
 

新型コロナウイルス感染症対策に係る本学の対応について 
（令和４年８月１日現在） 

 

１ 新型コロナウイルス感染症対策に係る留意事項 

  新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止し、安心して受験できる環境を確保するため、受験 

者の皆様へ次のことをお願いします。 

なお、今後の感染状況等により内容を変更することがあります。 

 

(1) 試験前日まで 

①体調管理 

日頃から感染防止について心がけるとともに、朝などに体温測定を行い、体調の変化の有無 

を確認してください。 

 

②医療機関での受診 

試験日の１週間程度前から発熱・咳等の症状がある受験者はあらかじめ医療機関で受診 

してください。 

 

③予防接種 

他の疾患の罹患等のリスクを減らすため、各自の判断において予防接種を受けておくこ 

とが望ましい。 

 

④「新しい生活様式」等の実践 

日頃から、「三つの密」の回避や、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗い 

などの手指衛生」、「換気」をはじめとした基本的な感染症対策の徹底を行うとともに、バ 

ランスのとれた食事、適度な運動、休養、睡眠など、体調管理を心がけてください。 

 

⑤新型コロナウイルス接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）のダウンロード 

「新型コロナウイルス接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ：COVID-19 Contact Confirming  

Application）は、利用者が新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性がある場合 

に通知を受けることができるものであり、その後の検査の受診など保健所のサポートを早く 

受けることができることから、これを活用することを推奨します。 

なお、通知を受けたことが直ちに濃厚接触者であることを意味するものではないことに留 

意してください。 

 

(2) 試験当日 

①受験できない者 

次のいずれかに該当する者は、本学が実施する入学者選抜試験の受験を控えてください。 

  ア 新型コロナウイルス感染症に罹患し、試験日に入院中又は自宅や宿泊施設において 

療養中の者 

イ 保健所や所属する学校等から新型コロナウイルス罹患者の濃厚接触者に該当すると 



 

され、隔離(自宅待機等)を要請された者（ただし、②で示す要件を満たす者は除く） 

ウ 海外から日本に入国して受験する者で、防疫対策として要請される事項に基づく入 

国後の待機期間中に試験日があたる者 

 

②無症状の濃厚接触者で受験できる者 

保健所や所属する学校等から新型コロナウイルス罹患者の濃厚接触者に該当するとさ 

れ、以下のアの要件１から４（ただし、初期スクリーニングが実施されない場合は要件２

から４）を全て確認したうえで、受験を希望する者は、以下のイ及びウの手続きをエで指

定する期限までに行ってください。 

なお、エの期限までに手続きを行わない無症状の濃厚接触者は追試験（一般選抜のみ） 

の対象者となります。 

 

ア 要件の確認 

要件１ 初期スクリーニング（自治体又は自治体から指示された医療機関が実施する

ＰＣＲ等の検査（行政検査））が実施された場合は、その結果が陰性である

こと。 

要件２ 受験当日も無症状であること。 

要件３ 公共の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来る

こと。 

要件４ 終日、本学が指定する別室で受験すること。 

 

イ 本学に電話連絡 

 連絡先（本学教学課入試班 TEL：0866-94-9161・9163） 

 

ウ チェックシートの提出 

 「チェックシート（無症状の濃厚接触者）」に必要事項を記入し、必ず受験者本人が自 

署したものを提出してください。 

 

エ 申出期限 

(ｱ) 総合型選抜          ：令和４年１０月 ７日（金）１０時まで 

(ｲ) 学校推薦型選抜及び帰国生入試 ：令和４年１１月２５日（金）１０時まで 

(ｳ) 一般選抜（前期日程）及び私費外国人留学生入試（情報工学部又はデザイン学部） 

：令和５年 ２月２４日（金）１０時まで 

(ｴ) 一般選抜（中期日程）     ：令和５年 ３月 ７日（火）１０時まで 

(ｵ) 一般選抜（後期日程）及び私費外国人留学生入試（保健福祉学部） 

：令和５年 ３月１０日（金）１０時まで 

 

なお、保健福祉学部栄養学科の一般選抜（後期日程）においては当該試験について個 

別学力検査等を課さず、大学入学共通テストの成績等で合否判定することから、来学を 

伴わないため、手続は必要ありません。 

 

③試験当日における発熱・咳等の症状のある場合の対応 

ア 試験の前から継続して発熱・咳等の症状のある受験者は、当初予定していた日程では 

 なく、追試験（一般選抜のみ）の受験を検討してください。 



 

