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赤字：2020 年 8 月 5 日更新 

2020 年 7月 17 日 

桜美林大学 

 

 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う 2021 年度入学者選抜の対応について 

実施方法・日程などの変更について 

 

文部科学省の「令和 3 年度大学入学者選抜実施要項（令和 2年 6月 19 日付け 2文科高第 281 号）」及び 

「令和 3 年度大学入学者選抜に係る新型コロナウイルス感染症に対応した試験実施のガイドライン（令和 2年 

6 月 19 日）」を受け、本学の対応について以下の通りお知らせします。なお、今後の感染拡大の状況により、

変更となる場合があります。 

 

 

 

１．試験実施方法の変更  

試験場への入場者数や集団の形成を極力抑制する観点から、「面接・実技」を、自宅等（在籍高校等も可） 

からのオンライン受験といたします。 

対象となる入試は、以下の通りとなります。 

 

対象入試 実施方法、対応等 

総合型選抜 

（二次審査） 

一般・特別（第 1回）  

 

 

 

 

「面接・実技」はオンライン会議システム

（Zoom）を利用して実施します。受験者は

自宅等から「面接・実技」試験を受験する

こととなります。そのため、試験当日は 

キャンパスへ来校する必要はありません。 

グローバル人材育成 

奨学生選抜 

一般・特別（第 2回） 

学校推薦型選抜 
指定校制学校推薦型選抜 

公募制学校推薦型選抜 

留学生特別選抜 

第 1 回 

私費留学生奨学生選抜 

第 2 回 

社会人選抜 

編入学者選抜 

社会人選抜 

編入学者選抜 

（一般・社会人・留学生） 

 

 

※航空・マネジメント学群フライト・オペレーションコースの選抜方法は従来通り、多摩アカデミーヒルズに

来校いただいての受験を予定しております。詳細は８月上旬以降公開予定の『学生募集要項』を確認してく

ださい。 

※芸術文化学群の実技審査は、審査方法が変更となります。詳しくは、受験生サイトおよび８月上旬以降公開

予定の『学生募集要項』を確認してください。 
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２．出願期間、試験日、合格発表日等の変更について 

出願期間、試験日、合格発表日等、以下の通り変更いたします。なお、変更を行わないその他の日程について

は、８月上旬以降公開予定の『学生募集要項』を確認してください。 

 

 

■総合型選抜（第 1回） 

 変更後（下線部変更） 変更前 

出願登録 9/15(火)～ 9/18(金)16 時まで 9/1(火)～ 9/9(水)正午(12 時）まで 

検定料支払い期限 9/18(金) 9/9(水) 

出願書類提出期限 9/18(金)消印有効 9/9(水)消印有効 

一次合格発表日 変更なし 10/16(金) 

事前接続テスト 

（参加必須） 
10/18(日)全学群 - 

試験日 
10/24(土)BM・芸文 

10/25(日)LA・GC・健福・航空 

10/24(土)芸文 

10/25(日)LA・BM・GC・健福・航空 

二次合格発表日 変更なし 11/2(月) 

  ※フライト・オペレーションコースは日程が異なります。本資料の P.4 を確認してください。 

 

 

■総合型選抜（地区会場） 

 変更後（下線部変更） 変更前 

出願期間 
総合型選抜（地区会場）は、総合

型選抜（第 2回）に統合します。 

出願期間等は総合型選抜（第2回）

の内容を確認してください。 

10/27(火)～11/4(水)正午(12 時）まで 

一次合格発表日 11/27(金) 

試験日 12/5(土) 

二次合格発表日 12/11(金) 

 

 

■総合型選抜（第 2回） 

 変更後（下線部変更） 変更前 

出願期間 変更なし 10/27(火)～ 11/4(水) 正午(12 時）まで 

一次合格発表日 変更なし 12/4(金) 

事前接続テスト 

（参加必須） 
12/6(日)全学群 - 

試験日 
12/12(土)BM・芸文 

12/13(日)LA・GC・健福・航空 

12/12(土)芸文 

12/13(日)LA・BM・GC・健福・航空 

二次合格発表日 変更なし 12/18(金) 

※フライト・オペレーションコースは日程が異なります。本資料の P.4 を確認してください。 

 

 

■学校推薦型選抜 

 変更後（下線部変更） 変更前 

出願期間 変更なし 11/2(月)～ 11/9(月) 正午(12 時）まで 

事前接続テスト 

（参加必須） 
11/22(日)全学群 - 

試験日 
11/28(土)BM・芸文 

11/29(日)LA・GC・健福・航空 

11/28(土)芸文 

11/29(日)LA・BM・GC・健福・航空 

合格発表日 変更なし 12/4(金) 

  ※フライト・オペレーションコースは日程が異なります。本資料の P.4 を確認してください。 
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■指定校制学校推薦型選抜（地区会場） 

