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令和５年度青森県立高等学校入学者選抜を受検する生徒及び保護者の皆様へ 

 

青森県教育委員会 

 

 青森県教育委員会では、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、県立高等

学校入学者選抜を、安全に安心して受検してもらうため、生徒及び保護者の皆様に、

以下の点について留意していただくことをお願いします。 

 

１ 入学者選抜学力検査前日まで 

（１）次の場合は、中学校に必ず連絡してください。 

ア 発熱や咳の症状がある場合 

青森県庁ホームページ「発熱など症状がある場合の受診方法について（令和４

年８月３日～）https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/hoken/covid-19_influ_jyushin.html」 

を参考に、かかりつけ医または県コールセンター（新型コロナウイルス感染症

コールセンター）等に相談し、指示に従ってください。 

イ 同居する者に、新型コロナウイルス感染症に罹患している者、又は新型コロ

ナウイルス感染症の罹患が疑われたまま症状が続いている者がいる場合 

ウ 保健所等から自宅待機を指示され、受検日が待機期間に当たる場合 

（２）日頃の手洗いや手指の消毒、咳エチケットの徹底、「三つの密」の回避を徹底

し、体調管理に心がけてください。 

（３）当日は原則としてマスクを着用（不織布マスクを推奨します。鼻と口の両方を

確実に覆うこと。以下同じ。）してもらいますが、事情によりマスクを着用でき

ない場合は、事前に中学校を通して受検する高校に相談してください。 

   マスクの色や形は問いませんが、文字が書かれていないもの（メーカー名など

学力検査に影響のないものを除く。）とします。 

 

２ 検査日当日（入学者選抜:３月７日）※追検査及び再募集も同様 

（１）検査場では検温等は行いません。必ず朝、自宅で検温を行い、この文書に添付

している「健康チェックシート」に基づいて健康確認をしてください。健康チェ

ックシートの⑤～⑨において１項目以上「はい」に該当する場合は、速やかに中

学校を通して高等学校に連絡してください。 

なお、体調が思わしくない場合は、公共の交通機関を利用せず、かつ、密集す

る場所を避けて受検する高校に来ることが望ましいです。 

※ 公共の交通機関については、３（２）に補足説明がありますので確認して

ください。 

（２）玄関等において密にならないよう、受付開始時間にゆとりを持たせております

が、時間に余裕をもって来てください。また、健康チェックシートは受検する高
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校に持参してください。万一、健康チェックシートを持参し忘れた場合は、受検

する高校の入口受付で申し出てください。 

（３）各自マスクを持参し、昼食を食べる時など必要な場合を除いて常に着用してく

ださい。マスクを忘れた場合は、受検する高校の入口受付で申し出てください。 

（４）休憩時間及び昼食時は、緊急時以外は、他者との接触や会話をしないでくださ

い。トイレ使用時や面接の待機時間も同様としてください。 

（５）昼食は、検査室の自分の席で前を向いてとってください。また、食事をとり終

えた後は、速やかにマスクを着用してください。 

（６）検査室では、可能な限り換気を行うこととなっていますので、寒くないような

服装にしてください。（必要に応じて、コート類の着用やひざかけの使用を認め

ることとしています。） 

（７）検査場では適宜、丁寧に手洗いをしたり、設置された消毒用スプレー等で手指

を消毒したりしてください。 

（８）検査中、咳や体調不良等の症状がある場合には、必ず監督者に申し出てくださ

い。必要な場合は、引率者や中学校と対応を協議する場合があります。 

（９）面接はマスクを着用したまま行います。 

 

３ 新型コロナウイルス感染症への感染が判明した者及び濃厚接触者（保健所から特

定された者（保健所からの連絡が、感染者等から間接的に伝達された者も含む。）

又は陽性者と同居している者のことをいう。以下同じ。）等について 

（１）次のア又はイのいずれかに該当する受検者は学力検査等を受けることができま

せん。欠席等の手続については中学校の指示に従ってください。 

  ア 新型コロナウイルス感染症に感染し、受検日が療養期間に当たる者。 

  イ 濃厚接触者で、検査日当日に、健康チェックシートの⑤～⑨のうち、１項目

以上「はい」に該当する者。 

（２）濃厚接触者のうち、受検日当日無症状である者は、別室で受検することができ

ますので中学校を通して、受検する高校に相談してください。 

   なお、受検する県立高等学校へは、公共交通機関を利用せず、かつ、人が密集

する場所を避けて受検する高校に行くことが望ましいです。 

※ 自家用車、レンタカー、親戚・知人による送迎、バイク、自転車のほか、

以下の条件等のもと利用するタクシー、ハイヤー、海上タクシーについて「公

共の交通機関」には該当せず利用が可能です。なお、いずれの対応を行う際に

も、感染防止対策を徹底していることが必要です。 

（ⅰ）業界団体が策定した感染対策ガイドラインに基づき、感染対策を講じて

いる車両等を利用すること（例：マスク着用、アクリル板やビニールカー

テン等の飛沫対策、換気、助手席には座らないこと 等）。 

（ⅱ）利用車両等が特定できるよう、行政検査が陰性かつ無症状である濃厚接
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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（流しのタクシーは利用しないこと）。 

