納入した入学検定料は，誤って二重に納入した場合を除

き，いかなる理由があっても返還しない

（変更なし） 出入国制限により入国ができず，第2次選考の受験ができな

かった場合、申請後、入学検定料の返還を行う

72 慶應義塾大学 その他 文学部・商学部・理工学部・総合

政策学部・環境情報学部・看護医

療学部

募集要項参照 留学生入試　募集要項参照

https://www.keio.ac.jp/ja/assets/download/admission

s/examinations/international-

students/ryugaku_youkou.pdf

実施しない 第2次選考を行わず、最終合格発表のみ行う

73 慶應義塾大学 その他 文学部・経済学部・法学部・商学

部・理工学部・総合政策学部・環

境情報学部・看護医療学部

募集要項参照 留学生入試　募集要項参照

https://www.keio.ac.jp/ja/assets/download/admission

s/examinations/international-

students/ryugaku_youkou.pdf

（変更なし） 2020年11月の日本留学試験の追試験を受験予定の場合でも

出願を認め、選考に追試験の結果を使用することを認める

74 慶應義塾大学 その他 経済学部 募集要項参照 SAT/ACTを選択した場合、Optionalパートである

Essay/Writingの提出が必須

PEARL　募集要項参照

https://www.keio.ac.jp/en/admissions/undergraduate/

pearl/application_guidebook.pdf

（変更なし） ①SAT/ACTの中止に伴い、Essay/Writingの提出を選択可

とした

②TOEFL　Special Home Edition，IELTS Indicatorの結果

での出願を認める

75 国際基督教大学 一般選抜 教養学部アーツ・サイエンス学科 2月6日、20日 新型コロナウイルス感染症等の影響により、一般選抜及び

社会人入学試験を欠席せざるを得なかった者を対象に追試

験の日程を設けた。
76 国際基督教大学 一般選抜 教養学部アーツ・サイエンス学科 2月6日、20日 B方式二次選考方法：本学にて個人面接を実施 B方式二次選考方法：オンラインにて個人面接を実施

77 国際基督教大学 その他 教養学部アーツ・サイエンス学科 2月6日、20日 社会人入学試験において、新型コロナウイルス感染症等の

影響により、一般選抜及び社会人入学試験を欠席せざるを

得なかった者を対象に追試験の日程を設けた。
78 国際基督教大学 その他 教養学部アーツ・サイエンス学科 2月6日、20日 社会人入学試験において

二次選考方法：本学にて個人面接を実施

社会人入学試験において

二次選考方法：オンラインにて個人面接を実施

79 国際基督教大学 その他 教養学部アーツ・サイエンス学科 2月20日 EJU利用選抜（4月入学）において

二次選考方法：本学にて個人面接を実施

EJU利用選抜（4月入学）において

二次選考方法：オンラインにて個人面接を実施

80 成城大学 一般選抜 経済学部、

文芸学部、

法学部、

社会イノベーション学部

（変更なし） ①本試験を、１教科でも受験した場合、当該試験の追試験

を申請することはできません。

 

②追試験の申請をした場合は、本試験を受験することはで

きません。

（変更なし） ①本試験を新型コロナウイルス感染症に罹患等の理由で受

験していない場合、又は本試験を１教科以上受験し、当該

試験日の受験予定全教科の試験終了時刻までに体調不良を

申し出た場合は、それぞれ追試験を申請することができま

す。なお、本試験を１教科以上受験し、当該試験日に体調

不良を申し出た場合の本試験の受験は全て無効となりま

す。

 

