令和４年度宮城県公立高等学校入学者選抜に関するＱ＆Ａ
令和４年２月２１日
宮城県教育庁高校教育課
新型コロナウイルス感染症への対応関連（発熱症状含む）
★★★

新型コロナウイルス感染症に関する定義

番号
Ｑ１
Ｑ２
Ｑ３

★★★

内

Ｑ５
Ｑ６

容

新型コロナウイルス感染症の対応として，追試験対象となるのはどのような場合か。
濃厚接触者の定義はどのようなものか。宮城県において濃厚接触者の選定はどのように
行っているか。
発熱等の症状とは具体的にどのようなものか。

第一次募集本試験における対応

ページ
1
1
1

★★★

番号
Ｑ４

★★★

内

容

第一次募集の出願後に，受験生が新型コロナウイルス感染症罹患者または濃厚接触者と
なった場合，出願先の高校への連絡は，いつ，どのように行えばよいか。

受験生が新型コロナウイルス感染症に罹患した。その後，退院や待機解除となったが，他
の受験生と同室で受験できるのか。

濃厚接触者となったが，ＰＣＲ検査の結果が陰性であった。この場合，無症状であれば第
一次募集本試験を受験することができるのか。

ページ
2
2
2

濃厚接触者ではないものの，保健所の指示に従って，接触者としてＰＣＲ検査を受けるこ
Ｑ７

とになった。３月４日の第一次募集本試験当日の朝には結果が出ない状況にあるが，受験

2

可能か。
第一次募集本試験前日に，受験生の家族が罹患者であることが判明した。受験生は風邪や
Ｑ８

発熱等の症状は見られない。この場合は，第一次募集本試験を受験できるのか，それと
も，追試験の対象者となるのか。また，この場合ではどのような手続きや申し出をすれば

3

よいか。
第一次募集本試験前日に，受験生から「風邪の症状があり，３７．５℃以上の発熱があ
Ｑ９

る」という申し出があった。家族に罹患者や濃厚接触者はなく，その時点で医師の診断は
受けていないため，新型コロナウイルス感染症の罹患者ではない。この場合，手続き上

3

は，新型コロナウイルス感染症対応の追試験申請をすることになるか。
中学校において新型コロナウイルス感染症の罹患者が出たため，同中学校の他の受験生に
Ｑ１０ 対して，別室受験を希望したい。この場合は，身体上のこと等に対する配慮申請と同様

3

に，中学校から配慮申請を行えばよいのか。

Ｑ１１

通常の追試験申請手続きと新型コロナウイルス感染症対応の追試験申請手続きの違いはあ
るか。

3

通常の追試験申請後に，新型コロナウイルスへの感染が確認され，コロナ対応用の追試験
Ｑ１２ 申請をする場合は，最初に申請した通常の追試験申請を取り下げる必要があるのか。ま

4

た，その場合はどのように行えばよいのか。

Ｑ１３
Ｑ１４

受験生が試験当日の受付にて「風邪の症状が見られる。熱があるようだ。」と申し出た。
この場合は，どのような対応をすればよいのか。

会場受付にて発熱症状が見られた受験生の保護者に対して，高校側が連絡をした際，保護
者に対して「中学校へ連絡する」ように高校側で指示をするのか。

4
4

Ｑ１5
Ｑ１6
Ｑ１7

第一次募集本試験当日に発熱症状が見られる場合において，追試験申請ではなく，配慮申
請を申し出て当日の別室受験を希望することはできるか。

平熱が高い受験生がいる場合，中学校から事前に出願先の高校へ連絡する場合は，電話連
絡でよいのか。

平熱が高い受験生（例えば平熱３７．２℃）が当日３７．５℃であった場合，必ず別室受
験を申請しなければならないのか。

4
5
5

３月４日第一次募集本試験当日朝に３７．５℃以上の発熱があったため，本試験を受け
Ｑ１8 ず，通常の追試験申請を出願先の高校に伝え，その後病院で受診したが「風邪」と診断さ

5

れた。単なる「風邪」の診断でも，追試験を受験できるのか。

Ｑ１9
Ｑ２０

全ての受験生が提出する「体温報告書」の記入は受験生本人が行うのか。保護者が行うの
か。

「体温報告書」の保護者氏名は，願書の保護者連絡先に記入する保護者と一致する必要が
あるか。願書に記入した電話番号と当日の緊急連絡先の電話番号が違っても構わないか。

5
5

Ｑ２１ 「体温報告書」を当日忘れてしまった場合の対応はどうすればよいか。

6

Ｑ２２ 「体温報告書」は，追試験や第二次募集を受験するときも提出する必要があるのか。

6

Ｑ２３ 受験生の体温を確認し終えた「体温報告書」はどうするのか。

6

Ｑ２４ 「健康状態チェックリスト」は第一次募集本試験当日に提出する必要があるか。

6

第一次募集本試験当日の受付時に発熱等の体調不良を申し出たり，「体温報告書」によっ
Ｑ２５ て体調不良が判明したりした場合には，高校が受験生の保護者に連絡することになってい

6

るが，高校が保護者と連絡が取れない場合には，どうなるのか。

受付時に発熱症状が判明し，高校が受験生の保護者に連絡を取った際に，受験生と保護者
Ｑ２６ が直接電話で話して対応を決めることは可能か。また，高校と保護者が話すことで（受験

7

生本人と保護者が話すことなく）対応を決めていいのか。
Ｑ２７ 本試験当日，１教科以上受験した後に発熱した受験生への対応はどのようになるか。
Ｑ２８

発熱等の症状があって追試験申請するためには，「医師による診断」が必要とあるが，診
断書を提出すればよいのか。内容は発熱やせきなどでよいか。

7
7

追試験申請の場合，診断書等の添付とあるが，具体的に診断書以外に何を添付してもいい
Ｑ２９

のか。発熱症状のため医療機関を受診したが，発熱は一時的であった場合でも医師の診断
を受け，「発熱していた」という診断書を発行してもらうのか。病院の手配が付かず「ロ

7

その他やむを得ない事由」で提出する場合と同じ流れでよいか。
発熱症状があるとなかなか病院の受診ができないケースが増えている。病院受診ができな
Ｑ３０ い場合はどのように対応したらよいか。追試験申請書の事由「ロ」にした場合，いつまで

8

に診断書を送付すればよいか。
Ｑ３１ 病気や負傷等により，マスクを着用することが困難な場合は，どのような対応になるか。

8

Ｑ３２ 朝の時点では咳等の症状がなかったが，途中で症状が出た。どのような対応になるか。

8

★★★

第一次募集追試験（３月１０日）における対応

番号
Ｑ３３
Ｑ３４

内

★★★
容

３月１０日に実施する新型コロナウイルス感染症対応の追試験の問題はどのようなもの
か。

濃厚接触者として追試験を受験をすることになった。行政検査を受けていないが,無症状で
あれば追試験を受験してよいか。

Ｑ３５ 追試験における，受験可能な濃厚接触者は，どのような手続きが必要であるか。

ページ
8
8
9

受験可能な濃厚接触者として追試験を受験するためには，公共交通機関を使用せずに試験
Ｑ３６ 場に行くことを要するが，自家用車以外の交通手段としてはどのようなものを想定してい

9

るか。

Ｑ３７

受験可能な濃厚接触者として受験するために，タクシーの手配を考えているが，手配が難
しい状況である。どうしたらよいか。

9

受験生が新型コロナウイルス感染症の罹患者又は濃厚接触者として，追試験の申請をした
Ｑ３８

ものの待機解除が間に合わず，３月１０日の追試験が受験できなかった。出願した高校は
募集定員を満たしており，第二次募集を実施しないが，どうなるのか。出願先の高校を受

10

験できないのか。
新型コロナウイルス感染症に罹患したため，追試験申請を行い，その後に待機解除となっ
Ｑ３９

たため，３月１０日の追試験を受験することが可能になった。しかし，当日になって，再
度発熱症状が出た。この場合は，３月２３日の第二次募集の日程に合わせた追試験を受験

10

することになるのか。
３月４日午後４時までに，インフルエンザの疑いがあり，追試験申請を行った。その後，
Ｑ４０ ３月９日に新型コロナウイルスに感染していることが判明し，３月１０日の追試験を受験

10

できなくなった場合，どのような手続きが必要となるか。

受験生の感染が確認され，追試験申請書（様式T−３）を提出し，感染状況等報告（様式V

Ｑ４１ −１）の提出をもって受験の許可を申請することになるが，いつまでの報告であれば受験

10

可能か。
Ｑ４２

感染状況等報告（様式Ｖ−２）の提出にあたっては，ＦＡＸしてから原本を送付するとい
うことでよいか。

11

★★★

第二次募集の日程に合わせた追試験（３月２３日）における対応

番号

内

★★★

容

Ｑ４３ 「第二次募集の日程に合わせた追試験」はどのように行われるのか。

ページ
11

新型コロナウイルス感染症による追試験を申請したが，３月１０日の追試験が受験できな
かった。陰性で待機解除となり，３月２３日の「第二次募集の日程に合わせた追試験」を
Ｑ４４ 受験しようとしたが，今度はインフルエンザに罹患してしまった。この場合はどのような

