
 
 

芸術文化観光専門職大学 

一般選抜Ａ日程（２次試験）の実施について 
 
 令和３年４月開学予定の「芸術文化観光専門職大学」１期生募集の入試となる「一

般選抜Ａ日程（２次試験）」を下記のとおり実施しますので、お知らせします。 
 

記 
 

１．試 験 日 2021年(令和３年)２月２３日(火・祝) 
 

２．試験会場 午前グループ：但馬地域地場産業振興センター（豊岡市大磯町1-79） 

        午後グループ：豊岡市民会館（豊岡市立野町20-34） 
       

３．１次試験合格者数 １４４人（午前グループ６４名、午後グループ８０名） 
※ 志願者１６３人に対し、１次試験（学力試験）を実施し、１４４人を選抜 

〔募集定員・志願者数・受験者数〕 

募集定員(a) 志願者数(b) １次試験合格者数(c) 志願倍率（(b)/(a)） 

３５人 １６３人 １４４人 ４．７倍 

 

４．実施時間 〔午前グループ〕[集合時刻］８：50 ［終了時間］12：55 

〔午後グループ〕[集合時刻］12：00 ［終了時間］16：05 
 

５．試験内容 小論文及び集団面接 
 

６．合格発表 2021年(令和３年)３月２日(火) 14時 
 

７．新型コロナウイルス感染症に関する受験上の対応について 

試験当日は、感染症対策（マスク着用の徹底、検温の実施、座席間の距離の確

保、アルコール消毒及び換気の徹底、看護師の配備等）を徹底します。 

また、新型コロナウイルス感染症に感染及び感染の可能性があること等により、

受験できなかった受験生に対する追試験を実施します。（詳細は、別添「新型コロ

ナウイルス感染症に関する受験上の対応等について」を参照ください。） 

（裏面あり） 
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７．報道関係者への対応等について 

（１）問い合わせ等連絡先 

兵庫県企画県民部専門職大学準備室 専門職大学準備課 

電話：０７８－３６２－３４６７（直通） 

E-mail：senmonshokudai@pref.hyogo.lg.jp 

※試験当日（２／23（火・祝））の連絡先も同じです。 

 

（２）試験会場での取材について 

試験当日は、兵庫県政記者クラブ、兵庫県教育委員会記者クラブ加盟及び但

馬県民局県政記者クラブ加盟の報道関係者の試験場への入構を認めます。 

試験場での取材はあらかじめ許可を得てください。取材の際は、各社記者章

を提示し、腕章等で報道関係者であることを明示願います。 

必ず、自主検温、マスク着用をお願いします。 

〔試験室内での撮影〕 

試験室内での撮影は、受験生への影響等も配慮し、次のとおりとさせていた

だきます。 

① 集合時間・場所 ８：３０までに豊岡市民会館１階ロビーに集合し、事前説明

後、試験室に移動 

② 撮影可能時間  ８：５０から５分程度 

③ 撮影可能試験室 小論文室Ａ（但馬地域地場産業振興センター２階 多目的ホール） 

④ 注意事項等 

・撮影に当たっては､受験者に動揺を与えないようにするとともに､必ず広

報担当者の指示に従ってください。 

・受験者が特定できるような撮影は、絶対に避けてください。 

・特定する試験室以外の「試験室」及び「試験室のある建物」への立ち入

りはご遠慮願います。 

・不測の事態発生等により、試験が中止された場合などにおいても、必ず

広報担当者の指示に従ってください。 

 

８．その他参考事項（一般選抜Ｂ日程の出願状況等） 

（１）試 験 日 2021年(令和３年)３月４日(木) 

（２）試験会場 豊岡会場：但馬地域地場産業振興センター（豊岡市大磯町1-79） 

神戸会場：兵庫県立大学神戸商科キャンパス（神戸市西区学園西町8-2-1） 

（３）志願者数等 

募集定員(a) 志願者数(b) 志願倍率（(b)/(a)） 

５人 １３９人 ２７．８倍 

※詳細については、後日改めて資料配付させていただく予定です。 
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令和３年１月８日 

 

 

