令和３年２月４日

受験生のみなさんへ

奈良教育大学

令和３年度入学者選抜に係る「入学手続き」方法の変更について

令和３年度入学者選抜について、下記入学者選抜に係る「入学手続き」については、新型
コロナウイルス感染症の感染が全国的に拡大している状況等を踏まえ、来学による入学手続
を取り止め、原則として「郵送による入学手続」とし、各学生募集要項に記載の「入学手続」
に関する事項を別紙のとおり変更します。
なお、教育学部総合型選抜、教育学部一般選抜（前期日程及び後期日程）については、
合格発表から入学手続までの期間が短いことから、やむを得ない理由により「郵送による入
学手続」が困難な場合は、本学が指定する日時までに入試課へ申し出ることにより、来学に
よる入学手続きを行うことができます。
また、指定された入学手続期限までに入学手続きを完了しない場合は、本学への入学意思
がなく、入学を辞退した者として取り扱いますので、十分注意してください。
入学手続きの詳細については、合格通知書と合わせて郵送する「令和３年度入学手続要領」
等を確認してください。
記
教育学部総合型選抜
大学院教育学研究科(修士課程)(２月募集入試)
大学院教育学研究科(修士課程)(外国人留学生特別選抜)
大学院教育学研究科(専門職学位課程)(２月募集入試)
教育学部編入学試験
教育学部私費外国人留学生特別選抜
教育学部一般選抜(前期日程及び後期日程)
※上記入学者選抜の追試験（教育学部総合型選抜を除く。）を実施した場合の入学手続方法等に
ついては、別途、合格者にお知らせします。

（本件に関する問い合わせ先）
奈良教育大学入試課
TEL:0742-27-9126
Mail: nyuusi@nara-edu.ac.jp

（別紙）
令和３年度

学生募集要項の変更について（入学手続関係）

○教育学部総合型選抜（学生募集要項８ページ）
【変更前】
12．入学手続等
第２次選考の合格者には、合格発表後、入学に必要な書類を送付するとともに、その他入学手続に必要な
事項を通知します。
入学手続は、来学のうえ行うことを原則としますが、やむを得ない理由により入学手続日に来学できない
場合は、事前に申し出ることにより、郵送にて入学手続を行うことができます。
（１）入学手続日
① 来学による入学手続
令和３年２月２２日（月） 午後１時３０分から午後３時まで
大学入学共通テスト特例追試験受験者：令和３年２月２６日（金）
午後１時３０分から午後３時まで
② 郵送による入学手続（事前に申し出た者のみ）
令和３年２月１９日（金） 必着
大学入学共通テスト特例追試験受験者：令和３年２月２５日（木） 必着

【変更後】
12．入学手続等
第２次選考の合格者には、合格発表後、入学に必要な書類を送付するとともに、その他入学手続に必要な
事項を通知します。
入学手続は、郵送により行うことを原則としますが、やむを得ない理由により、郵送による入学手続が困
難な場合は、令和３年２月１９日（金）午後５時まで（大学入学共通テスト特例追試験受験者は、令和３年
２月２５日（木）午後５時まで）に申し出ることにより、来学のうえ入学手続を行うことができます。
（１）入学手続日
① 郵送による入学手続
令和３年２月２２日（月）午後５時 必着
大学入学共通テスト特例追試験受験者：令和３年２月２６日（金）午後５時 必着
② 来学による入学手続（事前に申し出た者のみ）
令和３年２月２２日（月）午後１時３０分から午後３時まで
大学入学共通テスト特例追試験受験者：令和３年２月２６日（金）
午後１時３０分から午後３時まで

○大学院教育学研究科(修士課程)（２月募集入試）（学生募集要項 12 ページ）
【変更前】
9.入学手続
合格者には、入学に必要な書類を送付するとともに、その他入学手続きに必要な事項を通知します。
入学手続日
（略）
［２月募集］ 令和３年３月１５日（月） 窓口受付（午前９時半から午後３時まで）

【変更後】
9.入学手続
合格者には、入学に必要な書類を送付するとともに、その他入学手続きに必要な事項を通知します。
入学手続日
（略）
［２月募集］ 令和３年３月１５日（月）午後５時

郵送必着

○大学院教育学研究科(修士課程) (外国人留学生特別選抜)（学生募集要項 25 ページ）
【変更前】
9.入学手続
合格者には、入学に必要な書類を送付するとともに、その他入学手続きに必要な事項を通知します。
入学手続日 令和３年３月１５日（月） 窓口受付（午前９時半から午後３時まで）

【変更後】
9.入学手続
合格者には、入学に必要な書類を送付するとともに、その他入学手続きに必要な事項を通知します。
入学手続日 令和３年３月１５日（月）午後５時 郵送必着

○大学院教育学研究科(専門職学位課程)(２月募集入試)（学生募集要項 10 ページ）
【変更前】
9.入学手続
合格者には､入学に必要な書類を送付するとともに、その他入学手続きに必要な事項を通知します。
入学手続日
（略）
［２月募集］ 令和３年３月１５日（月） 窓口受付（午前９時半から午後３時まで）