イ 試験当日に息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれ 

 かがある場合、基礎疾患等により重症化しやすい受験者が発熱・咳などの比較的軽い風 

邪の症状がある場合の他、発熱・咳などの比較的軽い風邪の症状が続く場合は、追試験 

（一般選抜のみ）の受験を検討してください。 

なお、上記に該当しないものの、発熱や咳等の症状のある受験者は、その旨を試験監 

    督者等に申し出てください。 

 

④マスクの着用 

発熱、咳等の症状の有無にかかわらず、各自マスクを持参し、試験会場では、昼食時以 

外は常に着用（鼻と口の両方を確実に覆うこと）してください。 

ただし、本人確認のための写真照合の際など、必要に応じてマスクを一時的に取り外し 

ていただくことがありますので、試験監督者の指示に従ってください。 

また、マスクは各自が持ち帰り、本学構内で廃棄しないでください。 

なお、何らかの事情によりマスクの着用が困難な場合は、次の期限までに本学教学課入試 

班へ連絡し、相談してください。 

ア 総合型選抜          ：令和４年 ８月１２日(金) 

イ 学校推薦型選抜及び帰国生入試 ：令和４年１０月１１日(火) 

ウ 私費外国人留学生入試     ：令和４年１２月 ２日(金) 

エ 一般選抜           ：令和５年 １月１７日(火) 

 

⑤他者との会話 

休憩時間や昼食時、入退場時等における他者との接触、会話は極力控えてください。 

 

⑥手指消毒 

試験会場内では、試験室への入退出を行うごとに、入口等に配置する速乾性アルコール 

製剤での手指消毒を励行してください。 

 

⑦服装 

試験当日、試験室の換気のため窓の開放等を行う時間帯があるため、体温調節が可能な 

服装でお越しください。 

   

⑧昼食 

試験会場で食堂の営業等は行わないため、昼食を持参し、あらかじめ指示された時間内に 

自席で黙食してください。なお、食事を取り終えた後は、速やかにマスクを着用してくだ 

さい。 

 

⑨試験室等の入退出 

試験室への入退出について、分散して行う場合があります。その場合は、試験監督者の指 

示に従って入退出をお願いします。なお、退出の際は、監督者の指示があるまで自席で待機 

してください。また、試験終了後は、各自寄り道などはせず、なるべくまっすぐ帰宅し、帰 

宅後はまず手や顔を洗い感染防止に努めてください。 

 

➉受験者以外の試験会場への入場 

試験当日は受験者以外の大学構内への入場を認めておりません。ただし、自家用車による 



 

送迎については、一時的に構内への乗り入れを認めますが、本学正門から入構し、乗降後は 

速やかに退出してください。 

 

⑪付添人（保護者等）控室 

付添人（保護者等）控室については原則設置しません。ただし、受験上及び修学上の配慮 

に係る事前相談により認められた場合に限り、利用できます。 

 

(3) 試験終了後 

濃厚接触者の特定など保健所の調査に協力するため、試験終了後１週間の間に新型コロナ 

ウイルス感染症の感染が判明した場合は、本学教学課入試班へ連絡してください。 

 

２ 追試験の実施 

新型コロナウイルス感染症等に罹患又は罹患したおそれのある入学志願者の受験機会を確保す 

るため、今年度限りの措置として、一般選抜に限り、追試験対象者に対して次のとおり追試験を実 

施します。 

  ※総合型選抜、学校推薦型選抜、帰国生入試及び私費外国人留学生入試では追試験を実施しま 

せん。 

 

(1) 追試験の対象者 

追試験の対象として認定される者は次のいずれかです。 

① 疾病（新型コロナウイルス・インフルエンザ・ノロウイルス・風邪等を含む。）により

本試験を受験できない者 

② 保健所や所属する学校等から新型コロナウイルス罹患者の濃厚接触者に該当するとさ

れ、隔離（自宅待機等）を要請された者（ただし、１の(2)の②で示す要件を満たし、本

試験を受験した者を除く） 

 

(2) 追試験の手続き等 

必ず該当する試験当日の集合時間までに下記の連絡先まで連絡してください。以下の書 

類については、別に指定する日までに提出してください。 

なお、保健福祉学部栄養学科の一般選抜（後期日程）においては当該試験について個別

学力検査等を課さず、大学入学共通テストの成績等で合否判定することとしており、来学

を伴わないため手続きは必要ありません。 

 

(連絡先) 

岡山県立大学教学課入試班 TEL：0866-94-9161・9163 

 

① (1)の①に該当する者 

「追試験希望届」及び「医療機関からの診断書」 

(注) 診断書の添付が困難な場合は別紙１を添付してください。 

② (1)の②に該当する者 

「追試験希望届」及び「別紙２」 

   ※ その他の追試験に関する留意事項は追試験対象者に別途連絡します。 

   ※ 追試験の受験を本学が認めた場合、本試験は受験できません。 



 