芸術文化観光専門職大学を受験される皆様へ 

 

兵庫県企画県民部 

専門職大学準備室 専門職大学準備課 

 

 

新型コロナウイルス感染症に関する受験上の対応等について 

 

2021 年度（令和３年度）芸術文化観光専門職大学入学者選抜試験実施における新型コロナウイ

ルス感染症に関する受験上の対応等について、下記のとおりご案内いたします。 

なお、下記の内容については、感染状況等に応じて変更する場合がありますので、随時、本学の

ホームページにてご確認ください。 

 

記 

 

１．受験生への依頼事項 

本学を受験される方は、次の内容についてご留意願います。 

ア 試験の前（２週間程度前）から継続して発熱・咳等の症状がある場合は、あらかじめ医療機関

で受診し、体調を整えて試験当日を迎えるようにしてください。 

イ 試験当日は自主検温を行い、３７．５度以上の熱がある場合は受験を取り止め、追試験の受

験を検討してください。 

※ なお、全入試日程において、試験当日、全受験生に対して検温を実施させていただきます。 

ウ ３７．５度までの熱はないものの、発熱や咳等の症状のある方は、その旨、試験場本部又は

監督者等に申し出てください。 

エ 「新しい生活様式」を実践するとともに、体調管理に心がけてください。また、新型コロナウイ

ルス接触確認アプリ（COCOA）なども活用してください。 

オ 試験当日はマスクを持参し、昼食時を除き常時着用してください。 

 

２．受験をお断りする方及び別室での受験をお願いする方 

試験当日に、別表（「受験の許可及び追試験対象等について」）の事由に該当する場合は、受

験をお断りする、あるいは別室での受験をお願いすることになりますのでご了解願います。 

なお、本学では全入試日程について追試験を実施しますので、受験をご検討ください。 
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〔別表〕 受験の許可及び追試験対象等について 
 

区  分 

グループワーク及び集団面接の 
実施を伴わない入試日程 

【Ａ日程１次・B 日程】 

グループワーク及び集団面接の 
実施を伴う入試日程 

【推薦・ＡＯ・Ａ日程２次】 

当日受験の許可等 
追試験 
対象 当日受験の許可等 

追試験 
対象 

① コロナ感染者 
当日受験は 

できません 

追試験の 

対象と 

なります 

当日受験は 

できません 

追試験の 

対象と 

なります 

② 
濃厚 

接触者 

別記１の要件を
満たさない 

別記１の要件を
満たす 

別室での受験を認めます 

（ただし、追試験の受験をご
検討ください） 

③ 
海外からの帰国者で 
２週間以上経過していない者 

当日受験はできません 

④ 
試験当日の検温で、 
３７．５度以上の体温が確
認された者 

原則として、追試験 

での受験をお願いします 

（ただし、大学が受験可能と
判断した場合は、別室で
の受験を認めます） 

⑤ 

体温は３７．５
度未満である
が、咳や発熱
が続く等の症
状がある 

別記２の複数
の 項 目 に 該
当している 

別記２の複数
の 項 目 に 該
当していない 

当日受験できます 

（ただし、本人が希望する、
あるいは大学が必要と判
断した場合は、別室で受
験していただきます。） 

追試験の 

対象とは 

なりません 

当日受験できます 

（ただし、本人が希望する、ある
いは大学が必要と判断した場
合は、小論文のみ別室で受験
していただきます。） 

追試験の 

対象とは 

なりません 

〔別記１〕 

・初期スクリーニング（自治体等によるＰＣＲ等検査）の結果、陰性であること 

・受験当日も無症状であること 

・公共交通機関を利用せず、かつ、人が密集する場所を避けて試験場に行くこと 

・終日、別室で受験すること 

〔別記２〕 

・息苦しい（呼吸困難）がある 

・強いだるさ（倦怠感）がある 

・味を感じない（味覚障害がある） 

・臭いを案じない（嗅覚障害がある） 

・咳の症状が続いている 

・咽頭痛が続いている 

・下痢をしている（持病や食あたりなど新型コロナウイルス感染症以外の原因が推測されるものを除く） 

・過去２週間以内に、同居している者で医療機関を受診して新型コロナウイルス感染症の罹

患が疑われ、かつ、その疑いが否定されないまま症状が続いている者がいる 

・過去２週間以内に、政府からの入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域

等の在住者との濃厚接触がある 
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３．追試験の実施について 

