令和２年９月１１日
本大学院の入学試験を受験する皆さんへ
新 潟 県 立 大 学
新潟県立大学大学院国際地域学研究科
令和3(2021)年度入学入試【秋日程】、【春日程】に係る
新型コロナウイルス感染症への対応について
新潟県立大学大学院国際地域学研究科令和３(2021)年度入学入試【秋日程】（令和２年
10 月 17 日実施）、【春日程】（令和３年１月 31 日実施）に係る新型コロナウイルス感染
症への対応につきまして、以下のとおりお知らせします。
１

試験会場の変更 ＜社会人特別選抜、外国人留学生特別選抜＞
社会人特別選抜、外国人留学生特別選抜については、本学会場で行うことを予定してい

た対面形式での外国語（英語）試験及び面接試験を、インターネットを利用して自宅等か
ら受験する、オンライン方式の試験へ変更することにいたしました。
なお、一般選抜については、試験会場（本学会場）に変更はありません。
〇 オンライン受験について
（１） Skype 等を使用するための Web カメラと適切なネットワーク環境を用意してくださ
い。それらの機材が適切に機能することを確認するため、試験日より前の日程で設
定されるテスト接続に参加してください。
（２） 志願者本人が試験に参加していることを確認するために、映像は必須です（音声のみ
の接続は無効）。
（３） 海外在住者は時差等により選考期日を変更する場合があります。
２

感染に対する対応 ＜一般選抜＞
一般選抜については、新型コロナウイルス感染症を含む指定感染症に罹患し治癒してい
ない場合、試験日直前に保健所等から新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者に該当する
とされた場合、試験の前から継続して発熱・咳等の症状がある場合、及び発熱・咳等の症
状があり、試験当日の検温で、３７．５度以上の熱がある場合は、本学の入学試験を受験
することができませんので、ご注意ください。

３

移動自粛に対する対応

＜一般選抜＞

一般選抜については、移動自粛の要請が、新潟県または受験者の居住する地域で発令さ
れた場合、本学の入学試験を受験することができませんので、ご注意ください。
４

新型コロナウイルス感染症の影響により受験できなかった者への特別措置
＜全選抜区分＞
新型コロナウイルス感染症の影響により受験できない受験者に対し、以下のとおり特別
措置を実施します。なお、追試験の実施は予定しておりませんので、体調管理に努めてく
ださい。

（１） 特別措置
新型コロナウイルス感染症の影響により試験を欠席した場合は、以下のとおり次回
に実施する同一種別の試験を受験することができます。
その場合、検定料の再納入及び出願書類の再提出は必要ありません。

【秋日程】
（令和２年 10 月 17 日実施）→ 令和３年１月 31 日（日）
【春日程】
（令和３年１月 31 日実施） → 令和３年３月６日（土）

（２） 次回日程への受験の振替を希望する者は、以下のとおり申し出てください。受験日
程振替の詳細については、当該受験者に対して個別に通知いたします。
申し出の期間 ： 受験票に同封して通知いたします。
申し出方法

： 電話により、本学入試広報課へ連絡。代理人による申し出も可。
入試広報課

５

予防と体調管理について


TEL.025-270-1311（直通）

＜全選抜区分＞

日常において、外出時のマスクの着用、手洗いやうがいの励行等の感染防止対策を行
い、体調管理に努めてください。



試験日近くに発熱・咳等の症状のある受験生は、必ず医療機関で受診して適切な治療
を受けてください。

６

試験当日について ＜一般選抜＞


試験当日は、感染予防のためにマスクの持参・着用をお願いします。



試験監督者等もマスクを着用しますので、ご承知おきください。



試験当日は、試験場に手指消毒液を設置しますので、入構したら、まず手指の消毒
をお願いします。また、各試験室への入退室を行うごとに、手指の消毒をお願いし
ます。

７

その他 ＜全選抜区分＞


上記対応を見直す場合、大学院Webサイトでお知らせします。



出願・受験前に、必ず大学院Webサイトにて最新情報をご確認ください。

本件に関する連絡先
〒950-8680 新潟市東区海老ケ瀬４７１番地
新潟県立大学 入試広報課
（平日 8:30～17:15）
ＴＥＬ 025-270-1311（直通）