②本試験実施前に追試験の申請をした場合は、本試験を受

験することはできません。



試験実施日 内 容 試験実施日 内 容

令和３年度入学者選抜における新型コロナウイルス感染症への対応等に関する変更について（令和３年３月２６日現在）

※令和３年３月２６日現在、大学から報告された情報であるため、各大学のホームページで最新の入試情報を必ず確認してください。

大学名
変更を行った

選抜区分

変更を行った

学部・学科

変 更 前 変 更 後

81 清泉女子大学 一般選抜 文学部 3月1日 ３月入試において、試験を新型コロナ禍

に係る事項により欠席した場合、

入学検定料の返還に応じる。

（変更なし） 左記の対応のほか、希望者は、

大学入学共通テストの英語および

国語の点数を利用して、合否判定を

行う代替措置を選ぶことができる。
82 帝京科学大学 一般選抜 医療科学部（医療福祉学科を除

く）

1月25日、26日、27日 学力試験、面接試験 （変更なし） 学力試験のみ

83 帝京科学大学 一般選抜 医療科学部（医療福祉学科を除

く）

2月22日 学力試験、面接試験 （変更なし） 学力試験のみ

84 東京工芸大学 一般選抜 工学部・芸術学部 試験場：厚木キャンパス、

中野キャンパス、東京、立川、横浜、

大宮、松戸、三島、仙台、大阪、福岡

三島試験場の中止

（借用施設からの依頼による）

85 東京工芸大学 その他 工学部 出願資格：日本語能力試験（JLPT）N2 以上に合格してい

る人、または過去２年以内の日本留学試験（EJU）の日本語

（読解、聴解・聴読解）の得点が220 点以上の人

高等学校又は日本語学校等における

日本語能力の証明でも可能とした。

86 東京工芸大学 その他 芸術学部 出願資格：日本語能力試験（JLPT）N2 以上に合格してい

る人、または過去２年以内の日本留学試験（EJU）の日本語

（読解、聴解・聴読解）の得点が220 点以上の人

対象の試験の成績を提出できない場合 、次のいずれかを出

願書類として提出することで各入学者選抜の出願資格を満

たすものとした。

①日本語能力試験 （JLPT ）2020 年度 第 1回試験 の出願

情報画面のプリントアウト

②日本留学試験 （EJU）2020 年度 第 1回試験 の出願証明

書 （コピー可）

③自身が所属する高等学校長または日本語学校長が発行す

る書面で、自分の日本語能力が一定の水準（JLPT の場合

N2 以上、EJU の場合 220 点以上）を満たしている旨が記

載されているもの。

87 東京女子体育大学 総合型選抜 体育学部 3月8日 対面による面接（個人面接） （変更なし） インターネットを利用したオンライン面接（個人面接）

88 東京造形大学 一般選抜 造形学部デザイン学科 2月1日 実技試験時間：14:00～17:00 （変更なし） 実技試験時間：14:30～17:30

89 東京造形大学 一般選抜 造形学部デザイン学科 2月1日 スクールバスは午前のみ運行 （変更なし） スクールバスは終日運休（大学の最寄駅から徒歩約15分の

ため、徒歩で来校することは可能。）

90 東京都市大学 一般選抜 理工学部、建築都市デザイン学

部、情報工学部、環境学部、メ

ディア情報学部、都市生活学部、

人間科学部

3月14日 グループディスカッション （変更なし） 小論文

91 東京未来大学 一般選抜 こども心理学部

モチベーション行動科学部

1月30日、2月17日、3月

3日、3月16日

小論文試験（当日実施）

特待生選抜：面接試験

（変更なし） 小論文事前課題

サテライト会場での実施を追加（1月30日のみ）

特待生選抜：特待生課題（小レポート）実施（1月30日の

み）
92 東京未来大学 総合型選抜 こども心理学部

モチベーション行動科学部

12月5日、2月3日 対面での面接（集団面接）

小論文試験（当日実施）

（変更なし） 対面に加えてオンラインの面接も選択可能とする（個人面

接）

小論文事前課題



試験実施日 内 容 試験実施日 内 容

令和３年度入学者選抜における新型コロナウイルス感染症への対応等に関する変更について（令和３年３月２６日現在）

※令和３年３月２６日現在、大学から報告された情報であるため、各大学のホームページで最新の入試情報を必ず確認してください。

大学名
変更を行った

選抜区分

変更を行った

学部・学科

変 更 前 変 更 後

93 東京未来大学 その他 こども心理学部

モチベーション行動科学部

大学入学共通テストA日程

合格発表日　2月5日

大学入学共通テストA日程

合格発表日　2月12日

94 日本女子体育大学 一般選抜 体育学部

・スポーツ科学科

・ダンス学科

2月6日 （変更なし） （変更なし） ・正規の日程で新型コロナウィルス感染症

等に罹患して受験できなかった方のために3月3日に追試験

を設定する
95 日本女子体育大学 一般選抜 体育学部

・健康スポーツ学科

・子ども運動学科

2月7日 （変更なし） （変更なし） ・正規の日程で新型コロナウィルス感染症

等に罹患して受験できなかった方のために3月3日に追試験

を設定する
96 日本体育大学 その他 体育学部、スポーツ文化学部、ス

ポーツマネジメント学部

3月3日 外国人留学生選抜の変更

・対面での小論文

・対面でプレゼンテーション

・対面での実施（スポーツ文化学部武道教育学科　武道

（含伝統芸能）実技試験）

（変更なし） ・小論文を廃止

・オンラインにてプレゼンテーションを実施

・プレゼンテーションに口頭試問を含む

・武道（含伝統芸能）実技試験を動画提出にて実施

97 武蔵大学 総合型選抜 経済学部、社会学部 3月4日 いずれも試験日に実施

・筆記試験（総合問題（国語）、総合問題（英語）、数学

※）

※数学は、グローバル教育の事前審査用につき、合否判定

自体には使用しない

・志望理由書の内容を確認する対面での個別面接

（変更なし） ・筆記試験は変更なし

・対面での面接は実施せず、志望理由書による評価とする

98 武蔵大学 総合型選抜 人文学部 3月4日 いずれも試験日に実施

・筆記試験（総合問題（国語）、総合問題（英語））

・志望理由書の内容を確認する対面での個別面接

（変更なし） ・筆記試験は変更なし

・対面での面接は実施せず、志望理由書による評価とする

99 明治大学 総合型選抜 商学部 1月16日～17日 合格発表日：2021年2月13日 1月16日～17

日、1月30日～

31日

・合格発表日：2021年2月14日

・大学入学共通テスト特例追試験の取扱いを追記

・特例追試験の合格発表日：2021年2月24日
100 ヤマザキ動物看護大

学

総合型選抜 動物看護学部 2月21日、3月24日 ・小論文は試験当日に実施

・対面での面接

（変更なし） ・会場での密を避けるため、小論文は事前提出に変更。

・面接控室での密を避けるため、面接予定時間に合わせて

集合時間を複数回設定。
101 ヤマザキ動物看護大

学

総合型選抜 動物看護学部 2月21日、3月24日 ・小論文は試験当日に実施

・対面での面接

（変更なし） ・会場での密を避けるため、小論文は事前提出に変更。

・面接控室での密を避けるため、面接予定時間に合わせて

集合時間を複数回設定。面接は、感染拡大状況により、大

学内でオンラインでの面接を実施。

102 ルーテル学院大学 総合型選抜 総合人間学部 2月24日 対面での面接 （変更なし） 対面に加えてオンラインでの面接も選択可能とする

103 東京国際工科専門職

大学

一般選抜 工科学部　情報工学科 （追加） （追加） 3月16日 （方法については変更なし）

104 東京国際工科専門職

大学

一般選抜 工科学部　デジタルエンタテイン

メント学科

（追加） （追加） 3月16日 （方法については変更なし）

105 東京国際工科専門職

大学

総合型選抜 工科学部　情報工学科 （追加） （追加） 3月16日 （方法については変更なし）

106 東京国際工科専門職

大学

総合型選抜 工科学部　デジタルエンタテイン

メント学科

（追加） （追加） 3月16日 （方法については変更なし）



試験実施日 内 容 試験実施日 内 容

令和３年度入学者選抜における新型コロナウイルス感染症への対応等に関する変更について（令和３年３月２６日現在）

※令和３年３月２６日現在、大学から報告された情報であるため、各大学のホームページで最新の入試情報を必ず確認してください。

大学名
変更を行った

選抜区分

変更を行った

学部・学科

変 更 前 変 更 後

107 国際ファッション専

門職大学

総合型選抜 国際ファッション学部 （変更なし） （変更なし） 2月21日 総合選抜試験追加

108 国際ファッション専

門職大学

総合型選抜 国際ファッション学部 （変更なし） （変更なし） 3月7日 総合選抜試験追加

109 国際ファッション専

門職大学

一般選抜 国際ファッション学部 （変更なし） （変更なし） 3月18日 一般選抜試験追加

110 国際ファッション専

門職大学

一般選抜 国際ファッション学部 （変更なし） （変更なし） 3月25日 一般選抜試験追加（欠員募集）

111 国際ファッション専

門職大学

総合型選抜 国際ファッション学部 （変更なし） （変更なし） 3月18日 総合選抜試験追加

112 国際ファッション専

門職大学

総合型選抜 国際ファッション学部 （変更なし） （変更なし） 3月25日 総合選抜試験追加（欠員募集）

113 国際ファッション専

門職大学

その他 国際ファッション学部 （変更なし） （変更なし） 3月7日 留学生入試試験追加

114 国際ファッション専

門職大学

その他 国際ファッション学部 （変更なし） （変更なし） 3月18日 留学生入試試験追加

115 国際ファッション専

門職大学

その他 国際ファッション学部 （変更なし） （変更なし） 3月25日 留学生入試試験追加（欠員募集）

116 湘南工科大学 一般選抜 全学科 出願期間　1月4日～1月29日 出願期間　1月4日～2月3日

117 湘南工科大学 総合型選抜 全学科 1期出願期間　9月1日～9月18日　対面で実施 1期出願期間　9月15日～9月30日　対面とオンラインを選

択

118 湘南工科大学 総合型選抜 全学科 対面で実施 対面とオンラインを選択

119 女子美術大学 一般選抜 芸術学部 3月20日 ― （変更なし） 出願時にポートフォリオを提出

120 女子美術大学 その他 芸術学部 3月20日 ― （変更なし） 出願時に作品資料またはレポートを提出

121 洗足学園音楽大学 一般選抜 音楽学部 2021年2月6日、2月7日 対面での試験 （変更なし） 対面に加えてオンラインでの試験も選択可能とする

122 洗足学園音楽大学 一般選抜 音楽学部 2021年3月11日、3月12

日

対面での試験 （変更なし） 対面は行わず、オンラインのみでの試験の実施

123 横浜美術大学 一般選抜 美術学部 A日程の共通テスト選択のみ合格発表日変更

合格発表日2月5日→2月19日

A日程の共通テスト選択のみ合格発表日変更

合格発表日2月5日→2月19日

124 新潟医療福祉大学 一般選抜 リハビリテーション学部理学療法

学科

3月5日 対面型面接 （変更なし） WEB面接

125 新潟工科大学 一般選抜 工学部 2月22日 受験会場２会場 （変更なし） 受験会場を６会場に追加。

126 新潟工科大学 一般選抜 工学部 3月12日 受験会場１会場 （変更なし） 受験会場を６会場に追加。

127 新潟国際情報大学 一般選抜 国際学部・経営情報学部 2月2日 新潟・上越・長岡・新発田会場での実施 （変更なし） 新潟会場のみの実施

128 新潟薬科大学 一般選抜 薬学部

応用生命科学部

2月3日、2月4日 個別方式Ⅰ期試験を12試験場で実施 （変更なし） 東京試験場での試験実施を中止

129 金沢医科大学 一般選抜 医学部 2月4日 第1次選抜の東京試験場は2会場で実施 （変更なし） 第1次選抜の東京試験場を1会場追加し、3会場で実施

130 金沢医科大学 一般選抜 医学部 2月12日、2月13日、

3月8日

グループ面接の面接時間：20分間 （変更なし） グループ面接の面接時間：15分間

131 福井医療大学 一般選抜 保健医療学部 2月9日 対面での面接(点数化無し段階評価のみ) （変更なし） 面接の中止

132 福井医療大学 一般選抜 保健医療学部 2月10日 対面での面接(点数化無し段階評価のみ) （変更なし） 面接の中止



試験実施日 内 容 試験実施日 内 容

令和３年度入学者選抜における新型コロナウイルス感染症への対応等に関する変更について（令和３年３月２６日現在）

※令和３年３月２６日現在、大学から報告された情報であるため、各大学のホームページで最新の入試情報を必ず確認してください。

大学名
変更を行った

選抜区分

変更を行った

学部・学科

変 更 前 変 更 後

133 健康科学大学 一般選抜 全学部・全学科 独自試験なし 「大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期」出願期間（1/11～

1/26）

（変更なし） 「大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期」出願期間（1/11～

2/8）

134 身延山大学 一般選抜 仏教学部仏教学科 （変更なし） 面接は対面による 県外在住受験生はオンライン面接

135 身延山大学 総合型選抜 仏教学部仏教学科 （変更なし） 面接は対面による 県外在住受験生はオンライン面接

136 身延山大学 その他 仏教学部仏教学科 （変更なし） 面接は対面による 県外在住受験生はオンライン面接

137 中京学院大学 一般選抜 看護学部 （変更なし） 理科は生物1科目または理科基礎2科目を指定科目とする。 （変更なし） 理科は生物1科目または理科基礎2科目を指定科目としてい