(3) 追試験の内容等 

学部・学科 日程 追試験日 個別学力検査等の教科・科目等 
試験

時間 

保健福祉学部 
前期日程 

追試験対象者に対し、個別学力検査を課さずに、大学入

学共通テストの成績等を合否判定に利用します。 

後期日程 

情報工学部 
前期日程 

中期日程 

デ

ザ

イ

ン 

学

部 

ビジュアル 

デザイン学科 

前期日程 
工芸工業 

デザイン学科 
令和５年 

３月１２日

（日） 

実技（鉛筆デッサン） 

書類審査 

実技 

180 分 

建築学科 
個人面接※及び書類審査 

※試問（図形問題）を含む 
－ 

 

 

(4) 追試験に係る合格発表 

①保健福祉学部及び情報工学部 

本試験の合格発表に併せて行います。本試験の合格発表については、一般選抜に係る学生募 

集要項を参照してください。 

②デザイン学部 

令和５年３月２１日（火）１０時から行います。発表方法については、一般選抜に係る学生 

募集要項を参照してください。 



 

 

チェックシート（無症状の濃厚接触者） 

【受験が認められる要件】 

① 初期スクリーニング（自治体又は自治体から指示された医療機関が実施する PCR

等の検査(行政検査)）が実施された場合は、その結果が陰性であること。 

② 試験当日も無症状であること。※当日症状のある方は受験できません。 

③ 公共の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来ること。 

④ 終日、本学が指定する別室で受験すること。 

 

受験番号  

フリガナ 

氏名 

 

 

緊急連絡先 
Tel  

Mail  

濃厚接触者に該当すると判断した保健所・学校等の名称  

保健所・学校等から濃厚接触者に該当すると連絡があった日 年  月  日 

保健所・学校等から不要不急の外出を控える

よう指示されている期間 
年   月   日まで 

初期スクリーニング 

（行政検査）の結果 

※実施された場合のみ記入 

検 査 実 施 日 年   月   日 

結果（
○ を  

つ け る） 陽性 ・ 陰性 

交通手段・来学方法  

 

以下をよく読み、チェック✓してください。 

□ 上記記載の要件を全て確認しました。 

□ 記載事項に相違ないことを確認のうえ、令和５(2023)年度岡山県立大学入学者選抜

試験の受験を希望します。 

署名  

 



 

    年  月  日  

追試験希望届  

岡山県立大学長 殿  

受験番号  

入試区分 

(該当に〇) 
一般選抜(前期・中期・後期) 

志願学部/学科      学部/      学科 

フリガナ 

氏名 
           ㊞ 又は 署名 

住   所  

T E L －     － 

※昼間に連絡がとれる番号をご記入ください。 

E-Mail ＠ 

 

私は、 令和５(2023)年度 の岡山県立大学入学者選抜試験において、下記の理由

により受験できませんので追試験を希望します。  

 

記  

 

理由 

(該当にチェック) 

□ 疾病(新型コロナウイルス・インフルエンザ・ノロウイルス・風

邪等を含む。)により本試験を受験できない者であるため。 

※ 医療機関からの診断書を添付してください。 

なお、医療機関の事情等により届出期日までに診断書の添付が

困難な場合は別紙１を添付してください。 

 

□ 保健所や所属する学校等から新型コロナウイルス罹患者の濃厚

接触者に該当するとされ、隔離（自宅待機等）を要請された者（本

学が示す要件を満たす無症状者で、本試験を受験した者を除く）

であるため。 

※ 別紙２を添付してください。 

 



別紙１ 

医療機関の事情等により届出期日までに診断書の添付が困難な場合の 

添付書類 
 

 

受験番号  

志願学部/学科 学部           学科 

フリガナ 

氏名 

 

 

住所  

期日までに診断書の 

添付が困難な理由 
 

病名  

診断日 年    月    日 

診断を受けた

医療機関 

名称  

住所  

以下をよく読み、チェック✓してください。 

□ 記載事項に相違ないことを確認のうえ、令和５(2023)年度一般選抜の追試験受験

を希望します。 

 

署名  

 

 



別紙２ 

濃厚接触者が追試験を希望する場合の添付書類 

 

受験番号  

志願学部/学科             学部/           学科 

フリガナ 

氏名 

 

 

濃厚接触者に該当すると判断した保健所・学校等の名称  

保健所・学校等から濃厚接触者に該当すると連絡があった日 年  月  日 

保健所・学校等から不要不急の外出を控

えるよう指示されている期間 
   年   月   日まで 

以下をよく読み、チェック✓してください。 

□ 記載事項に相違ないことを確認のうえ、令和５(2023)年度一般選抜の追試験受験

を希望します。 

 

署名  
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