
令和２（2020）年７月８日 

 

２０２１年度入学者選抜に係る発表済み情報の変更について 

「令和３年度大学入学者選抜実施要項」 

「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３年度大学入学共通テスト実施要項」 

――等に基づく入試制度の変更点とポイント 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための長期休校などの状況を踏まえ、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領と配慮事項が示さ

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」が発表され、第１日程・第２日程の設定を含めた実

施内容が通知されました。 

本学ではこれらに基づき、２年前から予告していた  2021年度入学者選抜の基本方針（予告その１・その２） と、

本年度４月に発表していた  2021年度入試計画  について、一部を変更します。 

既に発行済みの「2021入試ガイド」や、各種入試情報誌に掲載済みの計画からの変更がありますので、最新の入試情

報をあらためて確認してください。また、今後ふたたび緊急事態宣言が発表された場合や社会情勢によっては、さらな

る変更を行う場合がありますのでご注意ください。 

 

１．２０２１年度入試制度の内容変更について 

東京都市大学の２０２１年度入試は、「総合型選抜」「学校推薦型選抜」「一般選抜」といった名称変更や、新設さ

れる大学入学共通テストへの対応など、高大接続改革の趣旨を反映した工夫や変更を行いますが、基本的には前年度

の「２０２０年度入試」の内容を継承した入試制度になっており、各概要については既に発表済です。 

今般、各種通知に対応して、一部の入試制度についてスケジュール・出願書類・面接実施方法などを変更します。 

入試制度 試験日 主な変更内容 

総合型選抜 
総合型選抜（１段階選抜制） 10/10 

■出願期間変更 

■出願書類の配慮 

総合型選抜（２段階選抜制） 10/31 
■出願期間変更 

■出願書類の配慮 

学校推薦型選抜 
学校推薦型選抜（指定校制） 11/21 

■出願期間変更   ■面接はオンライン実施 

■出願書類の配慮 

学校推薦型選抜（公募制） 11/21 
■出願期間変更   ■面接はオンライン実施 

■出願書類の配慮  ■試験内容の一部変更 

大学入学共通テスト 

利用入試 

前期３教科型 結果利用 ■合格発表日変更 

前期５教科基準点型 結果利用 ■合格発表日変更 

後期３教科 

グループディスカッション型 
3/14 ■状況に応じて試験内容変更 

一般選抜 

一般選抜（前期） 2/1･2･3 
■合格発表日変更 

■感染症罹患者の受験日程振替制度設定 

■首都圏サテライト会場・補助会場の増設※ 

一般選抜（中期） 2/20 
■感染症罹患者の受験日程振替制度設定 

■首都圏サテライト会場・補助会場の増設※ 

一般選抜（後期） 3/ 4 ■補助会場の設定※ 

※世田谷キャンパス試験場は一定間隔を確保した席配置としますが、試験室定員を超えた場合に横浜キャンパスを利用します。 

 

２．入試制度の変更内容に関するオンライン説明会について 

各種入試制度の変更点と、あらためて特徴やポイントについてオンライン（ライブ配信）による説明会を行います。 

対象 説明会 実施概要 

高校教員等 

（進路指導担当者）対象 

オンライン説明会 

入試制度説明＆情報交換会 

７／２１（火）16:00～17:30 

ライブ配信 

受験生等 

（保護者など含む）対象 

オンライン説明会 

入試制度説明会 

７／２６（日）10：00～11:00 

ライブ配信（後日オンデマンド配信あり） 

８／２３（日）10:00には入試のほかに全学科が多彩な学科紹介プログラムを用意した 

オンラインオープンキャンパスを開催 

８月以降にもオンラインオープンキャンパスや来場型のセミナーを計画していますが、７月の上記２種類の説明会

は、いち早く入試変更点等を確認する機会としてご参加（視聴）ください。 

  



２０２１年度入試制度の変更点とポイント 現行継承 

× 

高大接続改革 長期休校などの状況や、「令和３年度大学入学者選抜実施要項」などに 

対応して、発表済みの入試制度の一部を変更します（赤文字が主な変更点） 

 

× チューニング 
 

 

 