 変更後（下線部変更） 変更前 

出願期間 指定校制学校推薦型選抜（地区会

場）は、学校推薦型選抜に統合し

ます。出願期間等は学校推薦型選

抜の内容を確認してください。 

11/2(月)～ 11/9(月) 正午(12 時）まで 

試験日 12/5(土) 

合格発表日 12/11(金) 

 

 

■留学生特別選抜（第 1回） 

 変更後（下線部変更） 変更前 

出願期間 変更なし 9/29(火)～ 10/5(月) 正午(12 時）まで 

事前接続テスト 

（参加必須） 
11/1(日) - 

試験日 変更なし 11/7(土)  

合格発表日 変更なし 11/13(金) 

 

 

■留学生特別選抜（第 2回） 

 変更後（下線部変更） 変更前 

出願期間 変更なし 11/27(金)～ 12/2(水) 正午(12 時）まで 

事前接続テスト 

（参加必須） 
12/20(日) - 

試験日 変更なし 1/9(土)  

合格発表日 変更なし 1/15(金) 

 

 

■社会人選抜・編入学者選抜 

 変更後（下線部変更） 変更前 

出願期間 変更なし 9/29(火)～ 10/5(月) 正午(12 時）まで 

事前接続テスト 

（参加必須） 
11/1(日) - 

試験日 変更なし 11/7(土)  

合格発表日 変更なし 11/13(金) 

 

 

■編入学者選抜（沖縄地区） 

 変更後（下線部変更） 変更前 

出願期間 編入学者選抜（沖縄地区）は、編

入学者選抜に統合します。出願期

間等は編入学者選抜の内容を確認

してください。 

11/2(月)～ 11/9(月) 正午(12 時）まで 

試験日 12/5(土) 

合格発表日 12/11(金) 

 

 

■一般選抜・大学入学共通テスト利用選抜 前期 

 変更後（下線部変更） 変更前 

出願期間（一般選抜） 変更なし 1/6(水)～ 1/21(木) 正午(12 時）まで 

出願期間（大学入試共通

テスト利用選抜） 
変更なし 1/6(水)～ 1/15(金) 正午(12 時）まで 

試験日（一般選抜のみ） 変更なし 2/1(月)、2/2(火)、2/3(水)、2/4(木) 

合格発表日 2/11(木・祝) 2/10(水) 

  ※フライト・オペレーションコースは日程が異なります。本資料の P.4 を確認してください。 
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■一般選抜・大学入学共通テスト利用選抜 中期 

 変更後（下線部変更） 変更前 

出願期間 変更なし 2/4(木)～ 2/12(金) 正午(12 時）まで 

試験日（一般選抜のみ） 変更なし 2/21(日) 

合格発表日 変更なし 2/25(木) 

  ※フライト・オペレーションコースは日程が異なります。以下を確認してください。 

 

 

■一般選抜・大学入学共通テスト利用選抜 後期 

 変更後（下線部変更） 変更前 

出願期間 変更なし 2/22(月)～ 2/26(金) 正午(12 時）まで 

試験日（一般選抜のみ） 変更なし 3/5(金) 

合格発表日 変更なし 3/9(火) 

  ※フライト・オペレーションコースは日程が異なります。以下を確認してください。 

 

 

■フライト・オペレーションコース 総合型選抜 

 変更後（下線部変更） 変更前 

出願期間 変更なし 10/16(金)～ 10/22(木) 正午(12 時）まで 

一次合格発表日 変更なし 11/20(金) 

試験日 変更なし 
12/5(土)、12/6(日)のうち 

本学が指定する 1日間 

二次合格発表日 変更なし 12/11(金) 

 

 

■フライト・オペレーションコース 学校推薦型選抜 

 変更後（下線部変更） 変更前 

出願期間 変更なし 11/2(月)～ 11/9(月) 正午(12 時）まで 

試験日 変更なし 
12/5(土)、12/6(日)のうち 

本学が指定する 1日間 

合格発表日 変更なし 12/11(金) 

 

 

■フライト・オペレーションコース 一般選抜・大学入学共通テスト利用選抜・編入学者選抜 

 変更後（下線部変更） 変更前 

出願期間（一般選抜） 変更なし 1/6(水)～ 1/21(木) 正午(12 時）まで 

出願期間（大学入試共通

テスト利用選抜） 
変更なし 1/6(水)～ 1/15(金) 正午(12 時）まで 

一次合格発表日 2/11(木・祝) 2/10(水) 

試験日 変更なし 
2/19(金)、2/20(土)のうち 

本学が指定する 1日間 

二次合格 変更なし 2/26(金) 
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３．試験科目の変更  

 

下記の通り試験科目を変更します。 

 

