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2020 年９月 25 日 

  群馬県立女子大学 

 

 

2021年度群馬県立女子大学 国際コミュニケーション学部 編入学（県内推薦）試験に出願される皆さんへ 

 

群馬県立女子大学国際コミュニケーション学部 2021年度編入学（県内推薦）試験（2020年度実施）

に関するお知らせ 

 

 群馬県立女子大学では、2020年 8月 26日に『2021年度編入学（県内推薦）試験学生募集要項』を公

表いたしました。現在のところ、要項の通りに実施する予定ですが、要項内でもお知らせいたしまし

た通り、今後の新型コロナウイルス感染症に関わる社会の状況等によっては、選抜試験の実施方法を

変更せざるをえなくなることも予想されます。また、編入学（県内推薦）試験が要項通りに実施でき

た場合でも、新型コロナウイルス感染症に罹患するなどして受験できない志願者が出る可能性もあり

ます。 

 この文書は、本学国際コミュニケーション学部における(1)編入学（県内推薦）試験が公表済みの要

項通りに実施できなくなった場合の代替措置と(2)新型コロナウイルス感染症等に罹患した入学志願者

の受験機会を確保する方策の内容をあらかじめ公表することで、本学を志願される皆さんが代替措置

と受験機会を確保する方策にスムーズに対応できるようにするためのものです。 

本学国際コミュニケーション学部を志願される皆さんには、以下に記す代替措置と受験機会を確保

する方策についての説明をよくお読みいただき、準備が必要なものについては、あらかじめ準備して

いただいて、緊急の事態に備えていただけたらと思います。 
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１．国際コミュニケーション学部としての方針 

（１）編入学（県内推薦）試験が公表済みの要項通りに実施できなくなった場合の代替措置について 

 新型コロナウイルス感染症に関わる社会の状況等により、選抜試験が予定通り実施できないと本学

で判断した場合は、以下に記す代替措置に切り替えます。代替措置への変更は、本学のホームページ

（https://www.gpwu.ac.jp/）にて発表いたしますので、定期的なご確認をお願いいたします。また、

https://www.gpwu.ac.jp/
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感染症対応という性質上、発表が試験予定日（11 月 28 日（土））の直前となってしまう可能性がある

こともご承知おきください。 

 代替措置における選抜試験は、提出物によってのみ実施します。公表済みの要項に示された出願書

類は、出願期間 2020 年 11 月 6 日（金）～11 月 16 日（月）［必着］にご提出をお願いします。代替措

置への変更に伴う追加提出物の締め切りは 12 月 12（土）［必着］とします。詳しくは、下記の「２．

国際コミュニケーション学部における対応」の「（１）編入学（県内推薦）試験が公表済みの要項通り

に実施できなくなった場合の代替措置について」をご参照ください。 

 

（２）新型コロナウイルス感染症等に罹患した入学志願者の受験機会を確保する方策について 

 編入学（県内推薦）試験が公表済みの要項通りに実施できた場合において、新型コロナウイルス感

染症等に罹患する等(注)で編入学（県内推薦）試験が受験できなかった入学志願者の受験機会を確保

する方策として、追試験を実施します。 

追試験の日程は 12 月 12 日（土）です。なお、追試験の受験には、試験実施日（11 月 28 日（土））

の午後 3時までに本学事務局入試担当（代表番号：0270-65-8511）に電話でご連絡いただくとともに、

医師の診断書（治癒期間が明記されたもの・原本）等を本学事務局に持参または郵送で提出していた

だくことが必要です。持参の場合は、12月2日（水）午後5時15分を締め切りとします。郵送の場合、

簡易書留・速達にて、12月 1日（火）の消印有効とします。 

もし、やむを得ない事情により上記の手続きが難しい場合は、試験実施日（11 月 28 日（土））の午

後 3時までに本学事務局入試担当（代表番号：0270-65-8511）に電話にてお申し出ください。 

(注) 新型コロナウイルスに罹患し、試験日までに医師が治癒したと診断していない者、試験日直前に

保健所等から濃厚接触者に該当するとされた者、試験当日に発熱・咳等の症状がある者を指します。 

 

（３）合格通知の発送日について 

 編入学（県内推薦）試験が公表済みの要項通りに実施され、追試験も実施されない場合は、合格通

知は要項通り 12 月 3 日（木）に短期大学学長あてに発送します。上記（１）の代替措置を実施する場

合は、合格通知の発送日を 12 月 17 日（木）に変更します。また、（２）の追試験を実施する場合は、

11 月 28 日（土）の受験者と追試験受験者ともに合格通知の発送日を 12 月 17 日（木）に変更します。

合格通知の発送日が変更になった場合には、その旨、短期大学学長あてに速やかに通知いたします。 

 なお、合格通知の発送日を 12 月 17 日（木）に変更した場合、入学手続期間を「12 月 18 日（金）か

ら 12月 25日（金）まで」に変更します。 

 

