
【２０２１年度一般選抜（前期日程・後期日程）受験者の皆様へ】 

追試験について 

 

香川大学では，新型コロナウイルス感染症に罹患したなどにより，入学試験を受験できなく

なった入学志願者の受験機会を確保するため，今年度限りの特例措置として，令和 3 年 3

月 22 日（月）に追試験を実施します。 

１． 追試験対象者 

追試験の対象者は，以下①～③のいずれかに該当する者です。 

①新型コロナウイルスに罹患し，試験日までに医師が治癒したと判断していない者 

②試験直前に保健所等から濃厚接触者に該当するとされた者 

③発熱・咳等の症状があり，試験当日の検温で３７．５度以上の熱があるなど体調不良を自

己申告した者 

注）医学部医学科の地域医療推進枠は追試験を行いません。そのため，地域医療推進枠のみ

で志願した場合は，追試験申請ができません。一般枠と地域医療推進枠の両方を志願する

場合は，一般枠のみでの選抜となります。 

２．出願受付期間について  

新型コロナウイルス感染症に罹患した場合等で一般選抜を欠席して追試験の受験を希望する

者は，当該試験日の本学の定める時刻までに追試験出願の申請を行ってください。 

３．追試験受験申請 

※申請に際しては，試験前日までは香川大学入試グループに，試験当日は各試験場 

の下記問い合わせ先に必ず電話連絡してください。 

申請受付期間 

 

【前期日程（2月 25 日（木）・26 日（金）】 

 試験前日 2月 24 日（水）までの 9:00～17:00 

（土・日・祝日を除く。） 

 試験当日（2月 25 日(木)）8:00～9:00  

            必要書類等の提出は 17:00 まで  

 試験当日（2月 26 日(金））9:00～13:00 

            必要書類等の提出は 17:00 まで 

医学部医学科及び臨床心理学科(26 日面接対象者のみ）で 25

日受験後に上記②③に該当した者 

【後期日程（3月 12 日（金）】 

 試験前日 3月 11 日（木）までの 9:00～17:00 

（土・日・祝日を除く。） 

・ 試験当日(3 月 12 日（金)）8:00～9:00 

 

※申請受付期間経過後は，いかなる理由があっても追試験の受験

を申請することはできません。 

※追試験の受験を許可された場合は，申請した日程（前期日程：

２月 25 日（木）・26 日（金），後期日程：３月 12 日（金））に実

施する本試験を受験できません。 

 



申 請 方 法  (ア) 本人又は代理人が，電話連絡した上で，申請受付時間内に

「受験票」，「追試験受験申請書」及び「医師の診断書」（治療

期間が明記されたもの）又は試験日直前に保健所等から新型

コロナウイルス感染者との濃厚接触者に該当するとされたた

め，受験ができないことを証明できるものを香川大学入試グ

ループ(試験日当日は各試験場）に持参し，申請してください。 

 許可された場合は，追試験受験許可書が交付されます。 

 

(イ) 申請受付時間内に本人又は代理人が香川大学入試グループ

に行けない場合は，申請受付時間内に疾病の状況を，香川大学

入試グループ(試験日当日は各試験場）に電話連絡し指示を受

けてください。 

 

(ウ) 試験当日試験場に到着してから発熱・咳等の症状が出た場

合は，休養室等で医師等により「健康状態 チェックリスト」

に基づき症状を確認後，追試験の受験を申請してもらうこと

がありますので，監督者や試験場の担当者に申し出て，指示に

従ってください。 

 

(エ) 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試験監督者が判断した場合には，受

験を中断して，追試験の受験を申請してもらうことがありま

すので，指示に従ってください。  

 

 

４．追試験日程 

追試験実施日 2021 年３月 22 日（月） 

試験開始時刻等の詳細については，「別紙 一般選抜（前期日程・

後期日程）追試験の日時について」を必ずご確認ください。 

合格者発表日 2021 年３月 26 日（金）午前９時（予定） 

入学手続期限 2021 年３月 30 日（火）17 時必着 

 

５．追試験の場所 

 追試験は，それぞれの志望学部で行います。学外試験場は設けず，全て香川大学で試験を

実施しますので，注意してください。 

教育学部  （幸町北キャンパス）    （高松市幸町１番１号） 

法 学 部  （幸町南キャンパス）    （高松市幸町２番１号） 

経済学部  （幸町南キャンパス）    （高松市幸町２番１号） 

医学部   （三木町医学部キャンパス） （木田郡三木町大字池戸 1750 番地 1） 

創造工学部 （林町キャンパス）     （高松市林町 2217 番地 20） 

農 学 部  （三木町農学部キャンパス） （木田郡三木町大字池戸 2393 番地） 



 

