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□ 新型コロナウイルス感染症対策に伴う選抜方法等の変更について 

 
令和 2年（2020 年）7月 31日 

横浜国立大学 

 
令和３年度（2021年度）の入学者選抜においては、新型コロナウイルスの感染拡大防止に関

わる対応として、試験日程や選抜方法を今後さらに変更する可能性があります。 
そのため、この入学者選抜要項と各入試の学生募集要項では記載内容が異なる場合がありま

す。また、学生募集要項を公表した後に新たな措置を講じる必要が生じた際には、横浜国立大
学のウェブサイト（https://www.ynu.ac.jp/）にてお知らせします。 

最新の情報は、各入試の学生募集要項および上記ウェブサイトで必ず確認をしてください。 

 
１．一般選抜 

入学者の選抜は、令和元年（2019年）12月 26日に公表した「令和 3年度（2021年度）横浜国
立大学入学者選抜の変更について」の内容に沿って、大学入学共通テストの成績と本学が行う個
別学力検査・実技検査・面接・調査書・自己推薦書を総合して行う予定としていましたが、新型
コロナウイルスの感染拡大の収束が見通せない中、入学志願者の安全と受験機会の確保を最優先
するため、選抜方法を次の通り変更します。選抜方法や配点等の詳細については、「令和 3 年度
（2021 年度）入学者選抜要項」を参照してください。 

 
○教育学部 

変更前 変更後 

前期日程 

①大学入学共通テスト 

・地理歴史・公民から 1科目の場合 

〔5教科 7科目〕又は〔5教科 8科目〕 

・地理歴史・公民から 2科目の場合 

〔5教科 7科目〕又は〔5教科 8科目〕 

又は〔6教科 7科目〕又は〔6教科 8科目〕 

 

②個別学力検査等 

【学校教員養成課程 言語・文化・社会系教育コース、

自然・生活系教育コース、芸術・身体・発達支援系教

育コース（心理学・特別支援教育専門領域）】 

集団面接試験（調査書および自己推薦書の評価を含

む）と小論文（教育課題論文） 

 

 

 

 

【学校教員養成課程 芸術・身体・発達支援系教育コー

ス（音楽・美術・保健体育専門領域）】 

集団面接試験（調査書および自己推薦書の評価を含

む）と、選択した専門領域の実技検査「音楽の実技」、

「美術の実技」、「体育の実技」 

 

前期日程 

①大学入学共通テスト 

・地理歴史・公民から 1科目の場合 

〔5教科 7科目〕又は〔5教科 8科目〕 

・地理歴史・公民から 2科目の場合 

〔5教科 7科目〕又は〔5教科 8科目〕 

又は〔6教科 7科目〕又は〔6教科 8科目〕 

 

②個別学力検査等 

【学校教員養成課程 言語・文化・社会系教育コース、

自然・生活系教育コース、芸術・身体・発達支援系教

育コース（心理学・特別支援教育専門領域）】 

面接試験（調査書および自己推薦書の評価を含む）

と小論文（教育課題論文）試験に相当する内容の動画

やレポート等の提出物（以降、それぞれ面接試験、小

論文試験という。）により合格者を決定します。 

追試験は実施しません。 

 

【学校教員養成課程 芸術・身体・発達支援系教育コー

ス（音楽・美術・保健体育専門領域）】 

面接試験（調査書および自己推薦書の評価を含む）

と、選択した専門領域の実技検査「音楽の実技」、「美

術の実技」、「体育の実技」に相当する内容の写真や動

画等の提出物（以降、それぞれ面接試験、実技検査と

いう。）により合格者を決定します。 

追試験は実施しません。 



2 

○経済学部 
変更前 変更後 

前期日程 

①大学入学共通テスト 
〔5教科 7科目〕又は〔5教科 8科目〕 

又は〔6教科 7科目〕又は〔6教科 8科目〕 

 

 
 
 
②個別学力検査等 

数学、外国語 
 

前期日程 

①大学入学共通テスト 

〔5教科 7科目〕又は〔5教科 8科目〕 

又は〔6教科 7科目〕又は〔6教科 8科目〕 

大学入学共通テストの成績により合格者を決定します。 

個別学力検査前期日程の数学と外国語の成績は、大学入

学共通テストの数学と外国語の成績で代替します。 

 

