一般選抜

追試験・振替受験等対応一覧

■大学入学共通テストを受験している場合は下記の方法以外に学部によりC共通テスト利用方式で新たに出願を検討いただくことができます。
■振替受験や追試験を行う場合も出願締切日に間に合えば他の試験方式へ新たに出願を検討いただくことができます。
■振替受験の場合は振替先の試験内容（教科科目・配点・併願の可否・第二志望の可否・時間割・解答方式・試験場等）となります。振替前の受験できなかった試験とは内容が異なる場合があるので一般選抜募集要項をご確認ください。
■追試験は学部毎に実施するので，同一追試験日に複数の追試験を併願することはできません。
■追試験では受験地の選択の可否など受験できなかった試験とは内容が異なる場合がありますので，追試験の実施内容につきましては各学部ホームページをご確認ください。
■Ａ個別方式とＮ全学統一方式第1期を同一学部同一学科に同時出願することでＮ全学統一方式第1期が無料となる入学検定料の割引制度を利用して出願した場合でＮ全学統一方式第１期の追試験又は振替受験（パターン②）を申請した場合は，
Ａ個別方式分の入学検定料を充当しますので，併願したＡ個別方式の試験を受験できなかった場合，Ａ個別方式分の入学検定料は返還しません。ただし，Ａ個別方式の追試験又は振替受験（パターン②）の申請は可能です。
振替受験【パターン①】とは
受験できなかった試験の入学検定料を返金しますので，新たに振替受験先の入試に出願してください。
振替受験【パターン②】とは
受験できなかった試験の入学検定料よりも，別日程の試験の入学検定料が高額になる試験しか案内できない場合は，受験生に対して新たな負担を求めることになるので，追加の入学検定料を徴収せず振替受験先の入試を受験することができます。
学科
法学部（第一部<昼間部>）

方式

試験期日

特別措置の内容

全学科

Ａ個別方式

第１期

令和3年2月7日 ⇒ 入学検定料の返還または振替受験【パターン①】

全学科

Ａ個別方式

第２期

令和3年2月19日 ⇒ 入学検定料の返還または振替受験【パターン①】

Ａ個別方式第２期，Ｎ全学統一方式第２期への振替受験を希望する場合は振替受験【パターン①】で出願してく
ださい。
Ｎ全学統一方式第２期への出願を希望する場合は振替受験【パターン①】で出願してください。
（※注）Ａ個別方式とＮ全学統一方式第１期を同一学部同一学科に同時出願していてＮ全学統一方式第１期が無
料となる入学検定料の割引制度を利用した場合は，Ｎ全学統一方式第１期の入学検定料返還はできません。Ｎ全
学統一方式第２期への振替受験を希望する場合は振替受験【パターン②】で申請してください。

全学科

Ｎ全学統一方式

第１期

令和3年2月1日 ⇒ 入学検定料の返還（※注）または振替受験【パターン①】

上記以外の場合は入学検定料返還か振替受験かを選択することができます。Ｎ全学統一方式第２期への振替受験
を希望する場合は振替受験【パターン①】で出願してください。
なお，Ａ個別方式第２期への振替受験を希望する場合は振替受験【パターン①】で出願できますが，入学検定料
が追加で必要となります。

全学科
Ｎ全学統一方式
法学部(第二部<夜間部>）

第２期

令和3年3月4日 ⇒ 入学検定料の返還

振替受験，追試験はありません。

法律学科(第二部<夜間部>） Ａ個別方式

第１期

令和3年2月7日 ⇒ 入学検定料の返還または振替受験【パターン①】

法律学科(第二部<夜間部>） Ａ個別方式

第２期

令和3年2月19日 ⇒ 入学検定料の返還または振替受験【パターン①】

法律学科(第二部<夜間部>） Ａ個別方式

第３期

令和3年3月12日 ⇒ 入学検定料の返還

Ａ個別方式第２・３期，Ｎ全学統一方式第２期への振替受験を希望する場合は振替受験【パターン①】で出願し
てください。
Ａ個別方式第３期，Ｎ全学統一方式第２期への出願を希望する場合は振替受験【パターン①】で出願してくださ
い。
振替受験，追試験はありません。
（※注）Ａ個別方式とＮ全学統一方式第１期を同一学部同一学科に同時出願していてＮ全学統一方式第１期が無
料となる入学検定料の割引制度を利用した場合は，Ｎ全学統一方式第１期の入学検定料返還はできません。Ｎ全
学統一方式第２期への振替受験を希望する場合は振替受験【パターン②】で申請してください。

