2021 年 1 月
和光中学校

和光中学校 2021 年度入学試験における新型コロナウイルス感染症に関する確認事項

2021 年度和光中学校一般入学試験については、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を講じ、安
全に配慮した形で実施いたします。受験生・保護者のみなさまには以下のことについてご確認とご協力
をお願いいたします。

この確認事項は以下の項目で構成されています。すべての項目について必ずご一読ください。
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Ⅰ．重要事項
1．

文部科学省および東京都私立中学高等学校協会より、入学試験の延期等の要請があった場合に
は入学試験を延期するなどの措置を講じることがあります。

2．

以下(1)～(3)のいずれかに該当する場合には受験をすることができません。
（1）新型コロナウイルスに罹患している場合
（2）保健所から濃厚接触者に認定され、経過観察期間中である場合
（3）日本政府が指定する国および地域から帰国し、入国後の経過観察期間中である場合

3．

以下(1)～(2)に該当する場合には受験を控えて頂くようお願いいたします。
また、試験会場で以下の症状が見られる場合には、受験をお断りまたは中止することがありま
す。
（1）体温が 37.5 度以上ある場合
（2）新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状を発症している場合
（強い倦怠感、呼吸困難、平熱より 1.0 度以上高い体温など）

4．

上記「1．～3．
」の事由によって出願していた受験日に欠席をした場合においても学則より受験
料の返還はいたしませんが、別日程で実施する追試験の受験が可能です。
追試験は 2 月 12 日(金)午後に実施します。詳細は「Ⅴ．追試験の実施について」の欄をご覧く
ださい。

Ⅱ．入学試験についての補足
1．筆記試験、面接試験共通
(1)

筆記試験会場、面接試験会場は窓を開けて換気を行います。暖房をつけておりますが、室
温の変化に対応できる服装での受験をお願いいたします。ただし、膝掛け（ブランケット）
の持ち込みはご遠慮ください。

(2)

試験開始後、体調不良が生じた場合には、症状を確認した上で試験の中止、または別室
での受験の継続の判断をいたします。

2．筆記試験会場について
(1)

筆記試験会場は 1 教室あたり最大 20 名の収容とし、座席間隔を広く取ります。

3．面接試験会場について
面接試験は予定通り実施しますが、以下の対策を講じます。
(1)

1 教室あたり 1 組の面接とします。

(2)

試験官と受験生の距離を 2m 程度取ります。

(3)

受験生の席にアクリルパーティションを設置します。

(4)

会場の扉の開閉は試験官が行います。

(5)

受験生が入れ替わるごとに座席の消毒を行います。
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Ⅲ．受験生および保護者のみなさまへのお願い
1．マスク着用のお願い
試験会場含め校内ではマスクの着用をお願いいたします。アレルギー等で着用が難しい場合には
マスクに準じたものを着用してください。
試験会場では顔写真との照合のために試験官の指示により一時的にマスクを外していただくこと
があります。
2．検温のお願い
日々ご家庭での検温を継続していただくことはもちろんのこと、試験当日の朝の検温にご協力く
ださい。試験当日の朝の体温と体調に関して「入学試験当日 検温カード（本校所定のもの）
」に
記入し、受付時に提出をお願いいたします。
試験当日、受付で校舎内に入られる保護者および受験生の検温を行います。

3．体調不良の場合のお願い
来校前から体調不良が見られる場合には、事前にご連絡をお願いいたします。新型コロナウイルス
への感染が疑われない症状と判断される場合には受験が可能です。試験開始後に体調不良が生じ
た場合には症状を確認し、試験の中止または別室での受験の継続の判断をします。
4．手指消毒のお願い
校舎内および試験会場に入室する際はその都度入り口に設置してあるアルコール消毒液で手指の
消毒をしていただきます。アルコールに敏感な方、アレルギーのある方はご家庭から消毒に必要な
ものを持参してください。