②個別学力検査等 

実施しません。そのため、追試験も実施しません。 
 

後期日程 

①大学入学共通テスト 

〔5教科 6科目〕又は〔5教科 7科目〕 

 

 
 
 
②個別学力検査等 
数学又は外国語 
 

後期日程 

①大学入学共通テスト 

〔5教科 6科目〕又は〔5教科 7科目〕 

大学入学共通テストの成績により合格者を決定します。 

個別学力検査後期日程の数学又は外国語の成績は、大学

入学共通テストの数学又は外国語の成績で代替します。 

 

②個別学力検査等 

実施しません。そのため、追試験も実施しません。 
 

 
○経営学部 

変更前 変更後 

前期日程 

①大学入学共通テスト 
〔5教科 6科目〕又は〔5教科 7科目〕 

 

 

 

 

②個別学力検査等 
数学又は外国語 
 

前期日程 

①大学入学共通テスト 

〔5教科 6科目〕又は〔5教科 7科目〕 

大学入学共通テストの成績により合格者を決定します。 

個別学力検査前期日程の数学又は外国語の成績は、大学

入学共通テストの数学又は外国語の成績で代替します。 

 

②個別学力検査等 

実施しません。そのため、追試験も実施しません。 
 

後期日程 

①大学入学共通テスト 
〔5教科 6科目〕又は〔5教科 7科目〕 

 

 

 

 

②個別学力検査等 
数学、外国語 
 

後期日程 

①大学入学共通テスト 

〔5教科 6科目〕又は〔5教科 7科目〕 

大学入学共通テストの成績により合格者を決定します。 

個別学力検査後期日程の数学と外国語の成績は、大学入

学共通テストの数学と外国語の成績で代替します。 

 

②個別学力検査等 

実施しません。そのため、追試験も実施しません。 
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○理工学部 

変更前 変更後 

前期日程 

①大学入学共通テスト 
〔5教科 7科目〕 

 

 

 

 

 

②個別学力検査等 
数学、理科、外国語 
 

前期日程 

①大学入学共通テスト 

〔5教科 7科目〕 

大学入学共通テストの成績により合格者を決定します。 

個別学力検査前期日程の数学と理科と外国語の成績は、

大学入学共通テストの数学と理科と外国語の成績で代替

します。 

 

②個別学力検査等 

実施しません。そのため、追試験も実施しません。 
 

後期日程 

①大学入学共通テスト 
〔5教科 7科目〕 

 

 

 

 

②個別学力検査等 
数学、理科 
 

後期日程 

①大学入学共通テスト 

〔5教科 7科目〕 

大学入学共通テストの成績により合格者を決定します。 

個別学力検査後期日程の数学と理科の成績は、大学入学

共通テストの数学と理科の成績で代替します。 

 

②個別学力検査等 

実施しません。そのため、追試験も実施しません。 
 

 

○都市科学部 

変更前 変更後 

前期日程 

①大学入学共通テスト 
【都市社会共生学科】 
・地理歴史・公民から 1科目の場合 

〔5教科 7科目〕又は〔5教科 8科目〕 

・地理歴史・公民から 2科目の場合 

〔5教科 7科目〕又は〔5教科 8科目〕 

又は〔6教科 7科目〕又は〔6教科 8科目〕 

 
 
 
 
【建築学科、都市基盤学科、環境ﾘｽｸ共生学科】 

〔5教科 7科目〕 

 

 

②個別学力検査等 
【都市社会共生学科】 
小論文 

【建築学科、都市基盤学科、環境ﾘｽｸ共生学科】 
数学、理科、外国語 
 

前期日程 

①大学入学共通テスト 

【都市社会共生学科】 
・地理歴史・公民から 1科目の場合 

〔5教科 7科目〕又は〔5教科 8科目〕 

・地理歴史・公民から 2科目の場合 

〔5教科 7科目〕又は〔5教科 8科目〕 

又は〔6教科 7科目〕又は〔6教科 8科目〕 

大学入学共通テストの成績により合格者を決定します。 

個別学力検査前期日程の成績は、大学入学共通テストの

国語、地理歴史・公民、外国語の成績で代替します。 
 
【建築学科、都市基盤学科、環境ﾘｽｸ共生学科】 

〔5教科 7科目〕 

大学入学共通テストの成績により合格者を決定します。 

個別学力検査前期日程の成績は、大学入学共通テストの

数学、理科、外国語の成績で代替します。 

 

