
新型コロナウイルス感染症に伴う 2021 年度入試の対応について 

 

新型コロナウイルス感染症に伴う 2021 年度入学試験の対応についてお知らせします。 

本学入学試験の受験生の方は、各入学試験の入試要項と併せて、本ページのお知らせ内容を必ずご確認

ください。 

本ページは随時更新しますので、最新の情報をご確認ください。 

 

大学入学共通テストの特例追試験の受験者への対応 （2020年 9月 3日掲載） 

一般入試〔共通テストプラス型〕および共通テスト利用入試〔前期 3 教科型〕〔前期 4 教科型〕〔後期〕

に出願した方で、大学入学共通テストの特例追試験（令和 3 年 2 月 13 日、14 日実施）を受験した場合

も、合否判定をおこないます。 

なお、一般入試〔共通テストプラス型〕および共通テスト利用入試〔前期 3 教科型〕〔前期 4 教科型〕

については、2 月 19 日（金）に合格発表をおこないます。ただし、出願期間および入学手続きの変更は

おこないません。 

 

振替・追試験の措置について （2020年 11月 11日更新） 

新型コロナウイルス感染症に罹患している方、新型コロナウイルス感染症に罹患した疑いのある方につ

いては、受験することができません。 

その場合は、欠席することとなる試験当日の 14 時までに愛知淑徳大学アドミッションセンターに連絡

してください。その後、診断書を提出していただくことで、別日程への振替または追試験をおこないま

す。振替・追試験を希望しない場合は、入学検定料を返還します。 

※無症状の濃厚接触者については、要件をみたしている場合に限り、受験することが可能です。詳細は、 

次項「無症状の濃厚接触者の受験について」を参照してください。 

 

区分 入試名称 試験日 追試験等の対応 

総合型選抜 AO 入試Ⅰ 10 月 24 日（土） 実施せず検定料を返還 

AO 入試Ⅱ 10 月 24 日（土） 実施せず検定料を返還 

学校推薦型選抜 公募制推薦入試 11 月 14 日（土）、 

11 月 15 日（日） 

追試験 12 月 5 日（土） 

※両日出願した場合は、1 日分

の検定料を返還 

指定校制推薦入試 11 月 28 日（土） 該当者がいた場合、別途高等学

校へご連絡します。 

一般選抜 一般入試  

〔前期 3 教科型〕 

〔前期 2 教科型〕 

2 月 1 日（月）、 

2日（火）、4日（木）、

5 日（金）、6 日（土） 

一般入試〔後期〕に振替 

※検定料を全額返還、その後 

改めて上記入試に出願 

一般入試 

〔共通テストプラス型〕 

2 月 1 日（月）、2 日

（火）、4 日（木）、

5 日（金）、6 日（土） 

共通テスト利用入試〔後期〕に

振替 

※検定料を全額返還、その後 

改めて上記入試に出願 

一般入試〔後期〕 3 月 8 日（月） 実施せず検定料を返還 



上記以外の選抜 編入学試験・特別選抜入試

（社会人・外国人留学生・

海外帰国生） 

11 月 28 日（土） 実施せず検定料を返還 

大学院入試（4 月入学 1 期） 

※心理医療科学研究科 

のみ実施 

9 月 26 日（土） 4 月入学 2 期に振替 

大学院入試（4 月入学 2 期） 2 月 17 日（水） 追試験３月 18 日（木） 

 

無症状の濃厚接触者（※）の受験について （2020年 11月 11日掲載） 

 ※濃厚接触者とは、保健所より濃厚接触者に該当すると伝えられた方のほか、過去 2 週間以内に、政府から入国制限、

入国後の観察期間を必要とされている国・地域から日本に入国した方を含みます。 

 

 以下のいずれの要件を満たしている場合に限り、受験することが可能です。 

 受験を希望する場合は、試験前日の午前 10 時までに愛知淑徳大学アドミッションセンターまでご連 

絡ください。 

 ①初期スクリーニング（自治体による PCR 検査および検疫所における抗原定量検査）の結果、陰性

であること。 

  ※検査結果が判明するまでは、受験することができません。その場合は、振替・追試験の対象とな

ります。 

 ②受験当日も無症状であること 

 ③公共の交通機関（電車、バス、タクシー、航空機（国内線）、旅客船等）を利用せず、かつ、人が密

集する場所を避ける必要があるため、試験会場へは自家用車等を利用してくること 

  

  受験される場合は、終日、別室受験となります。受験生の座席間隔および試験監督者との距離を 2

メートル以上確保します。必ずマスクを着用し、入退室時の手指消毒を徹底してください。 

 

〈受験生の皆さんへ〉（2021 年 1 月 29 日更新） 

１．マスクの持参・着用 

  感染予防のため、マスクの持参・着用をお願いします。試験監督者等からの指示および昼食時以外

は常に着用（面接、プレゼンテーション時を含む）してください。休憩時間や昼食時等の他の受験

生との接触、会話についても、極力控えるようご協力ください。 

  また、試験会場ではマスク等のごみの持ち帰りにもご協力ください。 

何らかの事情によりマスクの着用が困難な場合は、試験前日の 17 時までに愛知淑徳大学アドミッ

ションセンターへ連絡してください。 

２．上着等の持参 

  試験当日、試験室の換気のための窓の開放等をおこなう時間帯があります。各自で防寒のために上

着などを持参してください。英文字や地図等がプリントされたものは、着用しないでください。 

３．手指の消毒 

  試験会場および試験室出入口に消毒液を設置します。試験室への入退出をおこなうごとに、消毒液

を利用して手指の消毒にご協力ください。 

 