11

対応となるのか。同様に，３月２３日に交通事故等による入院となってしまった場合はど
Ｑ４５

のような対応となるのか。
「第二次募集の日程に合わせた追試験」を受験する場合，又は「調査書等をもとにした総
合的な審査」となった場合，第２志望での合格はあるのか。

11

新型コロナウイルス感染症の対応で，第一次募集追試験も受験できず「第二次募集の日程

Ｑ４６ に合わせた追試験」にまわることとなった。しかし，このタイミングで他の学校の「第二

11

次募集」を受験したいと生徒が考えた場合，どのような手続きをすればよいか。

新型コロナウイルス感染症の対応で，第一次募集追試験も受験できず「第二次募集の日程

Ｑ４７ に合わせた追試験」にまわることとなった。私立高校の最終手続きの期限がその前に設定

12

されているが，最終手続きをしても受験することは可能か。
★★★

第二次募集（３月２３日）における対応

番号
Ｑ４８

★★★

内

Ｑ５０
Ｑ５１
Ｑ５２

容

第一次募集を受験し，不合格となった受験生が第二次募集を受験しようと思ったが，新型
コロナウイルス感染症に感染した場合はどうなるか。
その他

ページ
12

★★★

番号
Ｑ４９

★★★

内

容

公立高校で新型コロナウイルス感染症の影響で，３月上旬に高校が臨時休校になった場
合，試験会場が変更する可能性はあるか。

中学校が臨時休業中であっても，通常どおりの受験となるのか。高校が臨時休業中であっ
ても，通常どおりの受験となるのか。

新型コロナウイルス感染症の影響により，部活動の記録に記載する内容が減ってしまっ
た。そのことは合否に影響するか。

合格発表時に密になることを避けるため，合格発表をオンラインで実施することはないの
か。

Ｑ５３ 宮城県公立高等学校入学者選抜実施にあたって，高校が留意すべき点はあるか。

ページ
12
12
12
12
13

受験生が３月４日の学力検査を受験したが，帰宅すると，家族が罹患者となったことがわ
Ｑ５４ かり，受験生が濃厚接触者となった。３月７日の面接・実技・作文について，新型コロナ
ウイルス感染による追試験申請がなされた場合は，どのように判定するのか。

14

◎入試全般に関すること
番号

内

容

ページ

試験当日，会場への移動手段は，極力，公共交通機関を利用するよう中学校から例年指導
しているが，当日の天候状況による遅延で受験できなくなる可能性も考え，今年も同様に
Ｑ５５

各家庭に呼びかけてよいのか。公共交通機関利用により，新型コロナウイルスに感染する
可能性が高まることを不安に思い，自家用車を利用して移動することを考える家庭も出て

20

くると思われる。自家用車利用で，天候状況等で試験に遅れたら，受験生が不利益を受け
ることはあるのか。
Ｑ５６ 当日の朝は，何時頃に各高校に到着すればいいのか。受付開始は何時なのか。
Ｑ５７
Ｑ５８

第一次募集で受験した高校で不合格となった場合，その高校で第二次募集が実施される場
合，同じ受験生がもう一度同じ高校を受験することは可能か。

２年次に海外から日本に来た受験生について，１年次の評定が空欄であることが不利にな
ることはないか。

Ｑ５９ 受験票の他に，机の上に置くことができるものはどのようなものか。

20
20
20
20

スマートフォン，携帯電話及びスマートウォッチ，タブレット端末等の通信機能を有する
Ｑ６０

機器の持ち込みは，不正防止等の観点から持ち込みできないこととされているものの，や
むを得ない事情があって検査会場に持ち込まざるを得ない場合は，どのようにしたらよい

21

か。
Ｑ６１

不登校によって，調査書の評定が空欄の箇所がある。このことによって不利になることは
ないか。
合格した生徒の書類の送付で，入試事務説明資料の中で，「体力・運動能力調査記録カー

21

ド」を「宮城県小・中・高等学校児童生徒体力・運動能力調査記録カード取扱要項」に基
Ｑ６２ づき，当該高等学校⻑に送付することとあった。取扱要項には，公立中学校から定時制・
通信制の高校等へ進学する場合は当該カードを本人に返却して個人所有する旨の記載があ
るが，その場合の当該カードの扱いについてはどのようにしたらよいか。

21

◎

新型コロナウイルス感染症への対応関連（発熱症状含む）

【新型コロナウイルス感染症に関する定義】
Ｑ１

新型コロナウイルス感染症の対応として，追試験対象となるのはどのような場合か。

Ａ１ 症状の有無に関わらず，新型コロナウイルス感染症の感染が確認された場合又は濃厚接触者となった
場合である（以下，感染が確認された者又は濃厚接触者となった者を「感染者等」という。
）。中学校に
おいては，受験生の健康状況（風邪の症状や発熱等の症状が見られないか）について確認するだけでな
く，同居する保護者等にも感染症の症状が見られないかについても把握できるように努めていただきた
い。
一方で，感染が確認されず，濃厚接触者でもないが，発熱症状等が見られる場合は，通常の追試験対
象となる。

Ｑ２

濃厚接触者の定義はどのようなものか。宮城県において濃厚接触者の選定はどのように行っている
か。

Ａ２ 濃厚接触者は，陽性者と感染可能期間（陽性者が周囲に感染させる可能性がある期間）中に濃厚接触
があった者のうち，保健所等の衛生部局から健康観察の指導を受けている者である。宮城県においては，
保健所業務がひっ迫していることから，濃厚接触者の選定を職場や学校等の施設管理者が行うこともあ
る。この場合においても，濃厚接触者とされた者は，第一次募集本試験を受験することはできず，新型
コロナウイルス感染症対応の追試験対象者となる。
（参考）
○厚生労働省「新型コロナウイルスに関するＱ＆Ａ（一般の方向け）
（令和４年１月２５日版）」
３－問３「 濃厚接触者とはどのような人でしょうか。」
Ａ 濃厚接触者は，新型コロナウイルスに感染していることが確認された方と近距離で接触，或いは長
時間接触し，感染の可能性が相対的に高くなっている方を指します。濃厚接触かどうかを判断する上
で重要な要素は上述のとおり，１．距離の近さと２．時間の長さです。必要な感染予防策をせずに手
で触れること，または対面で互いに手を伸ばしたら届く距離（１ｍ程度以内）で 15 分以上接触があ
った場合に濃厚接触者と考えられます。新型コロナウイルス感染者から，ウイルスがうつる可能性が
ある期間（発症２日前から入院等をした日まで）に接触のあった方々について，関係性，接触の程度
などについて，保健所が調査（積極的疫学調査）を行い，個別に濃厚接触者に該当するかどうか判断
します

Ｑ３

発熱等の症状とは具体的にどのようなものか。

Ａ３

咳や発熱，強い倦怠感や息苦しさ等がある状況である。一般に，37.5 度以上の場合は，発熱とみなさ
れる。ただし，症状には個人差があるため，平熱の差とあわせて判断する必要がある。高校入試におい
ては，全ての受験生が試験前日・当日朝の検温結果を「体温報告書」に記載し，提出する。上記のよう
な症状が見られる場合や平熱と比べて体温が高い場合は，追試験を申請いただきたい。
なお，平熱が高い受験生については，事前に中学校を通して出願先の高校へ電話連絡願う。
（参考）
○「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１２月２８日改訂）及び令和４年度大学入学者選抜実施要項（令和３年６月４日）に関するＱ
＆Ａ（令和４年２月８日更新）」
問 72 ガイドライン３．⑤「３７．５度以上の熱がある場合は受験を取り止め」と記載があるが，平
熱が高い受験者や，緊張等により３７．５度以上の熱が出る受験者がいることが想定される。
この場合に３７．５度という基準をどのように取り扱えば良いか。
Ａ ３．⑤はあくまでも受験生に対する要請であり，一つの目安として示しているものですが，３．
④のとおり発熱・咳等の症状がある場合は，基本的には受験を取り止め，追試験等の受験を検討
することとしていますので，各大学においては追試験等の受験機会の確保に遺漏のないようお願
いします。
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【第一次募集本試験における対応】
Ｑ４

第一次募集の出願後に，受験生が新型コロナウイルス感染症罹患者または濃厚接触者となった場合，出

願先の高校への連絡は，いつ，どのように行えばよいか。
Ａ４

出願後に受験生が罹患者や濃厚接触者になった場合，医師や保健所の指示に従って健康観察を行い，

第一次募集本試験前日までに待機解除にならないことが確定した段階で，受験生は，中学校を通して速
やかに出願先の高校へ電話で連絡いただき，追試験を申請していただきたい。第一次募集本試験当日ま
でに待機解除になる場合は，連絡の必要はない。

