
 

令和３年度千葉大学入学者選抜方法の変更について（予告） 

 

 

平成30年12月公表 

平成31年3月追加修正 

令和元年7月追加修正 

令和元年12月修正 

千葉大学 

 

大学入学者選抜実施要項の見直し及び大学入学共通テストの実施に伴う，令和3年度千葉大学

入学者選抜の変更等については，次のとおりとします。 

 

１ 大学入学共通テストにおける外国語検定試験成績利用について 
千葉大学では，大学入試英語成績提供システムを利用し，「ＣＥＦＲのＡ２レベル以

上を一般選抜における出願資格」とする旨，平成３０年１２月に公表しましたが，この

度，システムの導入延期を受け，出願の要件とはしません。 

 

２ 大学入学共通テストの「国語」の記述式成績利用について 
千葉大学では，大学入学共通テストの「国語」の記述式成績について，「段階別成績

表示を点数化し，マークシート式の得点に加点して利用します」としていましたが，こ

の度，記述式問題の導入見送りを受け，利用しません。そのため，国語の得点比率につ

いては，マークシート式 100％とします。  

 

３ 大学入学共通テストの「数学」の記述式成績利用について 
千葉大学では，大学入学共通テストの「数学」の記述式成績について，「従来のマー

クシート式と同様の取扱いとして利用します」としていましたが，この度，記述式問題

の導入見送りを受け，利用しません。  

 

４ 「学力の３要素を多面的・総合的に評価する」ことについて 

 （１）一般入試を「一般選抜」，ＡＯ入試を「総合型選抜」，推薦入試を「学校推薦型選抜」に，

それぞれ名称変更します。 

 （２）一般選抜における調査書等の活用については，以下のとおりとします。 

入学者の選抜は，従前のとおり，令和 3 年度大学入学共通テストの成績，個別学力検査

等の結果及び調査書の内容を総合して行います。 
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Ⅰ 一般選抜 

 

＜募集人員等の変更＞ 

令和 3年度入学者選抜から以下のとおり変更します。 

 

1.国際教養学部 

 【変更後】  【変更前】  

学 科 

募集人員  

学 科 

募集人員 

一般選抜 

（前期日程） 

特別選抜  一般入試（前期日程） 特別入試 

総合型選抜 ← 通常型入試 特色型入試 ＡＯ入試 

国際教養学科 83 7  国際教養学科 75 10 5 

※特色型入試の廃止に伴う変更です。 

 

2．理学部 

  【変更後】   【変更前】 

学 科 

募集人員  

学 科 

募集人員 

一般選抜 特別選抜  一般入試 特別入試 

前期日程 後期日程 総合型選抜 ← 前期日程 後期日程 推薦入試 

地球科学科 30 5 4  地球科学科 30 5 4 

     ※推薦入試の廃止並びに総合型選抜の新設に伴う変更です。 

 

3.工学部 

 【変更後】       【変更前】 

学 科 

募集人員 

学 科 

募集人員 

一般選抜 特別選抜  一般入試 特別入試 

前期日程 後期日程 総合型選抜 ← 前期日程 後期日程 ＡＯ入試 

総合工学科 456 124 40  総合工学科 466 124 30 

※情報工学コースの総合型選抜の新設に伴う変更です。 

                            

4.園芸学部 

 【変更後】       【変更前】 

学 科 

募集人員 

学 科 

募集人員 

一般選抜 特別選抜  一般入試 特別入試 

前期

日程 

後期

日程 

総合型

選抜 

園芸産業創発学

プログラム選抜 
← 

前期

日程 

後期

日程 

ＡＯ 

入試 

園芸産業創発学

プログラム選抜 

園芸学科 44 9 5 6  園芸学科 44 12 2 6 

    

 

 

＜大学入学共通テストの指定教科・科目及び個別学力検査の出題教科・科目等＞    

  令和 3年度入学者選抜における大学入学共通テストの指定教科・科目及び個別学力検査の出題教科・科目等に

ついては，別掲「令和 3 年度千葉大学入学者選抜（一般選抜）における出題教科・科目等について（予告）」（平

成 30 年 12月公表，令和元年 7月修正）で確認してください。 

 

 

＜大学入学共通テストの指定教科・科目及び個別学力検査の配点＞ 

令和 3年度入学者選抜における大学入学共通テストの指定教科・科目及び個別学力検査の出題教科・科目等 

の配点については，別掲「令和 3 年度千葉大学入学者選抜（一般選抜）における大学入学共通テスト及び個別学

力検査の配点（予告）で確認してください。 

 

http://www.chiba-u.ac.jp/exam/pdf/H27yokoku.pdf
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Ⅱ 特別選抜 

