
 2022年11⽉1⽇ 
 受験⽣の皆さまへ 

 駒澤⼤学⼊学センター 

 新型コロナウイルス感染拡⼤に伴う2023（令和5）年度 ⼀般選抜における 
 本学の対応について（受験上の注意事項） 

  本学における、2023（令和5）年度⼊学者選抜においては、⽂部科学省より公表されております、「令和5 
 年度⼤学⼊学者選抜に係る新型コロナウイルス感染症に対応した試験実施のガイドライン」に基づき、新型 
 コロナウイルス感染拡⼤防⽌策を講じた上での試験実施を予定しております。本学を受験される受験⽣にお 
 かれましては、受験上の注意事項（本紙）を必ずご確認のうえ、試験に臨むようお願いいたします。 

 ◯試験運営における対応 
 （1）試験監督･スタッフは体調管理を徹底し、体調に問題がないことを確認のうえ、試験に従事します。 
 （2）試験室では、試験監督はマスクの着⽤、⼿指消毒をして指⽰･伝達を⾏います。 
 （3）会場出⼊⼝および試験室周辺にはアルコール消毒液を設置します。 
 （4）試験室では可能な限り座席の間隔を確保して、席を配置します。 
 （5）試験室は換気機能を有しておりますが、試験時間以外の時間はドア等を開放し、換気を⾏います。 
 （6）各試験⽇の試験終了後には、試験会場内のアルコール消毒を⾏います。 
 （7）試験当⽇は、試験場に医師、看護師が常駐し、体調不良の⽅の対応にあたります。 
 （8）試験終了後は時差退構を実施し、受験者が密集状態にならないよう、感染リスクの軽減に努めます。 

 【試験前の注意事項】 
  ⼿洗い、⼿指の消毒、マスクの着⽤等、受験者が各⾃の体調管理を徹底するとともに、試験⽇より1週間 
 以内に発熱、咳等の症状がある場合には、あらかじめ医療機関を受診するなど、体調の変化の有無に⼗分注 
 意してください。 

 【試験当⽇の注意事項】 
 （1）新型コロナウイルス感染症等に感染した場合、または感染の疑いがある場合は受験をご遠慮ください。 

 また試験当⽇は、各⾃検温を⾏い、発熱、咳、頭痛等の症状がある場合は、受験を取り⽌めていただく 
 ようお願いいたします。 

 （2）試験会場に来場する際は、症状の有無に関わらず、マスクを必ず持参し、試験中も必ず着⽤してくださ 
 い。なお、試験監督の指⽰により、⼀時的にマスクを外していただく場合がございますが、その際はご 
 協⼒をお願いいたします。 

 （3）試験会場への⼊場の際は受験者の密集を防⽌するため、時間に余裕を持ってご来場ください。 
 （4）試験当⽇の昼⾷は各⾃持参し、⾃席での黙⾷にご協⼒ください。 
   （試験会場での昼⾷販売、および昼⾷会場は⽤意しておりません。また、⼀時退構はできません。） 
 （5）試験当⽇に試験会場で体調に異変を感じた場合には、すみやかに試験監督、会場スタッフに申し出て 

 ください。会場の医師、看護師の診察のうえ、試験室への再⼊室が困難と判断された場合には、受験を 
 継続できない場合がございます。 

 （6）以下の①〜④の症状により、試験を受験できなかった者については、振替受験の機会を設けておりま 
 す。必要に応じて、「2023（令和5）年度⼀般選抜･⼤学⼊学共通テスト利⽤選抜における振替受験の申 
 請⽅法について」をご確認のうえ、所定の期⽇までに必ず⼿続きをしていただきますよう、お願いいた 
 します。 
 ① 新型コロナウイルス感染症等に罹患した者 
 ② 保健所等から新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者と伝達された者 ※（7）（8）参照 
 ③ 発熱、咳、だるさ等、新型コロナウイルスの疑いがあるの症状により試験を⽋席した者 
 ④ ③等の症状により、試験実施中に途中帰宅した者 
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 （7）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伝達された者のうち、検査結果が陰性であり、 
 かつ、試験当⽇に発熱、咳等の症状がない者は別室での受験、または振替受験のいずれかを選択するこ 
 とができます。いずれの場合においても、必ず試験前までに本学⼊学センター（TEL︓03-3418-9048） 
 までご連絡ください。 