ますが、他の理科科目（物理、化学、地学）も含めること

とします。
138 静岡英和学院大学 一般選抜 人間社会学部 設定なし 設定なし 2月20日 第二日程受験者対応のために大学入学共通テスト利用入試

を追加

139 静岡産業大学 総合型選抜 経営学部、スポーツ科学部 対面での面接 オンライン面接に変更

140 静岡産業大学 学校推薦型選抜 経営学部、スポーツ科学部 対面での面接 オンライン面接に変更

141 金城学院大学 一般選抜 全学部・全学科 2月1日～3日、2月16

日、3月3日

濃厚接触者に指定されている場合、受験ができません。 （変更なし） 保健所から濃厚接触者に該当すると伝えられた者であって

も、以下のア～オの条件を全て満たしている場合は、受験

が認められます。ただし、地方試験会場では受験を認めま

せん。

なお、要件を１つでも満たさない場合は受験できませんの

で、振替受験を申請してください。その際、一般入試（前

期）間（2/1（月）・2（火）・3（水））の別日程への振

替はできません。

ア　初期スクリーニング（自治体によるＰＣＲ検査及び検

疫所における抗原定量検査）の結果、陰性である者（検査

結果が判明していない者は受験不可）

イ　受験当日も無症状である者

ウ　公共交通機関（電車、バス、タクシー、航空機（国内

線）、旅客船等）を利用せず、人が密集する場所を避けて

試験場へ来られる者

エ　終日、別室で受験すること

オ　事前に受験申請（電話連絡及びメール）を完了した者

142 名城大学 一般選抜 農学部 2月2日 試験会場：天白キャンパス （変更なし） 試験会場：八事キャンパス

143 名古屋国際工科専門

職大学

総合型選抜 工科学部　情報工学科 （追加） （追加） 2月7日 （方法については変更なし）

144 名古屋国際工科専門

職大学

総合型選抜 工科学部　情報工学科 （追加） （追加） 2月21日 （方法については変更なし）

145 名古屋国際工科専門

職大学

総合型選抜 工科学部　情報工学科 （追加） （追加） 3月7日 （方法については変更なし）

146 名古屋国際工科専門

職大学

総合型選抜 工科学部　デジタルエンタテイン

メント学科

（追加） （追加） 2月7日 （方法については変更なし）



試験実施日 内 容 試験実施日 内 容

令和３年度入学者選抜における新型コロナウイルス感染症への対応等に関する変更について（令和３年３月２６日現在）
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選抜区分

変更を行った

学部・学科

変 更 前 変 更 後

147 名古屋国際工科専門

職大学

総合型選抜 工科学部　デジタルエンタテイン

メント学科

（追加） （追加） 2月21日 （方法については変更なし）

148 名古屋国際工科専門

職大学

総合型選抜 工科学部　デジタルエンタテイン

メント学科

（追加） （追加） 3月7日 （方法については変更なし）

149 名古屋国際工科専門

職大学

一般選抜 工科学部　情報工学科 （追加） （追加） 3月16日 （方法については変更なし）

150 名古屋国際工科専門

職大学

一般選抜 工科学部　デジタルエンタテイン

メント学科

（追加） （追加） 3月16日 （方法については変更なし）

151 名古屋国際工科専門

職大学

総合型選抜 工科学部　情報工学科 （追加） （追加） 3月16日 （方法については変更なし）

152 名古屋国際工科専門

職大学

総合型選抜 工科学部　デジタルエンタテイン

メント学科

（追加） （追加） 3月16日 （方法については変更なし）

153 成安造形大学 一般選抜 芸術学部 大学共通テストの成績で判定 大学共通テスト日程追加に伴い出願期間を延長

154 京都医療科学大学 一般選抜 医療科学部・放射線技術学科 2月6日 大阪試験会場として定員28名の会場を予定 （変更なし） 密を避けるため、大阪試験会場を近隣の広い会場に変更

155 京都精華大学 一般選抜 芸術学部、デザイン学部、マンガ

学部、国際文化学部、メディア表

現学部

2月3日 対面での面接 (変更なし) オンラインでの面接

156 京都精華大学 その他 芸術学部、デザイン学部、マンガ

学部、国際文化学部、メディア表

現学部

2月3日 対面での面接 (変更なし) オンラインでの面接　※外国人留学生入試

157 同志社大学 一般選抜 全学部 （変更なし） 3月7日 特別試験（2教科型、3月7日）を新設

158 佛教大学 一般選抜 仏教学部・文学部・歴史学部・教

育学部・社会学部・社会福祉学

部・保健医療技術学部

1月16日～17日 合格発表日：2月12日、学費第一次納入締切日：2月22日 （変更なし） 合格発表日：2月19日、学費第一次納入締切日：3月1日

159 平安女学院大学 一般選抜 全学部 2月14日 対面での面接 （変更なし） （面接型のみ）対面に加えてオンラインでの面接も選択可

能とする

160 平安女学院大学 一般選抜 全学部 3月7日 対面での面接 （変更なし） 対面に加えてオンラインでの面接も選択可能とする

161 平安女学院大学 一般選抜 全学部 3月25日 対面での面接 （変更なし） 対面に加えてオンラインでの面接も選択可能とする

162 平安女学院大学 総合型選抜 全学部 2月14日 対面での面談 （変更なし） 対面に加えてオンラインでの面談も選択可能とする

163 平安女学院大学 その他 全学部 2月14日 対面での面接 （変更なし） 対面に加えてオンラインでの面接も選択可能とする

164 立命館大学 一般選抜 全学部・学科 2月7日 － （変更なし） 広島の試験会場の一部変更

※試験会場数の変更はない

165 立命館大学 一般選抜 情報理工学部

情報理工学科

3月6日 対面での面接 （変更なし） オンラインでの面接

166 大阪観光大学 その他 観光学部、

国際交流学部

11月21日、12月12日、

1月23日、2月20日

（変更なし） （変更なし） ・出願資格「日本語能力試験N2以上、

もしくは日本留学試験の日本語の得点が220点以上を保持し

ていない場合は、学生は本学独自の日本語試験を受験する

ことにより代替することができる。
167 大阪観光大学 その他 観光学部、

国際交流学部

11月21日、12月12日、

1月23日、2月20日

（変更なし） （変更なし） ・面接試験を対面からオンラインへ変更する

・筆記試験を小論文事前提出に変更する



試験実施日 内 容 試験実施日 内 容

令和３年度入学者選抜における新型コロナウイルス感染症への対応等に関する変更について（令和３年３月２６日現在）
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変更を行った

学部・学科

変 更 前 変 更 後

168 大阪歯科大学 その他 歯学部 12月13日のみ 試  験  日：12月13日(日)

試験会場：本学

試験科目：日本留学試験（指定教科：日本語・理科（生物

必須・物理または科学より1科目選択）・数学(コース２)、

および小論文、面接

2月2日を追加 (日程追加)

コロナ禍にあって影響を受けた本学留学希望者への受験機

会を確保するため、12月13日(日)のみ実施としていた私費

外国人留学生入学者選抜において、二次募集を実施。

(出願資格変更)

広く募集する観点から、出願資格のうち、日本留学試験の

得点基準を除き、代わりに日本語能力試験のＮ１レベル程

度の能力が望ましい旨を選抜基準に記載。

(実施方法変更)

来場による実施の小論文および面接を、オンラインによる

実施方法に変更。

169 大阪歯科大学 その他 医療保健学部口腔工学科 実施無し 3月14日 特別選抜（私費外国人留学生）第2次募集を追加で実施す

る。

国内在住者：本学にて小論文試験及び面接試験

国外在住者：メール通信にて制限時間を設けた小論文試験

およびビデオ通話での面接試験

170 関西医科大学 一般選抜 リハビリテーション学部 3月17日 受験機会拡大のため、COVID-19特別試験を実施

171 大阪国際工科専門職

大学

総合型選抜 工科学部　情報工学科 （追加） （追加） 2月7日 （方法については変更なし）

172 大阪国際工科専門職

大学

総合型選抜 工科学部　情報工学科 （追加） （追加） 2月21日 （方法については変更なし）

173 大阪国際工科専門職

大学

総合型選抜 工科学部　情報工学科 （追加） （追加） 3月7日 （方法については変更なし）

174 大阪国際工科専門職

大学

総合型選抜 工科学部　デジタルエンタテイン

メント学科

（追加） （追加） 2月7日 （方法については変更なし）

175 大阪国際工科専門職

大学

総合型選抜 工科学部　デジタルエンタテイン

メント学科

（追加） （追加） 2月21日 （方法については変更なし）

176 大阪国際工科専門職

大学

総合型選抜 工科学部　デジタルエンタテイン

メント学科

（追加） （追加） 3月7日 （方法については変更なし）

177 大阪国際工科専門職

大学

一般選抜 工科学部　情報工学科 （追加） （追加） 3月16日 （方法については変更なし）

178 大阪国際工科専門職

大学

一般選抜 工科学部　デジタルエンタテイン

メント学科

（追加） （追加） 3月16日 （方法については変更なし）

179 大阪国際工科専門職

大学

総合型選抜 工科学部　情報工学科 （追加） （追加） 3月16日 （方法については変更なし）

180 大阪国際工科専門職

大学

総合型選抜 工科学部　デジタルエンタテイン

メント学科

（追加） （追加） 3月16日 （方法については変更なし）
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変 更 前 変 更 後