 

＜総合型選抜（名称をＡＯ入試から総合型選抜に変更します。）＞ 

令和 3年度入学者選抜から以下のとおり変更します。 

 

1.法政経学部 

法政経学科における総合型選抜を，以下のとおり変更します。 

    
【変更前】 
（出願資格等） 

2018年 1月 1日以降に受験した次の外国語検定試験において，以下のうちいずれかの条件を満たしている者 
 
  
 
 
 
 

（選抜方法等） 
提出された書類（志望理由書等）及び面接により，総合判定のうえ合格内定者を決定します。合格内定者のう

ち，以下のアまたはイに該当する者を，最終合格者として決定します。 

ア 2021 年度大学入学共通テストで指定する教科・科目の総得点（配点合計）が 80％に達した者 

イ 2021 年度大学入学共通テストで指定する教科・科目の総得点（配点合計）が 75％に達し，かつ外国語検定

試験の結果が以下のスコアに該当する者 

①TOEFL iBT 61 点以上 

②IELTS 5.5以上 

③GTEC（4技能のオフィシャルスコアに限る）※ 1110点以上 

④GTEC CBT ※ 1070点以上 

⑤実用英語技能検定 2304点以上 

※2018年 6月以前に GTEC CBTを受験した場合のスコア基準は「④GTEC CBT」とします。2018年 7月以降に

GTEC4 技能版の CBTタイプを受験した場合のスコア基準は「③GTEC」とします。 

 
【変更後】 
（出願資格等） 

2019年 4月 1日以降に受験した次の外国語検定試験において，以下のうちいずれかの条件を満たしている者 

①TOEFL iBT 56 点以上 

②IELTS 4.5 以上 

③GTEC（オフィシャルスコアに限る） 1075 点以上 

④実用英語技能検定 2130 点以上 

⑤Cambridge English 150 点以上 

⑥TEAP 267 点以上 

⑦TEAP CBT 508 点以上 

 
（選抜方法等） 

提出された書類（志望理由書等）及び面接により，総合判定のうえ合格内定者を決定し，更に 2021年度大学入

学共通テストで指定する教科・科目の総得点（配点合計）が 75％に達した合格内定者を，最終合格者として決

定します。 

 
 
 

 

  

①TOEFL iBT 55 点以上 

②IELTS 4.5以上 

③GTEC（4技能のオフィシャルスコアに限る）※ 1070点以上 

④GTEC CBT ※ 1020点以上 

⑤実用英語技能検定 1980点以上 
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2.教育学部 

学校教員養成課程における総合型選抜を，以下のとおり変更します。 

 

（選抜方法等 大学入学共通テストの指定教科・科目） 

【変更前】 

「簿記･会計」又は「情報関係基礎」を選択できる者は，高等学校の普通科・理数科以外の卒業（見込）者に 

限ります。 

【変更後】 

「簿記･会計」又は「情報関係基礎」を選択できる者は，高等学校の工業，商業等，職業に関する専門学科の 

卒業（見込）者に限ります。 

 

（小中専門教科コース音楽科教育分野 適性検査の概要） 

【変更前】 

初見視唱奏（実技）を通して，読譜力，表現力などを発揮する活動を行い，音楽科教員を目指す上で必要と 

される基礎力や，コミュニケーション能力，プレゼンテーション能力を総合的に判断します。 

【変更後】 

実技（声楽・ピアノ・聴音等）を通して，音楽科教員を目指す上で必要とされる基礎力や，コミュニケーション

能力，プレゼンテーション能力を総合的に判断します。 

 

 

3.理学部 

令和 3年度入学者選抜から理学部地球科学科で新たに総合型選抜を実施します。 

実施学部・

学科及び 
募集人員 

 