 （8）受験者本⼈の周囲に新型コロナウイルス感染者が発⽣した場合において、保健所等から濃厚接触者で 
 あるとの伝達がない場合、試験当⽇に無症状の者は通常どおりの受験が可能です。 

 （9）試験時間中に咳や体調不良等、他の受験者に影響があると監督者が判断した場合、解答等を中断し、 
     症状の確認や別室での受験を指⽰する場合があります。 

 【試験後の注意事項】 
  ⼀般選抜の受験後に新型コロナウイルス感染症への感染が確認された場合には、本学⼊学センターへ、 
 すみやかに連絡してください。その場合、濃厚接触者特定のため、保健所等の各⾏政機関へ受験者の個⼈情 
 報を提供する場合がございますので、あらかじめご了承ください。 

 ◯振替受験の対象となる選抜（医療健康科学部を除く、すべての学部） 

 振替受験対象選抜 

 試験⽇  選抜⽅式  振替試験⽇  選抜⽅式 

 1⽉14⽇（⼟）※ 
 1⽉15⽇（⽇）※ 

 1⽉28⽇（⼟）※ 
 1⽉29⽇（⽇）※ 

 ⼤学⼊学共通テスト 
 利⽤選抜（前期⽇程） 

 3⽉7⽇（⽕）  T⽅式  2⽉4⽇（⼟）  全学部統⼀⽇程選抜 
 （地⽅会場を含む） 

 2⽉5⽇（⽇） 
 2⽉6⽇（⽉） 
 2⽉7⽇（⽕） 
 2⽉8⽇（⽔） 

 T⽅式 
 S⽅式 

 3⽉7⽇（⽕）  T⽅式  3⽉20⽇（⽉）  ⼩論⽂・⾯接･⼝頭試問 
 による振替試験 

 ◯振替受験の対象となる選抜（医療健康科学部） 

 振替受験対象選抜 

 試験⽇  選抜⽅式  振替試験⽇  選抜⽅式 

 1⽉14⽇（⼟）※ 
 1⽉15⽇（⽇）※ 

 1⽉28⽇（⼟）※ 
 1⽉29⽇（⽇）※ 

 ⼤学⼊学共通テスト 
 利⽤選抜（前期⽇程） 

 3⽉7⽇（⽕）  ⼩論⽂・⾯接･⼝頭試問 
 による振替試験 

 2⽉5⽇（⽇） 
 2⽉6⽇（⽉） 

 T⽅式 
 S⽅式 

 ※本学の⼤学⼊学共通テスト利⽤選抜（前期⽇程）を出願した者のうち、 
  ⼤学⼊学共通テストの本試験・追試験のいずれも受験ができなかった者を対象としています。 
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 【振替試験の受験に関する注意事項】 
 （1）全学部統⼀⽇程選抜において、東京会場（駒沢キャンパス）以外の地⽅会場での受験を予定していた 

 場合、3⽉7⽇（⽕）の振替受験では、駒沢キャンパスでの受験となります。 

 （2）全学部統⼀⽇程選抜およびS⽅式（特定科⽬重視型）に出願していた場合も、3⽉7⽇（⽕）の振替受験 
 では、T⽅式（同⼀配点型）での合否判定となります。 

 （3）全学部統⼀⽇程選抜、S⽅式（グローバル･メディア･スタディーズ学部）において、英語外部試験利⽤ 
 制度の利⽤を希望していた場合、3⽉7⽇（⽕）の振替受験では利⽤ができませんので、「英語」の試験 
 を受験していただきます。 