法律学科(第二部<夜間部>） Ｎ全学統一方式

第１期

令和3年2月1日 ⇒ 入学検定料の返還（※注）または振替受験【パターン①】

上記以外の場合は入学検定料返還か振替受験かを選択することができます。Ｎ全学統一方式第２期への振替受験
を希望する場合は振替受験【パターン①】で出願してください。
なお，Ａ個別方式第２・３期への振替受験を希望する場合は振替受験【パターン①】で出願できますが，入学検
定料が追加で必要となります。

法律学科(第二部<夜間部>） Ｎ全学統一方式

文理学部
哲学科，史学科，国文学
科，中国語中国文化学
科，英文学科，ドイツ文
学科，社会学科，社会福
祉学科，教育学科，体育
学科，心理学科，地理学
科
地球科学科，数学科，情
報科学科，物理学科，生
命科学科，化学科
全学科

第２期

令和3年3月4日 ⇒ 入学検定料の返還

振替受験，追試験はありません。

Ａ個別方式

第１期

令和3年2月3日 ⇒ 入学検定料の返還または振替受験【パターン①】

Ａ個別方式第２期，Ｎ全学統一方式第２期への振替受験を希望する場合は振替受験【パターン①】で出願してく
ださい。

Ａ個別方式

第１期

令和3年2月4日 ⇒ 入学検定料の返還または振替受験【パターン①】

Ａ個別方式第２期，Ｎ全学統一方式第２期への振替受験を希望する場合は振替受験【パターン①】で出願してく
ださい。

Ａ個別方式

第２期

令和3年2月28日 ⇒ 入学検定料の返還

振替受験，追試験はありません。
（※注）Ａ個別方式とＮ全学統一方式第１期を同一学部同一学科に同時出願していてＮ全学統一方式第１期が無
料となる入学検定料の割引制度を利用した場合は，Ｎ全学統一方式第１期の入学検定料返還はできません。 Ｎ
全学統一方式第２期への振替受験を希望する場合は振替受験【パターン②】で申請してください。

全学科

Ｎ全学統一方式

第１期

令和3年2月1日 ⇒ 入学検定料の返還（※注）または振替受験【パターン①】

上記以外の場合は入学検定料返還か振替受験かを選択することができます。Ｎ全学統一方式第２期への振替受験
を希望する場合は振替受験【パターン①】で出願してください。
なお，Ａ個別方式第２期への振替受験を希望する場合は振替受験【パターン①】で出願できますが，入学検定料
が追加で必要となります。

全学科

Ｎ全学統一方式

第２期

令和3年3月4日 ⇒ 入学検定料の返還

振替受験，追試験はありません。
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経済学部
全学科

Ａ個別方式

第１期

令和3年2月3日 ⇒ 入学検定料の返還または振替受験【パターン①】

全学科

Ａ個別方式

第２期

令和3年2月13日 ⇒ 入学検定料の返還または振替受験【パターン①】

Ａ個別方式第２期，Ｎ全学統一方式第２期(経済学科国際コースを除く)への振替受験を希望する場合は振替受験
【パターン①】で出願してください。
Ｎ全学統一方式第２期(経済学科国際コースを除く)への出願を希望する場合は振替受験【パターン①】で出願し
てください。
（※注）Ａ個別方式とＮ全学統一方式第１期を同一学部同一学科に同時出願していてＮ全学統一方式第１期が無
料となる入学検定料の割引制度を利用した場合は，Ｎ全学統一方式第１期の入学検定料返還はできません。Ｎ全
学統一方式第２期(経済学科国際コースを除く)への振替受験を希望する場合は振替受験【パターン②】で申請し
てください。

全学科

Ｎ全学統一方式

第１期

令和3年2月1日 ⇒ 入学検定料の返還（※注）または振替受験【パターン①】

上記以外の場合は入学検定料返還か振替受験かを選択することができます。Ｎ全学統一方式第２期(経済学科国
際コースを除く)への振替受験を希望する場合は振替受験【パターン①】で出願してください。
なお，Ａ個別方式第２期への振替受験を希望する場合は振替受験【パターン①】で出願できますが，入学検定料
が追加で必要となります。

