
2021年 9月 14日更新 

共立女子大学・共立女子短期大学 

 

2022年度入学者選抜における新型コロナウイルス感染症に係る対応について 

 

 試験の実施にあたり、受験生の皆様にはマスクの着用、咳エチケットや手洗い・うがいの

励行など感染症防止対策を徹底していただくとともに、体温測定など体調管理には十分ご

留意の上、試験に臨んでいただきますようお願いいたします。 

 なお、試験実施に関する情報についてはホームページにて随時情報提供をしていきます。

受験前には必ず確認するようにしてください。 

 

 

１．試験実施に係る感染防止対策について 

 本学では、以下の方針に基づき感染防止対策を実施します。 

 

 1）試験場の入口および施設内に、消毒用アルコール等を可能な限り設置し、手指の衛生

を保つことができる環境整備を行います。 

 2）試験監督者、試験運営スタッフにはマスク着用を義務付け、検温、手指の消毒等の感

染防止対策を徹底します。 

 3）試験場では適切な環境維持のため、試験実施に支障が生じない範囲で換気に努めます。 

 4）対面式の面接等の配席について、受験者相互の間隔を十分にとり、身体的距離の確保

および「三つの密」の回避を徹底します。 

 

２．受験生の皆様へご協力いただきたいこと 

 試験場における感染拡大防止および受験生が安心して受験できる環境を確保するために、

あらかじめ下記の項目についてご協力をお願いします。 

 

 1）各自体温測定結果を試験 7日前から記録し、体調管理を行ってください。また、試験

当日の朝も検温を実施してください。 

 2）発熱・咳等の症状のある受験生はあらかじめ医療機関での受診を行ってください。 

 3）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方や、

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方、試験の前から継続して

発熱・咳等の症状のある方、試験当日 37.5℃以上の熱がある方は受験ができません。 

 4）他の疾患の罹患等のリスクを減らすため、インフルエンザワクチンその他の予防接種

を受けておくことを推奨します。 

 5）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」

の回避などを行うとともに、バランスの取れた食事、適度な運動、休養、睡眠など、

体調管理を心がけてください。 

 



３．試験当日の対応について 

1）試験当日に下記の症状や状況に該当する方は、他の受験生への感染防止の観点から受

験を取りやめていただきます。該当される方は、試験当日の 9時までに入試課までご

連絡ください。その後の対応についてご相談させていただきます。連絡無く欠席した

場合は、通常の欠席として取り扱います。 

 ・37.5℃以上の発熱、咳、くしゃみ、のどの痛み、倦怠感、嗅覚・味覚障害など 

 ・保健所等から濃厚接触者に該当するとされた方、同居家族等の身近な知人に感染が 

疑われる者がいる方 

 2）試験場は、機械換気により換気量の確保を行っています。 

 3）発熱・咳等の症状にかかわらず、試験場内では必ずマスクを着用してください。 

 4）試験場でのこまめな手洗いや消毒用アルコール等での手指消毒にご協力ください。 

 5）食事用控室、食堂の開放は行いません。受験生は昼食を持参し、試験室の自席で食事

をとってください。 

 6）原則として試験当日の付添者の入構は禁止します。また、付添者控室の設定もござい

ません。 

 

４．一般選抜における「特別措置」について 

2022 年度共立女子大学・共立女子短期大学一般選抜では、新型コロナウイルス感染症に

罹患等し、一般選抜を欠席せざるを得なかった方を対象に、「特別措置」を設けます。 

「特別措置」においては、新型コロナウイルス感染後の体力低下、外出制限等を考慮し、

【全学部・科において大学入学共通テストの成績を用いて合否判定】を行うこととし、大学

に来場しての受験は不要とします。 

 

【対象入試】 

一般選抜（全日程） 

【対象者】 

新型コロナウイルス感染症に罹患等したことにより、一般選抜を受験できなかった者

で、次のいずれかに該当するもの。 

１）新型コロナウイルス感染症に罹患している者。 

２）保健所等から新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者として特定され、健康観察や 

外出自粛を要請されている者。 

３）同居家族等の身近な知人に感染が疑われる者がいる者。 

４）新型コロナウイルス感染症の罹患を疑わせる症状（発熱・のどの痛み・咳・強い倦怠 

感等）のある者。 

 ５）その他、上記に準ずるような事情がある場合は入試課と相談の上、その対応を協議す 

ることとする。 

 

 

 