地球科学科 4名 

出願資格等 次の①～⑦のいずれかに該当する者 

① 高等学校（中等教育学校を含む。以下同じ。）を卒業した者及び令和 3 年（2021年）

3 月までに卒業見込みの者 

② 通常の課程による 12年の学校教育（※）を修了した者及び令和 3年（2021年）3月 ま

でに修了見込みの者 

（※）特別支援学校の高等部又は高等専門学校の 3年次が該当します。 

③ 外国において学校教育における 12年の課程を修了した者及び令和 3年（2021 年）3 月

までに修了見込みの者，又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの 

④ 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育

施設の当該課程を修了した者及び令和 3年（2021 年）3 月までに修了見込みの者 

⑤ 専修学校の高等課程（修業年限が 3年以上であること，その他文部科学大臣が定める

基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定したものを文部科学大臣が定め

る日以後に修了した者及び令和 3年（2021 年）3 月までに修了見込みの者 

⑥ 文部科学大臣の指定した者 

⑦ 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規

程による大学入学資格検定に合格した者を含む。）及び令和 3 年（2021年）3月までに

合格見込みの者 

選抜方法等  提出された書類（調査書，自己推薦書等）により，第 1次選抜合格者を決定します。第 1

次選抜合格者に対して，総合テストにより第 2次選抜合格者を決定します。 

第 2次選抜合格者に対して第 3次選抜（面接）を行い，総合判定により合格者を決定しま

す。（大学入学共通テストは免除します。） 

出願期間 令和 2年（2020 年）10月上旬（予定） 

選抜期日 第 1次選抜（書類選考）：令和 2年（2020 年）10月下旬～ 11月上旬（予定） 

第 2次選抜（総合テスト），第 3次選抜（面接）：令和 2年（2020年）11月中旬（予定） 

合格者発表 令和 2年（2020 年）12月上旬（予定） 

その他 地学に関する事柄を出題し，自然科学への関心の深さ，論理的思考力，表現力等を総合的

に評価します。 
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4.工学部 

令和 3年度入学者選抜から工学部総合工学科（情報工学コース）で新たに総合型選抜を実施します。 

実施学部・

学科及び 

募集人員 

 

総合工学科（情報工学コース）10名 

出願資格等 次の①～③のすべての要件を満たす者 

① 高等学校（中等教育学校及び特別支援学校高等部を含む。以下同じ。）を令和 3 年（2021

年）3 月卒業見込みの者（学校教育法施行規則第 93 条第 3 項の規定に基づき令和 2 年

（2020年）度中に高等学校を卒業又は卒業見込みの者） 

② 日本情報オリンピック（特定非営利活動法人 情報オリンピック日本委員会主催）の

本選に進出した者，または，情報処理に関する資格の取得やプログラミング・情報科学

に関するコンテストや競技会での優秀な成績や公開されている優れた制作・作品など，

日本情報オリンピック本選進出に準ずる情報科学・プログラミングの能力を有する者，

およびそれを証明するものが示せる者 

③ 令和 3 年（2021 年）1 月実施の令和 3 年（2021 年）度大学入学共通テストで指定す

る教科・科目（選抜方法等を参照）を受験する者 

選抜方法等  ① 出願時に提出された書類（調査書，志望理由書，日本情報オリンピック本選の成績ま

たは日本情報オリンピック本選参加と同等の情報科学やプログラミング能力を示す書

類等）により，第 1次選抜合格者を決定します。 

② 第 1 次選抜合格者に対し，口頭試問を含む面接により，第 2次選抜合格者を決定しま

す。 

③ 第 2 次選抜合格者のうち，令和 3 年（2021 年）度大学入学共通テストにおいて下記

の指定教科・科目を受験し，指定教科・科目の総得点（配点合計）が 70％を基準とし

た点数に達した者を最終合格者として決定します。 

 

大学入学共通テストの指定教科・科目 

指 定 教 科 ・ 科 目 指定科目数 配点 

数 学 
数学Ⅰ・数学Ａ １科目 100 

合計 

600 

数学Ⅱ・数学Ｂ １科目 100 

理 科 
物理 １科目 100 

化学 １科目 100 

外国語 
英語（リーディング＋リスニング）， 

ドイツ語，フランス語，中国語，韓国語 
１科目 200 

 

出願期間 令和 2年（2020 年）10月上旬（予定） 

選抜期日 第 1次選抜：書類選考〔令和 2年（2020年）10月上旬から中旬（予定）〕 

第 2次選抜：令和 2年（2020 年）10月下旬（予定） 

合格者発表 令和 3年（2021 年） 2月中旬（予定） 

〔第 1次選抜合格者の発表：令和 2 年（2020年）10月中旬（予定）〕 

〔第 2次選抜合格者の発表：令和 2 年（2020年）11月中旬（予定）〕 

その他 研究成果の発表方式： 

一人当たり 20～30 分の面接時間で，前半 10分で成果（優れた成績や制作・作品）等の発表

を，後半で質疑応答を行います。成果等の発表方式は自由ですが，出願時に発表方式の申告

が必要となります。詳細は募集要項で公表します。 

（注）大学入学共通テストの受験教科・科目については，上記 3教科 5科目に制限するものではありません。 

上記以外の教科・科目を受験しても，本選抜には影響しません。 
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5.園芸学部 