（４）問い合わせ先について 

 本お知らせに関して、質問等がある場合は、本学事務局入試担当（代表番号：0270-65-8511）にお

問い合わせください。 
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２．国際コミュニケーション学部における対応 

（１）編入学（県内推薦）試験が公表済みの要項通りに実施できなくなった場合の代替措置について 

(A) 『2021 年度 編入学（県内推薦）試験学生募集要項』の 3 ページで指定された出願書類は、要項に

記載の通り、出願期間 2020年 11月 6日（金）～11月 16日（月）［必着］にご提出いただきます。

またその他に、動画とその内容に関する要約文を 12 月 12 日（土）［必着］までに追加でご提出い

ただき、提出書類と動画による選抜試験を実施します。本学に来ていただく必要はありません。 

(B) 動画は、面接の代わりとして選抜試験に使用します。 

(C) 動画と要約文はそれぞれ、以下の(D)と(E)に記載した方法で作成し、（F）の要領で提出してくだ

さい。 

(D) 動画について 

（概要） 

1. 面接の代わりとして選抜試験に使用するという趣旨を踏まえた内容と表現にしてください。 

2. 動画は、その内容を選抜試験に活用します。内容が適切に伝わるものであれば、動画自体の

完成度（若干の解像度の悪さや軽微な振れなど）は、選抜試験に影響しません。また、動画

の編集・加工はしないでください。 

3. 提出された動画および記憶媒体（USB メモリー等）は選抜試験の目的のみに使用します。使用

後は、本学が定める期間保管し、その後廃棄します。 

4. 下記の 2 つの質問（Q1 と Q2）に対する回答を動画に収めてください（時間等の詳細は下記の

表を参照のこと）。 

動画の内容（時間制限・使用言語） 

以下の「Q1と Q2」への回答（計 10分以内・英語） 

Q1 本学部のアドミッションポリシーと求める学生像を踏まえ、①あなたの強みと弱み

は何か。②入学後は、その強みをどのように活かし、弱みをどのようにカバーして

いきたいと考えているかを「英語」で具体的に説明してください。 

Q2 あなたの英語力について、あなたが授業等で学習してきた内容や個人で努力してき

たことなどを具体的に示しながら「英語」でアピールしてください。 

5. 動画の冒頭で受験者の本人確認のため、顔がはっきり映るようにしてください。その後も、

本人確認の観点から、なるべく顔が映るようにしてください。 

6. 動画では、かならずしも全身を映す必要はありません。 

（撮影） 

7. 録画する際の基準は以下の通りです。原則、android スマートフォンや iPhone で撮影してく

ださい。ただし、これらの機器が使用できない場合は、その限りではありません。 

① 画面の縦・横については、面接に適した選択をしてください。 

② 「.mp4」または「.mov」ファイル形式（android スマートフォンや iPhone で撮影した動

画はこれらの形式で保存されます。）で録画してください。 

③ 画像解像度 360p（640×360）以上、1080p(1920×1080フル HD)以下とします。 

④ 縦横比率は 4:3、または 16:9とします。 
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⑤ 録画した動画を USB メモリー、または SDHC メモリーカードにコピーして提出となります。