 （4）全学部統⼀⽇程選抜、T⽅式（グローバル･メディア･スタディーズ学部はS⽅式）において各種奨学⾦給 
 付制度を希望していた場合でも、3⽉7⽇（⽕）の振替受験では、奨学⾦給付制度の対象とはなりませ 
 ん。 

 （5）3⽉7⽇（⽕）の振替受験では、補⽋合格候補者の対象にはなりません。 

 （6）2⽉4⽇（⼟）〜8⽇（⽔）において、試験当⽇に試験場での体調不良により途中帰宅し、3⽉7⽇（⽕） 
 の振替受験を希望した場合、途中まで受験した科⽬の試験結果はすべて無効となります。 

 （7）2⽉4⽇（⼟）〜8⽇（⽔）において、複数⽇程（複数学科）に出願をしていた場合でも、3⽉7⽇（⽕） 
 の振替受験では1学科のみの出願となります。 

 （8）2⽉T⽅式・S⽅式⽋席者（医療健康科学部のみ）および、3⽉7⽇（⽕）T⽅式⽋席者（医療健康科学部 
     以外）については、本学独⾃問題の⼩論⽂・⾯接･⼝頭試問による振替試験を実施します。振替試験の 
     詳細等は、本学へ連絡のあった者に個別にご案内いたします。 

  ※振替受験および、⼊学検定料返還に関する申請⼿続きの詳細は、「2023（令和5）年度⼀般選抜･ 
   ⼤学⼊学共通テスト利⽤選抜における振替受験の申請⽅法について」を必ずご確認ください。 

         【本件に関する問い合わせ先】 
       駒澤⼤学 ⼊学センター 

 TEL︓03-3418-9048  10:30〜17:00（12:30〜13:30を除く） 
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                                     2022年11⽉1⽇ 
 駒澤⼤学⼊学センター 

  2023（令和5）年度⼀般選抜・⼤学⼊学共通テスト利⽤選抜における振替受験の申請⽅法について  

  新型コロナウイルス感染等により、本学の試験を受験できなかった者については、以下のとおり、追加の 
 ⼊学検定料を必要とせず、振替受験の出願をすることができます。なお、保健所等から新型コロナウイルス 
 感染者の濃厚接触者と伝達された者のうち、検査結果が陰性であり、かつ試験当⽇に発熱、咳等の症状がな 
 い無症状の者については別室での受験、または振替受験のいずれかを選択することができます。いずれの場 
 合においても必ず試験前までに、本学⼊学センター（TEL︓03-3418-9048）までご連絡ください。また、新 
 型コロナウイルス感染症の罹患者または濃厚接触者に対する社会的対応の変化により、今後、申請⽅法等に 
 変更が⽣じる場合があります。 

 【2⽉実施⼀般選抜⽋席者】  ※医療健康科学部を除く、すべての学部 
 ◯措置の内容 
  振替受験として3⽉7⽇実施の⼀般選抜T⽅式に出願することができます。※ 
  振替受験に出願する場合〔表1〕のとおり申請した者に限り、振替受験分の⼊学検定料を返⾦いたします。 
  ※振替受験の出願にあたっては、3⽉7⽇実施の⼀般選抜T⽅式の⼊学検定料を⼀度納⼊いただいた後の 
   ご返⾦となりますこと、ご了承ください。 

