
2 集合場所・集合時刻 4 キャンパスマップ

至 長野駅

電⼦情報システム
⼯学分野

 ⽣命医⼯学専攻
    ⽣命⼯学分野

全員 指定の時間に
接続

各⾃の⾃宅等接続場所
来学不要

オンライン⾯接（遠隔⾯接）

⽞関ホール
＜⼯学部内 対⾯⾯接＞

２階 ２１室
＜⼯学部内 対⾯⾯接＞

全員

全員 指定の時間に
接続

各⾃の⾃宅等接続場所
来学不要

オンライン⾯接（遠隔⾯接）

全員

全員

建築学分野

専攻・分野 選抜区分 集合時刻 建物 部屋名

⼯
学
専
攻

物質化学
分野

⽔環境・⼟⽊⼯学
分野

指定の時間に
接続

各⾃の⾃宅等接続場所
来学不要

オンライン⾯接（遠隔⾯接）

全員 書類審査のため来学不要

機械システム⼯学
分野

12:40
13:00開始予定

※新型コロナウイルス感染症の影響により本⼼得の記載内容に変更が⽣じた場合はホームページでお知らせしますので、必ず最新の情報を確認してください。
 URL︓【⼯学専攻】https://www.shinshu-u.ac.jp/graduate/scienceandtechnology/admission/engineer.php
    【⽣命医⼯学専攻】https://www.shinshu-u.ac.jp/graduate/scienceandtechnology/admission/biomedicalengineering.php

2020年１２月 9日（水）
信州大学　長野（工学）キャンパス（工学部）
〒３８０－８５５３　長野市若里４－１７－１　(ＴＥＬ：０２６－２６９－５０５５)
（正門から入場してください。）

信州大学大学院総合理工学研究科　長野（工学）キャンパス　Ｂ日程入試

工学専攻・生命医工学専攻　2021年度４月入学

受　験　者　心　得
1 試験日程 3 試　験　場 　※来学者のみ

至 ホクト文化ホール

※12時20分から集合場所に入室可能

※⾯接試験の終了時刻は、各受験者により異なります。

12:40
13:00開始予定

集合場所・集合時刻は分野、選抜により異なります。
以下の表に従って集合してください。

＝ 棟入口を示します

＝ 入試事務室 (Ｅ３棟１階)

信大工学部前

信大工学部

(長電バス)

北市

至 国道

19号

長野赤十字

病院前
信大工学部前

(ｱﾙﾋﾟｺﾊﾞｽ)

至 国道

18号

至

ビ
ッ
グ
ハ
ッ
ト

E9

W1

E9

W1



5 試験当日の持ち物 ※オンライン面接（遠隔面接）受験者は手元に準備してください。

　

　

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

〒380-8553　長野県長野市若里４－１７－１
信州大学大学院総合理工学研究科長野（工学）キャンパス
入試事務室（信州大学工学部内）TEL 026-269-5055

試験場では，他者との接触や会話を極力控えてください。

試験当日は，付添者は長野(工学)キャンパスに入構する事はできません。

長野駅周辺・大学近辺・大学入口付近で，合否電話・電報等の申込受付を行っている業者等があり
ますが，大学とは一切関係ありませんので注意してください。

ゴミ（使用後のマスク含む）は各自で持ち帰ってください。

試験終了後は手指を消毒して速やかに帰宅し，帰宅後は手や顔を洗ってください。

来学者は試験当日、集合場所及び試験室の換気のため窓の開放等を行う時間帯があるため，上着な
ど暖かい服装を持参してください。

携帯電話等の電子機器類は，集合場所に入る前に必ずアラームの設定を解除し，電源を切っておい
てください。試験時間中に，これらをかばん等にしまわず身に付けていたり手に持っていると，不
正行為とみなされることがあります。

試験当日，「受験票」を忘れた場合や 「英語スコア原本のコピー」を忘れた場合は，
E3棟1階（裏面キャンパスマップの★印）入試事務室へ申し出てください。

6 受験上の注意事項
分野により，選抜方法等が異なります。受験票の試験会場には，「長野（工学）」となっています
が，「2.集合場所・集合時刻」をよく確認してください。

