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2021年 7月 29日 

群馬県立女子大学国際コミュニケーション学部 

 

 

群馬県立女子大学国際コミュニケーション学部に出願される皆さんへ 

 

2022年度群馬県立女子大学国際コミュニケーション学部入学者選抜（2021年度実施）の 

追試験に関するお知らせ 

 

 群馬県立女子大学国際コミュニケーション学部では、2021年 7月 16日に『2022年度入学者選抜要項』、7

月 20～29日に『2022年度総合型選抜学生募集要項』、『2022年度学校推薦型選抜学生募集要項』、『2022年度

転入学及び編入学試験学生募集要項』、『2022年度一般選抜学生募集要項』、『2022年度社会人特別選抜募集要

項』、『2022年度外国人留学生特別選抜募集要項』、『2022年度帰国子女特別選抜募集要項』を公表いたしまし

た。要項内でもお知らせしましたとおり、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

確保する方策を検討し、本学部では以下のように各選抜・試験の追試験を実施することを決定しましたので、

お知らせします。 

あわせて、現在、日本政府による入国制限や日本入国後の待機要請が続いていることから、試験実施日に

試験場に来ることが難しい志願者についても、同じく受験機会を確保する方策として追試験を実施すること

を決定しましたので、その詳細をお知らせします。 

追試験対象者が生じた場合、その選抜・試験の全受験者について合格発表の日程や入学手続に関する日程

が変更となる選抜・試験がありますので、ご注意ください。詳細は以下をご確認ください。 
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１．追試験の実施について 

（１）追試験受験の条件について 

（ⅰ）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方策について 

 新型コロナウイルス感染症等に罹患する等(注１)で本学部の各選抜・試験を受験することができなかった

入学志願者の受験機会を確保する方策として、追試験を本学会場にて各１回に限り実施します。追試験の実

施日は、下記２（１）の通りとします。なお、追試験を受験するためには、それぞれの試験実施日の午後 3

時までに本学事務局入試担当（代表番号：0270-65-8511）に電話でご連絡いただくとともに、下記２（１）

に示された日時までに、医師の診断書（治癒期間が明記されたもの・原本）等(注２)を本学事務局に持参ま

たは郵送で提出していただくことが必要です。持参の場合は、各日午後 5時 15分を締め切りとします。郵送

の場合は、簡易書留・速達にて、下記２（１）に示された各日までの消印有効とします。 

（注１）①新型コロナウイルス感染症に罹患し、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、

②保健所より濃厚接触者に該当すると伝えられた者、③試験日に、または試験日の前から継続して、

発熱・咳等の症状のある者を指します。 

（注２）試験実施日当日に試験場において体調不良の症状があった者については、本学が発行した「健康状

態チェックリスト」をもって医師の診断書に代えることができます。 

もし、やむを得ない事情により上記の手続きが難しい場合は、それぞれの試験実施日の午後 3時までに本

学事務局入試担当（代表番号：0270-65-8511）に電話にてご相談ください。 

 なお、（注１）②保健所より濃厚接触者に該当すると伝えられた者については、文科省発出の「令和４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(令和3年6月4日)」

（https://www.mext.go.jp/content/20210604-mxt_daigakuc02-000005144_2_2.pdf）において示された一定

の要件を満たせば、大学の判断で受験を許可することが可能です。詳しくは、出願受付後に本学から郵送さ

れる文書をご覧ください（注３)。 

（注３）一般選抜については、インターネット出願システムにおいて、受験票とともにダウンロード可能な 

文書をご覧ください。 

 

（ⅱ）日本政府による入国制限や入国後の待機要請によって試験実施日に試験場に来ることの困難な入学志

願者の受験機会を確保する方策について 

 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、日本政府による日本国への入国制限や日本入国後の待機要

請が続いています。本学部の選抜・試験実施日の頃にも同じ状況が続いている可能性があります。 

 本学部では、入国制限や入国後の待機要請のために各選抜・試験の試験実施日に試験場に来ることができ

なかった入学志願者の受験機会を確保する方策として、追試験を本学会場にて各１回に限り実施します。追

試験の実施日は、下記２（２）の通りとします。なお、追試験を受験するためには、それぞれの選抜・試験

実施日の午後 3時（日本時間）までに本学事務局入試担当（代表番号：0270-65-8511）に電話でご相談いた

だくことが必要です。 

 なお、入学試験料については、入国制限が続いているなどの理由により追試験を受験できなかった場合で

あっても返還することはできませんので、あらかじめご了承ください。 

 