【変更後】
9.入学手続
合格者には､入学に必要な書類を送付するとともに、その他入学手続きに必要な事項を通知します。
入学手続日
（略）
［２月募集］令和３年３月１５日（月）午後５時 郵送必着

○教育学部編入学試験（学生募集要項７ページ）
【変更前】
10．入学手続等
合格者には、合格発表後、入学に必要な書類を送付するとともに、その他入学手続に必要な事項を通
知します。
入学手続は、来学のうえ行うことを原則としますが、やむを得ない理由により入学手続日に来学でき
ない場合は、事前に申し出ることにより、郵送にて入学手続を行うことができます。
（１）入学手続日
① 来学による入学手続
令和３年３月１５日（月） 午前９時３０分から午後３時まで受付
② 郵送による入学手続 （事前に申し出た者のみ）
令和３年３月１２日（金） 必着

【変更後】
10．入学手続等
合格者には、合格発表後、入学に必要な書類を送付するとともに、その他入学手続に必要な事項を通
知します。
（１）入学手続日
令和３年３月１５日（月）午後５時 郵送必着

○教育学部私費外国人留学生特別選抜（学生募集要項 13 ページ）
【変更前】
12．入学手続
合格者には、合格発表後、入学に必要な書類を送付するとともに、その他入学手続に必要な事項を通
知します。
（１）入学手続日
令和３年３月１５日（月） ９時３０分から１５時まで

【変更後】
12．入学手続
合格者には、合格発表後、入学に必要な書類を送付するとともに、その他入学手続に必要な事項を通
知します。
（１）入学手続日
令和３年３月１５日（月）午後５時 郵送必着

○教育学部一般選抜(前期日程及び後期日程)（学生募集要項 11 ページ）
【変更前】
10.入学手続等
合格者には、入学に必要な書類を送付するとともに、その他入学手続に必要な事項を通知します。
入学手続は、持参を原則としますが、やむを得ない理由により入学手続日に来学できない場合は、事前
に申し出ることにより、郵送にて入学手続を行うことができます。
（１）入学手続日
①来学による入学手続
前期日程 令和 3 年 3 月 15 日（月）午前 9 時 30 分～午後 3 時（午前 11 時 30 分から午後 1 時を除く。）
後期日程 令和 3 年 3 月 26 日（金）午前 10 時～午後 2 時 30 分（午前 11 時 30 分から午後 1 時を除く。）
②郵送による入学手続（事前に申し出た者のみ）
前期日程 令和 3 年 3 月 12 日（金） 必着
後期日程 令和 3 年 3 月 25 日（木） 必着

【変更後】
10.入学手続等
合格者には、入学に必要な書類を送付するとともに、その他入学手続に必要な事項を通知します。
入学手続は、郵送により行うことを原則としますが、やむを得ない理由により、郵送による入学手続が
困難な場合は、前期日程については、令和３年３月１２日（金）午後５時まで、後期日程については、
令和３年３月２５日（木）午後５時までに申し出ることにより、来学のうえ入学手続を行うことができます。
（１）入学手続日
①郵送による入学手続
前期日程 令和３年３月１５日（月）午後５時 必着
後期日程 令和３年３月２６日（金）午後５時 必着
②来学による入学手続（事前に申し出た者のみ）
前期日程 令和３年３月１５日（月）午後１時から午後３時まで
後期日程 令和３年３月２６日（金）午後１時から午後２時３０分まで

以

上

(参考)
変更後の入学手続日等

区

分

郵送による
入学手続期限

来学による入学手続
（事前の申出が必要）

（参考）
合格発表日

総合型選抜

２月２２日(月)
午後５時 必着

２月２２日(月)
午後 1 時 30 分～
午後 3 時

２月１５日(月)
午前 10 時

・教育学部 総合型選抜
※大学入学共通テスト特例追試受験者

２月２６日(金)
午後５時 必着

２月２６日(金)
午後 1 時 30 分～
午後 3 時

２月２２日(月)
午後 3 時

・教育学部

３月１５日(月)
午後５時 必着

３月１５日(月)
午後 1 時～午後 3 時

３月 ８日(月)
午前 10 時

・教育学部

一般選抜(前期日程)

・大学院教育学研究科
(２月募集、外国人留学生特別選抜)
・教育学部 私費外国人留学生特別選抜
・教育学部 編入学試験

３月１５日(月)
午後５時 必着

・教育学部

３月２６日(金)
午後５時 必着

※

一般選抜(後期日程)

２月１８日(木)
午前 10 時

３月２６日(金)
午後 1 時～
午後 2 時 30 分

３月２０日(土)
午前 10 時

大学院教育学研究科(２月募集、外国人留学生特別選抜)、教育学部私費外国人留学生特別選抜、
及び教育学部編入学試験については、合格発表後、入学手続までの期間が１ヶ月程度あることから、
郵送による入学手続きのみとします。