【指定科目】 

１．一般選抜（全学統一方式） 

◆家政学部（被服学科、食物栄養学科★３、建築・デザイン学科、児童学科） 

 教科 科目 

国語 「国語」（近代以降の文章） 

外国語 「英語★1」 

地理歴史 

数学 

理科★２ 

「世界史 B」「日本史 B」「地理 B」 

「数学Ⅰ・数学 A」「数学Ⅱ・数学 B」 

「化学基礎」「生物基礎」「化学」「生物」 のうちから 1科目選択 

調査書 全体の学習成績の状況を 2倍して 10点満点として換算 

★１「英語」について：合否判定にリスニングテストの成績を利用します。 

★２「理科」について：基礎を付した科目は 2科目合わせて 1科目として扱います。 

★３ 家政学部食物栄養学科管理栄養士専攻では、「地理歴史」からは選択できません。 

 

◆文芸学部 

教科 科目 

国語 「国語」（近代以降の文章、古文） 

外国語 「英語★1」 

地理歴史 

数学 

理科★２ 

「世界史 B」「日本史 B」「地理 B」 

「数学Ⅰ・数学 A」「数学Ⅱ・数学 B」 

「化学基礎」「生物基礎」「化学」「生物」 のうちから 1科目選択 

調査書 全体の学習成績の状況を 2倍して 10点満点として換算 

★１「英語」について：合否判定にリスニングテストの成績を利用します。 

★２「理科」について：基礎を付した科目は 2科目合わせて 1科目として扱います。 

 

◆国際学部 

教科 科目 

国語 「国語」（近代以降の文章） 

外国語 「英語★1」 

地理歴史 

数学 

「世界史 B」「日本史 B」「地理 B」 

「数学Ⅰ・数学 A」「数学Ⅱ・数学 B」   のうちから 1科目選択 

調査書 全体の学習成績の状況を 2倍して 10点満点として換算 

★１「英語」について：合否判定にリスニングテストの成績を利用します。 

 

 

 

 

 



◆看護学部 

教科 科目 

国語 「国語」（近代以降の文章） 

外国語 「英語★1」 

数学 

理科★２ 

「数学Ⅰ・数学 A」「数学Ⅱ・数学 B」 

「化学基礎」「生物基礎」「化学」「生物」 のうちから 1科目選択 

調査書 全体の学習成績の状況を 2倍して 10点満点として換算 

★１「英語」について：合否判定にリスニングテストの成績を利用します。 

★２「理科」について：基礎を付した科目は 2科目合わせて 1科目として扱います。 

 

◆ビジネス学部 

教科 科目 

国語 「国語」（近代以降の文章） 

外国語 「英語★1」 

地理歴史 

数学 

「世界史 B」「日本史 B」「地理 B」 

「数学Ⅰ・数学 A」「数学Ⅱ・数学 B」   のうちから 1科目選択 

調査書 全体の学習成績の状況を 2倍して 10点満点として換算 

★１「英語」について：合否判定にリスニングテストの成績を利用します。 

 

◆生活科学科 

教科 科目 

国語 

外国語 

「国語」（近代以降の文章） 

「英語★1」               のうちから 1科目選択 

歴史 

数学 

理科★２ 

「世界史 B」「日本史 B」 

「数学Ⅰ・数学 A」「数学Ⅱ・数学 B」 

「化学基礎」「生物基礎」「化学」「生物」  のうちから 1科目選択 

調査書 全体の学習成績の状況を 2倍して 10点満点として換算 

★１「英語」について：合否判定にリスニングテストの成績を利用します。 

★２「理科」について：基礎を付した科目は 2科目合わせて 1科目として扱います。 

 

◆文科 

教科 科目 

国語 

外国語★２ 

「国語」（近代以降の文章） 

「英語★1」               のうちから 1科目選択 

歴史 「世界史 B」「日本史 B」 のうちから 1科目選択 

調査書 全体の学習成績の状況を 2倍して 10点満点として換算 

★１「英語」について：合否判定にリスニングテストの成績を利用します。 

★２ 英語コースの志願者は、必ず「英語」を選択すること。 



２．一般選抜（2月日程） 

◆家政学部（被服学科、食物栄養学科★３、建築・デザイン学科、児童学科） 

 教科 科目 

国語 「国語」（近代以降の文章） 

外国語 「英語★1」 

地理歴史 

数学 

理科★２ 

「世界史 B」「日本史 B」 

「数学Ⅰ・数学 A」「数学Ⅱ・数学 B」 

「化学基礎」「生物基礎」「化学」「生物」 のうちから 1科目選択 

調査書 全体の学習成績の状況を 2倍して 10点満点として換算 

★１「英語」について：合否判定にリスニングテストの成績を利用します。 

★２「理科」について：基礎を付した科目は 2科目合わせて 1科目として扱います。 

★３ 家政学部食物栄養学科管理栄養士では、「地理歴史」からは選択できません。 

 