Ｑ５

受験生が新型コロナウイルス感染症に罹患した。その後，退院や待機解除となったが，他の受験生
と同室で受験できるのか。

Ａ５

第一次募集本試験の前日までに,退院や待機解除となれば，他の受験生と同室で受験することができ

る。

Ｑ６

濃厚接触者となったが，ＰＣＲ検査の結果が陰性であった。この場合，無症状であれば第一次募集
本試験を受験することができるのか。

Ａ６

濃厚接触者になった場合，第一次募集本試験前日までに待機解除にならない限りは，ＰＣＲ検査の結
果が陰性であったとしても，第一次募集本試験は受験することができず，追試験で受験をすることにな
る。
なお,追試験や第二次募集の日程に合わせた追試験については，濃厚接触者であっても，以下の（ｉ）
～（ⅲ）の条件をすべて満たす場合は，終日別室において受験を認める。
（ⅰ）初期スクリーニング検査（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。ただし，保健所業務のひっ迫から行政検査が実
施されないまま自宅待機となっている者については，行政検査の結果が得られないため，待機
期間中,十分に健康観察を行い無症状であること。
なお，行政検査の結果が得られない場合は，可能であれば抗原定性検査キットにより陰性確
認を行うことが望ましい。
（ⅱ）検査日当日も無症状であること（別紙「健康状態チェックリスト」の条件を満たすこと。）
。
（ⅲ）検査日当日，公共交通機関を利用せず，検査会場に自家用車等で往復できること。

Ｑ７

濃厚接触者ではないものの，保健所の指示に従って，接触者としてＰＣＲ検査を受けることになっ
た。３月４日の第一次募集本試験当日の朝には結果が出ない状況にあるが，受験可能か。

Ａ７

濃厚接触者として特定されず，無症状である場合は，通常どおり受験することが可能である。発熱・
咳等の症状があるなど体調不良の場合は,追試験申請をし，追試験で受験をしていただきたい。
なお，受験生が新型コロナウイルス感染症への不安等により，ＰＣＲ検査（自費検査）を自発的に受
けた場合は，通常の受験となる。ただし，自費検査であっても陽性の判定が出た場合は，すみやかに病
院を受診し，追試験申請していただきたい。
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Ｑ８

第一次募集本試験前日に，受験生の家族が罹患者であることが判明した。受験生は風邪や発熱等

の症状は見られない。この場合は，第一次募集本試験を受験できるのか，それとも，追試験の対象者
となるのか。また，この場合ではどのような手続きや申し出をすればよいか。
Ａ８

受験生と同居している家族が罹患者となった場合，基本的には受験生本人は濃厚接触者となることが
考えられる。受験生が濃厚接触者になった場合は，第一次募集本試験は受験できないため，新型コロナ
対応の追試験を申請して追試験受験となる。濃厚接触者にならなかった場合は，第一次募集本試験を受
験することができる。ただし，受験生本人の不安により本試験当日の別室受験を希望する場合は，中学
校長が受験上の配慮申請書（様式Ｐ）を作成し，出願先の高校へ提出する。出願先の高校の校長は，様
式Ｐを受理したのち，別室受験での対応をとることとなる。

Ｑ９

第一次募集本試験前日に，受験生から「風邪の症状があり，３７．５℃以上の発熱がある」という
申し出があった。家族に罹患者や濃厚接触者はなく，その時点で医師の診断は受けていないため，
新型コロナウイルス感染症の罹患者ではない。この場合，手続き上は，新型コロナウイルス感染症
対応の追試験申請をすることになるか。

Ａ９

このような症状が見られる場合は，通常の追試験申請をお願いしたい。追試験申請にあたっては，病
院の診察を受けたのち，診断書等を追試験申請書とともに出願先の高校へ３月８日（火）午後３時まで
提出する。その後，受験生が感染者等であることが判明した場合は，中学校長は出願先の高校の校長へ
速やかに新型コロナウイルス感染症対応の追試験申請書（様式Ｔ－３）を提出していただきたい。

Ｑ１０

中学校において新型コロナウイルス感染症の罹患者が出たため，同中学校の他の受験生に対し

て，別室受験を希望したい。この場合は，身体上のこと等に対する配慮申請と同様に，中学校から
配慮申請を行えばよいのか。
Ａ１０ 「新型コロナウイルス感染症による精神的な不安」による別室受験の申請は，校内で感染者等が確
認された中学校を想定したものである。この場合は，通常の配慮申請と同様に，中学校から出願先の
高校へ事前に電話等で相談したのち，配慮申請書（様式Ｐ）を作成し，申請していただきたい。

Ｑ１１

通常の追試験申請手続きと新型コロナウイルス感染症対応の追試験申請手続きの違いはあるか。

Ａ１１

通常の追試験申請については，
「追試験申請書（様式Ｔ－１）
」を使用するが，新型コロナウイルス
感染症対応追試験申請については「追試験申請書（様式Ｔ－３）」を使用する。
通常の追試験申請にあたっては，病院での診断書等が添付できる場合は追試験申請書とともに出願
先の高校へ提出する。
新型コロナウイルス感染症対応追試験申請にあたっては，受験生本人や保護者からの連絡をもとに
中学校長が追試験申請書（様式Ｔ－３）を提出する。その際，診断書等の提出は不要である。中学校
は，出願者の健康状況を把握し，第一次募集本試験受験の可否について「感染状況等報告書（様式Ｖ
－１，２）」で出願先の高校へ報告する。（高校とのやりとりについては，「新型コロナウイルス感染
症への感染が確認された受験生等への対応」フロー図
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参照）

Ｑ１２

通常の追試験申請後に，新型コロナウイルスへの感染が確認され，コロナ対応追試験申請をす

る場合は，最初に申請した通常の追試験申請を取り下げる必要があるのか。また，その場合はど
のように行えばよいのか。
Ａ１２

通常の追試験を申請したのち，新型コロナウイルスへの感染が確認された場合は，まず中学校は出
願先の高校へ電話等でその旨をすみやかに連絡し，その後，新型コロナウイルス対応の追試験申請を
行う。その場合，最初の追試験申請から新型コロナウイルス対応の追試験申請へ切り替える旨を電話
で伝えることをもって，最初の追試験申請の取り下げとなるので手続きは不要である。

Ｑ１３

受験生が試験当日の受付にて「風邪の症状が見られる。熱があるようだ。」と申し出た。この場
合は，どのような対応をすればよいのか。

Ａ１３

受験生は，試験前日と試験当日（第一次募集ならば３月３日と４日）の朝に，自宅で検温を行い，
その結果を「体温報告書」に記入し，試験当日の受付で提出することとしている。当日朝の検温では
発熱がなかったが，会場に到着してから発熱症状が見られ，その旨を申し出た受験生については，保
健室や別室に移動させ，検温を行い，本人の平常時の体温や体調等を確認する。発熱症状があると判
断された場合は，高校から保護者へ電話連絡を行い，発熱症状があることを伝える。保護者は中学校
と追試験申請について確認し，高校は受験生を保護者へ引き渡す。受験生はその日のうちに病院で受
診し，発熱等の症状を証明する書類（診断書等）を作成してもらう。中学校においては，受診の結果
を受け，通常の追試験の申請を行うか，新型コロナウイルス対応用の追試験を申請するか判断し，申
請を行う。

Ｑ１４

会場受付にて発熱症状が見られた受験生の保護者に対して，高校側が連絡をした際，保護者に

対して「中学校へ連絡する」ように高校側で指示をするのか。
Ａ１４

高校側が保護者に連絡をした際に，中学校へ連絡する旨を伝えることになる。追試験の申請は「受
験生・保護者が中学校へ連絡し，中学校が申請する」ことを，中学校においても，受験生・保護者に
周知いただきたい。

Ｑ１５

第一次募集本試験当日に発熱症状が見られる場合において，追試験申請ではなく，配慮申請を

申し出て当日の別室受験を希望することはできるか。
Ａ１５

原則として，第一次募集本試験当日に発熱症状がある場合は，追試験を受験することになる。
例外として，中学校を通じてあらかじめ出願先の高校に平熱が高いことを電話連絡している受験
生が，明らかに感染していないことが予想される場合のみ，中学校長・保護者確認の上，別室で受験
することも可能としている。この場合は，保護者が中学校へ別室受験を希望する旨を伝え，中学校は
別室受験をするための「配慮申請書（様式Ｐ）」を作成し，ＦＡＸ等で高校へ送付する（本試験が開
始されるまでの短時間で申請を行うことが難しい場合は，中学校から高校への電話連絡にて申請を一
時的に代替し，その後 FAX 等で高校へ送付することも可とする。）。その後，中学校は「配慮申請書（様
式Ｐ）」を高校へ郵送等で提出する。
なお，この場合，高校は「受験上の配慮通知（様式Ｑ）」を作成しないこととする。
中学校においては，平熱が高い受験生については，特に普段から健康状況等の把握をお願いしたい。
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Ｑ１６

平熱が高い受験生がいる場合，中学校から事前に出願先の高校へ連絡する場合は，電話連絡で

よいのか。
Ａ１６

平熱が高い受験生の報告については，出願先の高校へ電話で連絡いただき，出願先の高校が受付で
確認できるようにしていただきたい。事前連絡がなく，当日に発熱症状がある場合は，原則として追
試験対応となる。