②個別学力検査等 

【全学科】 
実施しません。そのため、追試験も実施しません。 
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変更前 変更後 

後期日程 

①大学入学共通テスト 
【都市社会共生学科】 
・地理歴史・公民から 1科目の場合 

〔5教科 7科目〕又は〔5教科 8科目〕 

・地理歴史・公民から 2科目の場合 

〔5教科 7科目〕又は〔5教科 8科目〕 

又は〔6教科 7科目〕又は〔6教科 8科目〕 

 
 
 
 
【建築学科、都市基盤学科、環境ﾘｽｸ共生学科】 

〔5教科 7科目〕 

 

 
 
②個別学力検査等 
【都市社会共生学科】 
面接試験 

【建築学科、都市基盤学科】 

数学、理科 

【環境ﾘｽｸ共生学科】 
数学、小論文 
 

後期日程 

①大学入学共通テスト 

【都市社会共生学科】 
・地理歴史・公民から 1科目の場合 

〔5教科 7科目〕又は〔5教科 8科目〕 

・地理歴史・公民から 2科目の場合 

〔5教科 7科目〕又は〔5教科 8科目〕 

又は〔6教科 7科目〕又は〔6教科 8科目〕 

大学入学共通テストの成績により合格者を決定します。 

個別学力検査後期日程の成績は、大学入学共通テストの

地理歴史・公民、その他 1 教科の成績で代替します。 
 
【建築学科、都市基盤学科、環境ﾘｽｸ共生学科】 

〔5教科 7科目〕 

大学入学共通テストの成績により合格者を決定します。 

個別学力検査後期日程の成績は、建築学科、都市基盤学

科では大学入学共通テストの数学、理科の成績で、環境リ

スク共生学科では大学入学共通テストの数学の成績で代

替します。 

 

②個別学力検査等 

【全学科】 
実施しません。そのため、追試験も実施しません。 

 
 
 
２．特別選抜 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う海外在住者の帰国時期への影響や、中止・延期等となっ

た大会や資格・検定試験等への対応、また、新型コロナウイルスの感染拡大の収束が見通せない

中、入学志願者の安全と受験機会の確保を最優先するための対応として、出願要件および選抜方

法を次の通り変更します。出願要件や選抜方法等の詳細については、本要項の３７ページ以降を

参照してください。 
 
○総合型選抜（経済学部および経営学部） ：出願要件 

○学校推薦型選抜（教育学部） ：出願要件 

○外国学校出身者選抜（経済学部） ：出願要件 

○社会人選抜（経営学部） ：出願要件 

○YGEP-N1・N2（実施全学部） ：出願要件 

○YCCS特別プログラム入試（都市科学部） ：出願要件 

変更前 変更後 

TOEFL iBT のスコア証明書の提出を有効

とします。 
TOEFL iBT（Special Home Edition を含む）の

スコア証明書の提出を有効とします。 
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○総合型選抜（教育学部） ：選抜方法 
変更前 変更後 

【第１次選抜】 

自己推薦書、調査書、課題レポートの評価

と併せて、小論文試験を課して、それらの結

果を総合的に判断して第１次選抜合格者を決

定します。小論文試験は、小学校の授業風景

を撮影したビデオを視聴の上、与えられた課

題の論述を行います。 

 

【第２次選抜】 

第１次選抜合格者に対し、提出書類の内容を

基に、複数の面接員による個人面接を行いま

す。個人面接では、その場で与えられた課題

に対するプレゼンテーションを行います。ま

た、これまでの継続的な体験活動や課題レポ

ート等について説明していただき、教育の今

日的課題等の質問を行います。 

【第１次選抜】 

自己推薦書、調査書、課題レポートの評価と併せ

て、小論文試験の内容に相当する課題（以降、「小論

文試験」という。）を課して、それらの結果を総合的

に判断して第１次選抜合格者を決定します。 

 

 

 