  園芸学科，応用生命化学科及び緑地環境学科における総合型選抜を以下のとおり変更します。 

【変更前】 

出願資格等 

次の(1)～(2)の要件をすべて満たす者 

(1) 次の①～⑥のいずれかに該当し，かつ，令和3年1月実施の令和3年度大学入学共通テストで指定

する教科・科目（選抜方法等を参照）を受験する者 

① 高等学校（中等教育学校を含む。）を卒業した者及び令和3年3月卒業見込みの者 

② 通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び令和3年3月修了見込みの者 

※特別支援学校の高等部又は高等専門学校の3年次を修了した（見込みの）者が該当します。 

③ 外国において学校教育における12年の課程を修了した者及び令和3年3月までに修了見込みの者，

又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの 

④ 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該

課程を修了した者及び令和3年3月までに修了見込みの者 

⑤ 文部科学大臣の指定した者 

⑥ 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規程による大

学入学資格検定に合格した者を含む。）及び令和3年3月までに合格見込みの者 

 

(2) 次世代スキップアッププログラム等，千葉大学が主催するセミナー等を修了した者，又は，高

等学校在学中（あるいはそれに相当する課程の期間中）に，科学技術・園芸技術に係わる研究発

表会・コンテスト・セミナー・社会活動において出願者個人が評価を得た者（出願者個人の実績

および貢献度を証明できる書類または資料の提出が必要です。更に，入学志願者調書の所定欄に

も活動実績を記入してください。） 

選抜方法等 

提出された書類（志願票，調査書，自己推薦書，志望理由書等）により，第１次判定を行います。 

第１次判定合格者に対して面接を行い，総合判定のうえ合格者（合格内定者）を決定し，更に，

令和 3年度大学入学共通テストで指定する教科・科目の成績（素点）の総得点が 70%に達した合格内

定者を最終合格者として決定します。 

 

【変更後】 

出願資格等 

次の(1)～(2)の要件をすべて満たす者 

(1) 次の①～⑥のいずれかに該当し，かつ，令和3年1月実施の令和3年度大学入学共通テストで指定

する教科・科目（選抜方法等を参照）を受験し，かつ，大学入試センターに外国語検定試験の成

績を提供する者 

① 高等学校（中等教育学校を含む。）を卒業した者及び令和3年3月卒業見込みの者 

② 通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び令和3年3月修了見込みの者 

※特別支援学校の高等部又は高等専門学校の3年次を修了した（見込みの）者が該当します。 

③ 外国において学校教育における12年の課程を修了した者及び令和3年3月までに修了見込みの者，

又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの 

④ 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該

課程を修了した者及び令和3年3月までに修了見込みの者 

⑤ 文部科学大臣の指定した者 

⑥ 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規程による大

学入学資格検定に合格した者を含む。）及び令和3年3月までに合格見込みの者 

 

(2) 次世代スキップアッププログラム等，千葉大学が主催するセミナー等を修了した者，又は，高

等学校在学中（あるいはそれに相当する課程の期間中）に，科学技術・園芸技術に係わる研究発

表会・コンテスト・セミナー・社会活動において出願者個人が評価を得た者（出願者個人の実績

および貢献度を証明できる書類または資料の提出が必要です。更に，入学志願者調書の所定欄に

も活動実績を記入してください。） 

選抜方法等 

提出された書類（志願票，調査書，自己推薦書，志望理由書等）により，第１次判定を行います。 

第１次判定合格者に対して面接を行い，総合判定のうえ合格者（合格内定者）を決定し，更に，

令和 3年度大学入学共通テストで指定する教科・科目の成績（素点）の総得点が概ね 70%に達した，

かつ，大学入試センターに提供した外国語検定試験の成績が CEFR B1 以上である合格内定者を最終

合格者として決定します。 

なお，「国語」は択一式と記述式（段階別成績表示を得点に換算）の両方を利用します。 
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＜学校推薦型選抜（名称を推薦入試から学校推薦型選抜に変更します。）＞ 

令和 3年度入学者選抜から以下のとおり変更します。 

 

1.理学部 

地球科学科における学校推薦型選抜（募集人員：４名）を廃止します。 

 