経済学科（国際コースを
除く），産業経営学科，
金融公共経済学科
商学部

Ｎ全学統一方式

第２期

令和3年3月4日 ⇒ 入学検定料の返還

振替受験，追試験はありません。

全学科

Ａ個別方式

第１期

令和3年2月6日 ⇒ 入学検定料の返還または振替受験【パターン①】

全学科

Ａ個別方式

第２期

令和3年2月20日 ⇒ 入学検定料の返還または振替受験【パターン①】

Ａ個別方式第２期，Ｎ全学統一方式第２期への振替受験を希望する場合は振替受験【パターン①】で出願してく
ださい。
Ｎ全学統一方式第２期への出願を希望する場合は振替受験【パターン①】で出願してください。
（※注）Ａ個別方式とＮ全学統一方式第１期を同一学部同一学科に同時出願していてＮ全学統一方式第１期が無
料となる入学検定料の割引制度を利用した場合は，Ｎ全学統一方式第１期の入学検定料返還はできません。Ｎ全
学統一方式第２期への振替受験を希望する場合は振替受験【パターン②】で申請してください。

全学科

Ｎ全学統一方式

第１期

令和3年2月1日 ⇒ 入学検定料の返還（※注）または振替受験【パターン①】

上記以外の場合は入学検定料返還か振替受験かを選択することができます。Ｎ全学統一方式第２期への振替受験
を希望する場合は振替受験【パターン①】で出願してください。
なお，Ａ個別方式第２期への振替受験を希望する場合は振替受験【パターン①】で出願できますが，入学検定料
が追加で必要となります。

全学科

Ｎ全学統一方式

第２期

令和3年3月4日 ⇒ 入学検定料の返還

振替受験，追試験はありません。

写真学科，美術学科
(2/9・10試験)，音楽学
科，演劇学科，放送学科

Ａ個別方式

第１期

令和3年2月9・10日 ⇒ 入学検定料の返還または振替受験【パターン①】

映画学科，美術学科
(2/16・17試験)，文芸学
科，デザイン学科

Ａ個別方式

第１期

(文芸学科は2月16日の ⇒ 入学検定料の返還または振替受験【パターン①】
み)

全学科

Ａ個別方式

第２期

芸術学部
Ａ個別方式第２期への振替受験を希望する場合は振替受験【パターン①】で出願してください。

令和3年2月16・17日
Ａ個別方式第２期への振替受験を希望する場合は振替受験【パターン①】で出願してください。

令和3年3月9・10日

全学科（一部コースを除く） Ｎ全学統一方式

第１期

(写真学科，文芸学科は ⇒ 入学検定料の返還
3月9日のみ)

振替受験，追試験はありません。

令和3年2月1日 ⇒ 入学検定料の返還（※注）または振替受験【パターン②】

（※注）Ａ個別方式とＮ全学統一方式第１期を同一学部同一学科に同時出願していてＮ全学統一方式第１期が無
料となる入学検定料の割引制度を利用した場合は，Ｎ全学統一方式第１期の入学検定料返還はできません。Ａ個
別方式第２期への振替受験を希望する場合は振替受験【パターン②】で申請してください。
上記以外の場合は入学検定料返還か振替受験かを選択することができます。Ａ個別方式第２期への振替受験を希
望する場合は振替受験【パターン②】で申請してください。

国際関係学部
全学科
全学科

全学科

Ａ個別方式
Ａ個別方式

Ｎ全学統一方式

第１期
第２期

第１期

令和3年2月3日 ⇒ 入学検定料の返還または振替受験【パターン①】
令和3年2月20日 ⇒ 入学検定料の返還または追試験

令和3年2月1日 ⇒ 入学検定料の返還（※注）または振替受験【パターン②】

Ａ個別方式第２期への振替受験を希望する場合は振替受験【パターン①】で出願してください。
追試験を令和３年３月５日に実施。追試験を希望する場合は追試験を申請してください。
（※注）Ａ個別方式とＮ全学統一方式第１期を同一学部同一学科に同時出願していてＮ全学統一方式第１期が無
料となる入学検定料の割引制度を利用した場合は，Ｎ全学統一方式第１期の入学検定料返還はできません。Ａ個
別方式第２期への振替受験を希望する場合は振替受験【パターン②】で申請してください。
上記以外の場合は入学検定料返還か振替受験かを選択することができます。Ａ個別方式第２期への振替受験を希
望する場合は振替受験【パターン②】で申請してください。
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危機管理学部
危機管理学科