【第２次選抜】 

第１次選抜合格者に対し、面接試験の内容に相当す

る課題（以降、「面接試験」という。）について、動

画での提出を課します。課題には、学校現場を想定

したプレゼンテーションを含みます。 

 
○学校推薦型選抜（教育学部） ：出願要件 

変更前 変更後 

（８）保健体育専門領域の志願者にあっては、

都道府県大会・競技会で８位以内か、地区大

会（都道府県より上位の大会を指す。例：関

東地区大会、南関東地区大会 など）、全国大

会、国際大会に出場した者。この場合、それ

に該当することを証明する資料のコピーを添

付すること。団体競技の場合は、志願者が競

技に参加したことが証明できるものを添付す

ること。 

（８）保健体育専門領域の志願者にあっては、スポ

ーツ、武道、ダンスで成果を上げた者。なお、都道

府県大会以上の大会に出場した経験のある者は、そ

れを証明する資料のコピーを添付すること。 

 
○学校推薦型選抜（教育学部） ：選抜方法 

変更前 変更後 

１．入学者の選抜は、大学入学共通テスト及

び個別学力検査等を免除し、小論文及び個人

面接による試験、推薦書、調査書、志願理由

書、自己推薦書、英語専門領域を志願する者

のみ外部試験、音楽専門領域を志願する者の

み聴音（２声の書き取り（大譜表、８小節程

度））の実技試験、これらを総合的に評価しま

す。 

１．入学者の選抜は、大学入学共通テスト及び個別

学力検査等を免除し、小論文及び個人面接による試

験に相当する課題の提出物（課題論文や動画など）、

推薦書、調査書、志願理由書、自己推薦書、英語専

門領域を志願する者のみ外部試験、音楽専門領域を

志願する者のみ聴音の試験に代る実技検査（志願者

が選んだ任意の 1 曲の演奏録画による）、これらを

総合的に評価して行います。 
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○学校推薦型選抜（理工学部） ：選抜方法 
変更前 変更後 

入学者の選抜は、令和 3 年度（2021 年度）大

学入学共通テストの成績・推薦書・調査書及

び面接によって行います。 

入学者の選抜は、令和 3 年度（2021 年度）大学入

学共通テストの成績・推薦書・調査書及び自己推薦

書によって行います。 
 
○帰国生徒選抜（教育学部） ：出願要件 

変更前 変更後 

（２）外国の教育制度に基づいて外国に設置

された学校から、引き続き日本の高等学校の

第３学年若しくは中等教育学校の第６学年に

編入し、（略） 

（２）外国の教育制度に基づいて外国に設置された

学校から、引き続き日本の高等学校の第３学年若し

くは中等教育学校の第６学年に編入し、（略） 
注５：（２）についてのみ、新型コロナウイルス感

染拡大の影響で当初の予定を繰り上げて帰国し、出

願要件を満たせなくなった場合に限り、出願期間前

にご相談ください。 
 
○帰国生徒選抜（教育学部） ：選抜方法 

変更前 変更後 

１．入学者の選抜は、大学入学共通テスト及び

個別学力検査等を免除し、小論文及び個人面

接による試験、学業成績証明書、志願理由書及

び自己推薦書の内容を総合して行います。 

１．入学者の選抜は、大学入学共通テスト及び個別学

力検査等を免除し、小論文及び個人面接による試験に

相当する課題の提出物（課題論文や動画など）、学業

成績証明書、志願理由書及び自己推薦書の内容を総

合的に評価して行います。 

 
○YGEP-N1（渡日）（実施全学部） ：出願要件 

YGEP-N1・N2（渡日前）（都市科学部） ：出願要件 

変更前 変更後 

出願要件の対象とする日本留学試験は、令

和２年(2020年)６月実施分および１１月実施

分とします。 

出願要件の対象とする日本留学試験は、令和２年

(2020 年)１１月実施分のみとします。 

 

○YGEP-N1（渡日）（理工学部） ：選抜方法 
変更前 変更後 

数学及び面接 面接 

 

○YGEP-N1（渡日前）（理工学部） ：出願要件 

変更前 変更後 

出願要件の対象とする日本留学試験は、令

和元年(2019年)１１月実施分および令和２年

(2020 年)６月実施分とします。 

出願要件の対象とする日本留学試験は、令和元年

(2019 年)１１月実施分のみとします。 

 