2.看護学部 

看護学科における学校推薦型選抜を，以下のとおり変更します。 

【変更前】 
（選抜方法等） 

提出された書類（調査書，推薦書）並びに小論文及び面接により，総合判定のうえ合格者を決定します。（大

学入試センター試験は免除します。） 

【変更後】 
（選抜方法等） 

①提出された書類（調査書，推薦書）並びに小論文及び面接により，総合判定のうえ合格内定者を決定します。 

②令和 3 年度大学入学共通テストで次のとおり指定する教科・科目の成績（国語，外国語は 100点満点に換算，

地理歴史・公民，理科，数学は 50 点満点に換算します。）の総得点がおおむね 65％に達した合格内定者を

最終合格者として決定します。 

大学入学共通テストの指定教科・科目 

指定教科・科目 指定科目数 配点 

国語 国語 １科目 100 

合計 

350 

地理歴史 

公民 
世界史Ｂ，日本史Ｂ，地理Ｂ，「倫理，政治・経済」 １科目 50 

数学①② 数学Ⅰ・数学Ａ，数学Ⅱ・数学Ｂ １科目 50 

理科② 物理，化学，生物 １科目 50 

外国語 英語，ドイツ語，フランス語 １科目 100 

     国語は記述式の成績を利用し，マークシート式との合計を 100 点満点に換算します。 

英語はリーディングとリスニングの合計を 100点満点に換算します。 

   地理歴史・公民及び理科②において 2科目受験している場合は，第 1 解答科目の成績を利用します。 

数学において 2 科目受験している場合は，高得点の科目を利用します。 

   

 

＜帰国子女選抜（名称を帰国子女入試から帰国子女選抜に変更します。）＞ 
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＜園芸産業創発学プログラム選抜＞ 

令和 3年度入学者選抜から以下のとおり変更します。 

1.園芸学部 

園芸学科，食料資源経済学科における園芸産業創発学プログラム選抜を，以下のとおり変更します。 

 

【変更前】  

（出願資格等） 

 次の英語外部検定試験のいずれかの条件を満たしている者 

(1) 実用英語技能検定※1 1950 点以上 
 (2) GTEC（４技能） 960 点以上 
 (3) TOEFL  iBT 42 点以上 

(4) TOEIC L&R＋S&W※2    1150 点以上 
※1 2 級あるいはそれより上の級の受験が必要となります。スコアの証明書発行については実施団体に 

お問合せください 

※2 両検定試験の受験及びスコアを必須とし、TOEIC S&W のスコアを 2.5倍にして合算したスコアで判定する。 

 

【変更後】 

（出願資格等） 

 次の英語外部検定試験のいずれかの条件を満たしている者 

(1) 実用英語技能検定※1 1950 以上 
 (2) GTEC（４技能） 960 以上 
 (3) TOEFL  iBT 42 以上 
 (4) TOEIC L&R＋S&W※2 1150 以上 
 (5) Cambridge English 140 以上 
 (6) IELTS 4.0 以上 
 (7) TEAP 225 以上 
 (8) TEAP CBT 420 以上 

※1 2 級あるいはそれより上の級の受験が必要となります。スコアの証明書発行については実施団体に 

お問合せください 

※2 両検定試験の受験及びスコアを必須とし、TOEIC S&W のスコアを 2.5倍にして合算したスコアで判定する。 

 

 

＜社会人選抜（名称を社会人入試から社会人選抜に変更します。）＞ 

 

 

＜私費外国人留学生選抜（名称を私費外国人留学生入試から私費外国人留学生選抜に変更します。）＞ 

令和 3年度入学者選抜から以下のとおり変更します。 

 

1.看護学部 

看護学科における私費外国人留学生選抜を，以下のとおり変更します。 

【変更前】 

（日本留学試験の基準点） 

指定する科目それぞれにおいて，（日本語については，記述，読解，聴読解，聴解それぞれの領域において）

得点が平均点以上 

【変更後】              

（日本留学試験の基準点） 

指定する科目それぞれにおいて，得点が 70％以上   

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

＜先進科学プログラム（飛び入学）学生選抜＞ 

1.先進科学プログラム４月入学（春飛び入学）学生選抜（方式Ⅱ） 

令和 3年度入学者選抜から，選抜方法等を以下のとおり変更します。 

 