Ⅳ．保護者のみなさまへのお願い
1．付き添いに関して
保護者が待機する場所（保護者控室）の密を回避するため、受験生への付き添いは各家庭 1 名まで
とさせていただきます。特別な事情がある場合には事前にご相談ください。
2．自家用車での来校について
朝の混雑した電車・バスに乗車しなくても来校できるよう、今年度については自家用車の構内乗り
入れを許可します。ただし、駐車および迎えはできません。構内は最徐行で走行し、指定された場
所で受験生を降車させた後、速やかに出庫してください。
受付時間に間に合うよう多少余裕を持って来校してください。また、学校敷地内含め交通事故等に
関しては和光学園では責任を取りかねますので、ご承知頂いたうえ、十分ご留意ください。
3．新型コロナウイルスへの感染への対応
受験生および付き添いの方が、入学試験後に新型コロナウイルスへの感染が判明した場合は、速
やかにご連絡をお願いいたします。その後濃厚接触者等の特定のために行政機関が実施する調査
に必要な個人情報を提供する場合があります。あらかじめご了承ください。
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Ⅴ．追試験の実施について

1．実施要項
（1）実施日
2021 年 2 月 12 日(金) 午後

※2 次入試と同日程で行います。

（2）対象者
第 1 回(2 月 1 日)から第 3 回(2 月 4 日)のいずれかに出願していた受験者で、試験日当日新型コ
ロナウイルスへの罹患や濃厚接触者認定、または感染が疑われるなどで試験を欠席、または試
験を途中で中止した者
（3）申込方法
追試験を希望する場合は、本校ホームページより外部サイトへ進み、必要事項を下記期間中に
入力してください。受験料はかかりません。出願にあたっては「2．追試験までの流れ」に従っ
て行ってください。
また、陽性の診断書や陰性証明書の提出は必要ありません。
出願期間：2021 年 2 月 5 日(金)0 時 00 分～2 月 10 日(水）16 時 00 分
（4）時間および試験科目
〇受付

： 13 時 30 分から 14 時 00 分

〇試験開始： 14 時 10 分
〇試験科目： 国語(40 分)、算数(40 分)、面接
※試験問題の出題傾向に変更ありません
（5）合格発表
合格者には電話にて連絡いたします。
（6）入学手続
合格の連絡が来た後、外部サイトより入学金を納入してください。
手続期間：2 月 12 日(金)から 2 月 13 日(土)23 時 59 分
（7）新入生保護者会
2021 年 2 月 19 日(金) 14 時 00 分より
※詳細については、入学手続き後、書類をお送りいたします。
（8）追試験に関する補足
①複数回の試験日に出願していた場合でも、追試験は 1 回のみとなります。
②追試験当日に、第 1 回から第 3 回の出願時に発行した受験票をあわせて持参してください。
第 1 回試験以外のみを受験予定だった方は通知表のコピーと自己紹介カードを持参してくだ
さい。

-4-

2．追試験までの流れ
1月10日(日)からの出願期間に
第1回から第3回の試験のいずれかに出願
第1回から第3回

試験日当日

・新型コロナウイルスに罹患
・濃厚接触者に認定
・新型コロナウイルス感染症が疑われる症状
などにより、出願した試験を欠席または試験途中で中止

2月5日(金)から2月10日(水)の出願期間に
外部サイトで追試験の出願手続きを行う。
<手続きの流れ>
①外部サイトにて出願に必要な情報を入力
②受験料振替の必要があるため、支払い方法で「コンビニ払い」を選択
③以下の時間内に和光中学高等学校事務室（総務係）へ電話連絡をし、振替の
手続きを行います。
和光中学高等学校事務室

042-734-3401

対応時間：平日10:00～15:00

④振替手続き完了後、受験番号が発番されます。
2月12日（金）

追試験

〇受付
：13時30分から14時00分
〇試験開始：14時10分
国語（40分）、算数（40分）、面接
＜持ち物＞
第1回出願者

第1回を含まない出願者

・該当試験（第1回)の受験票
・追試験の受験票

・該当試験(第2回、第3回）の受験票
・追試験の受験票
・通知表のコピー
・自己紹介カード

合格者の発表：合格者には電話にて連絡

入学手続：2021年2月12日(金)連絡後から2月13日(土)23時59分まで

新入生保護者会：

2月19日(金)

14時00分から
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Ⅵ．塾関係者のみなさまへのお願い
1．受験生の激励について
2021 年度入試については、受験生激励のための来校はご遠慮ください。本校敷地内だけでなく、
学校周辺での激励もご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
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