181 関西福祉大学 一般選抜 全学部・学科 〔一般選抜前期、一般選

抜前期共通テストプラ

ス〕

1月26日～1月27日

〔一般選抜前期、一般選抜前期共通テストプラス、大学入

学共通テスト利用選抜前期〕

・合格発表日　2月5日

・神戸試験場

・英語外部検定試験　2019年4月1日以降取得したオフィ

シャルスコア・等級に限り活用可能

（変更なし） ・合格発表日　2月10日

・貸会場がコロナの影響により閉鎖したため神戸試験場の

場所変更

・英語外部検定試験　オフィシャルスコア・等級の取得時

期制限の撤廃

182 関西福祉大学 一般選抜 全学部・学科 ー 〔一般選抜前期共通テストプラス、大学入学共通テスト利

用選抜前期〕

・合格発表　２月５日

ー ・大学入学共通テストを特例追試験（2月13・14日）で受

験する場合、「追加合格者判定」「追加特待生選抜」を実

施し、2月20日に発表する
183 関西福祉大学 一般選抜 全学部・学科 〔大学入学共通テスト利用選抜前期〕

・合格発表　２月５日

・合格発表　２月１０日

184 関西福祉大学 その他 全学部・学科 ー 〔全入試対象〕

・調査書　第３学年１学期以降のもの

ー ・調査書　第３学年１学期までの学習成績の状況が記載で

きない場合に限り、第２学年末までのものでの可

185 関西福祉大学 その他 全学部・学科 ー 〔全入試対象〕

・別入試への受験の振り替えなし

ー ・新型コロナウイルスに罹患したことにより受験できな

かった場合は、希望により別の入試に振り替え可（出願料

の追加徴収なし）
186 関西学院大学 学校推薦型選抜 経済学部 1月16日 関西学院高等部推薦入学試験における対面の面接（口頭試

問を含む）

（変更なし） 関西学院高等部推薦入学試験における書類審査

187 関西学院大学 学校推薦型選抜 経済学部 1月16日 関西学院千里国際高等部推薦入学試験における対面の面接

（口頭試問を含む）

（変更なし） 関西学院千里国際高等部推薦入学試験における書類審査

188 関西学院大学 学校推薦型選抜 経済学部 1月16日 継続校（啓明学院高等学校）推薦入学試験における対面の

面接（口頭試問を含む）

（変更なし） 継続校（啓明学院高等学校）推薦入学試験における書類審

査

189 関西学院大学 学校推薦型選抜 経済学部 1月16日 提携校（帝塚山学院高等学校）推薦入学試験における対面

の面接（口頭試問を含む）

（変更なし） 提携校（帝塚山学院高等学校）推薦入学試験における書類

審査

190 神戸医療福祉大学 一般選抜 人間社会学部 2月3日 試験会場での筆記試験 （変更なし） 試験会場での受験に加えてオンラインによる筆記試験の受

験も選択可能とする

191 神戸医療福祉大学 一般選抜 人間社会学部 2月4日 試験会場での筆記試験 （変更なし） 試験会場での受験に加えてオンラインによる筆記試験の受

験も選択可能とする

192 神戸医療福祉大学 一般選抜 人間社会学部 2月20日 試験会場での筆記試験 （変更なし） 試験会場での受験に加えてオンラインによる筆記試験の受

験も選択可能とする

193 神戸医療福祉大学 一般選抜 人間社会学部 3月13日 試験会場での筆記試験 （変更なし） 試験会場での受験に加えてオンラインによる筆記試験の受

験も選択可能とする



試験実施日 内 容 試験実施日 内 容

令和３年度入学者選抜における新型コロナウイルス感染症への対応等に関する変更について（令和３年３月２６日現在）

※令和３年３月２６日現在、大学から報告された情報であるため、各大学のホームページで最新の入試情報を必ず確認してください。

大学名
変更を行った

選抜区分

変更を行った

学部・学科

変 更 前 変 更 後

194 神戸芸術工科大学 一般選抜 芸術工学部 2月6日、7日

3月8日

外国人留学生の出願資格において、日本

留学試験（EJU）「日本語」の成績「220

点」以上、もしくは日本語能力試（JLPT）における「Ｎ2」

以上の資格保有者とする。

（変更なし） 外国人留学生の出願資格において、日本

留学試験（EJU）もしくは日本語能力試験（JLPT）を受験

している者、上記に該当しない場合は、日本国内の日本語

学校に在学もしくは修了している者。に変更、かつ

試験当日に本学で学ぶことができる日本語能力を有してい

るか面接を実施。
195 神戸芸術工科大学 一般選抜 芸術工学部 本学独自の試験実施は無

し

2月13日合格発表 （変更なし） 大学入学共通テストの特例追試験受験者に対応するため、2

月26日合格発表に変更

196 神戸芸術工科大学 一般選抜 芸術工学部 2月6日、7日 追試験なし （変更なし） 受験機会を確保するため、学校保健安全法で出席停止が求

められている感染症に罹患し治癒していない受験生又は新

型コロナウイルス感染症が疑われる受験生を対象に、一般

選抜入学試験Ⅱ期への振り替えを実施（実施結果：対象者

なし）。
197 神戸芸術工科大学 一般選抜 芸術工学部 3月8日 追試験なし （変更なし） 受験機会を確保するため、学校保健安全法で出席停止が求

められている感染症に罹患し治癒していない受験生又は新

型コロナウイルス感染症が疑われる受験生を対象に、一般

選抜入学試験Ⅱ期において、3月22日に追試験を実施（実施

結果：対象者なし）。
198 芸術文化観光専門職

大学

一般選抜 芸術文化・観光学部

芸術文化・観光学科

2月7日(1次)

2月23日(2次)

・３会場(豊岡、神戸、東京)で実施

・1次試験合格者数　募集人員の6倍程度

・2次試験集団面接

　１グループあたり45分、最大9名で実施

（変更なし） ・2会場(豊岡、神戸)で実施

・1次試験の合格者数　募集人員の4倍程度

・2次試験集団面接

　1グループあたり25分、最大4名で実施
199 芸術文化観光専門職

大学

一般選抜 芸術文化・観光学部

芸術文化・観光学科

3月4日 出願期間　令和3年1月19日～1月25日 （変更なし） 出願期間　令和3年1月19日～2月5日

200 宝塚医療大学 総合型選抜 保健医療学部・理学療法学科 － 総合型選抜は10/3、10/17、10/24、11/28で実施 3月8日 コロナ禍の影響による進路未決定者に対して受験機会を追

加した。

201 宝塚医療大学 総合型選抜 保健医療学部・理学療法学科 － 総合型選抜は10/3、10/17、10/24、11/28で実施 3月16日 コロナ禍の影響による進路未決定者に対して受験機会を追

加した。

202 宝塚医療大学 総合型選抜 保健医療学部・鍼灸学科 － 総合型選抜は10/3、10/17、10/24、11/28で実施 3月8日 コロナ禍の影響による進路未決定者に対して受験機会を追

加した。

203 宝塚医療大学 総合型選抜 保健医療学部・鍼灸学科 － 総合型選抜は10/3、10/17、10/24、11/28で実施 3月16日 コロナ禍の影響による進路未決定者に対して受験機会を追