（２）合格発表・入学手続期間について 

 上記（１）（i）または(ii)の追試験を実施する場合、合格発表と入学手続期間は下記２に示した日程とし
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ます。「学校推薦型選抜」の追試験を実施する場合、同選抜の本学部全受験者の合否通知の発送日と、その後

の同選抜の全合格者の入学手続期間も下記２の通り変更されます。「学校推薦型選抜」の追試験の実施が決定

次第、その旨学校長あてに速やかに通知いたします。また、「転入学及び編入学試験」の追試験を実施する場

合、同試験の本学部全受験者の合格発表日と、その後の同試験の全合格者の入学手続期間も下記２の通り変

更されます。「転入学及び編入学試験」の追試験の実施が決定次第、その旨本学ホームページ上において速や

かに発表します。 

 なお、１つの国公立大学に入学手続を完了したときは、それ以後にこれを取り消して、他の国公立大学へ

入学手続をとることは原則認められません。ただし、2022年度一般選抜においては、追試験に関してこの限

りではない場合があります。詳しくは国立大学協会ホームページ（https://www.janu.jp/univ/exam/）及び

公立大学協会ホームページ(https://www.kodaikyo.org/nyushi）にてご確認ください。 

 

（３）問い合わせ先について 

本お知らせに関して、質問等がある場合は、本学事務局入試担当（代表番号：0270-65-8511）にお問い合

わせください。 

 

２．追試験の選考方法・日程等について 

（１）新型コロナウイルス感染症等に罹患した入学志願者のための追試験について 

以下に示した日程で、本学会場において追試験を実施します。追試験の選考方法は『2022年度総合型選抜

学生募集要項』、『2022年度学校推薦型選抜学生募集要項』、『2022年度転入学及び編入学試験学生募集要項』、

『2022 年度一般選抜学生募集要項』、『2022 年度社会人特別選抜募集要項』、『2022 年度外国人留学生特別選

抜募集要項』、『2022年度帰国子女特別選抜募集要項』記載のそれぞれの選考方法と同様です。なお、新型コ

ロナウイルス感染拡大等により本学会場において選抜・試験が実施できない状況となった場合には該当者に

別途連絡します。 

 

 

選抜・試験名 追試験日 合格発表日・合否通知

発送日 

入学手続期間 

総合型選抜 10月 23日（土） 11月 4日（木） 11月 5日（金） 

～11月 15日（月） 

学校推薦型選抜 12月 11日（土） 12 月 16 日（木）（合

否通知発送日） 

12月 17日（金） 

～12月 24日（金） 

転入学及び編入学試験 12月 11日（土） 12月 16日（木） 12月 17日（金） 

～12月 24日（金） 

一般選抜 前期日程 3月 22日（火） 3月 26日（土） 3月 27日（日） 

～3月 30日（水） 社会人特別選抜 

外国人留学生特別選抜 

帰国子女特別選抜 

一般選抜 後期日程 
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 「学校推薦型選抜」の追試験を実施する場合、同選抜の本学部全受験者の合否通知の発送日と、その後の

同選抜の全合格者の入学手続期間も変更されます。「学校推薦型選抜」の追試験の実施が決定次第、その旨学

校長あてに速やかに通知いたします。 

また、「転入学及び編入学試験」の追試験を実施する場合、同試験の本学部全受験者の合格発表日と、その

後の同試験の全合格者の入学手続期間も変更されます。「転入学及び編入学試験」の追試験の実施が決定次

第、その旨本学ホームページ上において速やかに発表します。 

 

追試験を受験するためには、それぞれの選抜・試験実施日の午後 3時までに本学事務局入試担当（代表番

号：0270-65-8511）に電話でご連絡いただくとともに、上記１（１）（i）で説明している医師の診断書等と、 

①必ず連絡のつくメールアドレス、 

②自宅電話番号、 

③必ず連絡のつく携帯電話番号 

の情報を指定用紙「追試験のための情報提供票」に記入し提出してください。一般選抜についてはインター

ネット出願システムにおいて受験票とともにダウンロードできるようにします。その他の選抜・試験につい

ては出願受付後に本学から郵送します。持参する場合と郵送する場合のそれぞれの締め切り日時は以下の通

りです。 

 

 