危機管理学科

Ａ個別方式

Ｎ全学統一方式

令和3年2月4日 ⇒ 入学検定料の返還または振替受験【パターン①】

第１期

令和3年2月1日 ⇒ 入学検定料の返還（※注）または振替受験【パターン①】

Ｎ全学統一方式第２期への出願を希望する場合は振替受験【パターン①】で出願してください。
（※注）Ａ個別方式とＮ全学統一方式第１期を同一学部同一学科に同時出願していてＮ全学統一方式第１期が無
料となる入学検定料の割引制度を利用した場合は，Ｎ全学統一方式第１期の入学検定料返還はできません。Ｎ全
学統一方式第２期への振替受験を希望する場合は振替受験【パターン②】で申請してください。
上記以外の場合は入学検定料返還か振替受験かを選択することができます。Ｎ全学統一方式第２期への振替受験
を希望する場合は振替受験【パターン①】で出願してください。

危機管理学科
スポーツ科学部
競技スポーツ学科

競技スポーツ学科

Ｎ全学統一方式

第２期

Ａ個別方式

Ｎ全学統一方式

第１期

令和3年3月4日 ⇒ 入学検定料の返還

振替受験，追試験はありません。

令和3年2月4日 ⇒ 入学検定料の返還または振替受験【パターン①】

Ｎ全学統一方式第２期への出願を希望する場合は振替受験【パターン①】で出願してください。

令和3年2月1日 ⇒ 入学検定料の返還（※注）または振替受験【パターン①】

（※注）Ａ個別方式とＮ全学統一方式第１期を同一学部同一学科に同時出願していてＮ全学統一方式第１期が無
料となる入学検定料の割引制度を利用した場合は，Ｎ全学統一方式第１期の入学検定料返還はできません。 Ｎ
全学統一方式第２期への振替受験を希望する場合は振替受験【パターン②】で申請してください。
上記以外の場合は入学検定料返還か振替受験かを選択することができます。Ｎ全学統一方式第２期への振替受験
を希望する場合は振替受験【パターン①】で出願してください。

競技スポーツ学科
理工学部
全学科
全学科
全学科
生産工学部
全学科
全学科
全学科
全学科
工学部
全学科
全学科
全学科
全学科
医学部

Ｎ全学統一方式

第２期

Ａ個別方式
Ｎ全学統一方式
ＣＡ共通テスト併用方式

第１期

医学科

Ａ個別方式

医学科

Ｎ全学統一方式

歯学部
歯学科
歯学科
松戸歯学部
歯学科
歯学科

歯学科

Ａ個別方式
Ａ個別方式
Ｎ全学統一方式
ＣＡ共通テスト併用方式

第１期
第２期
第１期

Ａ個別方式
（2/3試験）
Ａ個別方式
（2/4試験）
Ｎ全学統一方式
第１期
ＣＡ共通テスト併用方式

令和3年3月4日 ⇒ 入学検定料の返還

振替受験，追試験はありません。

令和3年2月11日 ⇒ 入学検定料の返還または追試験
令和3年2月1日 ⇒ 入学検定料の返還または追試験
令和3年3月5日 ⇒ 入学検定料の返還

追試験を令和３年３月４日に実施。追試験を希望する場合は追試験を申請してください。
追試験を令和３年３月４日に実施。追試験を希望する場合は追試験を申請してください。
振替受験，追試験はありません。

令和3年2月2日
令和3年2月9日
令和3年2月1日
令和3年2月26日

⇒
⇒
⇒
⇒

入学検定料の返還または追試験
入学検定料の返還または追試験
入学検定料の返還または追試験
入学検定料の返還または追試験

追試験を令和３年３月８日に実施。追試験を希望する場合は追試験を申請してください。
追試験を令和３年３月８日に実施。追試験を希望する場合は追試験を申請してください。
追試験を令和３年３月８日に実施。追試験を希望する場合は追試験を申請してください。
追試験を令和３年３月８日に実施。追試験を希望する場合は追試験を申請してください。