加した。

204 奈良大学 総合型選抜 文学部 3月21日 対面での口頭試問 （変更なし） 対面に加えてオンラインでの口頭試問も選択可能とする

205 奈良大学 総合型選抜 社会学部 3月21日 対面での模擬講義受講・口頭試問 （変更なし） 対面に加えてオンラインでの模擬講義受講・口頭試問も選

択可能とする

206 川崎医療福祉大学 一般選抜 全学部・学科 2月1日～2日 （変更なし） 試験室1室の受験者数を収容定員の半分にする

207 川崎医療福祉大学 一般選抜 全学部・学科 2月1日～2日 本学及び学外10会場での実施 （変更なし） 本学及び学外9会場での実施

208 くらしき作陽大学 一般選抜 音楽学部音楽学科 2月1月～2日 ・2日間での試験実施

・試験科目の変更（専修実技、副科ピアノ（指定した専

修）、楽典、聴音Aかコールユーブンゲン、面接、国語総

合）

2月1日 ・1日のみでの受験に期間短縮

・試験科目（専修実技、副科ピアノ（指定した専修）、国

語総合）に変更



試験実施日 内 容 試験実施日 内 容

令和３年度入学者選抜における新型コロナウイルス感染症への対応等に関する変更について（令和３年３月２６日現在）

※令和３年３月２６日現在、大学から報告された情報であるため、各大学のホームページで最新の入試情報を必ず確認してください。

大学名
変更を行った

選抜区分

変更を行った

学部・学科

変 更 前 変 更 後

209 くらしき作陽大学 一般選抜 音楽学部音楽学科

（三年次編入）

2月1日～2日 ・2日間での試験実施

・試験科目の変更（専修実技、副科ピアノ（指定した専

修）、和声学、小論文、面接）

2月2日 ・1日のみでの受験に期間短縮

・試験科目（専修実技、副科ピアノ（指定した専修））に

変更
210 就実大学 一般選抜 全学部・全学科 （変更なし） 共通テスト利用選抜A

合格発表日　2月11日（木）

（変更なし） 共通テスト利用選抜A

合格発表日　2月18日（木）

211 広島経済大学 一般選抜 全学部 （変更なし） ー （変更なし） 新型コロナウイルス感染症等に罹患し一般選抜１期を受験

できなかった場合、追加の受験料を徴収せずに一般選抜２

期への受験の振替を行う。
212 広島経済大学 一般選抜 全学部 （変更なし） ー （変更なし） 高等学校第３学年でも履修することの多い科目（世界史

Ｂ、日本史Ｂ、地理Ｂ、政治・経済）の個別学力検査にお

いて、教科書に「発展的な学習内容」として記載されてい

る内容から出題しない、あるいは出題する場合において

も、設問中に補足事項等を記載するなど、特定の入学志願

者が不利にならない設問とする。

213 広島経済大学 その他 全学部 （変更なし） ー （変更なし） 新型コロナウイルス感染症等に罹患し共通テスト利用選抜

１期を受験できなかった場合、追加の受験料を徴収せず

に、共通テスト利用選抜２期への受験の振替をする。

214 梅光学院大学 一般選抜 文学部人文学科 試験科目（国語・英語） 小論文

215 梅光学院大学 一般選抜 子ども学部子ども未来学科 試験科目（国語・英語） 小論文

216 山口学芸大学 一般選抜 教育学部 2月4日 対面での面接 (変更なし) 面接中止

217 山口学芸大学 一般選抜 教育学部 3月4日 対面での面接 (変更なし) 面接中止

218 山口学芸大学 その他 教育学部 2月4日 対面での面接 (変更なし) 面接中止

219 山口学芸大学 その他 教育学部 3月4日 対面での面接 (変更なし) 面接中止

220 松山東雲女子大学 一般選抜 心理子ども学科 （変更なし） 募集要項記載試験日のみ （変更なし） A日程の受験予定者が新型コロナウイルス感染症に罹患した

場合：B日程へ振替

B日程の受験予定者が新型コロナウイルス感染症に罹患した

場合：3月18日（木）へ振替
221 松山東雲女子大学 一般選抜 心理子ども学科 （変更なし） 大学入学共通テスト利用選抜［A日程］

合格発表日：2月5日（金）

入学金納入期日：2月12日（金）

（変更なし） 大学入学共通テスト利用選抜［A日程］

合格発表日：2月9日（火）

入学金納入期日：2月15日（月）
222 松山東雲女子大学 総合型選抜 心理子ども学科 （変更なし） 募集要項記載試験日のみ （変更なし） 総合型選抜［AO］において、新型コロナウイルス感染症に

罹患、もしくは濃厚接触者に該当するとされた受験者は、

審査を取り止め、別日程で審査を実施。



試験実施日 内 容 試験実施日 内 容

令和３年度入学者選抜における新型コロナウイルス感染症への対応等に関する変更について（令和３年３月２６日現在）

※令和３年３月２６日現在、大学から報告された情報であるため、各大学のホームページで最新の入試情報を必ず確認してください。

大学名
変更を行った

選抜区分

変更を行った

学部・学科

変 更 前 変 更 後

223 高知リハビリテー

ション専門職大学

一般選抜 リハビリテーション学部 － － 2月28日 一般選抜Ａ日程の受験予定者が新型コロナウイルス感染症

に感染または感染が疑われる症状等により受験ができない

場合、一般選抜の別日程への振替または今回設定した追試

験での受験を認める。
224 高知リハビリテー

ション専門職大学

総合型選抜 リハビリテーション学部 － － 3月16日 受験機会確保を考慮し、日程を追加する。また、この試験

を新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われる

症状等により受験ができない場合、総合型選抜の別日程へ

の振替受験を認める。
225 高知リハビリテー

ション専門職大学

総合型選抜 リハビリテーション学部 － － 3月25日 受験機会確保を考慮し、日程を追加する。

（変更なし） ■本学における新型コロナウイルス感染症対策等について

・試験場内では、必ずマスクの着用をお願いします。

・試験場内へ入室する際は、会場に設置しているアルコー

ル消毒液で手指の消毒を行ってください。

・試験場内は換気を行いますので、防寒着等を各自でお持

ちください。

・試験当日は受付時に体調を確認させていただき、必要に

応じて問診や体温測定を行う場合がありますので、予めご

了承ください。

・原則として受験生以外の試験場内への立入りはご遠慮く

ださい。

 

■感染症等に伴い当日の受験を控えていただく方

他の受験生や試験監督者への感染の恐れがありますので、

以下に該当する方は受験を控えていただきますようお願い

いたします。なお、本学では受験機会を確保するために一

般選抜（一般選抜・大学入学共通テスト利用）において

は、試験の振替日を設けています。ご不明な点は入試広報

課までお問い合わせください。

・新型コロナウイルス感染症に罹患した方

226 西日本工業大学 一般選抜 工学部・デザイン学部 2月4日～5日 ■本学における新型コロナウイルス感染症対策等について

試験場内では、必ずマスクの着用をお願いします。

試験場内は換気を行いますので、防寒着等を各自でお持

ちください。

試験当日は受付時に体調を確認させていただき、必要に

応じて問診や体温測定を行う場合がありますので、予めご

了承ください。

■感染症等に伴い当日の受験を控えていただく方

新型コロナウイルス感染症に罹患した方

試験の前から継続して発熱・咳などの症状があり、感染

症等の疑いがある方

保健所等から濃厚接触者に該当するとされている方

■新型コロナウイルス感染症対策に伴う試験日の振替等に

ついて

一般選抜（I期・II期）においては、新型コロナウイルスに

罹患又は罹患しているおそれのある方の受験機会を確保す

るため、受験予定だった試験日以降に受験の振替を行うこ

とができます。なお、疾病等により受験予定の試験を受験



試験実施日 内 容 試験実施日 内 容

令和３年度入学者選抜における新型コロナウイルス感染症への対応等に関する変更について（令和３年３月２６日現在）

※令和３年３月２６日現在、大学から報告された情報であるため、各大学のホームページで最新の入試情報を必ず確認してください。

大学名
変更を行った

選抜区分

変更を行った

学部・学科

変 更 前 変 更 後

・新型コロナウイルス感染症に罹患した方

・試験の前から継続して発熱・咳などの症状があり、感染

症等の疑いがある方

・保健所等から濃厚接触者に該当するとされている方（※

ただし、以下の特例に該当する方は別室での受験を認めま

す）

 

■新型コロナウイルス陽性者の濃厚接触者の受験に関する

特例について

保健所等により濃厚接触者に該当するとされている方で、

以下の要件をすべて満たす方については、本学での別室受

験を認めます。また、地方会場（福岡会場、山口会場）で

受験予定であった場合についても、同様に本学会場（工学

部：おばせキャンパス、デザイン学部：小倉キャンパス）

において別室での受験となります。

［要件］

1）初期スクリーニング（自治体によるPCR検査及び検疫所

における抗原定量検査）の結果が、陰性であること

2）受験当日も無症状であること

3）公共交通機関を利用せずに試験会場に到着できること

■新型コロナウイルス感染症対策に伴う試験日の振替等に

ついて

一般選抜（I期・II期）においては、新型コロナウイルスに

罹患又は罹患しているおそれのある方の受験機会を確保す

るため、受験予定だった試験日以降に受験の振替を行うこ

とができます。なお、疾病等により受験予定の試験を受験

できなかったことを証明する医師の診断書の提出があった

場合は、追加の受験料の徴収は行いません。

◎振替試験日について

I期受験予定者：II期の試験日［2021年3月9日（火）］に

受験の振替可能

II期受験予定者：III期の試験日［2021年3月18日（木）］

に受験の振替可能

※III期は大学共通テスト利用選抜のみ

※本学会場（工学部：おばせキャンパス、デザイン学部：

小倉キャンパス）のみで実施します。

※当初受験予定の合否判定基準で合否選考を行います。

とができます。なお、疾病等により受験予定の試験を受験

できなかったことを証明する医師の診断書の提出があった

場合は、追加の受験料の徴収は行いません。

◎振替試験日について

期受験予定者：II期の試験日［2021年3月9日（火）］

に受験の振替可能

期受験予定者：III期の試験日［2021年3月18日

（木）］に受験の振替可能

※III期は大学共通テスト利用選抜のみ

※当初受験予定の合否判定基準で合否選考を行います。

罹患者や感染症等の疑いがある方は、入試広報課までお問

い合わせください。



試験実施日 内 容 試験実施日 内 容

令和３年度入学者選抜における新型コロナウイルス感染症への対応等に関する変更について（令和３年３月２６日現在）

※令和３年３月２６日現在、大学から報告された情報であるため、各大学のホームページで最新の入試情報を必ず確認してください。

大学名
変更を行った

選抜区分

変更を行った

学部・学科

変 更 前 変 更 後

227 西日本工業大学 その他 工学部・デザイン学部 2月5日 ■本学における新型コロナウイルス感染症対策等について

試験場内では、必ずマスクの着用をお願いします。

試験場内は換気を行いますので、防寒着等を各自でお持

ちください。

試験当日は受付時に体調を確認させていただき、必要に

応じて問診や体温測定を行う場合がありますので、予めご

了承ください。

■感染症等に伴い当日の受験を控えていただく方

新型コロナウイルス感染症に罹患した方

試験の前から継続して発熱・咳などの症状があり、感染

症等の疑いがある方

保健所等から濃厚接触者に該当するとされている方

■新型コロナウイルス感染症対策に伴う試験日の振替等に

ついて

一般選抜（I期・II期）においては、新型コロナウイルスに

罹患又は罹患しているおそれのある方の受験機会を確保す

るため、受験予定だった試験日以降に受験の振替を行うこ

とができます。なお、疾病等により受験予定の試験を受験

できなかったことを証明する医師の診断書の提出があった

場合は、追加の受験料の徴収は行いません。

◎振替試験

期受験予定者：II期の試験日［2021年3月9日（火）］

に受験の振替可能

期受験予定者：III期の試験日［2021年3月18日

（木）］に受験の振替可能

※III期は大学共通テスト利用選抜のみ

※当初受験予定の合否判定基準で合否選考を行います。

罹患者や感染症等の疑いがある方は、入試広報課までお問

い合わせください。

（変更なし） ■本学における新型コロナウイルス感染症対策等について

・試験場内では、必ずマスクの着用をお願いします。

・試験場内へ入室する際は、会場に設置しているアルコー

ル消毒液で手指の消毒を行ってください。

・試験場内は換気を行いますので、防寒着等を各自でお持

ちください。

・試験当日は受付時に体調を確認させていただき、必要に

応じて問診や体温測定を行う場合がありますので、予めご

了承ください。

・原則として受験生以外の試験場内への立入りはご遠慮く

ださい。

 