Ｑ１７

平熱が高い受験生（例えば平熱３７．２℃）が当日３７．５℃であった場合，必ず別室受験を申
請しなければならないのか。

Ａ１７

受験生は，試験前日と試験日の朝に（第一次募集ならば３月３日と４日）自宅で検温を行い，その
検温結果を「体温報告書」に記入するが，平熱が高い受験生については，普段の様子を考慮して発熱
症状ではないと確実に判断できる場合は，通常の受験も可能とするので，必ずしも別室受験の申請を
しなくてもよい。

Ｑ１８

３月４日第一次募集本試験当日朝に３７．５℃以上の発熱があったため，本試験を受けず，通

常の追試験申請を出願先の高校に伝え，その後病院で受診したが「風邪」と診断された。単なる
「風邪」の診断でも，追試験を受験できるのか。
Ａ１８

発熱等の症状は，インフルエンザ様症状（風邪症状）として想定しており，「風邪」と診断された

としても，
「通常の追試験」の対象となり，追試験を受験できるので，発熱等の症状があった場合は，
「通常の追試験」を申請いただきたい。その際，発熱等の症状を証明する書類等（診断書等）が必要
になるので，準備いただきたい。

Ｑ１９

全ての受験生が提出する「体温報告書」の記入は受験生本人が行うのか。保護者が行うのか。

Ａ１９

記入については，受験生本人でも保護者でもどちらでも構わないが，体調を含め，保護者が確認し
たものを提出していただきたい。

Ｑ２０ 「体温報告書」の保護者氏名は，願書の保護者連絡先に記入する保護者と一致する必要があるか。
願書に記入した電話番号と当日の緊急連絡先の電話番号が違っても構わないか。
Ａ２０

「体温報告書」の保護者氏名については，願書に記入している保護者氏名と一致する必要はない。
なお，「体温報告書」に記入する緊急連絡先の電話番号は，出願先の高校が緊急時に電話連絡する

こともあることから，記入欄にもあるとおり，受験日当日に必ず保護者に連絡が取れる電話番号を記
入いただきたい（例えば，願書には父親の名前と連絡先が書かれ，体温報告書には願書記載の電話番
号とは別の，連絡がつきやすい母親の名前と連絡先が書かれることに問題はない。）。

-5-

Ｑ２１

「体温報告書」を当日忘れてしまった場合の対応はどうすればよいか。

Ａ２１

受験者が「体温報告書」の持参を忘れてしまった場合は，出願先の高校の受付において，検温を行
い，試験当日の検温結果のみ「体温報告書」に記入し，提出することとする。

Ｑ２２

「体温報告書」は，追試験や第二次募集を受験するときも提出する必要があるのか。

Ａ２２

受験生の体調を確認するため，第一次募集本試験だけでなく，追試験・第二次募集においても「体
温報告書」を提出する。
（「体温報告書」は中学校で印刷したものを配布したり，受験生が高校教育課
のホームページからダウンロードして自宅で印刷したりするなどして準備する。
）
第一次募集及び追試験の２日目に面接等を実施する高校においては，３月７日・１１日分の検温結
果を記載する「体温報告書（２日目用）」を高校が印刷し，１日目の学力検査終了後に受験生へ配布
する。なお，追試験の場合は３月９日と１０日，第二次募集の場合は３月２２日と２３日の朝に検温
するものとする。

Ｑ２３

受験生の体温を確認し終えた「体温報告書」はどうするのか。

Ａ２３ 「体温報告書」には，保護者の緊急連絡先等の個人情報が記載されているため，取扱いについては
留意する。回収した「体温報告書」については，各検査（第一次募集本試験・追試験・第二次募集）
終了後２週間，高校で保管し，その後，高校で確実に処分するものとする。

Ｑ２４

「健康状態チェックリスト」は第一次募集本試験当日に提出する必要があるか。

Ａ２４ 「健康状態チェックリスト」は，追試験の際に，無症状の濃厚接触者が受験する際に必要となるも
のであるので，本試験の際に提出する必要はない。

Ｑ２５

第一次募集本試験当日の受付時に発熱等の体調不良を申し出たり，
「体温報告書」によって体調
不良が判明したりした場合には，高校が受験生の保護者に連絡することになっているが，高校が保
護者と連絡が取れない場合には，どうなるのか。

Ａ２５

入試当日の受験生の欠席，遅刻，早退などの不測の事態には，中学校が対応することとしている。

当日朝の発熱状況については，高校が保護者に連絡を取り，その後，保護者が中学校に追試験申請を
するかどうか相談し，その結果を中学校が高校に連絡することとしている。高校が保護者に連絡がつ
かなかった場合は，高校は速やかに中学校へ連絡を取り（中学校と受験生本人が電話で相談すること
も含め）追試験を申請することについて確認していただきたい。
なお，８時４５分までには，受付を完了するものとしているため，その時までに別室受験となるか，
追試験を申請するかを決めるものとするが，平熱が高い受験生等を除き，発熱症状が見られる場合は，
追試験を申請するようお願いする。
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Ｑ２６

受付時に発熱症状が判明し，高校が受験生の保護者に連絡を取った際に，受験生と保護者が直

接電話で話して対応を決めることは可能か。また，高校と保護者が話すことで（受験生本人と保護
者が話すことなく）対応を決めていいのか。
Ａ２６

発熱症状に対して，追試験申請等の判断をする際は，８時４５分までに，中学校が出願先の高校へ
申請することとなる。試験開始前に，受験生が保護者と直接電話で話して対応を考える場合にあって
も，保護者がその対応を中学校へ連絡し，８時４５分までに中学校が高校へ電話等にて申請を行い，
高校はその対応を決めるものとする。対応の申請は中学校から行うことになっていることから，高校
と保護者で対応を決めるものではない。

Ｑ２７

本試験当日，１教科以上受験した後に発熱した受験生への対応はどのようになるか。

Ａ２７

本試験を受験している途中で，受験生が発熱等の体調不良を申し出た場合は，保健室や別室等へ移
動しての対応となる。体調を確認しながら，別室で受験を継続したり，検査会場へ戻って受験を継続
したりする。
なお，１科目でも受験した場合には，検査中に体調不良で早退する事態となったとしても，追試験
の対象とはならない。

Ｑ２８

発熱等の症状があって追試験申請するためには，
「医師による診断」が必要とあるが，診断書を
提出すればよいのか。内容は発熱やせきなどでよいか。

Ａ２８

そのとおりである。記載内容については，医師の診断による。

Ｑ２９

追試験申請の場合，診断書等の添付とあるが，具体的に診断書以外に何を添付してもいいのか。

発熱症状のため医療機関を受診したが，発熱は一時的であった場合でも医師の診断を受け，
「発熱し
ていた」という診断書を発行してもらうのか。病院の手配が付かず「ロ その他やむを得ない事由」
で提出する場合と同じ流れでよいか。
Ａ２９

診断書の添付が間に合わない場合や，難しい場合には，中学校長がそのことを確認したうえで，追
試験申請書の「ロ

その他やむを得ない事由」に○を付け，事由欄にその旨を記載のうえ申請してい

ただきたい。その後，病院を受診した場合は，診断書を送付していただきたい。
なお，「診断書等」の「等」は病気・けが等以外のやむを得ない事由を証明する書類等を想定して
いる。
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Ｑ３０

発熱症状があるとなかなか病院の受診ができないケースが増えている。病院受診ができない場

合はどのように対応したらよいか。追試験申請書の事由「ロ」にした場合，いつまでに診断書を送
付すればよいか。
Ａ３０

宮城県においては，発熱症状が見られる場合は，かかりつけ医に電話をし，指定された時間に受診
をしたり，紹介された別の医療機関で受診したり，
「受診・相談センター」
（０２２－３９８－９２１
１）へ問い合わせることとなっており，医療機関での受診がすぐにはできない事例が見られている。
発熱症状があっても，病院受診ができなかったが，追試験申請を希望する場合は，中学校から出願先
の高校へすみやかに電話連絡したのち，「通常の追試験申請」の手続きをとっていただきたい。追試
験申請書（様式Ｔ－１）については，別添証明書類とともに３月８日（火）午後３時までに，出願先
の高校へ提出することとなっている。（「追試験受験手続のフロー図」参照）
病院の受診ができず追試験申請の事由ロ「その他やむを得ない事由」による申請とした場合は，受
診できなかった旨も含めて，中学校長が追試験を申請する事由が適切であると判断し，追試験申請書
を作成いただきたい。（Ｑ２９参照）

Ｑ３１

病気や負傷等により，マスクを着用することが困難な場合は，どのような対応になるか。

Ａ３１

検査室内においては多くの受験生がいることから，マスクを着用して受験することが原則となる

が，病気や負傷等によりマスクを着用することが困難な場合は，中学校を通して事前に出願先の高校
へ相談いただきたい。その場合，配慮申請（様式Ｐ）の提出をして，別室で受験することとなる。