    

４ 追検査について 

交通事故や体調不良、新型コロナウイルス感染症を事由としたもの等のやむを

得ない事由により、３月７日に入学者選抜学力検査等を受検できない受検者は、

追検査取扱要項に基づいた手続となります。詳細は中学校の指示に従ってくださ

い。 

 

５ 合格者発表について 

（１）掲示による合格者発表を実施しますが、高校にはできるだけ一か所に多くの

人が集まらないような工夫を依頼していますので、高校からの指示に従ってく

ださい。また、掲示を見るのは受検生本人のみとし、保護者等が掲示を見に来

ることは控えてください。 

（２）各高校では、学校ホームページにおいても合格者発表をしています。発表当

日の午前９時１５分（再募集については午後１時１５分）までには、学校ホー

ムページに合格者を掲載することとなっていますので、できるだけ自宅のパソ

コンやスマートフォン等での確認に協力してください。 

 

６ 口頭による開示請求による学力検査の得点開示について 

合格者発表当日の開示請求について、例年多くの人が集中する開始直後の請求

をなるべく控えてください。 

なお、高校にはできるだけ一か所に多くの人が集まらないような工夫をお願い

していますので、高校からの指示に従ってください。 

 

７ 受検日前日の検査会場の下見について 

  下見時に混雑する可能性があることや検査会場の消毒作業が終了していること

などから、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策として、校舎内に立ち入る

検査会場の下見は実施しないこととします。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

参考 新型コロナウイルス感染症に係るフローチャート 

○入学者選抜学力検査日（３／７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○追検査 

（３／１５） 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に感染し

ている者で、受検日が療養期間に当

たる者 

濃厚接触者 
（保健所から特定された者（保健所からの連絡が

感染者等から間接的に伝達されたものを含む。）

又は陽性者と同居している者。以下同じ。） 

受検日当日症状なし 受検日当日症状あり※ 

別室受検 受検できない

追検査までの間に、新たに新型コロナウイルス感

染症に感染し、追検査日が療養期間に当たる者 

受検日当日症状なし 

 
受検日当日症状あり※ 

別室受検 

受検できない

書類等による選抜 

追検査までの間に、新たに濃厚接触者となり、追

検査日が待機期間に当たる者 

※「症状あり」とは、健康チェックシートの⑤～⑨のいずれかの症状に１項目以上「はい」に該

当する場合のことである。 

 ⑤発熱の症状がある（37.5 度以上、又は④の体温が平熱よりも１℃以上高い等） 

⑥咳の症状が続いている 

⑦咽頭痛（のどの痛み）が続いている 

⑧息苦しさ（呼吸困難）がある 

⑨強いだるさ（倦怠感）がある 



 

 

 

○再募集（３／２２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に感染してい

る者で、受検日が療養期間に当たる者 

 濃厚接触者 

受検日当日症状なし 受検日当日症状あり※ 

受検できない

書類等による選抜 

別室受検 



回答

いいえ ・ はい

いいえ ・ はい

いいえ ・ はい

．　 ℃

いいえ ・ はい

いいえ ・ はい

いいえ ・ はい

いいえ ・ はい

いいえ ・ はい  強いだるさ（倦怠感）がある

　濃厚接触者である。
  ※濃厚接触者とは、保健所から指定された者、感染者等から間接的に
　伝達された者、陽性者と同居している者のことである。

　同居している者で新型コロナウイルス感染症の罹患が疑われたまま症
状が続いている者がいる

　学校から自宅待機を指示されている

健康チェックシート

氏　　名 中学校名

　　　　立　　　　　　　　　　中学校

入学者選抜

　感染防止対策のため、受検する高校の指示に従って、このシートを提出してください。

受検番号

健康状態に関する確認項目

・受検日当日の状況を記入してください。
なお、受検日が①～③のいずれかに当たるとわかった時点で、速やかに中学校を通して高等学

校に連絡してください。
・⑤～⑨の項目で１項目以上「はい」に該当する場合は、中学校に相談してください。

なお、来校した場合であっても、本人及び保護者、引率者等と検討の結果、別室受検等の対応
をとることもあります。
・⑤～⑨の項目で該当する項目について、平常時と異なる症状なのか、状態を確認することがあ
ります。
 
