2020 年 10 月 5 日
東京医科歯科大学

令和３（2021）年度大学入学者選抜において大学入学共通テストの
特例追試験及び本学の追試験を受験する場合の留意点について

令和３（2021）年度大学入学者選抜の本学の「入学者選抜要項」や一部の「学生募集要項」は、
既に公表していますが、今回の選抜では、新型コロナウィルス感染症への対応により、大学入学
共通テストにおける特例追試験の実施や、個別学力検査における追試験の実施に伴い、それらの
試験を受験した者の選抜方法を変更する場合があります。一般選抜及び特別選抜などの出願や受
験に当たっては、各「学生募集要項」をご覧いただくとともに、大学入学共通テストの特例追試
験受験者や本学の追試験受験者は、本資料に留意点を記載しているので、確認の上、間違いのな
いように手続きを進めるようにしてください。
なお、先に公表した「入学者選抜要項」から試験の実施方法を変更している部分もあるので留
意してください。

注意：本資料では次のように定義しています。
「特例追試験」
：
（独）大学入試センターが 2021 年１月 30 日（土）
、31 日（日）に実施する大学入学共通テストを受験で
きない者を対象に２月 13 日（土）
、14 日（日）に実施する試験
（参考：2021 年実施の大学入学共通テストの種類）
大学入学共通テスト①：2021 年１月 16 日（土）
、17 日（日）実施
大学入学共通テスト②：2021 年１月 30 日（土）
、31 日（日）実施
大学入学共通テスト特例追試験：2021 年２月 13 日（土）
、14 日（日）実施

「追試験」
：
本学が実施する一般選抜（前期日程、後期日程）
、特別選抜Ⅱ（帰国生選抜）及び私費外国人留学生特別
選抜を受験できない者を対象に 2021 年３月 22 日（月）
、23 日（火）に実施する試験

Ⅰ 特例追試験
１ 大学入学共通テストの英語の利用方法
⑴ 本試験と特例追試験の英語の配点に関する相違点
区

分

英語の配点

共通テスト
本試験（1/16,17,30,31）実施分

特例追試験（2/13,14）実施分

・英語はリーディングとリスニングを出題

・英語は筆記とリスニングを出題し、配点は

し、配点は各 100 点

筆記 200 点、リスニング 50 点

⑵ 本学における英語の利用方法
区

分

英語の配点

共通テスト
本試験（1/16,17,30,31）実施分

特例追試験（2/13,14）実施分

・リーディング 150 点、リスニング 50 点に

・筆記 150 点、リスニング 50 点に換算して利

換算し利用

用

・ただし聴覚障害者でリスニング免除者は、 ・ただし聴覚障害者でリスニング免除者は、
リーディングのみを 200 点に換算して利用

筆記 200 点のみを圧縮せずに利用

２

一般選抜の出願期間

大学入学共通テストの特例追試験受験者が個別学力検査の一般選抜に出願する場合の出願
期間は下記のとおりです。
2021 年２月 15 日（月）～18 日（木）
（17 時必着）

３

地域特別枠推薦選抜の選抜日程

大学入学共通テストの特例追試験受験者が地域特別枠推薦選抜を受験する場合の選抜日程
は下記のとおりです。

区

分

出願期間
第１段階の合格発表
試験の実施
合格発表（最終）
入学手続

４

共通テスト
本試験（1/16,17,30,31）
特例追試験（2/13,14）
受験者の日程
受験者の日程

2021 年
１月 28 日（木）～
２月４日（木）
２月９日（火）
２月 11 日（木）
２月 16 日（火）
２月 16 日（火）～
19 日（金）まで

2021 年
２月 15 日（月）～
17 日（水）
２月 19 日（金）
２月 21 日（日）
２月 22 日（月）
２月 22 日（月）～
26 日（金）まで