 ⽋席・途中帰宅した選抜  振替受験先 

 対象選抜 
 ①全学部統⼀⽇程選抜︓2⽉4⽇（⼟）実施 
 ②T⽅式︓2⽉5⽇（⽇）〜2⽉8⽇（⽔）実施 
 ③S⽅式︓2⽉5⽇（⽇）〜2⽉8⽇（⽔）実施 

 T⽅式︓3⽉7⽇（⽕）実施 

 〔表1〕 

 No  対象者  申請⼿順 1 
 （電話での連絡） 

 申請⼿順 2 
 （以下の必要書類の郵送） 

 1 

 ①新型コロナウイルス感染または、 
  新型コロナウイルス感染の疑いが 
  ある症状により、試験を⽋席した者 

 ②保健所等から新型コロナウイルス 
  感染者の濃厚接触者として伝達 
  された者のうち試験⽇までに陰性が 
  確認できなかった者 

 2⽉8⽇（⽔）17:00までに 
 駒澤⼤学⼊学センターへ電話連絡 

 ①⼊学検定料返還願【所定⽤紙】 
 ②指定⾦融機関の通帳コピー 
 ③⽋席した選抜の⼊学志願票コピー 
 ④⽋席届【所定⽤紙】 
  ※医師の診断書が発⾏できる場合 
   は⽋席届に添付してください。 
 ⑤隔離を指⽰した保健所等の連絡先 
  等届出書【所定⽤紙】 
 （対象者②の場合） 

 2  試験会場で新型コロナウイルス感染の 
 疑いがある症状により途中帰宅した者 

 試験当⽇に試験会場にて 
 ⼿続きについてご案内します 

 ①⼊学検定料返還願【所定⽤紙】 
 ②指定⾦融機関の通帳コピー 
 ③⽋席した選抜の⼊学志願票コピー 
 ④新型コロナウイルス感染症に 
  関する問診票（当⽇発⾏） 

 ※期⽇までに電話連絡のない場合や、必要書類の提出がない場合は対象外となります。 

 ◯必要書類の提出等について 

 提出⽅法  振替受験（3⽉7⽇実施のT⽅式）の⼊学志願票に必要書類を同封して郵送 

 提出期限  2⽉24⽇（⾦）消印有効 

 返⾦時期  納⼊した3⽉T⽅式の⼊学検定料（35,000円）を3⽉末までに指定⾦融機関⼝座に振込 
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 【⼤学⼊学共通テスト⽋席者】  ※医療健康科学部を除く、すべての学部 
 ◯措置の内容 
  振替受験として3⽉7⽇実施の⼀般選抜T⽅式に出願することができます。※ 
  振替受験に出願する場合〔表2〕のとおり申請した者に限り、振替受験分の⼊学検定料を返⾦いたします。 
  ※振替受験の出願にあたっては、3⽉7⽇実施の⼀般選抜T⽅式の⼊学検定料を⼀度納⼊いただいた後の 
   ご返⾦となりますこと、ご了承ください。 

 ⽋席・途中帰宅した選抜  振替受験先 

 対象選抜 

 ①⼤学⼊学共通テスト本試験 
  1⽉14⽇（⼟）・1⽉15⽇（⽇）実施 
 ②⼤学⼊学共通テスト追試験 
  1⽉28⽇（⼟）・1⽉29⽇（⽇）実施 

 ※本学の⼤学⼊学共通テスト利⽤選抜（前期 
  ⽇程）に出願した者のうち、①･②のいずれ 
  も受験できなかった者を対象とします。 

 T⽅式︓3⽉7⽇（⽕）実施 

 〔表2〕 

 No  対象者  申請⼿順 1 
 （電話での連絡） 

 申請⼿順 2 
 （以下の必要書類の郵送） 

 1 

 新型コロナウイルス感染、または 
 新型コロナウイルス感染の疑いがある 
 症状により、⼤学⼊学共通テストを 
 受験できなかった者 

 2⽉8⽇（⽔）17:00までに 
 駒澤⼤学⼊学センターへ電話連絡 

 ①⼊学検定料返還願【所定⽤紙】 
 ②指定⾦融機関の通帳コピー 
 ③⼤学⼊学共通テスト利⽤選抜（前 
 期⽇程）の⼊学志願票コピー 
 ④⽋席届【所定⽤紙】 
  ※医師の診断書が発⾏できる場合 
   は⽋席届に添付してください。 