１ 総合型選抜（１段階選抜制） 

 原 子 力 人 材 入 試  理工学部 原子力安全工学科 ①調査書 ②志望理由書 ③課題レポート ④面接 

 創作ソフトウェア入試  情報工学部 ２学科     ①調査書 ②志望理由書 ③創作したソフトウェア ④面接(ソフトプレゼン含む) 

 児童学探究総合入試  人間科学部 児童学科    ①調査書 ②志望理由書 ③自己アピール申請書 ④活動記録票 ⑤小論文 ⑥面接 

スケジュール・変更点 出願書類や試験内容・変更点 備考 

■出願期間 

 9/10～17 → 9/15～23 

■試験日 

10/10 

■合格発表 

10/19 

■「調査書」の対応 

高等学校の休校等の事情により調査書の記載内容に配

慮が必要な場合は、高等学校等からの申し出により不利

益のないように対応します。 

■「休校等の影響を受けた活動計画」任意追加 

高等学校の休校等の事情により、予定していた活動実績

が記載できない場合は、本人の出願書類として当書類を

提出（任意）することができます。 

■この１段階選抜制（書類選考が

ない）の対象は理工学部原子力

安全工学科・情報工学部２学科・

人間科学部児童学科の４学科で

す。 

■各学科の所属キャンパスを試験

場とします。 

 

２ 総合型選抜（２段階選抜制） 

「学習成績の状況」基準なし ①調査書 ②志望理由書 ③自己アピール申請書 ④活動記録票 ⑤適性検査※ ⑥面接 

※適性検査の内容は学部によって異なります。面接では口頭試問を含む学部があります。 

スケジュール・変更点 出願書類や試験内容・変更点 備考 

■出願期間 

9/10～17 → 9/15～23 

■試験日（１次通過者） 

10/31 

■合格発表 

11/10 

■「調査書」の対応（前記参照） 

■「休校等の影響を受けた活動計画」任意追加（前記参照） 

■この２段階選抜制（書類選考が

ある）の対象は人間科学部児童

学科以外の１６学科です。 

 

 

３ 学校推薦型選抜（指定校制） 

詳細は高校の進路指導室に問い合わせてください。「面接（プレゼンテーション含む）」を主とした選考となります。 

スケジュール・変更点 出願書類や試験内容・変更点 備考 

■出願期間 

10/26～11/2（出願登録） 

（書類は 11/4消印有効） 

■試験日 

11/21（オンライン実施） 

■合格発表 

12/3 

■面接はオンライン実施 

ＺＯＯＭを利用しますが、当日試験会場（世田谷キャン

パス）に来校することも可能とします。来校した場合で

も面接はコンピュータ教室等でオンライン実施（パソコ

ン等は大学が用意）とし、受験機会の公平性を期します。 

■「調査書」の対応（前記参照） 

■「休校等の影響を受けた活動計画」任意追加（前記参照） 

■面接の前半では志望動機等のプ

レゼンテーション（口頭）を行

い、その後、質疑応答で実施しま

す。 

 

４ 学校推薦型選抜（公募制） 

各学科が定める「学習成績の状況」基準あり ①調査書 ②志望理由書 ③推薦書 ④小論文 ⑤グループディスカッションまたは面接※ 

※学部によって方法が異なり、面接では口頭試問を含む学部があります。 

スケジュール・変更点 出願書類や試験内容・変更点 備考 

■出願期間 

10/26～11/2（出願登録） 

（書類は 11/4契印有効） 

■試験日 

11/21（オンライン実施） 

■合格発表 

12/3 

■面接はオンライン実施 

前記参照 

■試験当日の「小論文」をなくし、各学部において 

「オンラインで実施する特色ある入試」として再構築 

オンライン面接とするに当たり、全学部で予定していた

試験当日の「小論文」は実施しないこととします。 

その上で出願書類とオンライン面接の内容を「オンライ

ンで実施する特色ある入試」として再構築します。 

■理工学部・建築都市デザイン学部： 

グループディスカッション→個人面接に変更 

上記のように特色ある入試に再構築します。 

■「調査書」の対応（前記参照） 

■「休校等の影響を受けた活動計画」任意追加（前記参照） 

■面接の前半では志望動機等のプ

レゼンテーションを行い、その

後、質疑応答で実施します。 

理工学部・建築都市デザイン学

部についてもグループディスカ

ッションから個人面接に変更し

ます。 

■オンライン面接の詳細は「入学

試験要項」（８月中旬ホームペー

ジからダウンロード）で案内し

ます。 

 