なお、USB メモリーを提出用に使用する場合は、パソコンで使用できるものを選択してく

ださい。android 用の micro-USB や iPhone 用の Lightning とは異なります。ただし、パ

ソコン用とスマートフォン（android、iPhone 等）用の両方の差し込み口を有するタイプ

は使用可能です。またメモリーカードについて、mini や micro サイズのものを使用する場

合、SDカード変換アダプター（SDHC規格対応）が提出時に必要です。 

⑥ 参考までに、機種や撮影条件等にもよりますが、SDHC メモリーカード(4GB）の場合、録

画可能時間（1080p[1920×1080]フル HD)の目安は 30分です。 

8. 動画撮影中は、可能であれば android スマートフォンや iPhone を固定し、原則、部屋に１人

になるようにしてください。ただし、やむを得ない事情がある場合やどうしても撮影の補助

者が必要な場合は、その限りではありません。 

9. 提出用の動画を撮影する前に、画像が十分に見えるだけでなく、音声も十分に聞こえるよう

に録音されているかテスト撮影をするようにしてください。 

10. 提出用の動画の最初で、まず写真票照合のため、顔が映るようにしてください。 

11. 次に「受験番号・名前」を述べてからプレゼンテーションと英語による自己紹介を開始して

ください。 

12. 「写真照合」と「受験番号・名前」確認は、制限時間に含まれません。 

13. 動画の編集・加工はしないでください。言いよどみや言い直しは選抜試験で不利にはなりま

せん。2つの質問（Q1と Q2）に対する回答を続けて撮影してください。 

14. 指定された制限時間と言語を厳守してください。 

（確認と提出準備） 

15. 提出用の動画を撮影後、画像が十分に見えるだけでなく、音声も十分に聞こえるように録音

されているか確認してください。 

16. ファイル名は、受験番号＋氏名+a（例：000001県女花子 a）としてください。 

17. 動画のコピーをかならず手元にも残しておくようにしてください（郵送中に破損が生じるな

どの理由により、再提出を求める場合があります）。 

18. なお、撮影した動画を USBメモリー等にコピーする方法については、主要携帯キャリア会社の

ホームページや全国各地の主要キャリア携帯ショップでも確認できる場合があります。 

(E) 要約文について 

1. 要約文は、提出された動画が一部適切に再生されない場合や画像・音声が一部不鮮明な場合

に、使用します。 

2. 要約文は日本語で作成してください。 

3. 要約文は、動画の「原稿」ではありません。あなたの 2 つの質問（Q1 と Q2）に対する回答の論

旨や要点を指定された文字数以内に日本語でまとめてください。 

要約文の対象 条件 

2つの質問（Q1と Q2）に対す

る回答 

Ａ４・1枚（※）・各 400字以内（合計 800字以内）・日本語 

※原稿用紙を使用する場合（下記 5を参照）は、枚数は問いませんが、字数制限は守ってくだ
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さい。 

4. 一番上に、受験番号と名前を入力し、その下に要約文を入力してください。 

5. 「WORD・Ａ４・1枚（10.5ポイント、MS明朝）」に収まるように作成してください。WORDを使

用できない場合は、原稿用紙等に手書きしたものでもかまいません。 

6. ファイル名は、受験番号+氏名+b（例：000001県女花子 b）としてください。 

7. 要約文のコピーをかならず手元にも残しておくようにしてください（郵送中に破損が生じる

などの理由により、再提出を求める場合があります）。 

(F) 動画と要約文の提出方法について 

1. 動画ファイルと要約文ファイル（または手書きの原稿）は、以下の方法で提出してください。 

2. 要約文を WORD で作成した場合は、入力したファイルを動画と同じ USB メモリー等に入れてく

ださい。また要約文をプリントアウトしたもの（Ａ４・1枚）も同封してください。 

3. 提出する USB メモリー等には、動画と（要約文を WORD で作成した場合は）要約文のファイル

以外は入れないようにしてください。 

4. miniや microサイズの SDHCメモリーカードを使用した場合、SDカード変換アダプター（SDHC

規格対応）に入れて提出してください。 

5. 手書きで要約文を作成した場合は、USBメモリー等と手書きの原稿を同封してください。 

6. USB メモリーまたは SDHC メモリーカードが郵送中に破損することのないように丁寧に梱包し

てください。 

7. 「①梱包した USB メモリーまたは SDHC メモリーカード」、「②要約文をプリントアウトしたも

の（Ａ４・1枚）または手書きの原稿」を同封し、「簡易書留・速達」で郵送してください。 

8. 動画と要約文の提出締め切りは 12月 12日（土）［必着］です。 

送付先：〒370-1193 群馬県佐波郡玉村町上之手 1395-1 

    群馬県立女子大学 国際コミュニケーション学部 入試担当 

(G) 上記の方法について質問等がある場合は、12月4日（金）までに本学事務局入試担当（代表番号：

0270-65-8511）にお問い合わせください。 

(H) 追加提出物として求める課題の第三者への開示や SNS 等インターネットへの掲載・投稿を禁じま

す。 

 

（２）新型コロナウイルス感染症等に罹患した入学志願者のための追試験について 

(A) 本学会場で実施予定であった面接による選抜試験をビデオ通話で実施します。 

(B) ビデオ通話は、面接の代わりとして選抜試験に使用します。 

(C) ビデオ通話では本学が後日指定するアプリを使用し、原則、スマートフォンで受験していただく

ことを予定しています。 

(D) 医師の診断書等とともに、以下の情報を指定用紙に記入し提出してください。本学事務局まで持

参する場合は、12 月 2 日（水）午後 5 時 15 分までにお持ちください。郵送する場合は、簡易書

留・速達で、12月 1日（火）までの消印となるように発送してください。 

①必ず連絡のつくメールアドレス 

②自宅電話番号 

③必ず連絡のつく携帯電話番号 
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(E) 追試験実施方法の詳細については、「郵便」と「メール」で連絡をします。「@mail.gpwu.ac.jp」

からのメールが受信できるように設定しておいてください。 