Ｑ３２

朝の時点では咳等の症状がなかったが，途中で症状が出た。どのような対応になるか。

Ａ３２

症状によっては，高等学校から受験生に対して別室受験を促し，以降別室において受験していただ
くこともあり得る。

【第一次募集追試験（３月１０日）における対応】
Ｑ３３

３月１０日に実施する新型コロナウイルス感染症対応の追試験の問題はどのようなものか。

Ａ３３

追試験学力検査の問題は，他の追試験受験生と共通のものを用いる。全県で共通の問題を使用し，
出題方針や作成の考え方についても，第一次募集本試験と同じである。

Ｑ３４

濃厚接触者として追試験を受験をすることになった。行政検査を受けていないが,無症状であれ

ば追試験を受験してよいか。
Ａ３４

行政検査の実施ができない場合に限り, 待機期間中に発熱・咳等の症状がないことを十分に確認し
た上で,別室の受験が可能である。この場合も，可能であれば抗原定性検査キットによる陰性確認を
行っていただきたい。ただし,当該取扱いは,あくまでも保健所業務のひっ迫により,行政検査の実施
ができない場合に限るため,今後取扱いが変更になる場合がある。
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Ｑ３５

追試験における，受験可能な濃厚接触者は，どのような手続きが必要であるか。

Ａ３５

受験生が濃厚接触者となり第一次募集本試験を受験できない段階で，中学校は出願先の高校へ新型
コロナウイルス対応の追試験申請（様式Ｔ－３）を行う。濃厚接触者として待機中である受験生がＡ
６の（ⅰ）～（ⅲ）の条件を全て満たす状態となり，受験が可能となった場合には，中学校長は出願
先の高校の校長へ速やかに電話連絡を行い，感染状況等報告（様式Ｖ－１又はＶ－２）の上段にチェ
ックを入れて高校に送付する。高校は追試験受験許可証（様式Ｔ－４）又は受験許可証（様式Ｔ－５）
を中学校に送付する。
なお，追試験等にかかる書類の提出等は，時間のないところでの書類のやりとりとなることが予想
されることから, まずはＦＡＸしてから原本を送付することでお願いしている。当日の受付では，受
験票，受験許可証（様式Ｔ－４又はＴ－５）の写し及び健康状態チェックリストの３点を持参するこ
ととしている。

Ｑ３６

受験可能な濃厚接触者として追試験を受験するためには，公共交通機関を使用せずに試験場に

行くことを要するが，自家用車以外の交通手段としてはどのようなものを想定しているか。
Ａ３６

自家用車の他には，レンタカー，親戚・知人による送迎，自転車等を想定している。また，以下の
条件等のもと利用するタクシー，ハイヤー等についても利用可能である。
条件１）業界団体が策定して感染対策ガイドライン等に基づき，感染対策を講じている車両等
を利用すること
条件２）利用車両等が特定できるよう，行政検査の結果が陰性であること（保健所等のひっ迫によ
り行政検査が受けられない場合はその旨と，抗原定性検査キットにより陰性確認を行った
こと）・無症状である濃厚接触者であることを告げた上で，予約を行い，他の乗客と乗り
合わせせずに利用すること
なお，いずれの対応を行う際にも，感染防止策を徹底していることが必要である。

Ｑ３７

受験可能な濃厚接触者として受験するために，タクシーの手配を考えているが，手配が難しい

状況である。どうしたらよいか。
Ａ３７

手配が難しい場合は，文部科学省の相談窓口を利用いただきたい。
【文部科学省

相談窓口】

電話番号：０３（６７３４）４７５７，０３（６７３４）４９１５
メールアドレス：koukou@mext.go.jp
受付時間：

午前９時３０分から午後４時４５分まで（平日のみ）

・午前に受け付けた場合，タクシーの調整は同日中を予定
・午後に受け付けた場合，タクシーの調整は翌営業日の午前中を予定
・状況によっては，調整できない場合もある
・詳細については，下記ホームページを参照
→

https://www.mext.go.jp/nyushi/mext_01741.html
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Ｑ３８

受験生が新型コロナウイルス感染症の罹患者又は濃厚接触者として，追試験の申請をしたものの
待機解除が間に合わず，３月１０日の追試験が受験できなかった。出願した高校は募集定員を満た
しており，第二次募集を実施しないが，どうなるのか。出願先の高校を受験できないのか。

Ａ３８

新型コロナウイルス感染症への対応は，罹患者・濃厚接触者に対する第一次募集の受験機会の確保
の観点から，「受験生が第一次募集で出願した学校」の受験を保証するものとしている。出願した高
校が第二次募集を行うかどうかに関わらず，新型コロナウイルス感染症の罹患者や濃厚接触者が追試
験を申請したのち，３月１０日の追試験を受験できなかった場合は，３月２３日に「第二次募集の日
程に合わせた追試験」を受験できる。さらに３月２３日にも受験できなかった場合は「調査書等をも
とにした書類審査」によって合否判定を行う。
「第二次募集の日程に合わせた追試験」及び「調査書等をもとにした書類審査」は，第一次募集の
合格発表（３月１６日）の後に行われる。これらは募集定員とは別枠として審査されるものであり，
審査の結果，募集定員を超えて合格することはあり得る。

Ｑ３９

新型コロナウイルス感染症に罹患したため，追試験申請を行い，その後に待機解除となったた

め，３月１０日の追試験を受験することが可能になった。しかし，当日になって，再度発熱症状が
出た。この場合は，３月２３日の第二次募集の日程に合わせた追試験を受験することになるのか。
Ａ３９

追試験においては，罹患者でなく，濃厚接触者でもなければ，発熱症状があっても配慮申請（様式
Ｐ）の提出をして，別室で受験することとなる。

Ｑ４０

３月４日午後４時までに，インフルエンザの疑いがあり，追試験申請を行った。その後，３月９
日に新型コロナウイルスに感染していることが判明し，３月１０日の追試験を受験できなくなっ
た場合，どのような手続きが必要となるか。

Ａ４０

インフルエンザ対応の通常の追試験申請をしたのち，受験生が感染者等であることが判明した段階
で，中学校長は出願先の高校の校長へ速やかに新型コロナウイルス感染症対応の追試験申請書（様式
Ｔ－３）を提出する。また，中学校長は，受験生や保護者と連絡を密に取り，健康状況についての情
報収集に努め，受験生が第二次募集の日程に合わせた追試験を受験することができるかどうかについ
て，第二次募集の実施日前日までに「感染状況報告（様式Ｖ－２）」を出願先の高校の校長に提出す
る。

Ｑ４１

受験生の感染が確認され，追試験申請書（様式 T－３）を提出し，感染状況等報告（様式 V－１）の提出
をもって受験の許可を申請することになるが，いつまでの報告であれば受験可能か。

Ａ４１

感染状況等報告（様式Ｖ－１）は，３月９日（水）午後３時までに提出することとしている（
『新

型コロナウイルス感染症への感染が確認された受験生等への対応』フロー図参照）。
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Ｑ４２

感染状況等報告（様式Ｖ－２）の提出にあたっては，ＦＡＸしてから原本を送付するということ
でよいか。

Ａ４２

追試験にかかる書類の提出は，時間のないところでの書類のやりとりとなることから, まずは出

願先の高校へ電話連絡をし，ＦＡＸしてから原本を送付することでお願いしている。

【第二次募集の日程に合わせた追試験（３月２３日）における対応】
Ｑ４３

「第二次募集の日程に合わせた追試験」はどのように行われるのか。

Ａ４３

第二次募集で使用する問題を用いた国語・数学・英語の３教科の学力検査と，出願先の高校が第一
次募集において課している面接・実技・作文を行う（「求める生徒像・選抜方法一覧」参照）。３教科
の学力検査を実施するため，第二次募集を実施する高校においては，第二次募集の出願者と異なる時
程で試験が行われることもあり得る。

Ｑ４４

新型コロナウイルス感染症による追試験を申請したが，３月１０日の追試験が受験できなかった。
陰性で待機解除となり，３月２３日の「第二次募集の日程に合わせた追試験」を受験しようとした
が，今度はインフルエンザに罹患してしまった。この場合はどのような対応となるのか。同様に，
３月２３日に交通事故等による入院となってしまった場合はどのような対応となるのか。

Ａ４４ 「第二次募集の日程に合わせた追試験」において，インフルエンザやケガ等による入院となってし
まった場合は，更なる追試験はないため，３月２３日に受験することになる。別室受験や病院受験に
ついての配慮申請を行い，別室受験や病院受験の対応をとることとなる。

Ｑ４５ 「第二次募集の日程に合わせた追試験」を受験する場合，又は「調査書等をもとにした総合的な
審査」となった場合，第２志望での合格はあるのか。
Ａ４５

出願先の高校における第一次募集の本試験と同様に対応するものであり，第２志望の学科・コース
による合格はあり得る。

Ｑ４６

新型コロナウイルス感染症の対応で，第一次募集追試験も受験できず「第二次募集の日程に合

わせた追試験」にまわることとなった。しかし，このタイミングで他の学校の「第二次募集」を受験
したいと受験生が考えた場合，どのような手続きをすればよいか。
Ａ４６

第一次募集に出願した高校の出願を取り下げ，改めて第二次募集を実施する別の高校への出願は認
められる。このような場合は，中学校長は，もとの出願先の高校へ受験辞退をする旨を，まず電話等
で連絡し，その後「辞退届」（様式は任意）を作成し，もとの出願先の高校へ速やかに提出していた
だきたい。高校側で「辞退届」を受理後，第二次募集の出願手続きを取ることができることとする。
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Ｑ４７

