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2022年 7 月 29 日 

2023 年度一般選抜 A 方式・B 方式特例措置について 

津田塾大学 入試課 

(1)  特例措置の概要 
津田塾大学では、新型コロナウイルス感染症に罹患した等の理由により、2023 年度本学一般選抜
A 方式・B 方式の個別学力試験の受験ができなかった者を対象に、受験機会の確保のため、期限
内に所定の手続を行うことを条件に、大学入学共通テストの成績を利用した合否判定を行う特例
措置を講じます(大学に来場しての追試験ではありません)。この特例措置に伴う入学検定料の追
加徴収は行いません。 
特例措置の適用を受けるためには、本学の一般選抜出願に先立ち、大学入学共通テストの出願お
よび受験が必要となりますので、ご留意ください。 

（2）特例措置の対象者 
次の①～③のいずれかに該当する者を対象とします。 
①新型コロナウイルス感染症に罹患し、試験日までに医師により治癒したと診断されていないた
めに本学一般選抜個別学力試験を欠席した者。

②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ために本学一般選抜
個別学力試験を欠席した者。

③新型コロナウイルス感染症を疑わせる症状（37.5 度以上の発熱、喉の痛み、咳、強い倦怠感
等）があるために本学一般選抜個別学力試験を欠席した者。（試験日に試験会場に来場した
が、新型コロナウイルス感染症を疑わせる症状のため試験開始前に帰宅した者も含みます。）

（3）特例措置の申請方法 
１．申請締切日（p.2参照）までに本学入試課にご連絡ください。 
２．以下の申請書類を申請書・証明書類等提出締切日（p.2 参照）までに、速達・簡易書留にて

本学入試課までご提出ください。なお、申請書および証明書類等は郵送する前に、本学入
試課宛に FAX を送信してください。 

  ・本学所定の「A 方式・B 方式特例措置申請書」（2023年 2月掲出予定） 
本学公式Web サイトよりダウンロードし、必要事項の記入および捺印のうえ提出して
ください。 

 ・令和５共通テスト成績請求票（私・短私立大学・公私立短期大学用） 
 ※Ａ方式特例措置申請者のみ 

 ・証明書類等 
 罹患およびその他の状況に応じて、以下の①～③のいずれかの証明書類を提出してくだ
さい。 
①新型コロナウイルス感染症に罹患した場合：
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本試験日までに新型コロナウイルス感染症が治癒していないことが明記された医師の
診断書 

   ②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： 
                    新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者として保健所等から隔離を指示されているこ

とが欠席理由であり、その事実を確認するための情報（本学が確認・認定します） 
         ③新型コロナウイルス感染症を疑わせる症状がある場合： 
           医師の診断書 

 
連絡先・書類提出先 

  津田塾大学 入試課 
  連絡先：TEL. 042-342-5120 （祝祭日を除く月～金 9:00～11:15 12:15～16:00） 
      FAX  042-342-5121 

E-mail nyushi@tsuda.ac.jp 
  書類提出先：〒187-8577 東京都小平市津田町 2-1-1 

 
（4）対象入試と申請締切等 

入試 
区分 

学科名 試験日 申請締切 
申請書・申請書類等提出

締切 

A 方式 

英語英文学科 
多文化・国際協力学科 
数学科 
情報科学科 

2/5(日) 
2/5(日) 

16:20 まで 
2/17(金) 
消印有効 

国際関係学科 2/6(月) 
2/6(月) 

16:20 まで 

総合政策学科 2/7(火) 
2/7(火) 

14:20 まで 

B 方式 

国際関係学科 
多文化・国際協力学科 

2/28(火) 
2/28(火) 