４．昼食の持参 

  試験当日、食堂、売店は営業しておりません。昼食が必要な場合は、各自持参し、できる限り試験

室の自席で食事をしてください。 

５．自主検温の実施 

  試験日の 7 日程度前から、朝などに体温測定をおこない、体調の変化の有無を確認してください。 

6．受験できない者 

  ①試験当日に、37.5度以上の熱がある方は受験できませんので、あらかじめご了承ください。 

  ②新型コロナウイルス感染症に罹患している場合、新型コロナウイルス感染症に罹患した疑いのあ

る場合は、他の受験生や試験監督者等への感染のおそれがありますので、受験できません。 

※無症状の濃厚接触者については、要件をみたしている場合に限り、受験することが可能です。詳 

細は、「無症状の濃厚接触者の受験について」を参照してください。 

  ③試験場に到着してから発熱・咳等の症状が出た場合は、休養室等で「健康状態チェックリスト」 

に基づき症状等を確認します。A 欄で 1 項目以上または B 欄で 2 項目以上該当する場合は、他の 

受験者や監督者等の安全確保のため、受験できません。振替・追試験の対象とします。 

 

○健康状態チェックリスト 

  確認項目 

Ａ 

発熱の症状がある（37.5 度以上） 

 〔         度〕※検温結果を記入してください。 

息苦しさ（呼吸困難）がある 

強いだるさ（倦怠感）がある 

Ｂ 

味を感じない（味覚障害がある） 

臭いを感じない（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、又は、過去２週間以内に、政府から入国制限、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（１ｍ程度以内で

15 分以上接触）がある 

 
 

  ※上記①②の理由（診断書の提出が必要）で欠席される場合、欠席することとなる試験当日の 14 時

までに愛知淑徳大学アドミッションセンターに連絡してください。 

７．体調不良の場合 

  ①試験の前から継続して発熱・咳等の症状がある場合は、試験の前日までに愛知淑徳大学アドミッ

ションセンターに連絡してください。振替・追試験の対象とします（診断書の提出が必要）。 

   試験日の振替または追試験の受験を希望しない場合は、入学検定料を返還します。 



  ②試験当日に 37.5 度までの熱はないものの、発熱や咳等の症状がある場合や体調不良の場合は、試

験会場にて速やかに試験監督者等へ申し出てください。 

８．試験終了後 

  試験終了後はすみやかに帰宅し、帰宅後は手洗いやうがいを徹底してください。 

試験終了後に新型コロナウイルスの感染が判明した場合は、愛知淑徳大学アドミッションセンター 

へご連絡ください。 

９．ワクチンの接種、医療機関での受診 

  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るよう努めてくださ 

い。 

試験日の２週間程度前から発熱・咳等の症状がある受験生はあらかじめ医療機関での受診をしてく

ださい。 

10．「新しい生活様式」等の実践 

  日頃から、手洗い、手指消毒、咳エチケットの徹底、身体的距離の確保、「三つの密」の回避などを 

おこなうとともに、バランスのとれた食事、適度な運動、休養、睡眠など、体調管理に心がけてく 

ださい。 

11．「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」の活用 

文部科学省が推奨する「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」を利用する場合は、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活用してく 

ださい。 

   

※ 後日、新型コロナウイルスの感染が判明した受験生や試験監督者がいた場合は、濃厚接触者の特定

など、保健所等の行政機関がおこなう必要な調査へ協力するために、出願時にお知らせいただいた

個人情報を利用することがあります。あらかじめご了承ください。 

〈試験実施における本学の対応〉 

１．試験監督者、スタッフ等は試験会場内ではマスクを着用します。 

２．試験室の机・椅子は試験前・後に消毒をおこないます。 

３．試験は、試験室の座席間の距離を十分に確保しておこない、休憩時間に換気のため窓を開放する時 

間帯を設けます。 

４．面接試験、プレゼンテーション試験は、試験担当者と受験生との距離を十分に確保したうえで、換 

気に留意して実施します。 

 

〈キャンパス間の無料連絡バス運行について〉（2020 年 11 月 11 日更新） 

 ＡＯ入試Ⅱ、公募制推薦入試において長久手キャンパスで試験を実施する場合は、市バスの混雑状況

を緩和するため、星が丘キャンパスから長久手キャンパス行きの無料連絡バス（所要時間約 20 分）を、

以下のとおり運行します。長久手キャンパスで受験する方のみ利用することが可能です。利用人数を把

握するため、出願後に送付される受験票に記載された案内に従って、乗車に関するアンケートに回答し

てください。 

 

 ＡＯ入試Ⅱ：星が丘キャンパスから長久手キャンパス行きの片道のみ運行します。 

       面接の終了時刻が受験者によって異なるため、帰りの無料連絡バスは運行しません。 

 公募制推薦入試：星が丘キャンパス・長久手キャンパス間の往復で運行します。 

 



※AO 入試Ⅰにおいては、無料連絡バスは運行しません。 

 ※一般入試〔前期〕は、星が丘キャンパスのみで試験を実施する予定です。 

  

【問い合わせ先】 

 愛知淑徳大学 アドミッションセンター 

 TEL（052）781-7084 

 平日 9：00～17：00 

 