新型コロナウイルス感染症の対応で，第一次募集追試験も受験できず「第二次募集の日程に合

わせた追試験」にまわることとなった。私立高校の最終手続きの期限がその前に設定されているが，
最終手続きをしても受験することは可能か。
Ａ４７

第二次募集とは異なり，私立高校の最終手続きをしても受験することは可能である。
最終手続きに関することや，合格後に私立高校への入学を辞退すること等については，各私立高校
に直接問い合わせ願う。

【第二次募集における対応】
Ｑ４８

第一次募集を受験し，不合格となった受験生が第二次募集を受験しようと思ったが，新型コロ

ナウイルス感染症に感染した場合はどうなるか。
Ａ４８

３月２２日までに第二次募集の出願をしたのち，３月２３日までに罹患してしまった場合は，判明
した段階ですみやかに出願先の高校へ電話にて，状況を説明する。その後，追試験申請書（新型コロ
ナウイルス対応）
（様式Ｔ－３），同時に，感染状況等報告（様式Ｖ－２）を作成し，出願先の高校へ
送付する。
この場合は，第二次募集を受験できないことから，合否判定は「調査書等による書類審査」によっ
て行われる。

【その他】
Ｑ４９

公立高校で新型コロナウイルス感染症の影響で，３月上旬に高校が臨時休校になった場合，試

験会場が変更する可能性はあるか。
Ａ４９

高校において，教員や生徒が新型コロナウイルス感染症の罹患者や濃厚接触者となってしまったと
しても，本試験前日（３月３日臨時休校日）までに，試験会場の消毒等を行い，試験会場を変更する
ことなく実施する。

Ｑ５０

中学校が臨時休業中であっても，通常どおりの受験となるのか。高校が臨時休業中であっても，
通常どおりの受験となるのか。

Ａ５０ 臨時休校中の中学校があっても，通常どおり実施する予定である。また，高校が臨時休業であって
も，通常どおり実施する予定である。

Ｑ５１

新型コロナウイルス感染症の影響により，部活動の記録に記載する内容が減ってしまった。そ

のことは合否に影響するか。
Ａ５１ 調査書を活用するにあっては，部活動の記録や指導上参考となる諸事項等の記載が少ないことを
もって，不利益を被ることのないように通知している。

Ｑ５２

合格発表時に密になることを避けるため，合格発表をオンラインで実施することはないのか。

Ａ５２

合格発表については，密にならないように，各学校に合格者受験番号を複数箇所に掲示するよう依
頼している。また，高校教育課のホームページに合格発表当日の午後７時頃までに合格者番号を掲載
することとしている。
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Ｑ５３

宮城県公立高等学校入学者選抜実施にあたって，高校が留意すべき点はあるか。

Ａ５３

宮城県公立高等学校入学者選抜実施にあたっては，令和３年１２月２８日付け３文科初第１７５７
号「新型コロナウイルス感染症に対応した令和４年度高等学校入学者選抜の実施について（通知）
」
のとおり，「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」に準じた形で，試験会場における衛生管理体制の構築並びに別室での受験等について留意
いただきたい。
特に，別室での受験等については，以下のことに留意すること。
（１）各検査場には，検査室のほか，（ⅰ）～（ⅲ）の別室を準備すること。
（ⅰ）平熱が高く，事前に別室受験を希望する受験生のための別室
（ⅱ）体調不良となった受験生のための別室
（ⅲ）感染者が確認された中学校において，新型コロナウイルス感染症に対する精神的不安
を理由とした受験生のための別室
（２）別室受験の配慮申請があった場合には，上記(１)とは別に設けること。
（３）追試験，第二次募集の日程に合わせた追試験及び第二次募集においては，上記(１)の他，
受験可能な無症状濃厚接触者用の別室を準備すること。
（４）建物内において，別室まで他の受験生と接触しない動線を確保すること。
※完全に動線を別に設ける必要はなく，受験生同士の距離が一定間隔空くような，何らか
の対策が取られていればよく，互いにマスクを着用していれば，単にすれ違う場合は，
感染対策上問題ない。
（５）別室では受験生の座席間隔を２メートル以上最大限大きく確保すること。
（６）受験生と試験監督の距離を２メートル以上（答案回収等の際にはこの限りではない）確保
すること。
（７）受験生も試験監督者もマスクの着用を義務付けるとともに，入退室時の手指消毒を徹底する
こと。
（８）発熱・咳等の症状のある受験生や, 追試験における無症状の濃厚接触者等のために別室を
設ける場合は，可能な限り，他の受験生とトイレを別に確保すること。
なお，試験時間中は，頻繁に会話をするような状況も生じないことから，上記の条件を満たし，換
気等の感染症対策が講じられていれば，他の受験生や試験監督者が感染するおそれは極めて少ない。
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Ｑ５４

受験生が３月４日の学力検査を受験したが，帰宅すると，家族が罹患者となったことがわかり，
受験生が濃厚接触者となった。３月７日の面接・実技・作文について，新型コロナウイルス感染に
よる追試験申請がなされた場合は，どのように判定するのか。

Ａ５４
まず，３月１０日（または３月１１日）実施の追試験の面接・実技・作文を，受験可能な濃厚接触者と
して受験できた場合は，下表の受験生Ｂのことであり，通常どおり合否判定を行うことになる。
また，同追試験を受験できなかった場合は，下表の受験生Ｅ・Ｆ・Ｇのことである。
・３月４日の学力検査はすべて受験済み
・３月７日の面接・実技・作文を受験していない
・受験生Ｅは調査書点・学力検査点による共通選抜で合格圏内に入っている場合

→

合格

・受験生Ｆは共通選抜では合格圏内に入っておらず，第二次募集の日程に合わせた追試験で
面接・実技・作文を受験した場合
・受験生Ｇは共通選抜では合格圏内に入っておらず，第二次募集の日程に合わせた追試験で
面接・実技・作文を受験できなかった場合
なお，追試験の２日目に欠席となる受験生Ｈ・Ｉ・Ｊも同様の状況となる。
・新型コロナウイルス感染・濃厚接触者のため，本試験を欠席し，追試験を申請
・３月１０日の学力検査をすべて受験済み
・３月１０日（または３月１１日）の面接・実技・作文を受験していない
・受験生Ｈは調査書点・学力検査点による共通選抜で合格圏内に入っている場合

→

合格

・受験生Ｉは共通選抜では合格圏内に入っておらず，第二次募集の日程に合わせた追試験で
面接・実技・作文を受験した場合
・受験生Ｊは共通選抜では合格圏内に入っておらず，第二次募集の日程に合わせた追試験で
面接・実技・作文を受験できなかった場合
受験生A 受験生B 受験生Ｃ 受験生Ｄ 受験生Ｅ 受験生Ｆ 受験生Ｇ 受験生Ｈ 受験生Ｉ 受験生Ｊ
本試験

第
一
次
募
集

追試験

3/4

学力検査

×

○

×

×

○

○

○

×

×

×

3/7

面接・実技・作文

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

3/10

学力検査

○

ー

×

×

ー

ー

ー

○

○

○

3/10,11 面接・実技・作文

○

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

保留

保留

保留

保留

保留

保留

共通選抜

選抜方法

特色選抜

合格発表
第
合 二

学力検査等

わ 次
せ 募
た 集
追 の

選抜方法

試 日
験 程
に

合否判定

合格圏内 合格圏外 合格圏外 合格圏内 合格圏外 合格圏外

3/16

3/16

ー

ー

3/16

↓

↓

3/16

↓

↓

3/23

学力検査

ー

ー

○

×

―

ー

ー

―

ー

ー

3/23

面接・実技・作文

ー

ー

○

×

―

○

×

―

○

×

共通選抜

ー

ー

ー

ー

―

ー

ー

―

ー

ー

特色選抜

ー

ー

ー

ー

―

合否判定

ー

―

合否判定

ー

調査書等による総合的な選抜

ー

ー

ー

合否判定

―

ー

合否判定

―

ー

合否判定

ー

ー

3/23,24 3/23,24

―

3/23,24 3/23,24

―

合格発表

3/23,24 3/23,24

受験生Ｋ 受験生Ｌ
第
二
次
募
集

3/23
3/23
選抜方法
合格発表

学力検査

×

○
○

面接・実技・作文

×

調査書等による総合的な審査

合否判定

ー

総合的な審査

ー

合否判定

※

○印は受験できる状態である
×印は受験できない状態であることを表す。

3/23,24 3/23,24
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１．第一次募集の１日目（３月４日（金））の学力検査は全て受験できたが，新型コロナウイルス感染症に感
染又は濃厚接触者となり，２日目（３月７日（月））の面接・実技・作文を欠席した受験者のうち，追試
験（３月１０日（木）
・１１日（金））でも面接・実技・作文を受験できない者については，新型コロナウ
イルス感染症に対する特例措置として，以下のように取り扱う。