【変更後】                     【変更前】 

選抜方法等  選抜方法等 

提出された書類（自己推薦書，推薦書及び調 

査書）並びに前期日程の筆記試験（受験科目は

分野・学科別に指定）の結果により，第 1 次判

定合格者を決定します。さらに，第 1 次判定合

格者に対して面接（人間科学関連分野は課題論

述及び面接）を行い，総合判定のうえ合格者を

決定します。 

 また，志望する分野に関連する物理，化学，

生物，数学，情報分野などの科学技術コンテス

ト等における実績（自己推薦書に記入のこと）

がある場合には，その実績を総合判定において

評価します。 

 なお，工学関連分野[工学部 総合工学科（物

質科学コース）]では，ISEF（国際学生科学技術

フェア）の個人研究で日本代表として派遣され

た者については，前期日程の筆記試験を免除し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

← 

提出された書類（自己推薦書，推薦書及び調 

査書）並びに前期日程の筆記試験（受験科目は

分野・学科別に指定）の結果により，第 1 次判

定合格者を決定します。さらに，第 1 次判定合

格者に対して面接（人間科学関連分野は課題論

述及び面接）を行い，総合判定のうえ合格者を

決定します。 

 なお，志望する分野に関連する物理，化学，

生物，数学，情報分野などの科学技術コンテス

ト等における実績（自己推薦書に記入のこと）

がある場合には，その実績を総合判定において

評価します。 

 

 

 

2.先進科学プログラム９月入学（秋飛び入学）学生選抜（方式Ⅲ） 

令和 3年度入学者選抜から，募集分野[学部・学科（コース）]等を以下のとおり変更します。 

 

【変更後】                     【変更前】 

募集分野［学部・学科（コース）］  募集分野［学部・学科（コース）］ 

・物理学関連分野［理学部 物理学科］ 

・工学関連分野 

 ［工学部 総合工学科（物質科学コース）］ 

 

 

← 

・物理学関連分野［理学部 物理学科］ 

・工学関連分野 

 ［工学部 総合工学科（デザインコース， 

電気電子工学コース，物質科学コース）］ 

 

 

【変更後】                     【変更前】 

出願資格等  出願資格等 

 学校教育法第 90 条第 1 項又は同条第 2 項の規

定により大学入学資格を有する者で，次の二つの

要件を満たし，高等学校長等が責任をもって推薦

するもの 

① 令和 3年 3月 31日において年齢が満 17歳以

下の者（高等学校卒業程度認定試験合格者は満

17 歳の者） 

② 次の分野のいずれかに該当する者 

・物理学関連分野：国際物理オリンピックの 

日本代表選手候補者に選抜されたことのある 

者 

・工学関連分野 ：国際物理オリンピックま 

たは国際化学オリンピックの日本代表選手候 

補者に選抜されたことのある者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

← 

 学校教育法第 90条第 1項又は同条第 2項の規

定により大学入学資格を有する者で，次の二つ

の要件を満たし，高等学校長等が責任をもって

推薦するもの 

① 令和 3 年 3 月 31 日において年齢が満 17 歳

以下の者（高等学校卒業程度認定試験合格者

は満 17歳の者） 

② 次の分野のいずれかに該当する者 

・物理学関連分野：国際物理オリンピックの 

日本代表選手候補者に選抜されたことのある 

者 

・工学関連分野 ：工学に関して優れた資質 

を有し，その探究を志す者 
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【変更後】                     【変更前】 

選抜方法等  選抜方法等 

提出された書類（自己推薦書，推薦書及び調 

査書等）並びに面接により，総合判定のうえ合

格者を決定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

← 

提出された書類（自己推薦書，推薦書及び調 

査書等）並びに課題論述により，第 1 次判定合 

格者を決定します。さらに，第 1 次判定合格者 

に対して面接を行い，総合判定のうえ合格者を 

決定します。 

【物理学関連分野】 

物理学関連分野では課題論述を免除します。 

【工学関連分野】 

工学関連分野[総合工学科（物質科学コース）] 

では ISEF（国際学生科学技術フェア）に個人研 

究で日本代表として派遣された者，国際物理オ 

リンピックまたは国際化学オリンピックの日本 

代表選手候補者に選抜されたことのある者につ 

いては，課題論述を免除します。 

 

【変更後】                     【変更前】 

出願期間  出願期間 

令和 3年 1月下旬～2月上旬 
← 

令和 3年 6月上旬～6月中旬 

 

【変更後】                     【変更前】 

選抜期日  選抜期日 

令和 3年 3月中旬 
← 

令和 3年 7月中旬 

 

【変更後】                     【変更前】 

合格者発表  合格者発表 

令和 3年 3月下旬 
← 

令和 3年 8月上旬 
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