 ※期⽇までに電話連絡のない場合や、必要書類の提出がない場合は対象外となります。 

 ◯必要書類の提出等について 

 提出⽅法  振替受験（3⽉7⽇実施のT⽅式）の⼊学志願票に必要書類を同封して郵送 

 提出期限  2⽉24⽇（⾦）消印有効 

 返⾦時期  納⼊した3⽉T⽅式の⼊学検定料（35,000円）を3⽉末までに指定⾦融機関⼝座に振込 
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 【2⽉実施⼀般選抜・⼤学⼊学共通テスト⽋席者】  ※医療健康科学部のみ 
 ◯措置の内容 
  振替受験として3⽉7⽇実施の⼩論⽂・⾯接･⼝頭試問による振替試験を受験することができます。 
  振替受験を希望する者は〔表3〕のとおり申請をお願いしたします。 
  なお、「振替受験を希望しない者」については⼊学検定料の返⾦等はございません。 
  試験の詳細については該当者の⽅へ個別にご案内いたします。 

 ⽋席・途中帰宅した選抜  振替受験先 

 対象選抜 

 ①T⽅式︓2⽉5⽇（⽇）実施 
 ②S⽅式︓2⽉6⽇（⽉）実施 
 ③⼤学⼊学共通テスト本試験 ※ 
  1⽉14⽇（⼟）・1⽉15⽇（⽇）実施 
 ④⼤学⼊学共通テスト追試験 ※ 
  1⽉28⽇（⼟）・1⽉29⽇（⽇）実施 
 ※本学の⼤学⼊学共通テスト利⽤選抜（前期 
  ⽇程）に出願した者のうち、③･④のいずれ 
  も受験できなかった者を対象とします。 

 ⼩論⽂・⾯接･⼝頭試問による振替試験 
 3⽉7⽇（⽕）実施 

 〔表3〕 

 No  対象者  申請⼿順 1 
 （電話での連絡） 

 申請⼿順 2 
 （以下の必要書類の郵送） 

 1 

 ①新型コロナウイルス感染または、 
  新型コロナウイルス感染の疑いが 
  ある症状により、試験を⽋席した者 

 ②保健所等から新型コロナウイルス 
  感染者の濃厚接触者として伝達 
  された者のうち試験⽇までに陰性が 
  確認できなかった者 

 2⽉8⽇（⽔）17:00までに 
 駒澤⼤学⼊学センターへ電話連絡 

 ①⽋席した選抜の⼊学志願票コピー 
 ②⽋席届【所定⽤紙】 
  ※医師の診断書が発⾏できる場合 
   は⽋席届に添付してください。 
 ③隔離を指⽰した保健所等の連絡先 
  等届出書【所定⽤紙】 
  （対象者②の場合） 
 ④⼀般選抜振替試験に関する確認書 
  ※個別にご案内いたします。 

 2  試験会場で新型コロナウイルス感染の 
 疑いがある症状により途中帰宅した者 

 試験当⽇に試験会場にて 
 ⼿続きについてご案内します 

 ①⽋席した選抜の⼊学志願票コピー 
 ②新型コロナウイルス感染症に 
  関する問診票（当⽇発⾏） 
 ③⼀般選抜振替試験に関する確認書 
 ※個別にご案内いたします。 

 3 

 新型コロナウイルス感染、または 
 新型コロナウイルス感染の疑いがある 
 症状により、⼤学⼊学共通テストを 
 受験できなかった者 

 2⽉8⽇（⽔）17:00までに 
 駒澤⼤学⼊学センターへ電話連絡 

 ①⼤学⼊学共通テスト利⽤選抜（前 
 期⽇程）の⼊学志願票コピー 
 ②医師の診断書（任意） 
 ③⼀般選抜振替試験に関する確認書 
 ※個別にご案内いたします。 

 ※期⽇までに電話連絡のない場合や、必要書類の提出がない場合は対象外となります。 

 ◯必要書類の提出等について 

 提出⽅法  必要書類を厳封のうえ、封筒の表に「振替試験申請書類在中」と朱書きして郵送 

 提出期限  2⽉24⽇（⾦）消印有効 

 返⾦対応  なし 
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 【3⽉実施⼀般選抜⽋席者】  ※医療健康科学部を除く、すべての学部 
 ◯措置の内容 
  振替受験として3⽉20⽇（⽉）実施の⼩論⽂・⾯接･⼝頭試問による振替試験を受験することができます。 
  振替受験を希望する者は〔表4〕のとおり申請をお願いしたします。 
  なお、「振替受験を希望しない者」については⼊学検定料の返⾦等はございません。 
  試験の詳細については該当者の⽅へ個別にご案内いたします。 

