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令和 3年 10月 25日 

令和 4年 2月 18日更新 

 

学群入試受験者各位 

 

令和４年度入試における追試験について 

 

筑 波 大 学 

 

 

 新型コロナウイルス感染拡大による入学志願者への影響を考慮し，令和４年度入試に

限り，11 月以降に実施する各入試において追試験を実施しますので，以下のとおり概

要をお知らせします。詳細については，追試験対象者に別途お知らせします。 

 

１ 追試験を実施する入試及び学群・学類 

 次の入試において，追試験を実施します。  

入試名称 実施学群・学類 追試験日程 備考 

推薦入試 
体育専門学群 

芸術専門学群 

12月 16日(木) 

12月 17日(金) 

・体育専門学群は 12月 16日のみ 

・表記以外の学群・学類は追試験

を実施しない 

帰国生徒特別入試 
体育専門学群 

芸術専門学群 

12月 16日(木) 

12月 17日(金) 
・体育専門学群は 12月 16日のみ 

学群編入学 社会・国際学群社会学類 
12月 9日(木) 

12月 10日(金) 
 

国際バカロレア特別入試 
体育専門学群 

芸術専門学群 

12月 16日(木) 

12月 17日(金) 

・体育専門学群は 12月 16日のみ 

・表記以外の学群・学類は追試験

を実施しない 

個別学力検査等(前期日程) 

入試を実施している 

全学群・学類 

及び総合選抜 

3月 22日(火)  

個別学力検査等(後期日程) 
入試を実施している 

全学群・学類 
3月 22日(火)  

私費外国人留学生入試 
入試を実施している 

全学群・学類 
3月 22日(火)  

  

 

２ 追試験の選抜方法 

 ５・６ページの別表に記載されている選抜方法で実施します。 

 書類審査やオンラインで実施する追試験は本学への来学は不要ですが，中には本学試

験場での受験が必要なものがあります。海外から渡日して本学試験場で受験する場合は，

入国後 14 日間の待機が必要となるため，渡日にあたっては入国日に十分注意してくだ

さい。 
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３ 追試験の対象者 

 追試験は，本学の各入試に出願した者のうち，以下のいずれかに該当し，当日の試

験（本試験）を受験することができなかった者を対象とします。 

 ① 新型コロナウイルス感染症等に罹患し，試験当日までに医師が治癒したと診断し

ていない者。 

② 試験当日を含めて 14 日間に，保健所から濃厚接触者に特定された者，または同

居者が PCR検査で陽性となり，自宅待機中の者。 

→ 状況を確認して判断します。 

③ 試験前日までの 13 日間において，発熱・咳等の症状があり回復していない者、

または新型コロナウイルス感染者との接触があり感染が否定できない者。 

     

ただし，上記③の者は，「必ず医療機関を受診」または「保健所に相談」していただき，

その結果が以下の場合は本試験を受験してください。 

1）発熱後，医療機関を受診または保健所に相談の結果，新型コロナウイルス感染症

ではない（PCR検査不要）と判断され，試験当日に症状が回復している者 

2）発熱（または感染者との接触）後，医療機関・保健所から，PCR 検査が必要と判

断され，受検した結果，陰性であり，試験当日に症状が回復している者 

3) ワクチン接種後の副反応による発熱等であることが「ワクチン接種済証」等によ

り明らかであり，試験当日に症状が回復している者 

    → 状況を確認して判断します。 

④ 海外から入国して，入国日の翌日から起算して 14日以内の者。 

⑤ 試験当日に，発熱・咳等の症状がある者。 

⑥ 試験当日，試験会場内において咳を繰り返すなどの症状がみられる方には，他の

受験者への感染のおそれがあるため，受験を取り止めていただくことがあります。

（受験を中止した場合は，追試験を申請することができます。） 

※ 本学試験場で追試験を受験する予定の者が，追試験当日に上記のいずれかに該当

する場合は，追試験を受験できません。 

  

４ 追試験の申請方法 

⑴ 追試験受験申請期限 

 いずれの試験においても，本試験当日の午前 10 時までに，入試課に連絡してくださ

い。「３ 追試験の対象者」に該当すると思われる場合は，事由に該当することが判明

した時点で連絡するようにしてください。 

 申請において提出が必要な書類の提出期限は申請者に別途お知らせします。 

 