 ■面接実施の「直接対面」ポリシーについて 

“面接のオンライン実施”については、「学校推薦型選抜（指定校制・公募制）」のみの適用としています。 

これは、本学では特に面接をともなう入学者選抜は、できるだけ直接対面で実施すべきという趣旨（ポリシー）によります。 

■新型コロナウイルス感染症の状況による変更 

今後の状況により、学校推薦型選抜以外の入試も“オンライン面接”に変更する場合は、試験実施日の１０日前を目途として判断します。 

  

オンライン面接 

オンライン面接 

▼ ▼ ▼ 



ここに掲載している以外の入試制度については別途お問い合わせください。 

10/31土 社会人特別入試／帰国生徒特別入試／国際バカロレア特別入試 

12/12土 外国人留学生特別入試／編入学試験／編入学試験（高等専門学校３年次指定校推薦） 

 

 

 

５ 大学入学共通テスト利用入試 

「大学入学共通テスト」の結果によって判定する入試制度で、各学科が指定する３教科で判定する「前期３教科型」、５教科の合計に合格基準点を設

定して判定する「５教科基準点型」、３月１４日に３教科の結果に加えて調査書とグループディスカッションで判定する「後期３教科グループディス

カッション型」があります。各学科が指定する科目等詳細は入学試験要項で確認してください。 

入試制度 スケジュール・変更点 出願書類や試験内容・変更点 備考 

共通テスト利用入試 

（前期３教科型） 

■出願期間 

12/21～①②とも 1/15 

■試験日（共通テスト） 

①1/16･17・②1/30･31 

○特2/13･14 

■合格発表 

①②とも 2/11 → 2/12 

○特は 2/25に追加で発表 

■第１日程・第２日程ともに大学

への成績提供日は同一の 2/8

ですが、従来よりも遅くなった

ため合格発表日を遅らせます。 

■○特 日程は①②の合格基準に基

づき 2/25 に追加で合格発表し

ます。 

■左記①は第１日程、②は第２日

程、○特は特例追試験日程を示し

ます。 

共通テスト利用入試 

（前期５教科基準点型） 
同上 

 ■各学科の定める基準点以上で

合格になる入試制度です。 

共通テスト利用入試 

（後期３教科グループ 

ディスカッション型） 

■出願期間 

2/22～3/9 

■試験日 

3/14 

■合格発表 

3/19 

■小論文への変更の可能性 

新型コロナウイルス感染症の

感染状況に応じて、グループ

ディスカッションを小論文に

変更するなどの対応をする場

合があります。 

■共通テストの結果と、調査書・

グループディスカッションに

より判定する制度です。 

 

６ 一般選抜 

「一般選抜」は日程や学部によって３教科判定と２教科判定に分かれます。複数教科や科目から選択できるなどバリエーションがあり、他学科との

併願プランも豊富です。詳細は入学試験要項で確認してください。 

入試制度 スケジュール･変更点 出願書類や試験内容・変更点 備考 

一般選抜 

（前期３教科型） 

（前期２教科型） 

■出願期間 

12/21～1/22 

■試験日 

2/1･2･3 

■合格発表 

2/11 → 2/12 

■受験日の振替 

新型コロナウイルス感染により「前期」

受験ができなかった場合には「中期」「後

期」に振替えて受験できます。 

■予備会場の設定 

本学会場（世田谷キャンパス）が収容定

員を超えた場合は横浜キャンパスを予

備会場とします。 

■首都圏サテライト会場の増設 

全国主要都市の学外試験場に加え、首都

圏にもサテライト会場を増設し、移動リ

スクの低減をはかります。 

■共通テスト利用入試の合格発

表が遅くなりますが、一般選抜

(前期)もこれに合わせて遅ら

せます。 

■各教科・科目の出題内容は、基

本的には学習指導要領に準拠

していますが、「発展的な学習

内容」を含む場合は設問中に補

足事項を記載します。 

 

一般選抜 

（中期３教科型） 

（中期２教科型） 

■出願期間 

12/21～2/13 

■試験日 

2/20 

■合格発表 

2/25 

■受験日の振替 

新型コロナウイルス感染により「中期」

受験ができなかった場合には「後期」に

振替えて受験できます。 

■予備会場の設定（同上） 

■首都圏サテライト会場の増設（同上） 

 