令和3年2月3日
令和3年2月4日
令和3年2月1日
令和3年2月15日

⇒
⇒
⇒
⇒

入学検定料の返還または追試験
入学検定料の返還または追試験
入学検定料の返還または追試験
入学検定料の返還または追試験

追試験を令和３年３月２日に実施。追試験を希望する場合は追試験を申請してください。
追試験を令和３年３月２日に実施。追試験を希望する場合は追試験を申請してください。
追試験を令和３年３月２日に実施。追試験を希望する場合は追試験を申請してください。
追試験を令和３年３月２日に実施。追試験を希望する場合は追試験を申請してください。

令和3年2月8日 ⇒ 入学検定料の返還または追試験

追試験を一次試験令和３年２月２８日，二次試験令和３年３月７日に実施。追試験を希望する場合は追試験を申
請してください。

第１期

令和3年2月1日 ⇒ 入学検定料の返還または追試験

追試験を一次試験令和３年３月４日，二次試験令和３年３月１４日に実施。追試験を希望する場合は追試験を申
請してください。

Ａ個別方式
Ｎ全学統一方式

第１期

令和3年2月3日 ⇒ 入学検定料の返還または追試験
令和3年2月1日 ⇒ 入学検定料の返還または追試験

追試験を令和３年３月４日に実施。追試験を希望する場合は追試験を申請してください。
追試験を令和３年３月４日に実施。追試験を希望する場合は追試験を申請してください。

Ａ個別方式
Ａ個別方式

第１期
第２期

令和3年2月4日 ⇒ 入学検定料の返還または振替受験【パターン①】
令和3年3月4日 ⇒ 入学検定料の返還

Ａ個別方式第２期への振替受験を希望する場合は振替受験【パターン①】で出願してください。
振替受験，追試験はありません。

Ｎ全学統一方式

第１期

令和3年2月1日 ⇒ 入学検定料の返還（※注）または振替受験【パターン②】

（※注）Ａ個別方式とＮ全学統一方式第１期を同一学部同一学科に同時出願していてＮ全学統一方式第１期が無
料となる入学検定料の割引制度を利用した場合は，Ｎ全学統一方式第１期の入学検定料返還はできません。Ａ個
別方式第２期への振替受験を希望する場合は振替受験【パターン②】で申請してください。
上記以外の場合は入学検定料返還か振替受験かを選択することができます。Ａ個別方式第２期への振替受験を希
望する場合は振替受験【パターン②】で申請してください。

生物資源科学部
生命農学科，生命化学
科，動物資源科学科，食
品ビジネス学科，森林資
源科学科，海洋生物資源
科学科，生物環境工学
科，食品生命学科，国際
地域開発学科，応用生物
科学科，くらしの生物学
科

Ａ個別方式

第１期

令和3年2月2日 ⇒ 入学検定料の返還または振替受験【パターン①】

Ａ個別方式第２期，Ｎ全学統一方式第２期への振替受験を希望する場合は振替受験【パターン①】で出願してく
ださい。

獣医学科

Ａ個別方式

第１期

令和3年2月2日 ⇒ 入学検定料の返還または振替受験【パターン①】

Ａ個別方式第２期への振替受験を希望する場合は振替受験【パターン①】で出願してください。

生命農学科，生命化学
科，食品ビジネス学科，
くらしの生物学科

Ａ個別方式

第２期

令和3年2月16日 ⇒ 入学検定料の返還または振替受験【パターン①】

Ｎ全学統一方式第２期への出願を希望する場合は振替受験【パターン①】で出願してください。

3 / 4

獣医学科

Ａ個別方式

第２期

令和3年2月16日 ⇒ 入学検定料の返還または追試験

追試験を令和３年３月４日に実施。追試験を希望する場合は追試験を申請してください。

動物資源科学科，森林資
源科学科，海洋生物資源
科学科，生物環境工学
科，食品生命学科，国際
地域開発学科，応用生物
科学科

Ａ個別方式

第２期

令和3年2月17日 ⇒ 入学検定料の返還または振替受験【パターン①】

Ｎ全学統一方式第２期への出願を希望する場合は振替受験【パターン①】で出願してください。

生命農学科，生命化学
科，動物資源科学科，食
品ビジネス学科，森林資
源科学科，海洋生物資源
科学科，生物環境工学
科，食品生命学科，国際
地域開発学科，応用生物
科学科，くらしの生物学
科

