
令和４（2022）年２月21日 

 

令和４年度一橋大学学部入学者選抜（追試験）について 
 

 

【重要】 

今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、追試験に関する内容が変更することがあります。 

変更することを決定した場合は、直ちに本学ウェブサイトに掲載しますので、必ず確認してください。 

 
 
 

新型コロナウイルス感染症等に罹患した入学志願者の受験機会を確保するため、次のとおり追試験を実施します。 

 

１ 試験日程 

(1) 一般選抜 

試験 
本試験 追試験 

月日（曜日） 教科 受験者入室 試験開始 試験終了 月日（曜日） 教科 受験者入室 試験開始 試験終了 

前期日程 

令和４（2022）年 

２月25日（金） 

国語 ９時30分～10時10分 10時30分 12時10分 令和４（2022）年

３月22日（火） 

 

数学 ９時30分～10時10分 10時30分 12時30分 

数学 13時40分まで 14時00分 16時00分 
外国語 

（英語） 
14時10分まで 14時30分 16時30分 

２月26日（土） 

外国語 

（英語） 
９時30分～10時10分 10時30分 12時30分 

３月23日（水） 

国語 ９時30分～10時10分 10時30分 12時10分 

地理歴史 14時10分まで 14時30分 16時30分 地理歴史 13時40分まで 14時00分 16時00分 

後期日程 ３月12日（土） 

外国語 

（英語） 
９時00分～９時40分 10時00分 12時00分 

３月22日（火） 

数学 ９時30分～10時10分 10時30分 12時30分 

数学 13時40分まで 14時00分 16時00分 
外国語 

（英語） 
14時10分まで 14時30分 16時30分 

 

  

 

(2) 外国学校出身者選抜 

試験 
本試験 追試験 

月日（曜日） 教科 受験者入室 試験開始 試験終了 月日（曜日） 教科 受験者入室 試験開始 試験終了 

第１次選抜 
令和４（2022）年 

２月26日（土） 

外国語 

（英語） 
９時30分～10時10分 10時30分 12時30分 

令和４（2022）年 

３月22日（火） 

 

※第１次選抜と 

第２次選抜を 

同日に実施 

小論文 ９時30分～10時10分 10時30分 12時30分 

小論文 14時10分まで 14時30分 16時30分 
外国語 

（英語） 
14時10分まで 14時30分 16時30分 

第２次選抜 ３月４日（金） 面接 12時50分まで 13時00分 最終16時00分頃 面接 17時10分まで 17時30分 － 

 



 

２ 追試験の実施 

(1) 追試験の受験申請等 

 本試験前  

○ 申請対象者 

① 新型コロナウイルス等の感染症に罹患し、本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は、他の受験者や監督者等に感染するおそれがあるた

め受験できません。追試験の受験を申請してください。 

また、本試験日に発熱・咳等の症状があるなど、体調不良の場合は、無理して

受験せず、追試験の受験を申請してください。 

 

② 保健所から新型コロナウイルス感染症患者との濃厚接触者として健康観察や

外出自粛を要請されている者のうち、無症状の者については、以下のア～エの要

件すべてを満たしている者は本試験の受験が認められます。受験を希望する場

合には、以下の「申請受付時間」までに、以下の「申請方法」に記載されている

問い合わせ先に電話連絡してください。 

なお、以下のア～エの要件を一つでも満たさない場合は本試験を受験できませ

んので、追試験の受験を申請してください。 

ア 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））の結果、陰性であること。また、その後

の検査の結果においても陽性であることが判明していないこと。 

※ 受験者が自治体（保健所）から指示されていない医療機関等で自主的

にＰＣＲ検査を受けた場合、その結果が陰性であっても受験することは

できません。 

※ 初期スクリーニングの検査結果が判明するまでは受験はできません。 

※ 初期スクリーニング後の検査においては、直近の検査の結果が判明

していない場合であっても受験することができます。 

イ 本試験当日も無症状であること 

ウ 本試験当日に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

て試験場に行くこと 

エ 本試験当日に終日、別室で受験すること 

 

○ 申請受付時間： 本試験前日の17時00分まで 

 

○ 申請方法： 

本人又は代理人が電話連絡した上で、上記の申請受付時間内に「３ 申請書式」、

「受験票」及び「医師の診断書」（治療期間が明記されたもの）を、一橋大学にFAX 

により送信してください。(電話番号: 042-580-8150 FAX番号: 042-580-8158) 

なお、申請受付時間経過後は、追試験の受験を申請することはできません。 

許可された場合は、「追試験受験許可書」が交付されます。 

  



 

 本試験当日  

○ 申請対象者 

・ 上記①の場合 

・ 上記②の本試験の受験が認められる要件を一つでも満たさない場合 

・ 「健康状態チェックリスト」（別紙参照）の確認項目のうち、Ａ欄で１項目以

上又はＢ欄で２項目以上該当する場合 

○ 申請受付時間： 試験開始時刻まで 

○ 申請方法： 

申請受付時間内に追試験を申請する理由等を電話連絡し、指示を受けてくださ

い。（電話番号: 042-580-8150）。 

なお、申請受付時間経過後は、追試験の受験を申請することはできません。 

許可された場合は、「追試験受験許可書」が交付されます。 

 