■総合型選抜（グローバル人材育成奨学生選抜） 

変更後（下線部変更） 変更前 

・ショートエッセイは実施しません。 

・面接時間を 5分程度延長します。  

詳細は『学生募集要項』で確認してください。 

・ショートエッセイ 20 分 

 

 

■編入学者選抜（一般・留学生・社会人） 

変更後（下線部変更） 変更前 

・小論文 

（出願時に提出）  

定められた提出期間までに小論文を提出します。 

提出期間・小論文のテーマについては『学生募集要

項』を確認してください。 

・面接時間を 5分程度延長します。 

詳細は『学生募集要項』で確認してください 

・小論文 60 分 

 

 

 

４．英語資格・検定試験について  

 

（１）英語資格・検定試験の追加について 

 

既に公表している英語資格・検定試験に加えて、「TOEFL iBT® Special Home Edition」を採用します。 

基準スコアと換算点は「TOEFL iBT®」と同様に扱います。その他の英語資格・検定試験については、受験

生サイトおよび『学生募集要項』を確認してください。 

 

※新型コロナウイルス感染症拡大に伴う配慮として、2021 年度入学者選抜に限る対応となります。 

※TOEFL iBT® Special Home Edition の受検に関する問い合わせは、TOEFL テスト主催団体 ETS へ直接、 

連絡ください。 

 

  <英語資格・検定試験を活用している入学者選抜> 

■総合型選抜（グローバル人材育成奨学生選抜）の出願条件 

■航空・マネジメント学群フライト・オペレーションコースの出願条件 

■一般選抜の英語外部検定試験の活用（得点換算：みなし点） 

■編入学者選抜（一般・留学生・社会人）の出願条件 

■公募制学校推薦型選抜の出願条件 

■留学生特別選抜グローバル・コミュニケーション学群 E方式 

 

 

 

（２）航空・マネジメント学群 航空管制コース、整備管理コース、空港マネジメントコースにおける 

英語資格・検定試験の出願条件免除について 

 

航空管制コース、整備管理コース、空港マネジメントコースの全入学者選抜における出願条件の一つである

英語資格・検定試験を 2021 年度入学者選抜に限り免除いたします。このことから、指定の英語資格・検定試

験を有していなくても出願することができます（取得スコアの提出は任意となります）。 
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５．航空・マネジメント学群の募集人員の変更について   

 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、フライト・オペレーションコースにおける飛行訓練への影響が想定さ

れることから、2021 年度入学者選抜に限り、以下の通り募集人員を変更いたします。 

 

■フライト・オペレーションコース 

 変更後 変更前 

総合型選抜 7 人 15 人 

指定校制学校推薦型選抜 3 人 5 人 

一般選抜 5 人 10 人 

大学入学共通テスト利用選抜 5 人 10 人 

 

■航空管制コース、整備管理コース、空港マネジメントコース 

 変更後 変更前 

総合型選抜 42 人 35 人 

公募制学校推薦型選抜 

指定校制学校推薦型選抜 

18 人 15 人 

一般選抜※1 36 人 30 人 

大学入学共通テスト利用選抜※1 24 人 20 人 

※1選抜方式ごとの募集人員は『学生募集要項』で確認してください。 

 

 

 

６．調査書（学習成績の状況）の特例措置  

本学では、すべての入試区分において出願の際に調査書等の提出を求めています。しかし、休校による出席

日数や特別活動の記録、指導上参考となる諸事項の記載が少ないことなどをもって、受験生の皆さんが不利益

を被ることのないよう考慮し、選考を行います。出願の時点で最新の評定平均値を基準とします。 

第3学年の成績を記載できない場合は、調査書の備考欄等に理由を明記してください。（記入例：新型コロナ

ウイルス感染症に伴う臨時休校のため、3学年の成績は記載不可。） 

 
 
 
７．一般選抜における出題範囲等の配慮について  

高等学校第３学年で履修することの多い科目（物理、化学、生物、世界史 B、日本史 B、政治・経済）において、

「発展的な学習内容」として記載されている内容からの出題においては、補足事項等を記載いたします。また、

理科の記述式問題においては、従来通り問題を選択できる出題方法にいたします。    

              

  

 

８．一般選抜の別入試日程への受験の振替  

新型コロナウイルスにより、一般選抜において当初出願試験の受験を見送る場合、試験の振り替えを認めます。

振り替えの詳細については、『学生募集要項』（9月中旬公開予定）をご確認ください。 

 

 

 

入学者選抜の詳細および今後の情報提供について 

 

入学者選抜の詳細は各『学生募集要項』を参照してください。 

なお、『学生募集要項』公表後でも、新型コロナウイルス感染症の状況により、実施方法・日程などの変更

がある場合は、本学受験生サイトで周知します。 

 

以上 