■感染症等に伴い当日の受験を控えていただく方

他の受験生や試験監督者への感染の恐れがありますので、

以下に該当する方は受験を控えていただきますようお願い

いたします。なお、本学では受験機会を確保するために一

般選抜（一般選抜・大学入学共通テスト利用）において

は、試験の振替日を設けています。ご不明な点は入試広報

課までお問い合わせください。

・新型コロナウイルス感染症に罹患した方

・試験の前から継続して発熱・咳などの症状があり、感染

症等の疑いがある方

・保健所等から濃厚接触者に該当するとされている方（※

ただし、以下の特例に該当する方は別室での受験を認めま

す）

 

■新型コロナウイルス陽性者の濃厚接触者の受験に関する

特例について

保健所等により濃厚接触者に該当するとされている方で、

以下の要件をすべて満たす方については、本学での別室受

験を認めます。また、地方会場（福岡会場、山口会場）で

受験予定であった場合についても、同様に本学会場（工学

部：おばせキャンパス、デザイン学部：小倉キャンパス）

において別室での受験となります。

［要件］

1)初期スクリーニング（自治体によるPCR検査及び検疫所

における抗原定量検査）の結果が、陰性であること

2)受験当日も無症状であること

3)公共交通機関を利用せずに試験会場に到着できること



試験実施日 内 容 試験実施日 内 容

令和３年度入学者選抜における新型コロナウイルス感染症への対応等に関する変更について（令和３年３月２６日現在）

※令和３年３月２６日現在、大学から報告された情報であるため、各大学のホームページで最新の入試情報を必ず確認してください。

大学名
変更を行った

選抜区分

変更を行った

学部・学科

変 更 前 変 更 後

228 西日本工業大学 その他 工学部・デザイン学部 2月5日 対面で面接（外国人留学生特別選抜Ⅱ期） （変更なし） 対面に加えてオンラインでの面接も選択可能とする

229 福岡大学 一般選抜 全学部 2月11日 試験場（長崎）：長崎大学 （変更なし） 試験場（長崎）：北九州予備校（長崎校）

230 福岡大学 一般選抜 全学部 2月2日～6日、2月11日 濃厚接触者の受験取り扱いについて

→濃厚接触者は受験をご遠慮願います。ただし、症状によ

り学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めた場合

は、この限りではありません。

（変更なし） 濃厚接触者の受験取り扱いについて

→濃厚接触者は受験をご遠慮願います。ただし、症状によ

り学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めた場合

は、この限りではありません。

なお、新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者のうち、指

定の要件を全て満たしている者については本学キャンパス

の試験場に限り、別室での受験を認める場合があります。

231 福岡大学 一般選抜 ー ー 「受験上の注意」の文言変更

→原則として、受験生以外、大学構内および受験室（教

室）のある建物には立入りできません。

全日程 「受験上の注意」の文言変更

→原則として、受験生以外の試験場への立入りはご遠慮く

ださい。
232 福岡歯科大学 総合型選抜 口腔歯学部・口腔歯学科 3月20日 総合型選抜３期を追加

233 長崎国際大学 一般選抜 人間社会学部、健康管理学部、薬

学部

3月4日 学力検査 3月21日 募集期間を新しく設定

学力検査に替えて総合問題と面接

234 長崎国際大学 その他 人間社会学部、健康管理学部、薬

学部

3月5日 大学入学共通テストの成績で判定 3月19日 募集期間を新しく設定

235 長崎純心大学 一般選抜 人文学部 1月23日 対面による口頭試験 （変更なし） 筆記による回答

■新型コロナウイルス感染症対策に伴う試験日の振替等に

ついて

一般選抜（I期・II期）においては、新型コロナウイルスに

罹患又は罹患しているおそれのある方の受験機会を確保す

るため、受験予定だった試験日以降に受験の振替を行うこ

とができます。なお、疾病等により受験予定の試験を受験

できなかったことを証明する医師の診断書の提出があった

場合は、追加の受験料の徴収は行いません。

◎振替試験日について

I期受験予定者：II期の試験日［2021年3月9日（火）］に

受験の振替可能

II期受験予定者：III期の試験日［2021年3月18日（木）］

に受験の振替可能

※III期は大学共通テスト利用選抜のみ

※本学会場（工学部：おばせキャンパス、デザイン学部：

小倉キャンパス）のみで実施します。

※当初受験予定の合否判定基準で合否選考を行います。

罹患者や感染症等の疑いがある方、濃厚接触者に該当する

とされている方は、試験前日の午前10時までに、入試広報

課までお問い合わせください。



試験実施日 内 容 試験実施日 内 容

令和３年度入学者選抜における新型コロナウイルス感染症への対応等に関する変更について（令和３年３月２６日現在）

※令和３年３月２６日現在、大学から報告された情報であるため、各大学のホームページで最新の入試情報を必ず確認してください。

大学名
変更を行った

選抜区分

変更を行った

学部・学科

変 更 前 変 更 後

236 九州ルーテル学院大

学

一般選抜 人文学部 2月5日、３月5日 ・個人面接

・試験時間（科目試験9:20～11:30、個人面接12:20～）

（変更なし） ・個人面接は中止（全員に満点を加点）

・試験時間（科目試験9:20～11:30）

237 平成音楽大学 一般選抜 音楽学部 対面による入試 オンラインによる入試

238 立命館アジア太平洋

大学

一般選抜 全学部・学科 2月7日 － （変更なし） 広島の試験会場の一部変更

※試験会場数の変更はない

239 南九州大学 一般選抜 全学部・学科 （変更なし） ・オンラインでの選考を追加。（口頭試問、面接、書類審

査）で選考

240 南九州大学 総合型選抜 全学部・学科 （変更なし） ・全入試区分で本学会場以外は全て中止、（口頭試問、面

接、書類審査）で選考

241 南九州大学 学校推薦型選抜 全学部・学科 （変更なし） 本学会場のみで実施、（口頭試問、面接、書類審査）で選

考

公立短期大学

1 岐阜市立女子短期大

学

その他 全学科 出願期間3/1～3/8 国際文化学科のみ （変更なし） 全学科で実施

2 倉敷市立短期大学 一般選抜 保育学科・服飾美術学科(一般A） 2月5日 追試験日設定3/6 (共通テスト利用へ振替も可）

3 倉敷市立短期大学 総合型選抜 保育学科・服飾美術学科（Ⅲ期） 2月26日 追試験日設定3/19

4 鹿児島県立短期大学 一般選抜 文学科、生活科学科、商経学科、

第二部商経学科

(追試験実施なし） 3月1日 追試験の実施

私立短期大学

1 國學院大学北海道短

期大学部

総合型選抜 国文学科、総合教養学科、幼児・

児童教育学科

1月23日 対面のみ （変更なし） オンライン面接のみ

2 國學院大学北海道短

期大学部

総合型選抜 国文学科、総合教養学科、幼児・

児童教育学科

3月23日 対面のみ （変更なし） オンライン面接のみ

3 國學院大学北海道短

期大学部

学校推薦型選抜 国文学科、総合教養学科、幼児・

児童教育学科

1月23日 対面のみ （変更なし） オンライン面接のみ

4 青森中央短期大学 一般選抜 食物栄養学科 2月6日 学外試験会場：函館・秋田・盛岡・仙台の4会場とする （変更なし） 学外試験会場：秋田・八戸の2会場とする

5 青森中央短期大学 一般選抜 幼児保育学科 2月6日 学外試験会場：函館・秋田・盛岡・仙台の4会場とする （変更なし） 学外試験会場：秋田・八戸の2会場とする

6 青森中央短期大学 一般選抜 専攻科福祉専攻 2月6日 学外試験会場：函館・秋田・盛岡・仙台の4会場とする （変更なし） 学外試験会場：秋田・八戸の2会場とする