獣医学科

（※注）Ａ個別方式とＮ全学統一方式第１期を同一学部同一学科に同時出願していてＮ全学統一方式第１期が無
料となる入学検定料の割引制度を利用した場合は，Ｎ全学統一方式第１期の入学検定料返還はできません。Ｎ全
学統一方式第２期への振替受験を希望する場合は振替受験【パターン②】で申請してください。
Ｎ全学統一方式

第１期

令和3年2月1日 ⇒ 入学検定料の返還（※注）または振替受験【パターン①】

上記以外の場合は入学検定料返還か振替受験かを選択することができます。Ｎ全学統一方式第２期への振替受験
を希望する場合は振替受験【パターン①】で出願してください。
なお，Ａ個別方式第２期への振替受験を希望する場合は振替受験【パターン①】で出願できますが，入学検定料
が追加で必要となります。

Ｎ全学統一方式

第１期

令和3年2月1日 ⇒ 入学検定料の返還（※注）または振替受験【パターン②】

（※注）Ａ個別方式とＮ全学統一方式第１期を同一学部同一学科に同時出願していてＮ全学統一方式第１期が無
料となる入学検定料の割引制度を利用した場合は，Ｎ全学統一方式第１期の入学検定料返還はできません。Ａ個
別方式第２期への振替受験を希望する場合は振替受験【パターン②】で申請してください。
上記以外の場合は入学検定料返還か振替受験かを選択することができます。Ａ個別方式第２期への振替受験を希
望する場合は振替受験【パターン②】で申請してください。

生命農学科，生命化学
科，動物資源科学科，食
品ビジネス学科，森林資
源科学科，海洋生物資源
科学科，生物環境工学
科，食品生命学科，国際
地域開発学科，応用生物
科学科，くらしの生物学
科
薬学部
薬学科
薬学科
短期大学部
ビジネス教養学科，食物栄養学科
ビジネス教養学科，食物栄養学科

ビジネス教養学科，食物栄養学科

Ｎ全学統一方式

第２期

令和3年3月4日 ⇒ 入学検定料の返還

振替受験，追試験はありません。

Ａ個別方式
Ｎ全学統一方式

第１期

令和3年2月5日 ⇒ 入学検定料の返還または追試験
令和3年2月1日 ⇒ 入学検定料の返還または追試験

追試験を令和３年３月４日に実施。追試験を希望する場合は追試験を申請してください。
追試験を令和３年３月４日に実施。追試験を希望する場合は追試験を申請してください。

Ａ個別方式
Ａ個別方式

第１期
第２期

令和3年2月3日 ⇒ 入学検定料の返還または振替受験【パターン①】
令和3年3月5日 ⇒ 入学検定料の返還

Ａ個別方式第２期への振替受験を希望する場合は振替受験【パターン①】で出願してください。
振替受験，追試験はありません。

Ｎ全学統一方式

第１期

令和3年2月1日 ⇒ 入学検定料の返還（※注）または振替受験【パターン②】

（※注）Ａ個別方式とＮ全学統一方式第１期を同一学部同一学科に同時出願していてＮ全学統一方式第１期が無
料となる入学検定料の割引制度を利用した場合は，Ｎ全学統一方式第１期の入学検定料返還はできません。Ａ個
別方式第２期への振替受験を希望する場合は振替受験【パターン②】で申請してください。
上記以外の場合は入学検定料返還か振替受験かを選択することができます。Ａ個別方式第２期への振替受験を希
望する場合は振替受験【パターン②】で申請してください。

建築・生活デザイン学
科，ものづくり・サイエ
ンス総合学科

建築・生活デザイン学
科，ものづくり・サイエ
ンス総合学科

Ａ個別方式

Ｎ全学統一方式

令和3年3月2日 ⇒ 入学検定料の返還または追試験

第１期

追試験を令和３年３月１７日に実施。追試験を希望する場合は追試験を申請してください。

令和3年2月1日 ⇒ 入学検定料の返還（※注）または振替受験【パターン②】

（※注）Ａ個別方式とＮ全学統一方式第１期を同一学部同一学科に同時出願していてＮ全学統一方式第１期が無
料となる入学検定料の割引制度を利用した場合は，Ｎ全学統一方式第１期の入学検定料返還はできません。Ａ個
別方式への振替受験を希望する場合は振替受験【パターン②】で申請してください。
上記以外の場合は入学検定料返還か振替受験かを選択することができます。Ａ個別方式への振替受験を希望する
場合は振替受験【パターン②】で申請してください。
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