＜手順＞
イ

中学校は，受験者が罹患者又は濃厚接触者であると判明次第速やかに，高校へ電話等で「受験者
が罹患者又は濃厚接触者であると判明したため，２日目の面接・実技・作文を欠席し，追試験を申
請する」旨を連絡する。
（３月７日（月）午後４時まで）

ロ

中学校は，「追試験申請書（新型コロナウイルス感染症対応）」（様式Ｔ－３）を作成し，ＦＡＸ
で送信の上，出願先の高校へ持参又は郵送する。

ハ

中学校は，受験者の健康状況等を確認し，感染状況等報告（様式Ｖ－１）によって，追試験を受
験できない状況であることを，３月９日（水）までに高校へ報告する。

ニ

高校は，他の受験生の結果とともに，当該受験生について学力検査点と調査書点による第一次募
集の共通選抜においてのみ，合否判定を行う。

ホ

高校は，共通選抜の結果，合格となった場合は，他の合格者とともに，３月１６日（水）に合格
発表を行う。

① 共通選抜で合格圏内に入らず，第二次募集に合わせた追試験を受験できる場合（受験生Ｆ）
ヘ

中学校は，受験者の健康状況等を確認し，感染状況等報告（様式Ｖ－２）によって，３月２３日
（水）の第二次募集の日程に合わせた追試験を受験できる状況であることを，３月２２日（火）ま
でに高校へ報告する。

ト

高校は，受験許可証（様式Ｔ－５）を，速やかに中学校へ送付する。

チ

中学校は，受験許可証の写しを当該受験者へ渡す。

リ

受験者は，受験許可証の写しと受験票（無症状の濃厚接触者は「健康状態チェックリスト」を含
む）と体温報告書を受付に提示し，３月２３日（水）に面接・実技・作文を受験する。

ヌ

高校は，３月４日（金）に受験した学力検査点と調査書点及び面接・実技・作文の結果に基づき，
特色選抜において合否判定を行い，合格となった場合は，他の合格者とともに，３月２３日（水）
もしくは２４日（木）に合格発表を行う。

② 共通選抜で合格圏内に入らず，第二次募集に合わせた追試験を受験できない場合（受験生Ｇ）
へ

中学校は，受験者の健康状況等を確認し，感染状況等報告（様式Ｖ－２）によって，３月２３日
（水）の第二次募集の日程に合わせた追試験を受験できない状況であることを，３月２２日（火）
までに高校へ報告する。

ト

高校は，調査書点及び３月４日（金）に受験した学力検査点等をもとに総合的な審査を行い，合
格となった場合は，他の合格者とともに，３月２３日（水）もしくは２４日（木）に合格発表を行
う。
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③

共通選抜で合格圏内に入らず，第一次募集を辞退し，別の学校の第二次募集に出願し，受験できる
場合（出願時に待機解除になっている場合）
※中学校は，最初の出願先の高校の出願を辞退し，第二次募集を行う別の高校へ出願手続を行う。
へ

第二次募集の出願先の高校は，提出書類を確認し，受験票を発行する。

ト

受験者は，３月２３日（水）に，受験票と体温報告書を受付に提示し，第二次募集を受験する。

チ

高校は，合否判定を行い，合格となった場合は，３月２３日（水）もしくは２４日（木）に合格
発表を行う。

④

共通選抜で合格圏内に入らず，第一次募集を辞退し，別の学校の第二次募集に出願し，受験できる
場合（出願時は待機解除となっていない場合）
※中学校は，最初の出願先の高校の出願を辞退し，第二次募集を行う別の高校へ出願手続を行う。
へ

中学校は，第二次募集の出願後，「受験者が新型コロナウイルス感染症の罹患者又は濃厚接触者
であり，待機解除になっていないことや出願時の本人の体調等」について，出願先の高校へ，電
話にて報告する。

ト

第二次募集の出願先の高校は，提出書類を確認し，受験票を発行する。

チ

受験者は，３月２３日（水）に，受験票と体温報告書と健康状態チェックリストを受付に提示し，
第二次募集を受験する。

リ

高校は，合否判定を行い，合格となった場合は，３月２３日（水）もしくは２４日（木）に合格
発表を行う。

⑤

共通選抜で合格圏内に入らず，第一次募集を辞退し，別の学校の第二次募集に出願し，受験できない
場合
※中学校は，最初の出願先の高校の出願を辞退し，第二次募集を行う別の高校へ出願手続を行う。
へ

中学校は，第二次募集の出願後，「受験者が新型コロナウイルス感染症の罹患者又は濃厚接触者
であり，待機解除になっていないことや出願時の本人の体調等」について，出願先の高校へ，電
話にて報告する。

ト

第二次募集の出願先の高校は，提出書類を確認し，受験票を発行する。

チ

中学校は，３月２３日（水）の朝に，受験者が発熱等の症状があり，受験できない状況にあるこ
とを確認し，高校へ電話にて報告する。

リ

高校は，調査書をもとに総合的な審査を行い，合格となった場合は，３月２３日（水）もしくは
２４日（木）に合格発表を行う。
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２．新型コロナウイルス感染症に感染又は濃厚接触者となり，第一次募集の本試験（３月４日（金）
・７日（月）
）
は受験できなかった受験者のうち，追試験の受験ができる者について，１日目（３月１０日（木））の学
力検査は全て受験できたが，発熱等の症状が見られる状況となったため，２日目（３月１１日（金））の
面接・実技・作文を受験できない者については，新型コロナウイルス感染症に対する特例措置として，以
下のように取り扱う。
＜手順＞
イ

中学校は，受験者が罹患者又は濃厚接触者であると判明次第速やかに，高校へ電話等で「受験者
が罹患者又は濃厚接触者であると判明したため，本試験を欠席し，追試験を申請する」旨を連絡す
る。（３月７日（月）午後４時まで）

ロ

中学校は，「追試験申請書（新型コロナウイルス感染症対応）」（様式Ｔ－３）を作成し，ＦＡＸ
で送信の上，出願先の高校へ持参又は郵送する。

ハ

中学校は，受験者の健康状況等を確認し，感染状況等報告（様式Ｖ－１）によって，追試験を受
験できる状況にあることを，３月９日（水）までに高校へ報告する。

ニ

高校は，受験許可証（様式Ｔ－４）を，速やかに中学校へ送付する。

ホ

中学校は，受験許可証の写しを当該受験者へ渡す。

ヘ

受験者は，受験許可証の写しと受験票と体温報告書（無症状の濃厚接触者は「健康状態チェック
リスト」を含む）を受付に提示し，３月１０日（木）追試験の学力検査を受験する。

ト

受験者が３月１０日（木）の追試験の学力検査後，発熱等の症状が出るなどの状況が判明次第速
やかに，中学校は高校へ電話等で「受験者に発熱等の症状が見られるため，２日目の面接・実技・
作文を欠席する」旨を連絡する。

チ

高校は，他の受験生の結果とともに，当該受験生について学力検査点と調査書点による第一次募
集の共通選抜においてのみ，合否判定を行う。

リ

高校は，共通選抜の結果，合格となった場合は，他の合格者とともに，３月１６日（水）に合格
発表を行う。

①

共通選抜で合格圏内に入らず，第二次募集の日程に合わせた追試験を受験できる場合（受験生Ⅰ）
ヌ

中学校は，受験者の健康状況を確認し，感染状況等報告（様式Ｖ－２）によって，３月２３日（水）
の第二次募集の日程に合わせた追試験を受験できる状況であることを，３月２２日（火）までに高
校へ報告する。

ル

受験者は，受験許可証の写しと受験票と体温報告書（無症状の濃厚接触者は「健康状態チェック
リスト」を含む）を受付に提示し，３月２３日（水）に面接・実技・作文を受験する。

ヲ

高校は，３月１０日（木）に受験した学力検査点と調査書点及び面接・実技・作文の結果に基づ
き，特色選抜によって合否判定を行い，合格となった場合は，他の合格者とともに，３月２３日（水）
もしくは２４日（木）に合格発表を行う。

②

共通選抜で合格圏内に入らず，第二次募集の日程に合わせた追試験を受験できない場合（受験生Ｊ）
ヌ

中学校は，受験者の健康状況を確認し，感染状況等報告（様式Ｖ－２）によって，３月２３日

（水）の第二次募集の日程に合わせた追試験を受験できない状況であることを，３月２２日（火）
までに高校へ報告する。
ル

高校は，３月１０日（木）に受験した学力検査点と調査書点等をもとに総合的な審査を行い，

合格となった場合は，他の合格者とともに，３月２３日（水）もしくは２４日（木）に合格発表を
行う。
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③

共通選抜で合格圏内に入らず，第一次募集を辞退し，別の学校の第二次募集に出願し，受験できる
場合（出願時に待機解除になっている場合）
※中学校は，最初の出願先の高校の出願を辞退し，第二次募集を行う別の高校へ出願手続を行う。
ヌ