15:30 まで 
3/3(金) 
消印有効 

英語英文学科 
数学科 
情報科学科 

＊A 方式の個別学力試験を 1 教科でも受験した場合、当該試験の特例措置を申請することはできませ
ん。 

＊B 方式の本学個別学力試験を受験した場合、当該試験の特例措置を申請することはできません。 
＊特例措置については、成績開示の対象外です。 
 

(5）入学検定料の返還について 
一般選抜 A方式特例措置において、申請資格を満たしているにも関わらず、必要な大学入学共
通テストの科目の成績を提出できない場合は、特例措置の適用を受けることができません。そ
の場合は、入学検定料返還申請を行うことにより、該当の一般選抜に当初出願した際の入学検
定料が返還されます。 
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なお、入学検定料返還対象に該当する場合であっても、上記(3)にしたがって所定の締切まで
に、特例措置の申請を行う必要があります（ただし、令和５共通テスト成績請求票の送付は不
要です）。締切後の申請は一切受け付けません。申請書類受領後、入学検定料の返還対象に該
当すると判定した場合は、本学から「入学検定料返還申請書」をお送りいたしますので、本学
が指定する必要書類とあわせて 2023 年 3月 17 日（金）までに提出してください。 
 

(6）特例措置の合格発表・入学手続締切日 
A 方式・B 方式の特例措置ともに以下の通りです。 
 合 格 発 表 日：2023年 3 月 8日（水） 
 入学手続締切日：2023 年 3月 15 日（水） 
 延納の場合の最終手続締切日：2023年 3 月 24日（金） 

 
(7)  特例措置における配点  

【A 方式】 
学科 教科 大学入学共通テストの利用科目 配点 総合点 

英語英文
学科 

外国語 『英語』（＊1） 200 点 

400 点 
国語 『国語』（＊2） 100 点 

地理歴史 
数学 

「世界史Ｂ」,「日本史Ｂ」, 
『数学Ⅰ・数学Ａ』,『数学Ⅱ・数学Ｂ』※2 科目必須 

100 点 

●大学入学共通テスト利用科目の選択科目は一般選抜 A 方式出願時の選択科目と同一のものとします。 
※数学については『数学 I・A』、『数学 II・B』両科目の合計得点 (200 点)を本学の配点100 点に換算して利用します。 
（＊1）外国語『英語』はリスニングを含みます。リーディングの得点（100 点）を150点に換算し、リスニングの得点（100 点）を50点に 

換算したものを加えて計200 点として利用します。 
（＊2）『国語』は大学入学共通テストの得点（200 点）を本学の配点100 点に換算して利用します。 

    
学科 教科 大学入学共通テストの利用科目 配点 総合点 

国際関係
学科 

外国語 『英語』（＊1） 200 点 

400 点 
国語 『国語』（＊2） 100 点 

地理歴史 
数学 

「世界史Ｂ」,「日本史Ｂ」, 
『数学Ⅰ・数学Ａ』,『数学Ⅱ・数学Ｂ』※2 科目必須 

100 点 

●大学入学共通テスト利用科目の選択科目は一般選抜 A 方式出願時の選択科目と同一のものとします。 
※数学については『数学 I・A』、『数学 II・B』両科目の合計得点 (200 点)を本学の配点100 点に換算して利用します。 
（＊1）外国語『英語』はリスニングを含みます。リーディングの得点（100 点）を160点に換算し、リスニングの得点（100 点）を40点に 

換算したものを加えて計200 点として利用します。 
（＊2）『国語』は大学入学共通テストの得点（200 点）を本学の配点100 点に換算して利用します。 

 
学科 教科 大学入学共通テストの利用科目 配点 総合点 

多文化・
国際協力
学科 

外国語 『英語』（＊1） 200 点 

400 点 
国語 『国語』（＊2） 100 点 

地理歴史 
数学 

「世界史Ｂ」,「日本史Ｂ」, 
『数学Ⅰ・数学Ａ』,『数学Ⅱ・数学Ｂ』※2 科目必須 

100 点 

●大学入学共通テスト利用科目の選択科目は一般選抜 A 方式出願時の選択科目と同一のものとします。 
※数学については『数学 I・A』、『数学 II・B』両科目の合計得点 (200 点)を本学の配点100 点に換算して利用します。 
（＊1）外国語『英語』はリスニングを含みます。リーディングの得点（100 点）を160点に換算し、リスニングの得点（100 点）を40点に 

換算したものを加えて計200 点として利用します。 
（＊2）『国語』は大学入学共通テストの得点（200 点）を本学の配点100 点に換算して利用します。 

 
 