※ その他追試験受験申請となる場合 

試験場到着後に、受験者が体調不良を申し出た場合、又は試験時間中に明らかに

激しい咳を何度もしているなど他の受験者に影響があると監督者が判断した場合、

受験を中断した場合、休養室等へ移動してもらい、症状等の確認後、追試験の受験

を申請してもらうことがあります。 

 

(2) 追試験の受験単位 

原則として２日分又は１日分の教科・科目です。 

ただし、１日目又は２日目において、１つの教科・科目でも受験した場合、追試験の対

象となる教科・科目は次のとおりです。 

ア 監督者から解答開始を指示される前に体調不良等を申し出た場合は、当該教科・

科目以降（すでに終了した教科・科目は対象外） 

イ 監督者から解答開始を指示された後に体調不良等を申し出た場合は、当該教科・

科目は対象とならず、次の教科・科目以降 

ウ 明らかに激しい咳を何度もしているなど他の受験者に影響があると監督者が判断

し、受験を中断した場合は、中断を指示された教科・科目以降 

 

(3) 追試験の選抜方法等 

追試験の選抜方法、出題教科・科目及び配点については、本試験に準じて実施しますの

で、受験する本試験の募集要項を確認してください。 

 

本件に関する問合せ 

国立大学法人一橋大学学務部入試課 

電話番号：042-580-8150 

FAX番号 ：042-580-8158 

９時00分～17時00分（土・日曜日，祝日，年末年始は除く。） 

  



 

３ 申請書式 

 

年 月 日 

 

令和４年度入学者選抜の追試験受験申請について 

 

（ふりがな） 

１ 氏  名： 

２ 試 験 名：前期日程（追試験日：3/22・23） 

後期日程（追試験日：3/22） 

外国学校出身者選抜（追試験日：3/22） 

学校推薦型選抜（追試験日：2/19） 

外国人留学生選抜（追試験日：2/19） 

３ 志望学部：商 ・ 経済 ・ 法 ・ 社会 学部 

４ 受験番号： 

５ 連 絡 先：（住所、電話番号、メールアドレス） 

６ 申請理由： ※「２ 追試験の実施」の(1) ①、②のどちらにより申請するか 

７ 上記６に関する事項 

(1) 「２ 追試験の実施」の(1) ①により申請する場合 

○ 「医師の診断書」等（治療期間が明記されたもの）を提出すること 

(2) 「２ 追試験の実施」の(1) ②により申請する場合 

○ 以下の＜ⅰ～ⅴ＞についてFAX により送信すること 
 

ⅰ 濃厚接触者に該当すると判断した保健所の名称 

ⅱ 保健所から濃厚接触者に該当すると連絡があった日 

ⅲ 保健所から健康観察期間として不要不急の外出を控えるよう指示され

ている期間 

ⅳ 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））の結果及びその後に受けている場合

はその結果 

B.1.1.529 系統（オミクロン株）への感染が確定した患者等の濃厚接触

者で、宿泊施設等 からの外出が認められている場合はその旨を記載 

ⅴ 下記ア～エのうち満たしていない要件はどれか 

（参考） 

以下のア～エの要件すべてを満たしている者は本試験の受験が認め

られます。 

なお、要件を一つでも満たさない場合は本試験を受験できませんの

で、追試験の受験を申請してください。 

ア 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）の結果、陰性であること。

また、その後の検査の結果においても陽性であることが判明して

いないこと。 

※ 受験者が自治体（保健所）から指示されていない医療機関等で



 

自主的にＰＣＲ検査を受けた場合、その結果が陰性であっても受

験することはできません。 

※ 初期スクリーニングの検査結果が判明するまでは受験はでき

ません。 

※ 初期スクリーニング後の検査においては、直近の検査の結果

が判明していない場合であっても受験することができます。 

イ 本試験当日も無症状であること 

ウ 本試験当日に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行くこと 

エ 本試験当日に終日、別室で受験すること 

 

 

 

  



 

 別紙  

健康状態チェックリスト（受験者用） 

 確認項目 

Ａ 

発熱がある（37.5度以上） 

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 

 

なお、確認結果に該当する項目がある場合、持病（喘息、平熱が高めなど）の有無

について確認してください。 持病があると申し出た場合、当該確認項目の内容と申し

出た持病の症状を踏まえ、状況により確認結果に該当しない取扱いとしてください。 

※ 試験前 

試験日の２週間程度前から健康観察を行った上で、より一層行動に注意してくだ

さい。 

※ 試験当日 

上記の確認項目のうち、Ａ欄で１項目以上又は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。追試験の受験を申請し

てください。 

※ 試験終了後 

試験終了後も２週間は、各自で症状のチェックを行ってください。 
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