◆文芸学部 

教科 科目 

国語 「国語」（近代以降の文章、古文） 

外国語 「英語★1」 

歴史 「世界史 B」「日本史 B」         のうちから 1科目選択 

調査書 全体の学習成績の状況を 2倍して 10点満点として換算 

★１「英語」について：合否判定にリスニングテストの成績を利用します。 

 

◆国際学部 

教科 科目 

国語 「国語」（近代以降の文章） 

外国語 「英語★1」 

地理歴史 

数学 

「世界史 B」「日本史 B」「地理 B」 

「数学Ⅰ・数学 A」「数学Ⅱ・数学 B」   のうちから 1科目選択 

調査書 全体の学習成績の状況を 2倍して 10点満点として換算 

★１「英語」について：合否判定にリスニングテストの成績を利用します。 

 

◆看護学部 

教科 科目 

国語 「国語」（近代以降の文章） 

外国語 「英語★1」 

理科★２ 「化学基礎」「生物基礎」「化学」「生物」 のうちから 1科目選択 

調査書 全体の学習成績の状況を 2倍して 10点満点として換算 

★１「英語」について：合否判定にリスニングテストの成績を利用します。 

★２「理科」について：基礎を付した科目は 2科目合わせて 1科目として扱います。 



 

◆ビジネス学部 

教科 科目 

国語 「国語」（近代以降の文章） 

外国語 「英語★1」 

地理歴史 

数学 

「世界史 B」「日本史 B」「地理 B」 

「数学Ⅰ・数学 A」「数学Ⅱ・数学 B」   のうちから 1科目選択 

調査書 全体の学習成績の状況を 2倍して 10点満点として換算 

★１「英語」について：合否判定にリスニングテストの成績を利用します。 

 

◆生活科学科 

 教科 科目 

国語 

外国語 

「国語」（近代以降の文章） 

「英語★1」 のうちから 1科目選択 

歴史 

数学 

理科★２ 

「世界史 B」「日本史 B」 

「数学Ⅰ・数学 A」「数学Ⅱ・数学 B」 

「化学基礎」「生物基礎」「化学」「生物」 のうちから 1科目選択 

調査書 全体の学習成績の状況を 2倍して 10点満点として換算 

★１「英語」について：合否判定にリスニングテストの成績を利用します。 

★２「理科」について：基礎を付した科目は 2科目合わせて 1科目として扱います。 

 

◆文科 

教科 科目 

国語 

外国語★２ 

「国語」（近代以降の文章） 

「英語★1」               のうちから 1科目選択 

歴史 「世界史 B」「日本史 B」 のうちから 1科目選択 

調査書 全体の学習成績の状況を 2倍して 10点満点として換算 

★１「英語」について：合否判定にリスニングテストの成績を利用します。 

★２ 英語コースの志願者は、必ず「英語」を選択すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．大学入学共通テスト併用選抜 

◆国際学部 

教科 科目 

国語 「国語」（近代以降の文章） 

外国語 「英語★1」「フランス語」「中国語」 

公民 

数学 

「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理、政治、経済」 

「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学 A」       のうちから 1科目選択 

調査書 全体の学習成績の状況を 2倍して 10点満点として換算 

★１「英語」について：合否判定にリスニングテストの成績を利用します。 

 

４．一般選抜（3月日程） 

◆家政学部、国際学部、看護学部、ビジネス学部 

 教科 科目 

国語 「国語」（近代以降の文章） 

外国語 「英語★1」 

調査書 全体の学習成績の状況を 2倍して 10点満点として換算 

★１「英語」について：合否判定にリスニングテストの成績を利用します。 

 

◆文芸学部 

 教科 科目 

国語 「国語」（近代以降の文章、古文） 

外国語 「英語★1」 

調査書 全体の学習成績の状況を 2倍して 10点満点として換算 

★１「英語」について：合否判定にリスニングテストの成績を利用します。 

 

◆生活科学科、文科 

 教科 科目 

国語 

外国語★２ 

「国語」（近代以降の文章） 

「英語★1」                のうちから 1科目選択 

調査書 全体の学習成績の状況を 2倍して 10点満点として換算 

★１「英語」について：合否判定にリスニングテストの成績を利用します。 

★２ 英語コースの志願者は、必ず「英語」を選択すること。 

 

 

 

 

 

 



【留意事項】 

 「特別措置」の適用を受けるためには本学の一般選抜に先立ち、大学入学共通テスト（出

願期間：2021年 9月 27日～10月 7日）の出願および受験が必要となりますので、ご留意

ください。 

 