本学では全入試日程について、以下のとおり追試験を実施します。 

(1) 日程、内容等 

試験区分 実施日時 試験科目等 実施場所 

学校推薦型選抜 
2021 年（令和３年） 
１月 10 日（日） 13:30～ 

・小論文（90 分） 
・個人面接 神戸市教育会館 

総合型選抜 

一般 
選抜 

Ａ日程 

１次 
試験 

2021 年（令和３年） 
３月４日（木） 9:00～ 

・国語（80 分） 
・英語（80 分） 兵庫県立大学 

神戸商科 
キャンパス ２次 

試験 
2021 年（令和３年） 
３月４日（木） 13:50～ 

・小論文（90 分） 
・個人面接 

Ｂ日程 
2021 年（令和３年） 
３月 15 日（月） 9:30～ 

・小論文（90 分） 
・個人面接 

神戸市教育会館 

※ 一般選抜のＡ日程においては、１次試験を受験できなかった受験生については、１次試験及び２次試験の

両方の追試験を受験。２次試験を受験できなかった受験生については、２次試験の追試験を受験する。 

(2) 対象者  別表に記載のとおり 

(3) 申請方法等 

ア 申請方法 

本人又は代理人が、本学へ電話等にて申し出た後、追試験受験申請書により申請してください。 

イ 受付時間  試験前日 午前 10 時から午後 5 時まで 

試験当日 午前８時から第 1 時間目の試験開始前まで 

※ 試験前日は専門職大学準備課で、試験当日は各試験場本部（及び試験監

督者）が申請を受け付けます。 

ウ 提出書類 （後日、指定する日時までに提出） 

・追試験受験申請書 

・医師の診断書（試験日に当該試験を受験できなかった体調不良の理由を証明するもの） 

（又は事由の発生を客観的に証明できる書類等） 

なお、試験当日、大学による検温で３７．５度以上の体温が確認された場合は、診断書等

の証明書類の提出は不要です。 

エ 留意事項等 

・試験当日に１科目でも受験した場合は、追試験の対象とはなりません。 

ただし、試験開始後に体調不良を申出た者で、その後の検温で３７．５度以上の体温が

確認された場合は、追試験の対象とします。 
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４．試験における感染症対策等について 

（１） 試験室の設定等 

・試験室の座席間の距離を確保します。 

［収容定員］  収容率を 50％程度までとします。 

［座席距離］  １メートル以上 （別室は２メートル以上）とします。 

（グループワーク及び集団面接では、座席間に飛沫防止シートも設置します。） 

・すべての試験場において、救護室に看護師を配置します。 

・保護者等の控室は設置せず、原則として試験会場への立ち入りは受験生のみとします。 

（２） 各種感染症対策 

・全受験生に対しマスクの持参・着用を指示し、昼食時を除きマスクの常時着用を義務付けます。 

・試験当日、全受験生に対して検温を実施します。 

・全試験室に速乾性アルコール製剤を配置し、入退室を行うごとに手指消毒を義務付けます。 

・１科目終了ごとに少なくとも１０分程度以上の換気を行います。 

・昼食時は他者との会話等を控えつつ、自席での食事をお願いします。 

・試験前日に机・椅子等のアルコール消毒を実施します。 

なお、グループワーク及び面接では、受験生が変わる毎にアルコール消毒を行います。 

・飛沫対策のため、口頭指示を行う主任監督者と受験生との距離は、２メートル以上確保します。 

・一斉退出による混雑を避けるため、退室の順番や、試験場からの退出方法等を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔本件に関するお問い合わせ先〕 

〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目 10 番１号 

兵庫県企画県民部専門職大学準備室 

専門職大学準備課 

電話：０７８－３６２－３４６７（直通） 

E-mail：senmonshokudai@pref.hyogo.lg.jp 


