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2020 年 7 月 30 日公表 

9月 9日更新 ※青字部分を追加修正しました 

 

【重要】新型コロナウイルス感染症に関する 2021年度本学入学試験の対応について 

 
新型コロナウイルス感染症の影響による高等学校等での長期休校等の状況を踏まえ、6月 19日に文部科学

省から「令和 3 年度大学入学者選抜実施要項」と試験実施のガイドラインが通知され、本年度の大学入試の
実施要項と配慮事項が示されました。また、6月 30 日には「大学入学共通テスト実施要項」が公表されまし
た。 
本学ではこれらを踏まえて、2019年 2 月から予告していた「2021 年度(令和 3年)入試について」と、本

年度 5 月中旬より公表していた入試日程・内容の一部を変更いたします。 
既に発行済みの『入試情報 2021』や各種入試情報誌等に掲載済みの内容から変更がありますので、最新情

報はこの資料で改めて確認してください。 
※今後再び緊急事態宣言が発出された場合などの社会情勢によって、更なる変更が生じる場合は、随時ホー 
 ムページでお知らせしますので、入学試験の出願後であってもご注意ください。 
 
 
 
公表済みの入試制度の一部を変更いたします。（赤字が変更箇所） 
※「外国人留学生入試 1期・2 期」「大学院入試 1期・2 期※」「学部編入学試験※」の変更も下表でご確認く
ださい。※「大学院入試 1 期・2 期」「学部編入学試験」については『入試情報 2021』への掲載はありません。 

※既に配布している『入試情報 2021』には、変更前の内容が記載されていますので注意してください。 
 (『入試情報 2021』は 5 月中旬～7月下旬までで配布終了) 

 

 

入試制度 入試日程の変更点 選抜方法・配点等の変更点

AO入試1期
〔総合型選抜〕

【出願期間】
9/7(月)～10/6(火)→9/15(火)～10/6(火)
【試験日】
10/18(日)→10/25(日)
【合格発表日】
11/2(月)→11/4(水)
【入学手続締切日】
11/17(火)→11/19(木)

AO入試2期
〔総合型選抜〕

【出願期間】
11/11(水)～19(木)→11/11(水)～17(火)
【試験日】
12/5(土)
【合格発表日】
12/16(水)
【入学手続締切日】
1/6(水)

■デザイン・造形学科「プレゼンテーション」の作品について

デザイン・造形学科は、本学で行う「サマーオープンカレッジ」の学科関連講
座に参加した際の作品1点をプレゼンテーション時の作品としても可としており
ましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため本年度のサマーオープ
ンカレッジは中止となりましたので、プレゼンテーション作品の条件から除き
ます。（2019年度・2018年度のサマーオープンカレッジの作品についても同様
の扱いとします）

１．2021年度入試制度の内容の変更について（入試日程・選抜方法・配点等） 
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入試制度 入試日程の変更点 選抜方法・配点等の変更点

推薦入試
〔学校推薦型選抜〕

(一般公募)
　変更なし

■面接方法について
【変更前】
大学での対面面接を実施（個人面接・15分）
【変更後】
オンライン面接を実施〔Zoom使用〕（個人面接・15分）

推薦入試
〔学校推薦型選抜〕

（指定校）
　変更なし

■面接実施の有無について
【変更前】
大学での対面面接を実施
【変更後】
面接試験は行わない（書類選考のみ）

一般入試A日程
〔一般選抜〕

　変更なし

■出願書類「志望理由書」を用いた評価を見送ります。このため合否判定は出
願書類の配点を除いた総点で行います。※「志望理由書」の提出は必要です。
【変更前】満点220点〔出願書類20点・筆記試験200点〕
【変更後】満点200点〔筆記試験200点〕

一般入試B日程
〔一般選抜〕

　変更なし

■①「面接」を取り止め「面接」の配点(100点)を「筆記試験」に移行します。
■②出願書類「志望理由書」を用いた評価を見送ります。このため合否判定は
出願書類の配点を除いた総点で行います。※「志望理由書」の提出は必要で
す。
■上記①②による配点は次のとおりとします。
【変更前】満点220点〔出願書類20点・筆記試験100点・面接100点〕
【変更後】満点200点〔筆記試験200点〕
■学部学科にかかわらず、複数学科へ出願することができます。（一般入試A日
程と同様の扱い）

共通テスト利用入試1期
〔一般選抜〕

共通テスト利用入試2期
〔一般選抜〕

外国人留学生入試1期 　変更なし

外国人留学生入試2期 　変更なし

大学院入試1期 　変更なし 　変更なし

大学院入試2期 　変更なし

■博士後期課程(生活環境学研究科 被服環境学専攻)の「論述試験」の方法について
【変更前】論述試験(40分)　※大学にて対面での実施
【変更後】論述試験(40分)　※オンラインでの実施〔Zoom使用〕
※生活環境学研究科 被服学専攻・生活環境学専攻、国際文化研究科 国際文化専
攻については変更ありません。

学部編入学試験 　変更なし
■造形学部 デザイン・造形学科／建築・インテリア学科については、2021年度
の募集はありません。

■出願資格の一部緩和について
出願資格の一つである次の日本語能力に関しては、2021年度入試に限り出願資
格から除きます。
下記の(1)・(2)のいずれかに該当する者
（1）日本語能力試験のN1またはN2に合格した者
（2）日本留学試験（教科：日本語／読解・聴解・聴読解のみ。記述を除く）で
200点以上の者