オンライン面接の方は，募集要項の「オンライン面接（遠隔面接）の注意事項」及び別紙2を必ず確
認してください。

新型コロナウィルス感染予防の注意事項は，別紙1にありますので必ず確認してください。

試験当日，長野(工学)キャンパスで受験する方は，必ずマスクを着用してください。なお，本人確認
のため，マスクを取り外していただくことがあります。

フェイスシールドが必要な方はお持ちください。

試験当日，試験場には「手指消毒用アルコール」を用意しますので，手指消毒をしてください。

試験場においては，試験監督者等の指示に従ってください。従わない場合は，不正行為とみなされ
ることがあります。

集合場所に試験開始時刻から20分を超えて到着した場合は，一切受験を認めません。

試験場アクセスマップ
試験場アクセスマップ
【長野（工学）キャンパス】

【全 員】
・受験票 ・本紙（受験者心得） ・筆記用具

【来 学 者】
・マスク(着用) ・新型コロナウイルス感染対策チェックリスト

・フェイスシールド（必要な方）

【電子情報システム工学分野の受験者】
・TOEIC等の「英語スコア原本」と「英語スコア原本のコピー」

※TOEIC-IPスコアについては、本学工学部在籍者は持参不要です

【物質化学分野の一般(2次)・留学生特別・社会人特別選抜受験者】
・プレゼンテーション資料

※ その他、分野で指示されたものがあれば手元に準備、持参してください

交通のご案内
（参考：信大ＨＰ：アクセス→長野(工学)キャンパス

https://www.shinshu-u.ac.jp/access/nagano_technology/）

●長野電鉄バス利用の場合（長野電鉄バスhttps://www.nagadenbus.co.jp/）

JR長野駅東口から長電バス21番のりばで、「日赤線」に乗車(5分)、バス停「信大工

学部」で下車。

●アルピコバス利用の場合（アルピコバスhttps://www.alpico.co.jp/）

JR長野駅善光寺口を出てアルピコバス2番のりばで、「日赤経由大塚南行」、「松岡行」

「ビッグハット行」のいずれかに乗車（8分）、バス停「信大工学部前」で下車。

●徒歩の場合

JR長野駅東口から、徒歩20分

※キャンパス内への自動車の乗り入れはできませんので，公共交通機関をご利用ください。



＜別紙１＞ 

（1） 試験前14日間(11/25～）は，不要不急の居住都道府県外への移動は自粛してくだ
さい。

（2） 試験前14日間(11/25～）は毎日検温し，健康状態を確認してください。

（3） 日頃から手指消毒，咳エチケットの徹底，身体的距離の確保，「三つの密」の回避
を行うとともに，バランスのとれた食事，適度な運動，休養，睡眠など，体調管理
を心がけてください。

（４） 発熱・咳等の症状がある方は，あらかじめ医療機関への受診を行ってください。

（５） 以下に該当する方は，当日の受験はできません。
追試験等については，以下問い合わせ先までお問い合わせください。

・ 新型コロナウィルスに罹患し，試験当日までに医師が治癒したと判断していない方

・ 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方

・ 発熱・咳等の症状があり，試験当日の検温で37．5度以上の熱がある方

（６） 新型コロナウィルス感染症の影響により記載内容に変更が生じた場合は，信州大学
大学院総合理工学研究科のホームページでお知らせしますので，必ず 新の情報を
確認してください。

◎ 信州大学大学院総合理工学研究科 ホームページ
(工学専攻)
https://www.shinshu-u.ac.jp/graduate/scienceandtechnology/admission/engineer.php
(生命医工学専攻)
https://www.shinshu-u.ac.jp/graduate/scienceandtechnology/admission/biomedicalengineering.php

（７） 緊急の場合は，出願時に登録いただいたメールアドレス又は電話番号に連絡する場
合があります。

試験日までの新型コロナウイルス感染症の感染予防について

信州大学長野(工学)キャンパスに来学して面接を受ける受験者は，以下を必ず確認
し，従ってください。

— お問い合わせ先 —
信州大学大学院総合理工学研究科 長野(工学)キャンパス

入試事務室(信州大学工学部内)
TEL 026-269-5055



＜別紙２＞

※工学専攻募集要項（28頁）記載事項（追記あり）　　　

※生命医工学専攻募集要項（33頁）記載事項（追記あり）

（1） 　遠隔面接が可能な機器「インターネット接続可能で，Web カメラ，マイク，ヘッドホン
またはイヤホン（スピーカは不可）を装備したパーソナルコンピュータ」及び通話が可能な
携帯/固定電話(代替連絡手段)を各自で責任を持ってご用意ください。
　なお，受験者の事前準備不足等により，試験員が遠隔面接試験の続行が不可能と判断した
場合は，遠隔面接時間を変更する可能性があります。

（2） 　受験をする部屋は個室とし，同室に他の人が居ないようにしてください。

（3） 　面接試験当日は，受験票及び通話が可能な携帯/固定電話(代替連絡手段)を手元に置いて
面接に臨んでください。オンライン面接（遠隔面接）時，手元に準備するものは，受験票・
受験者心得及び分野から許可されたもののみです。その他（志望理由書，メモ等）を手元に
準備し，見ながら面接を受けた場合は，不正行為とみなされることがあります。また，画面
上に準備してある場合も同様ですので注意してください。