第二次募集の出願先の高校は，提出書類を確認し，受験票を発行する。

ル

受験者は，受験票を受付に提示し，３月２３日（水）に第二次募集を受験する。

ヲ

高校は，合否判定を行い，合格となった場合は，３月２３日（水）もしくは２４日（木）に合格
発表を行う。

④

共通選抜で合格圏内に入らず，第一次募集を辞退し，別の学校の第二次募集に出願し，受験できる
場合（出願時は待機解除となっていない場合）
※中学校は，最初の出願先の高校の出願を辞退し，第二次募集を行う別の高校へ出願手続を行う。
ヌ

中学校は，第二次募集の出願後，「受験者が新型コロナウイルス感染症の罹患者又は濃厚接触者
であり，待機解除になっていないことや出願時の本人の体調等」について，出願先の高校へ，電
話にて報告する。

ル

第二次募集の出願先の高校は，提出書類を確認し，受験票を発行する。

ヲ

受験者は，３月２３日（水）に，受験票と体温報告書と健康状態チェックリストを受付に提示し，
第二次募集を受験する。

ワ

高校は，合否判定を行い，合格となった場合は，３月２３日（水）もしくは２４日（木）に合格
発表を行う。

⑤

共通選抜で合格圏内に入らず，第一次募集を辞退し，別の学校の第二次募集に出願し，受験できない
場合
※中学校は，最初の出願先の高校の出願を辞退し，第二次募集を行う別の高校へ出願手続を行う。
ヌ

中学校は，第二次募集の出願後，「受験者が新型コロナウイルス感染症の罹患者又は濃厚接触者
であり，待機解除になっていないことや出願時の本人の体調等」について，出願先の高校へ，電
話にて報告する。

ル

第二次募集の出願先の高校は，提出書類を確認し，受験票を発行する。

ヲ

中学校は，３月２３日（水）の朝に，受験者が発熱等の症状があり，受験できない状況にあるこ
とを確認し，高校へ電話にて報告する。

ワ

高校は，調査書をもとに総合的な審査を行い，合格となった場合は，３月２３日（水）もしくは
２４日（木）に合格発表を行う。

＜その他＞
・当該受験生の学力検査点の成績簡易開示については，当該受験生の審査が全て終了し，当該受験生の合
否の結果が全て出た後に開示するものとする。
（第一次募集の共通選抜で合格した場合を除き，３月２３日（水）もしくは２４日（木）から開示する
ものとする。
）
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第二次募集の日程に
合わせた追試験
３月２３日（水）

合格発表

合格発表

合格発表

総合的な審査による
合否判定

特色選抜のみ
合否判定

※丸囲み数字は
本文参照

第二次募集対象 ※③④⑤

第一次募集を辞退し，
第二次募集に出願

共通選抜
否

共通選抜のみ
合否判定

追試験
面接・実技・作文
受験できない

共通選抜
合

第二次募集の日程に合わせた追試験対象

合格発表
３月１６日（水）

合否判定

本試験学力検査
受験できない

追試験学力検査
受験できる
追試験
面接・実技・作文
受験できる

面接・実技・作文
受験できない ※②

共通選抜
否

追試験２日目
３月１１日（金）

追試験
３月１０日（木）

本試験２日目
３月７日（月）

本試験
３月４日（金）

面接・実技・作文
受験できる ※①

共通選抜
合

共通選抜のみ
合否判定

追試験
面接・実技・作文
受験できない

本試験
面接・実技・作文
受験できない

追試験
面接・実技・作文
受験できる

合否判定

本試験
面接・実技・作文
受験できる

本試験学力検査
受験できる

第二次募集の
日程に合わせた
追試験対象
（学力検査：国数英）

追試験学力検査
受験できない

【新型コロナウイルス感染症対応】本試験または追試験２日目の面接・実技・作文を欠席した受験生への対応

◎

入試全般に関すること

Ｑ５５

試験当日，会場への移動手段は，極力，公共交通機関を利用するよう中学校から例年指導して
いるが，当日の天候状況による遅延で受験できなくなる可能性も考え，今年も同様に各家庭に呼
びかけてよいのか。公共交通機関利用により，新型コロナウイルスに感染する可能性が高まるこ
とを不安に思い，自家用車を利用して移動することを考える家庭も出てくると思われる。自家用
車利用で，天候状況等で試験に遅れたら，受験生が不利益を受けることはあるのか。

Ａ５５

受験会場への移動手段は各家庭の判断によるが，集合時刻までに到着するよう対応願いたい。大雪
等の天候が理由であっても自家用車利用で試験に遅れた場合については，残りの時間を受験すること
はできるが，検査が終了している科目については受験することはできない。公共交通機関の遅れによ
るものである場合，状況に応じて対応を検討することとしている。
なお，全県的な交通混乱が生じている場合には試験開始時間を遅らせることもあり得ることから，
天候状況に不安があれば高校教育課ホームページや当日の報道等に注意いただきたい。

Ｑ５６

当日の朝は，何時頃に各高校に到着すればいいのか。受付開始は何時なのか。

Ａ５６

受験票裏面に，集合時刻８時３０分と記載している。この時間までには受験会場に到着するように
していただきたい。受付時間については，学校により異なることもあるので，受験票配布時の文書を
参照願いたい。

Ｑ５７

第一次募集で受験した高校で不合格となった場合，その高校で第二次募集が実施される場合，

同じ受験生がもう一度同じ高校を受験することは可能か。
Ａ５７

可能である。

Ｑ５８

２年次に海外から日本に来た受験生について，１年次の評定が空欄であることが不利になるこ

とはないか。
Ａ５８

調査書の評定欄が空欄であることをもって，不利益を被ることはない。評定の記載がない場合は，

それ以外の学力検査点や記載のある部分の調査書点等をもって，総合的に判断することとなる。

Ｑ５９

受験票の他に，机の上に置くことができるものはどのようなものか。

Ａ５９

受験票の裏面に記載のあるもののうち，受験票の鉛筆（シャープペンシルも可），消しゴム，鉛筆

削り，一組の三角定規（直線定規の使用も認める），コンパス，腕時計については机上に置くことが
できる。また，ティッシュペーパーについては，袋等から中身を取り出したものを使用することは構
わない。
なお，分度器（分度器機能付きの定規を含む）の使用や計算，翻訳，辞書，通信等の機能を有する
機器類（スマートフォン・スマートウォッチ等を含む）の使用は認めない。その他，アラーム音を発
するものなど検査の公正を欠くおそれのある物の使用も認めない。
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Ｑ６０

スマートフォン，携帯電話及びスマートウォッチ，タブレット端末等の通信機能を有する機器

の持ち込みは，不正防止等の観点から持ち込みできないこととされているものの，やむを得ない
事情があって検査会場に持ち込まざるを得ない場合は，どのようにしたらよいか。
Ａ６０

原則，持ち込みは控えていただきたいが，やむを得ない事情で持ち込まざるを得ない場合は，受験
生本人が，受験番号と氏名を記入した封筒を持参し，電源を切ってから自分で封をして，受付で預け
ていただきたい。

Ｑ６１

不登校によって，調査書の評定が空欄の箇所がある。このことによって不利になることはないか。

Ａ６１

生徒指導要録で学習状況が文章で記述されている場合は，調査書の評定欄は空欄とし，その理由等
を記載した副申書を添付し，その旨を「７特記事項」に記載することとなる。調査書の評定欄が空欄
であることをもって，不利益を被ることはない。

（参考）
○

令和元年 10 月 25 日付け元文科初第 698 号「不登校児童生徒への支援の在り方について（通知）」
（別記１）（４）学校外の公的機関や民間施設における学習の計画や内容がその学校の教育課程に照ら
し適切と判断される場合には，当該学習の評価を適切に行い指導要録に記入したり，また，評価の結果
を通知表その他の方法により，児童生徒や保護者，当該施設に積極的に伝えたりすることは，児童生徒
の学習意欲に応え，自立を支援する上で意義が大きいこと。なお，評価の指導要録への記載については，
必ずしもすべての教科・観点について観点別学習状況及び評定を記載することが求められるのではない
が，児童生徒のおかれている多様な学習環境を踏まえ，その学習状況を文章記述するなど，次年度以降
の児童生徒の指導の改善に生かすという観点に立った適切な記載に努めることが求められるものであ
ること。

Ｑ６２

合格した生徒の書類の送付で，入試事務説明資料の中で，
「体力・運動能力調査記録カード」を

「宮城県小・中・高等学校児童生徒体力・運動能力調査記録カード取扱要項」に基づき，当該高等学校
長に送付することとあった。取扱要項には，公立中学校から定時制・通信制の高校等へ進学する場合
は当該カードを本人に返却して個人所有する旨の記載があるが，その場合の当該カードの扱いについ
てはどのようにしたらよいか。
Ａ６２

当該カードの取扱いについては，「宮城県小・中・高等学校児童生徒体力・運動能力調査記録カー

ド取扱要項」に記載のとおりとし，定時制・通信制高校へ進学する場合は，受験生本人に返却してい
ただきたい。その際，定時制高校等で当該カードを必要とする場合もあるため，紛失することのない
よう，中学校から受験生に指導していただきたい。
定時制高校で当該カードを必要とする場合は，入学後に個人ごとに提出を求めることとする。
【参考】宮城県教育庁保健体育安全課学校体育班のページ
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/hotai/chousa.html
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