■出願書類「志望理由書」を用いた評価を見送ります。このため合否判定は出
願書類の配点を除いた総点で行います。※「志望理由書」の提出は必要です。
【変更前】満点440点〔出願書類40点・共通テストの成績結果400点〕
【変更後】満点400点〔共通テストの成績結果400点〕

　変更なし
　※本学独自の試験はありません
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【対象者】 
次の①～⑤のいずれかに該当する者を対象とします。 
①受験生本人が新型コロナウイルス等の感染症に罹患し、試験当日に来校できない者。 
②新型コロナウイルスに本人は感染していないが、濃厚接触者であり、試験当日に来校できない者。 
③地方自治体による外出自粛要請等により、やむを得ず試験当日に来校できない者。 
④外国在住者・滞在者で、新型コロナウイルス感染防止のため入国禁止対象国であることにより、試験当日
に日本に入国不可であるなど、やむを得ない事情がある者。 

⑤新型コロナウイルス等の感染症を疑わせる症状（発熱・咳・強い倦怠感等）のある者。 
【対象となる入試】 
◦振替受験・追試験については下表のとおりとします。ただし、受験学科を変更することはできません。 
◦振替受験・追試験を希望しない受験生には入学検定料を返還します。（振替受験・追試験を受験する場合
は、入学検定料の別途徴収はいたしません。） 

◦下表の追試験の個別対応※については、入試広報課（TEL: 03-3299-2311）までご相談ください。 
 ※対象入試：外国人留学生入試 2 期・大学院入試 2 期・学部編入学試験 

【申請方法】 
受験予定だった試験日までに入試広報課へご連絡ください。本学所定用紙をお送りしますので、記入・捺印
のうえご提出ください。（保護者と高等学校の担任教員の署名・捺印が必要です。外国人留学生は保護者と日
本語学校の先生〔日本語学校に在籍していない方は日本での緊急連絡先の方〕の署名・捺印が必要です。） 
ただし、大学入学共通テストの特例追試験(2/13･14)の受験者は、申請方法等が異なります。詳細はホームペ
ージに追加公表した「■共通テスト利用入試 1期・2期について」をご確認ください。 

 

振替受験 追試験

AO入試1期〔総合型選抜〕 AO入試2期 ―

AO入試2期〔総合型選抜〕 ― 12/15（火）

推薦入試〔学校推薦型選抜〕（一般公募） ― 12/15（火）

一般入試A日程〔一般選抜〕 一般入試B日程 ―

一般入試B日程〔一般選抜〕 ― 3/15（月）

共通テスト利用入試1期〔一般選抜〕 共通テスト利用入試2期 ―

共通テスト利用入試2期〔一般選抜〕 ― ―

外国人留学生入試1期 外国人留学生入試2期 ―

外国人留学生入試2期 ― 個別対応※

大学院入試1期 大学院入試2期 ―

大学院入試2期 ― 個別対応※

学部編入学試験 ― 個別対応※

入試制度
上記①～⑤該当者への対応方法

２．振替受験・追試験・入学検定料の返還について 
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（１）調査書の評定平均値および出席日数等について 

〔該当入試：AO 入試(1 期・2 期)、推薦入試(一般公募・指定校)、一般入試(A 日程・B 日程)、 

共通テスト利用入試(1 期・2 期)〕 

■対応内容 
・新型コロナウイルス感染症の影響により、高等学校 3 年次第 1学期（または前期）の評定平均値や
出席日数を記載することが難しい場合は、高等学校 1年次から 2年次第 3学期（または後期）まで
の評定平均値および出席日数でも出願を認めることとします。ただし、この場合は調査書の備考欄
に理由の記載を求めます。   

・特別活動の記録、指導上の参考となる諸事項の記載が少ないことをもって、受験生が不利益を被る
ことのないように考慮し、選考を行います。 

 
（２）「外国人留学生入試 1期・2 期」の出願資格について  

■対応内容 
2021年度外国人留学生入試では、「日本語能力試験または日本留学試験において本学が指定する成
績（スコア）を取得している者」を出願資格の一つとして定めていました。しかし、本年度は新型
コロナウイルス感染症禍にあり、これらの日本語能力を証明する試験が中止となりましたので、こ
れを出願資格から除くこととします。 

 
 
                                                     
今後再び緊急事態宣言が発出された場合などの社会情勢によって、前述の１．2021年度入試制度の内容の変
更について（入試日程・選抜方法・配点等）の方法での実施が困難と判断した場合は、ICTを活用したオン
ラインによる試験として実施する可能性があります。その場合は、下記の日程までに本学ホームページでお
知らせします。 
また、不測の事態に備え、できる限りパソコンや良好なインターネット回線などが整った環境を準備してお
いてください。 

 

入試制度 変更が生じた場合の公表日 入試制度 変更が生じた場合の公表日 入試制度 変更が生じた場合の公表日

AO入試1期
〔総合型選抜〕

2020年10月12日(月) 外国人留学生入試1期 2020年11月11日(水) 学部編入学試験 2020年11月24日(火)

AO入試2期
〔総合型選抜〕

2020年11月24日(火) 外国人留学生入試2期 2021年2月5日(金) ― ―

一般入試A日程
〔一般選抜〕

2021年1月22日(金) 大学院入試1期 2020年10月6日(火) ― ―

一般入試B日程
〔一般選抜〕

2021年2月19日(金) 大学院入試2期 2021年2月2日(火) ― ―

３．出願資格の緩和について 

４．今後の新型コロナウイルス感染症の状況による変更等について 