⑵ 申請方法の流れ 

 ①入試課まで電話で連絡 

３ページの問い合わせ先（入試課 029-853-6007）まで電話にて連絡してください。

土日・祝日は電話が繋がりませんのでご注意ください。 
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 ②追試験受験申請書，証明書等を提出 

次に大学の指示に従い，７ページの「追試験受験申請書」及び，各自の状況に応じ

て必要な証明書を申請書提出期限までに FAX またはメールにより提出してください。 

※受験者本人または代理人が新型コロナウイルス感染症に罹患もしくは濃厚接触者

となり，申請書提出期限までに外出等ができず申請できない場合は，電話にてその

旨を申し出てください。 

 

⑶ 申請時に提出する書類 

 ①追試験受験申請書 

  ７ページの申請様式に必要事項を記入し，提出してください。 

 

 ②申請者の状況に応じて必要な書類 

  (ⅰ) 新型コロナウイルス感染症罹患者 

     医師，病院・診療所・自治体・保健所等の担当者が記入した宿泊・自宅療養

証明書（新型コロナウイルス感染症専用）等，医療機関等の作成した，新型

コロナウイルス感染症の罹患が確認できる書類を提出してください。   

   (ⅱ) 新型コロナウイルス感染症濃厚接触者 

     以下を自著した書面を提出してください。 

・受験番号，氏名及び連絡の取れる電話番号 

・濃厚接触者に該当すると判断した保健所の名称 

・保健所から濃厚接触者に該当すると連絡があった日及び外出を控えるよ

う指示されている期間 

・保健所によるＰＣＲ検査の結果または検疫所による抗原定量検査の結果

（一般の病院等での検査は不可）   

  (ⅲ) 発熱・咳等の風邪症状がある者 

     治療（療養）期間として，出願した本学の個別学力検査等（前期日程及び後

期日程）の日にちが含まれており，症状が明記されている診断書を用意して

ください。ただし，試験当日に発熱等を申し出て，本学医師等の診断を受け，

試験場での受験が認められなかった者については，診断書の提出は不要です。 

  (ⅳ) 帰国者 

     名義人の身分事項と入国日が確認可能なパスポートの写しを提出してくだ

さい。ＩＣ付きパスポートの場合であっても，入国証印の写しが必要です。 

  (ⅴ) 海外在住者 

     居住者証明書等，海外に在住していることを確認できる書類の写しを提出

してください。 
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５ 追試験受験申請書等提出先及び問い合わせ先 

 筑波大学 教育推進部入試課 

  〒305-8577 茨城県つくば市天王台１丁目１－１ 

  電話：029-853-6007 

  FAX ：029-853-6008 

  メール：gm.nyusika@un.tsukuba.ac.jp 

 ※土日・祝日は電話が繋がりませんのでご注意ください。 

６ その他 

   新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては，本対応を含め見直す場合があり

ます。その場合は，本学ホームページにてお知らせします。  
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【別表】追試験の選抜方法 

 

①推薦入試 

学群 学類 選考方法 

体育専門学群 本試験と同一の選抜（本学試験場で実施） 

芸術専門学群 本試験と同一の選抜（本学試験場で実施） 

 

②帰国生徒特別入試 

学群 学類 選考方法 

体育専門学群 本試験と同一の選抜（本学試験場で実施） 

芸術専門学群 本試験と同一の選抜（本学試験場で実施） 

 

③学群編入学 

学群 学類 選考方法 

社会・国際学群 社会学類 
オンラインによる専門科目，外国語（英語）試験及び 
オンライン面接 

 

④国際バカロレア特別入試（11 月募集） 

学群 学類 選考方法 

体育専門学群 本試験と同一の選抜（本学試験場で実施） 

芸術専門学群 本試験と同一の選抜（本学試験場で実施） 

 