（4） 　試験日までの指定の日に接続テストを実施します。接続テストへの参加は必須です。
原則として，受験当日の部屋と事前の接続テスト日の部屋については，同じ部屋を使用して
ください。

（5） 　公平な試験実施のため，大学は録画（録音を含む）を行います。
ただし，受験生のディジタル的，アナログ的を問わず，記録し複製する行為をすべて禁止し
ます。
これらの行為が発覚した場合，不正行為とみなされることがあります。

（6） 　出願時にシステム上で登録されたメールアドレスに，事前の接続テスト及び試験日のオン
ライン面接の実施方法の案内メールを送信します。@shinshu-u.ac.jpからのメールを受信
できるように設定をしてください。
試験日１週間前になっても届かない場合は，速やかに入試事務室に問い合わせてください。
また，無断で事前の接続テストを行わない場合や試験日当日に連絡が取れない場合，受験す
る意思がないとみなすことがあります。

（7） 　状況に応じて，オンライン面接（遠隔面接）の注意事項を追加する場合があります。
追加があれば本学のホームぺージでご案内いたしますので，定期的にホームページを確認し
てください。

◎ 信州大学大学院総合理工学研究科 ホームページ
(工学専攻)
https://www.shinshu-u.ac.jp/graduate/scienceandtechnology/admission/engineer.php
(生命医工学専攻)
https://www.shinshu-u.ac.jp/graduate/scienceandtechnology/admission/biomedicalengineering.php

（8） 　オンライン面接（遠隔面接）を受験する方で，やむを得ない理由で（1）～（7）の記載
事項が遂行できない場合は，以下お問い合わせ先に，前もって問い合わせてください。

オンライン面接（遠隔面接）を受ける方へ　

　長野（工学）キャンパス以外の場所から遠隔面接で受験する方は，以下の点に留意して
準備をお願いします。

お問い合わせ先：信州大学大学院総合理工学研究科
長野(工学)キャンパス入試事務室

(信州大学工学部内)
TEL 026-269-5055



令和2年12月9日

本日の体温　　　　　　　　．　 　　　℃

※

＜注意事項＞

　 ・

　

・

・

・

　《https://www.shinshu-u.ac.jp/graduate/scienceandtechnology/admission/engineer.php》

□

□

□

□

・

・

・

氏名（署名）

受験者および試験当日の入試関係者に感染が確認された場合は，保健所等の関係機関へ個人情
報を提供すること

受験者および試験当日の入試関係者に感染が確認された場合は，濃厚接触者となる可能性があり，
連絡を受けた際には指示に従うこと

令和　2 年　 　　月　　　　日　　 　時　 　　分 記入

　試験当日の朝，検温で37 . 5 ℃以上の熱がある

☑ が１つでもある方は，午前8時30分から12時40分の間に，総合理工学研究科長野(工学)キャンパス入
試事務室（TEL026-269-5055）へご連絡ください。
なお，電話連絡が12時40分を過ぎた場合や，申告に虚偽が判明した場合は，対応できない場合がありま
すのでご注意ください。

【 確認２ 】以下の３項目に同意いただける場合は ☑，および記入時刻を記入し，署名してください。

　同意なき場合は，他の受験者の安全確保のため，試験は受けられません。

　受験にあたり，以下の３項目に同意します。

試験会場内ではマスクを着用し，係員の指示する感染防止対策に従うこと

　試験直前（集合時間まで）に，保健所等から濃厚接触者に該当するとされた

信州大学大学院総合理工学研究科 修士課程 工学専攻・生命医工学専攻 B日程 入学試験

新型コロナウイルス感染対策チェックリスト

受験番号

あなたや他の受験者の安全を確保し，適切な対応を講ずるために，こちらのチェックリストの提出にご協
力をお願いします。

以下注意事項を確認し，【 確認１・2 】に回答してください。

本チェックリストは，試験日当日（12/9）時点の状況を確認するために，当日に回答してください。

試験場には記入のためのスペースを設けませんので，来学前に自宅や宿泊場所で記入し, 集合場所
の入口で信大職員に提出してください。

記入後に記入事項に変更が生じた場合は，速やかに本学職員に申し出てください。

前日以前に，受験者心得の「試験日までの新型コロナウイルス感染症の感染予防について」の連絡
事項に該当する場合は，その時点で速やかに総合理工学研究科長野(工学)キャンパス入試事務室
（TEL026-269-5055）へご連絡ください。

【 確認 １ 】本日（試験日）に，以下に該当する項目があれば ☑ を記入してください。

　新型コロナウイルスに罹患し， 試験当日までに医師から治癒したと診断されていない




