
 

令和４年 10 月 21 日 
 

令和５（2023）年度 学習院大学一般選抜（臨時試験）要項 
  

学 習 院 大 学 
 
令和５（2023）年度一般選抜（コア試験・プラス試験）において、新型コロナウイルス感染症罹患の

ため、または同感染症罹患者との濃厚接触者と判定されたために止むを得ず試験当日欠席となった受験

者を対象として、以下のとおり、一般選抜（臨時試験）を実施いたします。 
なお、本要項に記載のない事項については、本学ホームページにて公表する「一般選抜募集要項」の

記載に準ずることとします。 
※ 本紙記載の内容は 10 月 21 日時点のものです。今後追加・変更が生じた場合は、速やかに本学ホー

ムページにてお知らせいたします。 
 
１．対象者 

一般選抜（コア試験・プラス試験）の出願者で、新型コロナウイルス感染症罹患（※）のため、ま

たは同感染症罹患者との濃厚接触者と判定されたために試験を欠席した者。 
※ 試験当日の１時限開始前に、体調不良のため臨時保健室を受診の上受験を断念し、後日、同

感染症に罹患していたことが判明した者を含む。 
 

２．出願学部・学科 
上記事由により欠席した学部のうち１学部にのみ出願できます。 
志望学科は当該一般選抜（コア試験・プラス試験）出願時と同一とします（第二志望学科含む）。 
同一学部のコア試験・プラス試験の両方に出願し、かつ両試験とも上記事由により欠席した場合

は次のとおり取り扱います。 
＊ 法学部・経済学部・理学部…志望学科はコア試験と同一とします（第二志望学科含む）。 
＊ 文学部…コア試験の出願学科（試験科目は国語・外国語とする）かプラス試験の出願学科（試験

科目は数学・英語とする）を選択できることとします。 
＊ 国際社会科学部…国語と外国語を受験した合計点で合否判定を受けるか、国語を受験した点数と

英語資格・検定試験の換算点の合計点で合否判定を受けるかを選択できることとします。 
 

３．試験日・会場 
令和５年２月２５日（土）・西２号館 
※ ８時 30 分より試験場入室可（受験票の「試験場」欄に試験場名を表示します）。試験開始時刻の

20 分前までに試験場へ入室してください。 
※ 受験票には、該当試験場までの経路表示はありません。あらかじめ構内案内図等を参照し、西２

号館への入構経路を確認しておいてください。 
 

４．試験科目・形式等 
別紙１の２科目の総合点により合否を判定します（１科目でも欠席の場合は、不合格となります）。 
試験は一般選抜（コア試験・プラス試験）に準ずる形式ですが、全科目とも解答は記述方式で、マー

クシートは使用しません。 
 

５．出願期間 
令和５年２月６日（月）～２月 14 日（火）必着 
※ 新たに入学検定料を納める必要はありません。 

 
６．出願方法・提出書類 
（１） 新型コロナウイルス感染症罹患のために欠席する試験当日の３時限終了時刻（２月６日 15：

50、２月７・９日 16：20、２月 10・11 日 15：30）までに、必ず本学アドミッションセンター

（03-5992-9226 または 03-5992-1083）宛電話連絡してください。 
※ 事前の電話連絡が無い場合、臨時試験の対象にはなりません（志願者本人ではなく保護者か

らの電話連絡でも構いません（お手元に受験票をご用意ください））。ただし、試験当日１時



 

限開始前の受験断念者の場合は、臨時保健室での臨時試験への出願の意思確認をもって代

えるため、電話連絡は不要です（その場合でも（２）の手続は必要です）。 
※ 電話がつながらない場合は、メールで①受験番号、②氏名、③現在の症状、④電話番号をお

知らせください。担当者より折り返しご連絡します（翌営業日の午前中までに連絡がない場

合は、再度お問い合わせください）。 
 

（２） 上記５の出願期間内に、以下の提出書類①～③を『簡易書留・速達』で、〒112-8799 日本郵便

株式会社 小石川郵便局留置 学習院大学出願書類受付センター宛に郵送してください（出願は

郵送に限ります）。 
① 『出願申込書』（別紙２を記入） 
② 『新型コロナウイルス感染症に罹患したことが確認できる病院等が発行した書類（PCR

検査結果、診断書等）』（コピー可） 
③ 『経緯報告書』（「○月○日に保健所より電話があり、濃厚接触者に該当する旨連絡があ

ったため、○月○日に PCR 検査を受けた（もしくは保健所業務の逼迫を理由に PCR 検

査を受けられなかった）」旨を A４サイズ白紙に記入し、記名・押印したもの） 
＊ 新型コロナウイルス感染症罹患を理由に臨時試験に出願する場合は、①と②を提出してく

ださい。②のみ、上記５の出願期間に間に合わない場合、別途、２月 16 日（木）までの提

出でも可とします。 
＊ 新型コロナウイルス感染症罹患者との濃厚接触者と判定されたことを理由に臨時試験に出

願する場合は、①と③を提出してください。 
＊ 任意の封筒を使用し、オモテ面に「一般選抜（臨時試験）出願書類在中」と朱書すること。 
＊ コア試験・プラス試験出願時に配慮申請済みの場合は、再度の申請は不要です（コア試験・

プラス試験と同様の配慮内容とします）。 
 
７．受験票 

令和５年２月 20 日（月）より UCARO 上で受験票の確認・印刷が可能となります（３月 31 日（金）

まで確認・印刷可）。必ず各自で A4 サイズの白色コピー用紙にタテ方向で印刷し（カラー・白黒問

いません）、試験当日に持参してください。 
＊ 目白キャンパス入構時の提示は不要です。 
＊ 試験当日に受験票を紛失した等の場合は、試験本部（西２号館 502 教室）に申し出て、再発行