　このチェックシートは感染予防を目的とし、その他の目的以外に使用することはありません。

なお、本シートは受検する高校で管理し、保管・処分します。ただし、感染症患者またはその
疑いのある方が発見された場合、保健所等からの指示に従い、必要な範囲で情報提供することが
あります。
※　引率者は受検番号の欄に「引率」と記入してください。

⑨

④

③

②

①

⑧

⑦

⑥

⑤

　朝（受検日当日）の体温

  発熱の症状がある
 （37.5度以上、又は④の体温が平熱よりも１℃以上高い等）

  咳の症状が続いている

  咽頭痛（のどの痛み）が続いている

  息苦しさ（呼吸困難）がある



回答

いいえ ・ はい

いいえ ・ はい

いいえ ・ はい

．　 ℃

いいえ ・ はい

いいえ ・ はい

いいえ ・ はい

いいえ ・ はい

いいえ ・ はい

　濃厚接触者である。
  ※濃厚接触者とは、保健所から指定された者、感染者等から間接的に
　伝達された者、陽性者と同居している者のことである。

　同居している者で新型コロナウイルス感染症の罹患が疑われたまま症
状が続いている者がいる

　学校から自宅待機を指示されている

　朝（受検日当日）の体温

  発熱の症状がある
 （37.5度以上、又は④の体温が平熱よりも１℃以上高い等）

  咳の症状が続いている

  咽頭痛（のどの痛み）が続いている

  息苦しさ（呼吸困難）がある

  強いだるさ（倦怠感）がある

・受検日当日の状況を記入してください。
なお、受検日が①～③のいずれかに当たるとわかった時点で、速やかに中学校を通して高等学

校に連絡してください。
・⑤～⑨の項目で１項目以上「はい」に該当する場合は、中学校に相談してください。

なお、来校した場合であっても、本人及び保護者、引率者等と検討の結果、別室受検等の対応
をとることもあります。
・⑤～⑨の項目で該当する項目について、平常時と異なる症状なのか、状態を確認することがあ
ります。
 
　このチェックシートは感染予防を目的とし、その他の目的以外に使用することはありません。

なお、本シートは受検する高校で管理し、保管・処分します。ただし、感染症患者またはその
疑いのある方が発見された場合、保健所等からの指示に従い、必要な範囲で情報提供することが
あります。
※　引率者は受検番号の欄に「引率」と記入してください。

⑨

　　　　立　　　　　　　　　　中学校

①

②

⑥

⑦

⑧

追検査 健康チェックシート

　感染防止対策のため、受検する高校の指示に従って、このシートを提出してください。

受検番号 氏　　名 中学校名

③

④

⑤

健康状態に関する確認項目



回答

いいえ ・ はい

いいえ ・ はい

いいえ ・ はい

．　 ℃

いいえ ・ はい

いいえ ・ はい

いいえ ・ はい

いいえ ・ はい

いいえ ・ はい

　濃厚接触者である。
  ※濃厚接触者とは、保健所から指定された者、感染者等から間接的に
　伝達された者、陽性者と同居している者のことである。

　同居している者で新型コロナウイルス感染症の罹患が疑われたまま症
状が続いている者がいる

　学校から自宅待機を指示されている

健康状態に関する確認項目

①

②

③

④

・受検日当日の状況を記入してください。
なお、受検日が①～③のいずれかに当たるとわかった時点で、速やかに中学校を通して高等学

校に連絡してください。
・⑤～⑨の項目で１項目以上「はい」に該当する場合は、中学校に相談してください。

なお、来校した場合であっても、本人及び保護者、引率者等と検討の結果、別室受検等の対応
をとることもあります。
・⑤～⑨の項目で該当する項目について、平常時と異なる症状なのか、状態を確認することがあ
ります。
 
　このチェックシートは感染予防を目的とし、その他の目的以外に使用することはありません。

なお、本シートは受検する高校で管理し、保管・処分します。ただし、感染症患者またはその
疑いのある方が発見された場合、保健所等からの指示に従い、必要な範囲で情報提供することが
あります。
※　引率者は受検番号の欄に「引率」と記入してください。

  強いだるさ（倦怠感）がある

　朝（受検日当日）の体温

  発熱の症状がある
 （37.5度以上、又は④の体温が平熱よりも１℃以上高い等）

  咳の症状が続いている

  咽頭痛（のどの痛み）が続いている

  息苦しさ（呼吸困難）がある

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

再募集 健康チェックシート

　感染防止対策のため、受検する高校の指示に従って、このシートを提出してください。

受検番号 氏　　名 中学校名

　　　　立　　　　　　　　　　中学校