 

から 1 科目 
 

から 1 科目 
 

から 1 科目 
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学科 教科 大学入学共通テストの利用科目 配点 総合点 

数学科 
外国語 『英語』（＊1） 200 点 

600 点 
数学 

『数学Ⅰ・数学Ａ』（＊2） 200 点 

『数学Ⅱ・数学Ｂ』（＊2） 200 点 
  （＊1）外国語『英語』はリスニングを含みます。 

（＊2）『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』は大学入学共通テストの得点（100 点）を本学の配点200 点に換算して利用します。 
 

学科 教科 大学入学共通テストの利用科目 配点 総合点 

情報科 
学科 

外国語 『英語』（＊1） 200 点 

500 点 
数学 

『数学Ⅰ・数学Ａ』（＊2） 150 点 

『数学Ⅱ・数学Ｂ』（＊2） 150 点 

（＊1） 外国語『英語』はリスニングを含みます。リーディングの得点（100 点）を160点に換算し、リスニングの得点（100 点）を40 点に
換算したものを加えて計200 点として利用します。 

（＊2）『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』は大学入学共通テストの得点（100 点）を本学の配点150 点に換算して利用します。 
 

学科 教科 大学入学共通テストの利用科目 配点 総合点 
総合政策
学科 

外国語 『英語』（＊1） 150 点 
250 点 

国語 『国語』（＊2） 100 点 
       （＊1） 外国語『英語』はリスニングを含みます。リーディングの得点（100 点）に、リスニングの得点（100 点）を50 点に換算したものを 

加えて計150 点として利用します。 
          （＊2）『国語』は「近代以降の文章」のみを利用します。 
 

 
【B 方式】 

学科 教科 大学入学共通テストの利用科目 配点 総合点 

英語英文
学科 

外国語 『英語』（＊1） 300 点 

500 点 

国語 『国語』（＊2） 100 点 

地理歴史 
公民 
数学 

「世界史Ｂ」,「日本史Ｂ」,「地理Ｂ」, 
「現代社会」,「倫理」,「政治・経済」,『倫理、政治・経済』,  から 1 科目 
「数学Ⅰ」,『数学Ⅰ・数学Ａ』,「数学Ⅱ」,『数学Ⅱ・数学Ｂ』 

100 点 

●大学入学共通テストの成績及び調査書を使用し、総合的に判定します。 
●大学入学共通テスト利用科目の選択科目について２科目以上受験した場合は、高得点の科目を合否判定に利用します。 
（＊1）外国語『英語』はリスニングを含みます。リーディングの得点（100 点）を200点に換算し、リスニングの得点（100 点）を加えて計

300 点として利用します。 
（＊2）『国語』は大学入学共通テストの得点（200 点）を本学の配点100 点に換算して利用します。 
 

 

学科 教科 大学入学共通テストの利用科目 配点 総合点 

国際関係
学科 

外国語 
『英語』（＊1） 
『ドイツ語』,『フランス語』,『中国語』,『韓国語』（＊2）     

300 点 

600 点 
国語 『国語』 200 点 

地理歴史 
公民 
数学 

「世界史Ｂ」,「日本史Ｂ」,「地理Ｂ」, 
「現代社会」,「倫理」,「政治・経済」,『倫理、政治・経済』,  から 1 科目 
『数学Ⅰ・数学Ａ』,『数学Ⅱ・数学Ｂ』 

100 点 

●大学入学共通テストの成績及び調査書を使用し、総合的に判定します。 
●大学入学共通テスト利用科目の選択科目について２科目以上受験した場合は、高得点の科目を合否判定に利用します。 
（＊1） 外国語『英語』はリスニングを含みます。リーディングの得点（100 点）を240点に換算し、リスニングの得点（100 点）を60 点に

換算したものを加えて計300 点として利用します。 
（＊2）外国語『ドイツ語』,『フランス語』,『中国語』,『韓国語』は、大学入学共通テストの得点（200 点）を本学の配点300 点に換算して

利用します。 
 
 
 
 
 