一般選抜 

（後期２教科型） 

■出願期間 

12/21～2/26 

■試験日 

3/4 

■合格発表 

3/9 

■予備会場の設定（同上） 

 

 

 

 ■主体性の評価について 

各入試はＷｅｂ出願とし、その際に学力の３要素や学術研究領域に対する意欲等を確認するための志願者本人による関連情報の入力を求めます。 

点数化したり合否判定に利用するものではありませんが、入学後には本学独自の学生ポートフォリオシステムに連動した情報にしていきます。 

一部の高校等で導入されている主体性等を整理するための補助システム（Ｊ-ｅポートフォリオなど）は、本学のＷｅｂ出願では利用しません。 

■英語の外部資格・検定試験の活用について 

「大学入学共通テスト利用入試」においては、英語の外部資格・検定試験を利用することはありません。 

「一般選抜」の一部では「本学が問題作成する｢筆記｣を中心とする英語の試験」に代えて「英語の外部資格・検定試験を得点化することができる」 

制度を設けています。 

■最新情報は「入学試験要項」で確認 

各入試の最終的な確定情報は「入学試験要項」で確認してください。当資料の掲載内容から変更する場合もあります。 

■大学ホームページ・インターネット出願サイト 

大学ホームページ上は常に最新情報を掲載し、「入学試験要項」配布後の変更があった場合の周知方法にもします。 

また、出願時に利用するインターネット出願サイトは受験生の連絡先登録をするので、最新情報を確実に伝える手段ともしていきます。 

  



 

 

旧 武蔵工業大学 

 

２０２１年度入試制度の変更点と 
ポイントに関するオンライン説明会 

現行継承 

× 
高大接続改革 

 × 

▼令和３年度大学入学者選抜実施要項 

▼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３年度大学入学共通テスト実施要項      ――に基づく入試制度の変更点とポイント 
チューニング 

 

 

 

 

オンライン説明会 

入試制度説明＆情報交換会 
７／２１（火）16:00～17:30 ライブ配信 

参加登録ＵＲＬ（またはＱＲコード） 

https://www.ocans.jp/tcu?fid=e40sWJYk 

プログラム進行概要 16:00～ セミナー形式 ①前年度入試結果 ②各入試制度の特徴やポイント ③変更点と趣旨 

16:40～ 双方向形式  ④本年度入試環境や実施に関する情報交換会 

17:00～ 個別形式   ⑤オンライン個別相談（希望者対象） 

 

 

 

オンライン説明会 

入試制度説明会 
７／２６（日）10:00～11:00 ライブ配信 

参加登録ＵＲＬ（またはＱＲコード） 

https://www.ocans.jp/tcu?fid=WiVB1aG0 

プログラム進行概要 10:00～ セミナー形式 ①各入試制度の特徴やポイント ②変更点と趣旨 

10:50～ セミナー形式 ③質疑応答（参加者相互の特定ができない仕組みで実施します） 

 

８／２３（日）10:00 には入試のほかに全学科が多彩な学科紹介プログラムを用意した 

オンラインオープンキャンパス を開催！ 参加登録方法は同一です 
９月には人数限定のキャンパス見学会を予定／その他進学イベントも大学ホームページでチェック！ 

 

 

 

参加(視聴)方法 

本学ホームページまたは上記ＱＲコードから「進学イベント」

申込ページにアクセスして参加登録を行ってください。 

参加者専用のマイページが提供されます。 

当日はマイページのトップのメニューからオンラインオープ

ンキャンパス各プログラムに参加します。 

スマートフォン・ＰＣのいずれにも対応していますが、当日の

視聴には大きな画面をお薦めします。 

 

入試に関するご質問・ご相談・お問い合わせ先 

入試センター 

〒158-8557 

東京都世田谷区玉堤 1-28-1 （世田谷キャンパス） 

ＴＥＬ：03-5707-0104（代） 

ＦＡＸ：03-5707-2211（直） 

ＵＲＬ：http://www.tcu.ac.jp 

E-mail：nyushi@tcu.ac.jp 
 

高校教員等（進路指導担当者）対象  

受験生等（保護者など含む）対象  


