
②追試験を他日程へ振替する大学 2021/10/15版

大学名 学部名 方式 共テ代用 追試験日 合格発表 入学手続 備考

北海道科学大 一般選抜(前期) 2022/3/9 2022/3/18 2022/3/24 一般選抜(後期)へ振替

岩手医科大 歯、薬、看護 一般・前期、共テ・前期 2022/3/14 2022/3/23 2022/3/28 後期試験日へ振替

東北学院大 一般選抜(A日程) 2022/3/4 2022/3/14 2022/3/23 一般選抜(B日程)へ振替

東北医科薬科大 薬 一般・前期 2022/2/19 2022/2/28 後期日程へ振替。試験会場は一般・後期の本試験会場

医療創生大 実施 他の試験日程へ振替

高崎健康福祉大 一般・A日程 2022/2/27 2022/3/4 2022/3/14 B日程へ振替

駿河台大 実施 他の試験日程へ振替または受験料返還

日本薬科大 実施 他の試験日程へ振替

千葉科学大 実施 予定入試日以降の試験日程へ振替

海洋生命科学 一般(前期)※ 2022/2/13 2022/2/22 2022/3/2 一般(中期)または一般(後期)へ振替

医療衛生 一般(前期) 2022/3/10 2022/3/17 一般(後期)へ振替

一般(前期)※ 一般(中期)または一般(後期)へ振替

一般(中期) 一般(後期)へ振替

獣医 一般(前期・中期) 2022/3/22 一般(後期)へ振替

國學院大 一般(A方式) 2022/3/11 2022/3/18 一般(Ｂ方式)へ振替

駒澤大 全学部、Ｔ２月、Ｓ方式 2022/3/7 2022/3/13 2022/3/17 Ｔ３月へ振替（受験料返還なし）

スポーツ健康科学 一般選抜 2022/3/9 2022/3/14 2022/3/19 総合選抜IIIへ振替

国際教養 一般選抜(前期) 2022/3/5 2022/3/11 2022/3/18 一般選抜(後期)へ振替

医 一般選抜(I期)※ 2022/3/5 2022/3/14 2022/3/22 一般選抜(II期)へ振替 ※一次試験の学力試験のみ

歯、薬、保健医療 一般選抜(I期) 2022/3/6 2022/3/8 2022/3/15 一般選抜(II期)へ振替

専修大 一般 実施 別日程へ振替

玉川大

全学統一(前期)、
給付型奨学金(前期)、
地域創生教員養成、学部別、
TOEICスコア利用

2021/3/4 2021/3/15 2021/3/24 後期試験日へ振替

帝京大 振替試験等の特別措置を実施

文系・理系統一(前期) 2022/2/28 2022/3/6 2022/3/11 文系・理系統一(後期)へ振替

医(医)を除く 一般 2022/2/28 2022/3/6 2022/3/11 文系・理系統一(後期)へ振替

東京農業大 一般・A日程 2022/2/27 2022/3/5 2022/3/11 Ｂ日程へ振替

一般前期 2022/2/27 2022/3/5 2022/3/10 別日程(中期)へ振替

一般前期 2022/3/5 2022/3/16 2022/3/23 別日程(後期)へ振替

一般中期 2022/3/5 2022/3/16 2022/3/23 別日程(後期)へ振替

危機管理、スポーツ
科学、歯

A N２期へ振替

法、文理、商、松戸
歯、生物資源(除獣
医)

A１期 A２期、N２期へ振替

経済 A１期 A２期、N２期(経済学科国際コースを除く)へ振替

芸術、国際関係、生
物資源(獣医)

A１期 A２期へ振替

法二 A１期 A２・３期、N２期へ振替

法、商、生物資源(除
獣医)

A２期 N２期へ振替

経済 A２期 N２期(経済学科国際コースを除く)へ振替

法二 A２期 A３期、N２期へ振替

法、文理、商、松戸
歯、生物資源(除獣
医)

Ｎ１期 N２期、A２期へ振替

芸術、国際関係、生
物資源(獣医)