選抜・試験名 持参の場合の締め切り 郵送の場合の締め切り 

総合型選抜 10月 13日(水) 

午後 5 時 15 分 

簡易書留・速達にて 

10月 12日（火）の消印有効 

学校推薦型選抜 12月 1日(水) 

午後 5 時 15 分 

簡易書留・速達にて 

11月 30日（火）の消印有効 

転入学及び編入学試験 12月 1日(水) 

午後 5 時 15 分 

簡易書留・速達にて 

11月 30日（火）の消印有効 

一般選抜 前期日程 3月 2日(水) 

午後 5 時 15 分 

簡易書留・速達にて 

3月 1日（火）の消印有効 社会人特別選抜 

外国人留学生特別選抜 

帰国子女特別選抜 

一般選抜 後期日程 3月 16日(水) 

午後 5 時 15 分 

簡易書留・速達にて 

3月 15日（火）の消印有効 

 

 

追試験の試験時間等の詳細については、「郵便」と「メール」で連絡をします。「@mail.gpwu.ac.jp」から

のメールが受信できるように設定しておいてください。 
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（２）日本政府による入国制限や入国後の待機要請によって試験実施日に試験場に来ることの困難な入学志

願者のための追試験について 

以下の日程で、本学会場において追試験を実施します。追試験の選考方法は『2022年度総合型選抜学生募

集要項』、『2022年度学校推薦型選抜学生募集要項』、『2022年度転入学及び編入学試験学生募集要項』、『2022

年度一般選抜学生募集要項』、『2022年度社会人特別選抜募集要項』、『2022年度外国人留学生特別選抜募集要

項』、『2022年度帰国子女特別選抜募集要項』記載のそれぞれの選考方法と同様です。なお、新型コロナウイ

ルス感染拡大等により本学会場において選抜・試験が実施できない状況となった場合には該当者に別途連絡

します。 

 

 

選抜・試験名 追試験日 合格発表・合否通知発

送日 

入学手続期間 

総合型選抜 10月 23日（土） 11月 4日（木） 11月 5日（金） 

～11月 15日（月） 

学校推薦型選抜 12月 11日（土） 12 月 16 日（木）（合

否通知発送日） 

12月 17日（金） 

～12月 24日（金） 

転入学及び編入学試験 12月 11日（土） 12月 16日（木） 12月 17日（金） 

～12月 24日（金） 

一般選抜 前期日程 3月 22日（火） 3月 26日（土） 3月 27日（日） 

～3月 30日（水） 社会人特別選抜 

外国人留学生特別選抜 

帰国子女特別選抜 

一般選抜 後期日程 

 

 

「学校推薦型選抜」の追試験を実施する場合、同選抜の本学部全受験者の合否通知の発送日と、その後の

同選抜の全合格者の入学手続期間も変更されます。「学校推薦型選抜」の追試験の実施が決定次第、その旨学

校長あてに速やかに通知いたします。 

また、「転入学及び編入学試験」の追試験を実施する場合、同試験の本学部全受験者の合格発表日と、その

後の同試験の全合格者の入学手続期間も変更されます。「転入学及び編入学試験」の追試験の実施が決定次

第、その旨本学ホームページ上において速やかに発表します。 

 

追試験を受験するためには、以下の締め切り日時までに本学事務局入試担当（0270-65-8511）に電話にて

ご相談ください。電話受付時間は、平日 8:30～17:15（日本時間）です。締め切り日当日は、15:00(日本時

間)までとなりますのでご注意ください。 

なお、電話相談の際には、選抜・試験名や氏名、受験番号に加え、本学部からの連絡用として①必ず連絡

のつくメールアドレス、②自宅電話番号、③必ず連絡のつく携帯電話番号をお尋ねします。また選抜・試験

実施日に試験場に来ることが困難な理由等の確認をいたします。 
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選抜・試験名 ご相談の締め切り日時 

総合型選抜 10月 9日（土） 

15:00（日本時間） 

学校推薦型選抜 11月 27日（金） 

15:00（日本時間） 

転入学及び編入学試験 11月 27日（金） 

15:00（日本時間） 

一般選抜 前期日程 2月 25日（木） 

15:00（日本時間） 社会人特別選抜 

外国人留学生特別選抜 

帰国子女特別選抜 

 

 

追試験の試験時間等の詳細については、「電話」と「メール」で連絡をします。「@mail.gpwu.ac.jp」からの

メールが受信できるように設定しておいてください。 

以上 