手続きを取ってください（西門守衛所では受験票再発行は行いません）。 
 
８．合格発表 

合格発表日 法学部・経済学部        令和５年３月 13 日（月）午後（夕方までに） 
文学部・理学部・国際社会科学部 令和５年３月 14 日（火）午後（夕方までに） 

①UCARO による個別合否照会、②合格者宛の合格通知郵送（速達）により行います。 
＊ 補欠者の設定は行いません（繰上合格はありません）。 
＊ 成績照会は行いません。 
＊ 志願者数・受験者数・合格者数・合格最低点は公表しません。 

 
９．入学手続 
入学手続締切 全学部 令和５年３月 17 日（金）※消印有効 
 
入学手続方法の詳細は、合格者宛に送付する「入学手続要項」に従ってください。 
 

   以 上 
 

問い合わせ先 
 
学習院大学 アドミッションセンター 
〒171-8588 東京都豊島区目白 1-5-1 
電 話 （03）5992-1083・（03）5992-9226 
メール adms-enq@gakushuin.ac.jp 

 
 



 

別紙１ 
 

令和５（2023）年度一般選抜（臨時試験） 
出題範囲・配点・試験時間及び時間割 

 
試験日：令和５年２月 25 日（土） 

時限 １時限 ２時限 

時間割 
10：00～11：30 

（90 分） 

12：30～14：00 

（90 分） 

配点 150 点 150 点 

法学部  

国語 

(*3) 

「国語総合」（漢文は含まな

い） 

外国語 

（*５） 

「コミュニケーション英語Ⅰ＋コミ

ュニケーション英語Ⅱ＋コミュニケ

ーション英語Ⅲ＋英語表現Ⅰ＋英語

表現Ⅱ」、「ドイツ語」、「フラン

ス語」のうち１科目選択 

※フランス語のみディクテーション

（聞き取り）を含む。 

経済学部 

文学部 

国際社会科

学部 

「コミュニケーション英語Ⅰ＋コミ

ュニケーション英語Ⅱ＋コミュニケ

ーション英語Ⅲ＋英語表現Ⅰ＋英語

表現Ⅱ」 

※独自の試験問題 

国際社会科

学部 

（＊1） 

出願時に提出する英語資格・検定試験（4技

能）の成績を、一般選抜（プラス試験）で用

いる換算表により英語の得点（最大 150 点）

に換算する。（英語の筆記試験はありませ

ん） 

文学部 

（＊2） 

・ 

理学部 

数学 

(*4) 

「数学Ⅰ十数学Ⅱ十数学Ⅲ十

数学 A （場合の数と確率、

整数の性質、図形の性質）＋

数学 B（数列、ベクトル）」 

外国語 

（*5） 

「コミュニケーション英語Ⅰ＋コミ

ュニケーション英語Ⅱ＋コミュニケ

ーション英語Ⅲ＋英語表現Ⅰ＋英語

表現Ⅱ」 

*1 国際社会科学部プラス試験出願者のみ選択可能。 

*2 文学部プラス試験の出願学科選択者のみ選択可能。 

*3 「国語」は共通の試験問題により実施します。 

*4 「数学」は共通の試験問題により実施します。 

*5 「外国語」は、法学部・経済学部・文学部・理学部（「英語」のみ）は共通の試験問題、国際

社会科学部（「英語」のみ）は独自の試験問題により実施します。 

 

 

 

 

 



 

別紙２ 
 

令和５（2023）年度 学習院大学一般選抜（臨時試験）出願申込書 
 
 学習院大学一般選抜（臨時試験）要項を熟読の上、以下の太枠内について、出願を希望する学部のコ

ア試験・プラス試験『受験票』を確認しながら、間違いのないように記入してください。記入にはボー

ルペン（黒または青）を使用してください。 
 

① 出願を希望する学部 ※１                学部 

② 
①の一般選抜で欠席した試験区分（○を記

入） 
コア試験 ・ プラス試験 

③ ②の受験番号  ※２ 
    

※１ 新型コロナウイルス感染症罹患のため、または同感染症罹患者との濃厚接触者と判定された

ために一般選抜を欠席した学部のうち１学部のみ選択。 
※２ 『受験票』または UCARO の受験番号照会にて確認の上、記入してください。なお、同一学

部のコア試験・プラス試験の両方に出願し、かつ両試験とも※１の事由により欠席した場合

は、コア試験の受験番号を記入してください（ただし、文学部プラス試験出願学科への出願

（数学・英語での受験）を希望する場合は文学部プラス試験の受験番号を、国際社会科学部

プラス試験（英語資格・検定試験の成績を得点換算し、国語を受験）を希望する場合は国際

社会科学部プラス試験の受験番号を記入してください）。 
 

カナ氏名 
 
 

漢字氏名 
 
 

性  別 
男 ・ 女 

（いずれかに○をつけてください） 

生年月日 
(西暦) 

       年    月    日  生 

 
 以下は、一般選抜（コア試験・プラス試験）出願時から変更がある場合のみ記入してください。 

変更後 

住 所 

※３ 

〒     － 
 

変更後 

電話番号 

本人携帯 
－      － 

保護者携帯 
－      － 

自宅 
－      － 

変更後 

E メール 

アドレス 

＠ 

※３ 「合格証」及び「入学手続書類」の発送先となります（日本国内のみ）。確実に連絡が取れる

住所を記入してください。 
 