N１期 A２期へ振替

危機管理、スポーツ
科学、医、歯

N１期 N２期へ振替

経済 N１期 N２期(経済学科国際コースを除く)、A２期へ振替

法二 N１期 N２期、A２・３期へ振替

日本医科大 一般前期、地域枠前期 2022/3/4 2022/3/14 2022/3/18 後期へ振替

武蔵野大 いずれかの入試方式へ振替

神奈川大 一般A方式 2022/3/4 2022/3/12 2022/3/18 一般後期へ振替

神奈川歯科大 全日程 2022/3/21 2022/3/23 2022/3/30 特別入学試験(定員２名)へ振替

聖マリアンナ医科大 一般前期 2022/3/2 2022/3/18 2022/3/25 一般後期へ振替

金沢医科大 医 一般前期 2022/3/1 2022/3/10 2022/3/17 一般後期へ振替

京都産業大 一般(前期、中期) 実施 他の入試日程へ振替もしくは受験料返還

一般(前期) 一般(中期or後期)に振替：中期_試験日2022/2/14・15、発表日2/26、手続締切日
3/11、後期_試験日2022/3/10、発表日3/19、手続締切日3/24

一般(中期) 2022/3/10 2022/3/19 2022/3/24 一般(後期)へ振替

近畿大 実施 他の入試日程へ振替、一般入試後期は受験料返還

藤田医科大 医療科学、保健衛生 実施 同じ試験区分へ振替

大阪医科薬科大 医 前期、大阪府地域枠※１次試験 2022/3/10 2022/3/15 2022/3/25 一般選抜(後期)へ振替
※一般選抜(後期)へ振替を希望しない者は、受験料返還

一般前期※１次試験 2022/3/5 2022/3/11 2022/3/25 一般後期(1次試験)へ振替
※振替を希望しない場合は受験料返還

一般前期、併用
※２次試験

2022/3/15 2022/3/18 2022/3/25 一般後期(２次試験)へ振替
※振替を希望しない場合は受験料返還

関西外国語大 一般前期(S方式、A方式) 2022/3/2 一般後期へ振替

神戸学院大
全学部(グローバルコ
ミュニケーション／日
本語コースを除く)

一般(前期、中期) 2022/3/9 一般(後期)へ振替

兵庫医科大 医 一般B(高大接続型) △
追試験は実施しない。
※一般B(高大接続型)のみの出願者が対象となった場合は一般A(４科目型)追試験へ
振替

就実大 一般(前期、後期) 実施 後日実施される選抜へ振替
※振替不可もしくは受験料に差額が発生した場合は受験料返還

広島経済大 一般(１期) 実施 一般(２期)へ振替

一般A日程 実施 一般B日程or一般C日程へ振替

一般B日程 2022/3/15 2022/3/19 2022/3/25 一般C日程へ振替

広島修道大 一般(前期) 実施 一般(前期)の他日程または一般(後期)へ振替
※振替を希望しない場合は受験料返還。

一般(前期A日程) 実施 一般(前期B日程)、一般(後期)へ振替

一般(前期B日程) 実施 一般(後期)へ振替

安田女子大 一般(前期) 実施 一般(後期)へ振替

広島国際大 一般(後期)以外 実施 一般(後期)を除き後日実施される選抜日程へ振替

医(医)以外 一般(系統別) 実施 １．一般後期へ振替、２．受験料返還
※１と２のうち志願者が希望する措置を行う。

医(医) 系統別日程(一次試験) 実施

・共通テスト利用型(I期)と併願している場合は系統別日程の受験料返還
・共通テスト利用型(I期)と併願していない場合は次の１、２のうち希望する措置を行う
1．医学科の共通テスト利用型(I期)へ振替および受験料差額の返還
２．受験料返還

一般(前期) 実施 １．一般後期へ振替、２．受験料返還
※１と２のうち志願者が希望する措置を行う。

※学部名空欄は全学部
◆新型コロナウイルス感染症対策等により変更される場合がありますので、最新の情報を大学ＨＰ等で確認してください。

2022年度主要私立大学入試　新型コロナウイルス感染症対策特別措置

北里大
2022/3/5海洋生命科学

2022/3/11
2022/3/21

福岡大

順天堂大　

昭和大

医一般、一般ＩＩＩ期、共テ２次を除く

東海大

東洋大

日本大

龍谷大

関西医科大 医

広島工業大

福山大