To those who apply for the entrance examination of the graduate school
Measures in response to the Covid-19 infections for R 3 (2021) entrance examination (Fall
schedule & Spring schedule)
In response to the Covid-19 infections, the Graduate School of the International Studies and
Regional Development of the University of Niigata Prefecture takes the following measures
for its R3 (2021) entrance examination of Fall schedule (to be held on October 17, 2020) and
Spring schedule (to be held on January 31, 2021):

1

Change of exam venue (Special selection for students with careers; Special selection for
international students)

For the special selection for students with careers and special selection for international students, the
exam will be conducted ONLINE for English exam and interview. Besides, the venue for the general
selection exam remains the same (at the university).
About Online Exam
(1) Please prepare a webcam and an appropriate environment for internet access to use Skype. Please
participate in the connection test scheduled prior to the exam day to ensure that the equipment
works properly.
(2) Video is required to confirm that the applicants themselves are participating in the examination
(audio-only connection is invalid).
(3) The exam day may be changed for overseas residents due to time difference.
2

Response to the infection (The General Selection)

Regarding the general selection, please be aware of the following points: If the examinee has a
designated infectious disease including Covid-19 infection and has not yet been cured, or if the public
health sectors determine that the examinee is a concentrated contact person with Covid-19 infection
right before the exam day, or the examinee continues to have fever, cough before the exam day, or has a
fever of 37.5 degree or higher on the exam day, the examinee will not be allowed to take the entrance
examination.
3

Response to self-restraint of going out (The General Selection)

Regarding general selection, please be aware that if the request for self-restraint of going out is issued
in Niigata Prefecture or in the area where the examinee resides, you will not be able to take the entrance
examination
4

Special measures for those who cannot take the exam due to the influence of Covid-19 infection
(All types of the exam)

We will implement the following special measures for examinees who cannot take the examination due

to the influence of the Covid-19. Please note that we do not plan to conduct additional exams.
(1) Special measures:
If the examinees are absent due to the influence of the Covid-19 infection, they can take the next
exam of the same type as follows. In that case, it is not required to re-pay the examination fee
and re-submit the application documents.
【Fall schedule】
（Oct. 17, 2020）→ Jan. 31, 2021 (Sun.)
【Spring Schedule】（Jan. 31, 2021） → Mar. 6, 2021 (Sat.)
(2) If you wish to transfer the examination to the next schedule, please apply as follows. Details
regarding the transfer of examination dates will be notified individually to the examinees.
Request period: We will notify you by enclosing it in the examination ticket.
Application method: Contact the Admissions Office of the university by telephone.
Application by agents is also acceptable.
5

About prevention and physical condition management (All types of the exam)


Wear a mask when you go out. Wash your hands, gargle, and take other infection prevention
measures, and try to manage your physical condition.



If you have a fever, cough, or other symptoms near the test date, be sure to visit a medical
institution and receive appropriate treatment.

6

On the exam day (The General Selection)


On the exam day, please bring and wear a mask to prevent infection.



Please be aware that exam proctors also wear masks.



On the exam day, you can find sanitizers at the venue, so please disinfect your hands first after
entering the facility. Also, please disinfect your fingers every time you enter or leave each
exam room.

7. Others (All types of the exam)



The website of the graduate school will inform you if there are updates.



Be sure to check the latest information on the graduate school website before applying and
taking the examination.

Please contact the Admissions Office for inquiry
〒950-8680 The Admissions Office, the University of Niigata Prefecture.
471, Ebigase, Higashiku, Niigata City, Niigata
（Weekday 8:30～17:15）
TEL 025-270-1311