7 八戸学院大学短期大

学部

一般選抜 介護福祉学科 2月6日 来学

学力試験

（変更なし） 他学科の追試験対応により、合格発表日および入学手続期

限変更

8 常磐短期大学 一般選抜 幼児教育保育学科 2月8日 対面でのピアノまたは歌唱の実技審査 （変更なし） ウェブ上でピアノまたは歌唱のデータを提出する

9 常磐短期大学 総合型選抜 幼児教育保育学科 3月12日 対面でのピアノまたは歌唱の実技審査 （変更なし） ウェブ上でピアノまたは歌唱のデータを提出する

10 宇都宮文星短期大学 一般選抜 地域総合文化学科 （変更なし） （変更なし） 感染者等の受験機会の確保

・追加の受験料を追徴せずに、別日程への受験の振替を認

める。(要事前申出)
11 宇都宮文星短期大学 総合型選抜 地域総合文化学科 （変更なし） （変更なし） 感染者等の受験機会の確保

・追加の受験料を追徴せずに、別日程への受験の振替を認

める。(要事前申出)



試験実施日 内 容 試験実施日 内 容

令和３年度入学者選抜における新型コロナウイルス感染症への対応等に関する変更について（令和３年３月２６日現在）

※令和３年３月２６日現在、大学から報告された情報であるため、各大学のホームページで最新の入試情報を必ず確認してください。

大学名
変更を行った

選抜区分

変更を行った

学部・学科

変 更 前 変 更 後

12 宇都宮文星短期大学 その他 地域総合文化学科 （変更なし） 留学生入試

・日本留学試験は、2019年度と2020年度に受験した者。

・日本語能力試験(JLPT)N2以上、またはそれに相当と認め

られる試験に合格した者。

（変更なし） ・日本留学試験は、出願時から遡り過去4回分有効。

13 佐野日本大学短期大

学

総合型選抜 総合キャリア教育学科 － － 3月23日 受験機会確保のため、日程追加

14 秋草学園短期大学 総合型選抜 幼児教育学科第一部、幼児教育学

科第二部、地域保育学科、文化表

現学科

9月26日、10月7日、11

月25日、12月16日、1月

20日、2月3日、2月24

日、3月17日

対面での面接 （変更なし） 対面に加えてオンラインでの面接も選択可能とする

15 埼玉東萌短期大学 総合型選抜 幼児保育学科 3月8日～3月18日 （変更なし） 3月8日～3月30

日

（変更なし）

16 東京経営短期大学 その他 経営総合学科 （変更なし） 3月25日 追試験の実施

17 星美学園短期大学 一般選抜 幼児保育学科 2月24日(水) 対面のみ （変更なし） ・申し出があれば、個人面接を対面に加えてオンラインで

も実施

・新型コロナウイルスやインフルエンザ等に感染した場

合、あるいは感染が疑われる場合は、追試験・振替受験を

実施
18 星美学園短期大学 総合型選抜 幼児保育学科 1月23日(土)，2月3日

(水)，2月24日(水)

対面のみ （変更なし） ・申し出があれば、個人面接を対面に加えてオンラインで

も実施

・新型コロナウイルスやインフルエンザ等に感染した場

合、あるいは感染が疑われる場合は、追試験・振替受験を

実施
19 星美学園短期大学 学校推薦型選抜 幼児保育学科 2月3日(水) 対面のみ （変更なし） ・申し出があれば、個人面接を対面に加えてオンラインで

も実施

・新型コロナウイルスやインフルエンザ等に感染した場

合、あるいは感染が疑われる場合は、追試験・振替受験を

実施
20 創価女子短期大学 一般選抜 国際ビジネス学科 2月4日 追試験の設定なし （変更なし） 追試験を3月14日（日）に実施

21 貞静学園短期大学 一般選抜 保育学科 ー ー 3月18日 受験機会確保のため、日程を追加。

22 貞静学園短期大学 総合型選抜 保育学科 ー ー 3月1日 ・受験機会確保のため、日程を追加。

・対面に加えてオンラインでの面接も選択可能とする。

23 貞静学園短期大学 総合型選抜 保育学科 ー ー 3月18日 ・受験機会確保のため、日程を追加。

・対面に加えてオンラインでの面接も選択可能とする。

24 東京交通短期大学 総合型選抜 運輸科 1月16日 2月20日 （変更なし）

25 東京交通短期大学 総合型選抜 運輸科 2月20日 対面での大学入学希望理由書記入・面接 （変更なし） オンラインでの面接（入学希望理由聴取含む）

26 東京交通短期大学 総合型選抜 運輸科 3月6日 対面での大学入学希望理由書記入・面接 （変更なし） オンラインでの面接（入学希望理由聴取含む）

27 東京女子体育短期大

学

総合型選抜 保健体育学科、児童教育学科 3月8日 対面による面接（個人面接） （変更なし） インターネットを利用したオンライン面接（個人面接）



試験実施日 内 容 試験実施日 内 容

令和３年度入学者選抜における新型コロナウイルス感染症への対応等に関する変更について（令和３年３月２６日現在）

※令和３年３月２６日現在、大学から報告された情報であるため、各大学のホームページで最新の入試情報を必ず確認してください。

大学名
変更を行った

選抜区分

変更を行った

学部・学科

変 更 前 変 更 後

28 東京立正短期大学 一般選抜 現代コミュニケーション学科 （変更なし） ・対面による個人面接＜資格利用型＞ （変更なし） ・個人面接を対面に加えてオンラインでも実施。

・新型コロナウイルスやインフルエンザ等に感染した場

合、あるいは感染が疑われる場合は、追試験・振替受験を

実施。
29 東京立正短期大学 総合型選抜 現代コミュニケーション学科 （変更なし） ・対面による個人面接 （変更なし） ・個人面接を対面に加えてオンラインでも実施