６．新型コロナウイルス感染症に罹患，もしくは新型コロナウイルス感染者との濃厚接触者に該

当するとされる等で，追試験を受験できなかった場合のさらなる追試験は行いません。 

 

【試験前日までの追試験受験申請に関する問い合わせ先】 

香川大学入試グループ 

〒760-8521 香川県高松市幸町 1番 1号 

TEL：087-832-1182 FAX：087-832-1188 

E-mail：sonyusi@kagawa-u.ac.jp 

 

【試験当日の追試験受験申請に関する問い合わせ先】 

教育学部試験場    TEL（087）832-1428    

法学部試験場    TEL（087）832-1806    

経済学部試験場   TEL（087）832-1813 

医学部試験場    TEL（087）891-2074 

創造工学部試験場  TEL（087）864-2015 

農学部試験場    TEL（087）891-3015 

 ※関西地区試験場で受験される方も，試験日当日は，受験学部の試験場（創造工学部試験場

または農学部試験場）へ問い合わせてください。 

 



　前期日程 （ 　25日・ 　26日） 　後期日程

　教育学部 　法学部 　経済学部

　医学部医学科 　医学部看護学科 　医学部臨床心理学科

 申告時刻：令和 ３年　　　月　　　日　　　時　　　分

香川大学 2021年度一般選抜（前期日程・後期日程）

健康状態チェックリスト

A

B

【検温結果及び確認結果のチェック欄は、必ず医師又は看護師が記入してください。】

確認結果

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

別室 当初試験室

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）

　創造工学部 　農学部

追 試 験 受 験 区 分

・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、当該受験者だけではなく他の受験者や試験
監督者等の安全確保のため、本日の試験を受けることはできません。追試験の受験申請をすることになり
ます。なお、受験済もしくは、解答途中の教科は申請できません。
・該当しない場合で、体調回復後、受験者が希望する場合は、本日の試験を引き続き受けることができま
す。

（その他の症状）※上記の確認項目以外の症状を記入してください。

試験場本部
記入欄

注）本紙は、追試験の受験申請をする場合に必要な資料として取り扱います。

追試験受験申請(帰宅) 継続受験

あり なし

確認者名（自署）：

※必ず医師又は看護師のご署名をお願いします。

大学記入欄

氏 名

受 験 番 号

確認項目

発熱の症状がある（37.5度以上）
　　〔　　　　　　　　　　　　度〕　※検温結果を記入してください。

息苦しさ（呼吸困難）がある

強いだるさ（倦怠感）がある

志 望 学 部 ・ 学 科

はい

はい

いいえ

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ



教科等

時　間

教科等

時　間

教科等

時　間

教科等

時　間

教科等

時　間

教科等

時　間

教科等

時　間

教科等 ※面　接

時　間 16:00～

教科等

時　間

教科等

時　間

教科等

時　間

教科等 小論文

時　間 13：30～15：00

教科等

時　間

　　　各自，最初に受験する教科等の試験開始時刻30分前までに試験場に集合してください（【医学部医学科】,

　　　【医学部　医学科・臨床心理学科】　全受験者　午前８時20分までに　集合

　《注意事項》

　※　医学部医学科の理科は，出願時に選択した２科目を３時間で解答します。

　※　医学部医学科の面接は，受験者数によっては３月23日も実施します。なお，該当者についてはあらかじめ

　　通知します。

一般選抜（前期日程・後期日程）追試験の日時について

別紙

12：35～15：35

小 　論 　文

13:30～15:30

13:30～15:30

※理科

医
学
部

医 学 科

前期

数　学 外国語

8：30～10：00

11：20～12：50

10：15～11：45 12：45～

理　科・総合問題

後期

農　学　部 前期
数　学

創造工学部

前期
数　学

9：00～10：30

9：00～10：30 11：20～12：50

理　科

看護学科
面　接

9：00～

臨床心理
学科

国語・数学 外国語 面　接

8：30～10：00

10：15～11：45

小 　論 　文

9：00～

経済学部

前期
外国語

11：20～12：50

後期

法 学 部

前期
数　学 外国語

後期

後期

9：00～10：30 11：20～12：50

小 　論 　文

13:30～15:30

　《集合時間》

　　【医学部臨床心理学科】以外）。

月　日
日程 ３月22日（月）

学部等

教育学部

前期

国語・数学 理科・外国語

9：00～10：30 11：20～12：50

実技　（音楽・美術・保健体育）