【申請方法】 

 下記の順番に沿って申請手続きを行ってください。 

①新型コロナウイルスに罹患等した旨を試験当日の 9時までに入試課へ必ず連絡。 

②「2022 年度共立女子大学・共立女子短期大学入学者選抜 新型コロナウイルス感染症

「特別措置」申請書」に必要事項を記入のうえ、下記の送付先へ速達郵便にて試験日を

含めて 5日後までに郵送すること。その際、封筒の表に朱書きで「新型コロナウイルス

感染症特別措置申請書 在中」と記すこと。 

 

 （添付書類）①医師の診断書（※診断書が出ない場合は、高校長からの願書） 

       ②令和 4 年度大学入学共通テスト成績請求票 

        ③「特別措置」の適用を希望するすべての学部・学科の受験票 

 

 （送付先） 〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋 2-6-1  

       共立女子大学・共立女子短期大学 入試課 

 

 

５．その他の入試における「試験日の振替」について 

2022年度共立女子大学・共立女子短期大学では、新型コロナウイルス感染症に罹患等し、

以下の入試を試験当日に欠席せざるを得なかった方を対象に、試験日の振替を実施します。 

 

【対象入試】 

総合型選抜、学校推薦型選抜、特別選抜、商業資格特別入試、外国人留学生入試、 

編入学試験、大学院入試 

【対象者】 

新型コロナウイルス感染症に罹患等したことにより、当該試験を受験できなかった者

で、次のいずれかに該当するもの。 

１）新型コロナウイルス感染症に罹患している者。 

２）保健所等から新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者として特定され、健康観察や 

外出自粛を要請されている者。 

３）同居家族等の身近な知人に感染が疑われる者がいる者。 

４）新型コロナウイルス感染症の罹患を疑わせる症状（発熱・のどの痛み・咳・強い倦怠 

感等）のある者。 

 ５）その他、上記に準ずるような事情がある場合は入試課と相談の上、その対応を協議す 

ることとする。 

申請書は入学試験要項をご確認ください。（10月中頃公表予定） 



【申請方法】 

 下記の順番に沿って申請手続きを行ってください。 

①新型コロナウイルスに罹患等した旨を試験当日の 9時までに入試課へ必ず連絡。 

②「2022 年度共立女子大学・共立女子短期大学入学者選抜 新型コロナウイルス感染症

振替試験申請書」に必要事項を記入のうえ、下記の送付先へ速達郵便にて試験日を含め

て 5日後までに郵送すること。その際、封筒の表に朱書きで「新型コロナウイルス感染

症振替試験申請書 在中」と記すこと。 

 

 （添付書類）①医師の診断書（※診断書が出ない場合は、高校長からの願書） 

       ②振替試験の適用を希望するすべての学部・学科の受験票 

 

 （送付先） 〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋 2-6-1  

        共立女子大学・共立女子短期大学 入試課 

 

【振替日】 

 申請者の状況（病状等）に応じて判断します。ただし、発症日から 10日間経過し、かつ、

症状軽快後 72時間経過するより前に試験日を振り替えることはありません。 

 

以上 



2022年度 共立女子大学・共立女子短期大学入学者選抜 

新型コロナウイルス感染症による「試験日の振替」申請書 

 

１．「特別措置」の適用を受けようとする者               申請日：   年   月   日 

住所 
〒(      -      ) 

フリガナ  生 年 月 日       年  月  日 

氏  名 
 連絡先 

（電話番号） 

自宅  

携帯  

 

２．入試種別・学部学科等・受験番号 

 ※「試験日の振替」の適用を希望するすべての出願を記入してください。記入漏れがあった場合は、「試験日の

振替」の適用ができない場合があります。 

入試種別 学部・学科・コース・専攻 受験番号 

例）総合型選抜 家政学部 被服学科 A5751 

   

※添付書類として、「試験日の振替」の適用を希望するすべての学部・学科の受験票を添付してください。 

 

３．申請事由 

 ※次の中から、該当する「申請事由」に☑チェックまたは記入してください。 
 

 □ ①新型コロナウイルス感染症に罹患している者。 

 □ ②保健所等から新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者として特定され、健康観察や外出自粛を要請されている者。 

 □ ③同居家族等の身近な知人に感染が疑われる者がいる者。 

 □ ④新型コロナウイルス感染症の罹患を疑わせる症状（発熱・のどの痛み・咳・強い倦怠感等）のある者。 

 □ ⑤その他。 

  

４．添付書類 

 ※添付する書類に☑チェックまたは記入してください。 

□ 医師の診断書 

 □ 学校長からの願書（書式自由） 

   

 

（送付先）〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋 2-6-1 共立女子大学・共立女子短期大学 入試課 
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