・新型コロナウイルスやインフルエンザ等に感染した場

合、あるいは感染が疑われる場合は、追試験・振替受験を

実施。
30 桐朋学園芸術短期大

学

一般選抜 芸術科演劇専攻 対面での演技または歌唱・面接 全てオンラインでの演技または歌唱・面接

31 桐朋学園芸術短期大

学

一般選抜 芸術科音楽専攻 対面での主科実技・楽典・聴音 オンラインでの主科実技・楽典・聴音も選択可

32 桐朋学園芸術短期大

学

総合型選抜 芸術科音楽専攻 対面での面接 オンラインでの面接も選択可

33 桐朋学園芸術短期大

学

その他 芸術科音楽専攻 対面での主科実技・面接 オンラインでの主科実技・面接も選択可

34 神奈川歯科大学短期

大学部

総合型選抜 看護学科 3月7日

総合型選抜2期実施

実施なし 3月17日追加 3月17日総合型選抜３期追加実施

35 日本歯科大学新潟短

期大学

一般選抜 歯科衛生学科 2月14日 試験会場：日本歯科大学新潟短期大学 （変更なし） 試験会場：代々木ゼミナール新潟校

36 日本歯科大学新潟短

期大学

一般選抜 歯科衛生学科 3月14日 試験会場：日本歯科大学新潟短期大学 （変更なし） 試験会場：代々木ゼミナール新潟校

37 明倫短期大学 その他 歯科技工士学科、

歯科衛生士学科

3月19日 対面での面接 （変更なし） 対面に加えてオンラインでの面接も選択可能とする

38 明倫短期大学 その他 歯科技工士学科、

歯科衛生士学科

3月30日 対面での面接 （変更なし） 対面に加えてオンラインでの面接も選択可能とする

39 飯田女子短期大学 一般選抜 地域看護学専攻、助産学専攻 2月6日 筆記試験（共通科目・専門科目） （変更なし） 郵送での小論文試験

40 飯田女子短期大学 総合型選抜 家政学科、幼児教育学科、看護学

科

12月19日、3月10日 本学会場での小論文試験、対面での面接 （変更なし） 郵送での小論文試験、対面の面接に加えてオンライン面接

も可能とする

41 飯田女子短期大学 学校推薦型選抜 家政学科、幼児教育学科、看護学

科、地域看護学専攻、助産学専

攻、養護教育専攻

11月21日、12月5日、1

月23日

本学会場での小論文試験、対面での面接 （変更なし） 郵送での小論文試験、対面の面接に加えてオンライン面接

も可能とする

42 飯田女子短期大学 学校推薦型選抜 看護学科 11月21日、12月5日、1

月23日

本学会場での小論文試験、グループディスカッション （変更なし） 郵送での小論文試験、対面での面接

43 正眼短期大学 一般選抜 禅・人間学科 2月6日 対面での面接、試験会場での小論文試験 （変更なし） 対面に加えてオンラインでの面接,小論文も選択可能とする

44 正眼短期大学 その他 禅・人間学科 2月6日 対面での面接、試験会場での小論文試験 （変更なし） 対面に加えてオンラインでの面接,小論文も選択可能とする

45 正眼短期大学 その他 禅・人間学科 2月6日 対面での面接、試験会場での小論文試験 （変更なし） 対面に加えてオンラインでの面接,小論文も選択可能とする

46 正眼短期大学 その他 禅・人間学科 2月6日 対面での面接、試験会場での小論文試験 （変更なし） 対面に加えてオンラインでの面接,小論文も選択可能とする



試験実施日 内 容 試験実施日 内 容

令和３年度入学者選抜における新型コロナウイルス感染症への対応等に関する変更について（令和３年３月２６日現在）

※令和３年３月２６日現在、大学から報告された情報であるため、各大学のホームページで最新の入試情報を必ず確認してください。

大学名
変更を行った

選抜区分

変更を行った

学部・学科

変 更 前 変 更 後

47 静岡英和学院大学短

期大学部

一般選抜 短期大学部 設定なし 設定なし 2月4日 本学の個別試験を伴わない大学入学共通テスト利用入試を

実施

48 静岡英和学院大学短

期大学部

一般選抜 短期大学部 設定なし 設定なし 2月20日 第二日程受験者対応のために大学入学共通テスト利用入試

を追加実施

49 静岡英和学院大学短

期大学部

一般選抜 短期大学部 設定なし 設定なし 3月24日 本学の個別試験を伴わない大学入学共通テスト利用入試を

実施

50 滋賀短期大学 一般選抜 全学科 1月31日 一般選抜（Ⅰ期）において出願期間（1/6～1/25）、試験

日（1/31）、合格発表日（2/9）、１次〆切（3/1）、２次

〆切（3/9）の変更を行う

2月5日 出願期間（1/6～1/29）、試験日（2/5）、合格発表日

（2/16）、１次〆切（3/9）、２次〆切（3/19）の変更を

行った
51 滋賀短期大学 一般選抜 全学科 ー 大学入学共通テスト利用選抜（Ⅰ期）において出願期間

（1/6～1/25）、合格発表日（2/9）、１次〆切（3/1）の

変更を行う

ー 出願期間（1/6～1/29）、合格発表日（2/16）、１次〆切

（3/9）に変更を行った

52 滋賀短期大学 その他 全学科 （変更なし） （記載なし） （変更なし） 新型コロナウイルス等に感染した場合の受験対応を明示

53 滋賀文教短期大学 一般選抜 国文学科 来学いただき、学力試験、面接実施 ・オンラインにて、予め作成した小論文内容における口頭

試問、面接実施

・選考方法・形態が異なりますが、受験生に求める力（評

価の観点：アドミッション・ポリシー、知識・技能、思考

力・判断力・表現力）は、変更ありません。

54 滋賀文教短期大学 一般選抜 子ども学科 来学いただき、学力試験、面接実施 ・オンラインにて、予め作成した小論文内容における口頭

試問、面接実施

・選考方法・形態が異なりますが、受験生に求める力（評

価の観点：アドミッション・ポリシー、知識・技能、思考

力・判断力・表現力）は、変更ありません。

55 滋賀文教短期大学 その他 国文学科 来学いただき、小論文、面接実施 ・オンラインにて、予め作成した小論文内容における口頭

試問、面接実施

・選考方法・形態が異なりますが、受験生に求める力（評

価の観点：アドミッション・ポリシー、知識・技能、思考

力・判断力・表現力）は、変更ありません。

56 滋賀文教短期大学 その他 子ども学科 来学いただき、小論文、面接実施 ・オンラインにて、予め作成した小論文内容における口頭

試問、面接実施

選考方法・形態が異なりますが、受験生に求める力（評価

の観点：アドミッション・ポリシー、知識・技能、思考

力・判断力・表現力）は、変更ありません。

57 産業技術短期大学 一般選抜 機械工学科、電気電子工学科、情

報処理工学科、ものづくり創造工

学科

3月23日 新型コロナウイルス濃厚接触者の受験は認めない。 (変更なし) 新型コロナウイルス濃厚接触者について、大学入学共通テ

ストと同様に、受験当日無症状であるなど４つの要件を満

たした場合は受験を認める。
58 産業技術短期大学 その他 機械工学科、電気電子工学科、情

報処理工学科、ものづくり創造工

学科

3月23日 新型コロナウイルス濃厚接触者の受験は認めない。 (変更なし) 新型コロナウイルス濃厚接触者について、大学入学共通テ

ストと同様に、受験当日無症状であるなど４つの要件を満

たした場合は受験を認める。



試験実施日 内 容 試験実施日 内 容

令和３年度入学者選抜における新型コロナウイルス感染症への対応等に関する変更について（令和３年３月２６日現在）

※令和３年３月２６日現在、大学から報告された情報であるため、各大学のホームページで最新の入試情報を必ず確認してください。

大学名
変更を行った

選抜区分

変更を行った

学部・学科

変 更 前 変 更 後

59 川崎医療短期大学 一般選抜 全学科 2月1日、2日 （変更なし） 試験室1室の受験者数を収容定員の半分にする

60 川崎医療短期大学 一般選抜 全学科 2月1日、2日 本学及び学外10会場での実施 （変更なし） 本学及び学外9会場での実施

61 作陽短期大学 一般選抜 音楽学科音楽専攻 2月1月～2日 ・2日間での試験実施

・試験科目の変更（専修実技、副科ピアノ（指定した専

修）、楽典、面接、国語総合）

2月1日 ・1日のみでの受験に期間短縮

・試験科目（専修実技、副科ピアノ（指定した専修）、国

語総合）に変更

62 作陽短期大学 一般選抜 短期大学専攻科 2月1月～2日

・2日間での試験実施

・試験科目の変更（専修実技、面接）

2月2日 ・1日のみでの受験に期間短縮

・試験科目（専修実技）に変更

63 就実短期大学 一般選抜 全学部・全学科 （変更なし） 共通テスト利用選抜A

合格発表日　2月11日（木）

（変更なし） 共通テスト利用選抜A

合格発表日　2月18日（木）

64 山口芸術短期大学 一般選抜 保育学科 2月4日 対面での面接 (変更なし) 面接中止

65 山口芸術短期大学 一般選抜 芸術表現学科 2月4日 対面での面接 (変更なし) 面接中止

66 山口芸術短期大学 一般選抜 保育学科 3月4日 対面での面接 (変更なし) 面接中止

67 山口芸術短期大学 一般選抜 芸術表現学科 3月4日 対面での面接 (変更なし) 面接中止

68 山口芸術短期大学 その他 保育学科 2月4日 対面での面接 (変更なし) 面接中止

69 山口芸術短期大学 その他 芸術表現学科 2月4日 対面での面接 (変更なし) 面接中止

70 山口芸術短期大学 その他 保育学科 3月4日 対面での面接 (変更なし) 面接中止

71 山口芸術短期大学 その他 芸術表現学科 3月4日 対面での面接 (変更なし) 面接中止

72 せとうち観光専門職

短期大学

一般選抜 観光振興学科 （追加） （変更なし） 3月26日 ・試験日の追加

・方法については変更なし

73 松山東雲短期大学 一般選抜 保育科

現代ビジネス学科

食物栄養学科

（変更なし） 募集要項記載試験日のみ （変更なし） A日程の受験予定者が新型コロナウイルス感染症に罹患した

場合：B日程へ振替

B日程の受験予定者が新型コロナウイルス感染症に罹患した

場合：3月18日（木）へ振替

74 松山東雲短期大学 一般選抜 保育科

現代ビジネス学科

食物栄養学科

（変更なし） 大学入学共通テスト利用選抜［A日程］

合格発表日：2月5日（金）

入学金納入期日：2月12日（金）

（変更なし） 大学入学共通テスト利用選抜［A日程］

合格発表日：2月9日（火）

入学金納入期日：2月15日（月）
75 松山東雲短期大学 総合型選抜 保育科

現代ビジネス学科

食物栄養学科

（変更なし） 募集要項記載試験日のみ （変更なし） 総合型選抜［AO］において、新型コロナウイルス感染症に

罹患、もしくは濃厚接触者に該当するとされた受験者は、

審査を取り止め、別日程で審査を実施。
76 九州大谷短期大学 総合型選抜 仏教学科、表現学科、幼児教育学

科、福祉学科

10月12日～20日、12月

7日～15日、3月1日～15

日

対面での面接 （変更なし） 対面に加えてオンラインでの面接も可能とする。



試験実施日 内 容 試験実施日 内 容

令和３年度入学者選抜における新型コロナウイルス感染症への対応等に関する変更について（令和３年３月２６日現在）

※令和３年３月２６日現在、大学から報告された情報であるため、各大学のホームページで最新の入試情報を必ず確認してください。

大学名
変更を行った

選抜区分

変更を行った

学部・学科

変 更 前 変 更 後

77 西九州大学短期大学

部

総合型選抜 地域生活支援学科 エントリー締切（3/16必着） エントリー締切の延長（～3/25必着）

78 西九州大学短期大学

部

総合型選抜 幼児保育学科 エントリー締切（3/16必着） エントリー締切の延長（～3/25必着）

79 西九州大学短期大学

部

その他 地域生活支援学科 予定なし 3月27日 社会人・留学生対象入学者選抜の追加実施

80 西九州大学短期大学

部

その他 幼児保育学科 予定なし 3月27日 社会人・留学生対象入学者選抜の追加実施