 ⽋席・途中帰宅した選抜  振替受験先 

 対象選抜  T⽅式︓3⽉7⽇（⽕）実施  ⼩論⽂・⾯接･⼝頭試問による振替試験 
 3⽉20⽇（⽉）実施 

 〔表4〕 

 No  対象者  申請⼿順 1 
 （電話での連絡） 

 申請⼿順 2 
 （以下の必要書類の郵送） 

 1 

 ①新型コロナウイルス感染または、 
  新型コロナウイルス感染の疑いが 
  ある症状により、試験を⽋席した者 

 ②保健所等から新型コロナウイルス 
  感染者の濃厚接触者として伝達 
  された者のうち試験⽇までに陰性が 
  確認できなかった者 

 3⽉7⽇（⽕）17:00までに 
 駒澤⼤学⼊学センターへ電話連絡 

 ①⽋席した選抜の⼊学志願票コピー 
 ②⽋席届【所定⽤紙】 
  ※医師の診断書が発⾏できる場合 
   は⽋席届に添付してください。 
 ③隔離を指⽰した保健所等の連絡先 
  等届出書【所定⽤紙】 
  （対象者②の場合） 
 ④⼀般選抜振替試験に関する確認書 
  ※個別にご案内いたします。 

 2  試験会場での体調不良により途中帰宅 
 した者 

 試験当⽇に試験会場にて 
 ⼿続きについてご案内します 

 ①⽋席した選抜の⼊学志願票コピー 
 ②新型コロナウイルス感染症に 
  関する問診票（当⽇発⾏） 
 ③⼀般選抜振替試験に関する確認書 
  ※個別にご案内いたします。 

 ※期⽇までに電話連絡のない場合や、必要書類の提出がない場合は対象外となります。 

 ◯必要書類の提出等について 

 提出⽅法  必要書類を厳封のうえ、封筒の表に「振替試験申請書類在中」と朱書きして郵送 

 提出期限  3⽉15⽇（⽔）必着 

 返⾦対応  なし 
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 〇必要書類の詳細について 

 【所定⽤紙】は、デジタルパンフレットKomaShelfに掲載しております。 

 No  申請に必要な書類  備考 

 1 
 【所定⽤紙】 
 ⼊学検定料返還願  必要事項を記⼊し、提出してください。 

 2  指定⾦融機関の通帳コピー 

 ⾦融機関名・⽀店名・⼝座種別・⼝座番号 
 ⼝座名義（フリガナ）が確認できる部分のコピー 
 ※通帳がない⼝座の場合･･･キャッシュカードのコピーや 
  WEB通帳の⼝座詳細のわかる画⾯のコピー 

 3  ⽋席した選抜の⼊学志願票コピー  ネット出願のマイページより再度出⼒してください。 

 4 
 【所定⽤紙】 
 ⽋席届（医師の診断書等） 

 新型コロナウイルス感染または、新型コロナウイルス 
 感染の疑いがある症状により、該当⽇に受験ができな 
 かった理由を記⼊してください。 
 また、医師の診断書等が発⾏できる場合には、併せて 
 提出してください。 

 5 
 【所定⽤紙】 
 隔離を指⽰した保健所等の連絡先等届出書 

 ※該当者のみ 
 保健所等から新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者と 
 伝達され、隔離を指⽰されたことを理由に該当⽇に受験 
 ができなかった場合に、必要事項を記⼊して提出してく 
 ださい。 

 6 
 【所定⽤紙】 
 新型コロナウイルス感染症に関する問診票 

 試験当⽇に体調不良で途中帰宅した場合に、本学より 
 発⾏いたします。 
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