特別選抜Ⅰ（学校推薦型選抜）医学部医学科の選抜日程

大学入学共通テストの特例追試験受験者が学校推薦型選抜（医学部医学科）を受験する場
合の選抜日程は下記のとおりです。

区

分

出願期間
第１段階の合格発表
小論文試験の実施
面接試験の実施
合格発表（条件付）
共通テストの実施
最終合格発表
特例追試験の実施
最終合格発表
入学手続

共通テスト
本試験（1/16,17,30,31）
特例追試験（2/13,14）
受験者の日程
受験者の日程
2020 年
11 月２日(月)～６日（金）
11 月 16 日（月）
11 月 24 日（火）
11 月 25 日（水）※26 日（木）に実施する場合あり。
12 月 11 日（金）
2021 年
―
１月 16 日（土）
、17 日（日）
１月 30 日（土）
、31 日（日）
―
２月 10 日（水）以降
―
―
２月 13 日（土）
、14 日（日）
―
２月 22 日（月）
２月 12 日（金）～17 日（水）
２月 22 日（月）～26 日（金）

Ⅱ 追試験
１ 追試験の実施の有無
⑴ 一般選抜（前期日程・後期日程）、特別選抜Ⅱ（帰国生選抜）及び私費外国人留学生特
別選抜については、追試験を実施する。
⑵ 特別選抜Ⅰ（学校推薦型選抜）、特別選抜Ⅰ（国際バカロレア選抜）及び地域特別枠推
薦選抜については、追試験を実施しない。

２ 対象者
追試験の対象者は、本学の該当する選抜に出願し受理された者のうち、以下の理由により
当初の試験が受験できず、追試験の受験を希望する者とする。
⑴ 新型コロナウィルス感染症に罹患し、試験日までに医師に治癒したと診断されてない者
⑵ 試験前に保健所等から濃厚接触者に該当するとされた者
⑶ 新型コロナウィルス感染症による移動制限を受けた者
⑷ 新型コロナウィルス感染症と類似した症状を呈しており、感染が疑われる者

３

実施科目、試験時間
それぞれの当初の試験に準じる。
一般選抜（前期日程・後期日程）募集要項 ※11月下旬掲載予定
特別選抜Ⅱ（帰国生選抜）募集要項
http://www.tmd.ac.jp/artis-cms/cms-files/20200916-143542-2662.pdf
私費外国人留学生特別選抜募集要項
http://www.tmd.ac.jp/artis-cms/cms-files/20201005-193909-6885.pdf

４

出題方法等
追試験の出題方法等は当初の試験に準じ、出題範囲を配慮する。
一般選抜（前期日程・後期日程）募集要項 ※11月下旬掲載予定
特別選抜Ⅱ（帰国生選抜）募集要項
http://www.tmd.ac.jp/artis-cms/cms-files/20200916-143542-2662.pdf
私費外国人留学生特別選抜募集要項
http://www.tmd.ac.jp/artis-cms/cms-files/20201005-193909-6885.pdf

５

実施期日、実施会場
追試験は、2021 年３月22 日（月）、23 日（火）に本学湯島地区を会場として対象とな
るすべての選抜を同一日程で実施する。

６

受験許可の単位
１日単位とし、１科目でも受験した場合には、当該試験日は追試験の対象としない。

７

申請期間・方法
本人又は代理人が医師の診断書等必要書類を所定の期日までにメール、ファックス、郵送

のいずれかの方法により本学へ提出する。
本学で書類を審査の上、追試験の受験を許可する者に対し、許可書を交付する。

８

実施日程

区 分
共通テストの実施
出願受付
前期日程の第１段階の結
果発表
後期日程の第１段階の結
果発表
前期日程の試験実施
前期試験の追試験の受付
前期日程の合格発表
後期日程の試験実施
後期試験の追試験の受付
後期日程の合格発表
追試験の実施
追試験の合格発表

一般受験者

追試験受験者

2021 年
①１月 16 日（土）
、17 日（日）
、②１月 30 日（土）
、31 日（日）
１月 25 日（月）～２月５日（金）
２月 12 日（金）
２月 24 日（水）
２月 25 日(木)、26 日（金）
―
３月８日（月）
３月 12 日（金）、13 日（土）
―
３月 22 日（月）
―
―

―
２月 25 日(木)、26 日（金）
―
―
３月 12 日（金）、13 日（土）
―
３月 22 日（月）、23 日（火）
３月 26 日（金）

（備考）一般選抜の追試験は、前期日程又は後期日程のうちいずれか１つのみ受験が可能です。