から 1 科目 
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学科 教科 大学入学共通テストの利用科目 配点 総合点 

多文化・
国際協力
学科 

外国語 
『英語』（＊1） 
『ドイツ語』,『フランス語』,『中国語』,『韓国語』（＊2）     

300 点 

600 点 
国語 『国語』 200 点 

地理歴史 
公民 
数学 

「世界史Ｂ」,「日本史Ｂ」,「地理Ｂ」, 
「現代社会」,「倫理」,「政治・経済」,『倫理、政治・経済』,  から 1 科目 
『数学Ⅰ・数学Ａ』,『数学Ⅱ・数学Ｂ』 

100 点 

●大学入学共通テストの成績及び調査書を使用し、総合的に判定します。 
●大学入学共通テスト利用科目の選択科目について２科目以上受験した場合は、高得点の科目を合否判定に利用します。 
（＊1） 外国語『英語』はリスニングを含みます。リーディングの得点（100 点）を240点に換算し、リスニングの得点（100 点）を60 点に

換算したものを加えて計300 点として利用します。 
（＊2）外国語『ドイツ語』,『フランス語』,『中国語』,『韓国語』は、大学入学共通テストの得点（200 点）を本学の配点300 点に換算して

利用します。 
 

学科 教科 大学入学共通テストの利用科目 配点 総合点 

数学科 
外国語 『英語』（＊1） 200 点 

700 点 
数学 

『数学Ⅰ・数学Ａ』（＊2） 250 点 

『数学Ⅱ・数学Ｂ』（＊2） 250 点 
●大学入学共通テストの成績及び調査書を使用し、総合的に判定します。 
（＊1）  外国語『英語』はリスニングを含みます。 
（＊2）『数学Ⅰ・数学Ａ』,『数学Ⅱ・数学Ｂ』は大学入学共通テストの得点（100 点）を本学の配点250 点に換算して利用します。 

 

学科 教科 大学入学共通テストの利用科目 配点 総合点 

情報科 
学科 

外国語 『英語』（＊1） 200 点 

600 点 

数学 
『数学Ⅰ・数学Ａ』（＊2） 150 点 

『数学Ⅱ・数学Ｂ』（＊2） 150 点 

国語 『国語』（＊3）, 
「世界史 A」, 「世界史Ｂ」, 「日本史 A」,「日本史Ｂ」, 「地理Ａ」,「地理Ｂ」 , 
「現代社会」,「倫理」,「政治・経済」,『倫理、政治・経済』,    から 1 科目 

※地理歴史、公民を2 科目受験した場合は第１解答科目の得点を利用する 

「物理」,「化学」,「生物」,「地学」 
※理科を2 科目受験した場合は第１解答科目の得点を利用する 

100 点 

地理歴史 

公民 

理科 

●大学入学共通テストの成績及び調査書を使用し、総合的に判定します。 
●大学入学共通テスト利用科目の選択科目について２科目以上受験した場合は、『国語』、地理歴史・公民の第１解答科目、理科の第1 解答
科目のうち高得点の科目を合否判定に利用します。 

（＊1） 外国語『英語』はリスニングを含みます。リーディングの得点（100 点）を160点に換算し、リスニングの得点（100 点）を40 点に
換算したものを加えて計200 点として利用します。 

（＊2）『数学Ⅰ・数学Ａ』,『数学Ⅱ・数学Ｂ』は大学入学共通テストの得点（100 点）を本学の配点150 点に換算して利用します。 
（＊3）『国語』は「近代以降の文章」のみを利用します。 

 

（7）その他 
    2023 年度一般選抜 A 方式・B 方式特例措置の内容については、新型コロナウイルス感染拡大

の影響により、今後変更になる可能性があります。変更となる場合は、本学公式Webサイト
にてお知らせします。随時ご確認ください。 

 
 【問合せ先】 

津田塾大学 入試課 
  TEL. 042-342-5120  
  FAX  042-342-5121 
E-mail nyushi@tsuda.ac.jp 
受付時間：祝祭日を除く月～金 

9:00～11:15 12:15～16:00 

から1科目 