⑤個別学力検査等（前期日程） 

学群 学類 選考方法 

理工学群 応用理工学類 大学入学共通テストの成績及びオンライン面接 

医学群 

医学類 
本試験と同一の選抜（本学試験場で実施） 

医学類（地域枠） 

看護学類 
大学入学共通テストの成績及びオンライン面接 

医療科学類 

体育専門学群 本試験と同一の選抜（本学試験場で実施） 

芸術専門学群 本試験と同一の選抜（本学試験場で実施） 

総合選抜及び上記以外の学群・学類 

大学入学共通テストの成績及び書類審査（出願書類・追試験

申請者に新たに提出を求める書類）による総合的な判定を行

います。 

追試験申請者に新たに提出を求める書類は，「志望の動機」

「入学後の抱負」「学習計画書」「小論文」等を指し，選抜区

分によって異なります。 
詳細は追試験申請者に別途お知らせします。 
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⑥個別学力検査等（後期日程） 

学群 学類 選考方法 

生命環境学群 地球学類 大学入学共通テストの成績，書類審査、オンライン口述試験 

理工学群 応用理工学類 大学入学共通テストの成績及びオンライン面接 

情報学群 知識情報・図書館学類 本試験と同一の選抜（本学試験場で実施予定） 

上記以外の学群・学類 

大学入学共通テストの成績及び書類審査（出願書類・追試験

申請者に新たに提出を求める書類）による総合的な判定を行

います。 

追試験申請者に新たに提出を求める書類は，「志望の動機」

「入学後の抱負」「学習計画書」「小論文」等を指し，選抜区

分によって異なります。 

詳細は追試験申請者に別途お知らせします。 

 

⑦私費外国人留学生入試 

学群 学類 選考方法 

人文・文化学群 
人文学類 書類審査、オンラインによる面接 

比較文化学類 書類審査、オンラインによる口述試験 

人間学群 
教育学類、心理学類、 

障害科学類 
書類審査、オンラインによる面接 

生命環境学群 
生物学類 書類審査、オンラインによる面接・専門試験 

地球学類 書類審査、オンラインによる口述試験 

理工学群 

数学類 書類審査、オンラインによる口述試験 

物理学類 書類審査、オンラインによる面接 

化学類、応用理工学類、

工学システム学類 
オンラインによる面接・口述試験 

社会工学類 オンラインによる小論文 

情報学群 

情報科学類 オンラインによる面接 

情報メディア創成学類 書類審査、オンラインによる面接 

知識情報・図書館学類 書類審査、オンラインによる面接・小論文 

医学群 看護学類、医療科学類 オンラインによる面接・小論文 

体育専門学群 対面による面接・実技検査 

芸術専門学群 対面による面接・実技検査 
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追 試 験 受 験 申 請 書 

 

申請年月日  令和  年  月  日 

 

受験する学群・学類名  

受 験 番 号  

受験者氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）                （          ） 

住        所 〒 

電 話 番 号   

e - m a i l  

 

 下記の理由（別添証明書等）により，追試験の受験を申請いたします。 

 

記 

 

１ 申請事由【下記の事由のいずれかにチェック】 

□ （1）新型コロナウイルス感染症に罹患し，試験当日までに治癒の見込みがない 

□ （2）試験当日を含めた 14 日間に，保健所から濃厚接触者に特定された 

□ （3）試験当日を含めた 14 日間に，同居者が PCR検査で陽性となり自宅待機中 

□ （4）試験前日までに発熱・咳等の症状があり，試験当日も症状が回復しない 

□ （5）試験当日，発熱・咳等の症状がある 

□ （6）試験当日を含めた 14 日間に，海外から帰国した 

□ （7）海外在住のため，入国制限等により渡日できない 

□ （8）その他，やむを得ない事由 

（事由：                                                     ） 

   

２ 追加で必要な書類 

上記事由の（1）（4）（5）の場合は「診断書」を，（2）（3）（6）の場合は「健康観察記

録表」を，(7)の場合は居所証明等海外在住であることを証明する書類，（8）の場合は申

請事由を確認できる証明書等（いずれもコピー，写真可）を，それぞれ添付してください。 

  注）試験直前での発熱等により，試験日までに診断書が間に合わない場合は，その旨を試

験場に連絡の上，後日送付してください。 

 

３ 追試験の申請期間 

  必ず試験当日午前 10時までに入試課に連絡し，その際に入試課が示す期日までに，本

紙と事由に応じた必要書類を併せて提出してください。 

   TEL：029－853－6007 

   Mail:gm.nyusika@un.tsukuba.ac.jp 


