
愛知県立大学で令和４年度大学入学共通テストを受験される皆さんへ 

 

１ 入構 

公共交通機関をご利用ください。入口は正門又は南門になります。リニモ「愛・地球博記念公園」駅から

は南門が一番近い入口です。 

構内では、試験中の教室及び誘導や試験に関するお知らせを行っている場合がありますので、移動の際や

試験棟付近では静粛にし、他の受験生の迷惑となる行動は控えてください。 

車による送迎は可としますが、渋滞及び事故を防止するため、構内周回道路は「一方通行」です。指定さ

れた駐車場以外の降車場や付近の駐車場には駐停車をしないでください。必ず誘導員の指示に従ってくだ

さい。試験中の教室がありますので、警笛等を鳴らさないでください。また、駐車中のアイドリングはで

きません。なお、渋滞、事故等によるトラブルにおいては、当方では一切責任を負いません。 

 

２ 試験室 

試験室案内掲示板で試験室を確認してください。試験室への入室時間は以下の通りとなります。 

 試験科目 入室時間 

１日目 

「地理歴史，公民」２科目受験者 午前８時から 

「地理歴史，公民」１科目受験者 

午前８時から 

２科目受験者の試験時間中は、試験室

内で静かにお待ちください。 

「国語」からの受験者 午前１１時５０分から 

２日目 
「理科①」受験者 午前８時からの入室 

「数学①」からの受験者 午前１０時４０分から 

 

３ 上履き・傘 

上履きは必要ありません。 

雨天等の場合、傘は大学が用意した傘袋に入れ、手荷物と一緒に試験室に持って入ってください。  

 

４ 暖房 

試験室には暖房を入れますが、体感温度には個人差がありますので各自で調節しやすい服装を心がけてく

ださい。 

 

５ 待機所 

試験室に入室できない方（２日目の数学①から受験の方など）のため、午前８時頃から「食堂」を待機所

として利用できますが、試験室入室時間までには必ず自分の試験室に入ってください。 

なお、待機所は、受験者以外の方は利用できず、飲食禁止です。 

 

６ 昼食 

食堂及び売店は営業していませんので昼食を持参してください。また大学周辺には、食堂、コンビニ等

はありませんので注意してください。なお、昼食は自席でとってください。 

 



７ 交通案内 

約８分間隔で運行するリニモを利用し「愛・地球博記念公園」駅で下車、徒歩約３分です。 

所要時間は地下鉄「藤が丘」駅からは約１３分、愛知環状鉄道「八草」駅からは約３分です。  

 

８ 新型コロナウイルス感染症感染予防対策について 

・受験に当たっては、「受験上の注意」の新型コロナウイルス感染症感染予防対策をよく読んで、感染予

防に努めてください。 

・マスクを持参し、試験場内では常に鼻と口を覆うようにマスクを正しく着用してください。 

・入場時やトイレなどの混雑を避けるため、入口付近にマーキングを行います。マーキングや係員の指示

に従い、一定間隔を空けて、混雑を避けて行動してください。 

・各試験室や試験棟の出入口付近に、速乾性アルコール製剤等を設置しますので、入退室を行うごとに手

指消毒を行ってください。 

・休憩時間中や試験時間中に、試験室の換気のため、窓やドアの開放を行いますので、上着などの暖かい

衣服やひざ掛けを持参してください。試験時間中は、上着を着たままの受験、ひざ掛けを利用しての受

験を許可します。 

・休憩時間中は、試験室内だけでなく、廊下等においても他者との会話、交流、接触を控えてください。

また、自席以外には座らないでください。 

・試験終了後、試験室からの退室時に、監督者から退室の方法について指示を行います。監督者の指示に

従い、混雑を避けて退室してください。 

 

９ その他 

・ゴミは各自で持ち帰ってください。（使用済みマスクは廃棄せず、持ち帰ってください。） 

・貴重品は各自の責任で管理してください。当方では一切責任を負いません。 

・大学入試センターから送付された「受験上の注意」をよく読んでおいてください。 

・試験当日は受験票、写真票（写真票を受験票から切り離さない）を忘れないでください。 

・１月１４日（金）午後２時から午後４時まで学内の下見ができますが、試験室には入れません。 

・近隣の「イオンモール長久手」、「ＩＫＥＡ長久手」付近では渋滞も予想されますので、ご来学の際は

ご注意ください。 

・風雪等の悪天候や公共交通ダイヤ事情により試験開始時間に影響が出る場合は、本学スマホ・携帯電話

サイトで案内しますので、必ず確認してください。 

愛知県立大学 スマホ・携帯電話サイト  https://daigakujc.jp/aichi-pu/ 

 

 

 

 

 

 

 問い合わせ先 

愛知県立大学 入試課 

 TEL:0561-76-8813〔直通〕 

（受付時間 9:00～17:00）土日祝休 

 

https://daigakujc.jp/aichi-pu/
tel:0561-76-8813


受 験 番 号 試験室名 教室名 試験棟入口

1001U ～ 1060U 第　１試験室 Ｂ１０１

1061R ～ 1100M 第　２試験室 Ｂ１０２

1101K ～ 1140X 第　３試験室 Ｂ１０３

1141U ～ 1180A 第　４試験室 Ｂ１０４

1181Z ～ 1220Y 第　５試験室 Ｂ１０５

1221X ～ 1260B 第　６試験室 Ｂ１０６

1261A ～ 1320R 第　７試験室 Ｂ１０７

1321M ～ 1360Y 第　８試験室 Ｂ１０８

1361X ～ 1400U 第　９試験室 Ｂ１０９

1401R ～ 1460R 第１０試験室 Ｂ２０１

1461M ～ 1500K 第１１試験室 Ｂ２０２

1501H ～ 1540U 第１２試験室 Ｂ２０３

1541R ～ 1580Z 第１３試験室 Ｂ２０４

1581Y ～ 1620X 第１４試験室 Ｂ２０５

1621U ～ 1660A 第１５試験室 Ｂ２０６

1661Z ～ 1719Y 第１６試験室 Ｂ２０７

1720M ～ 1779X 第１７試験室 Ｂ２０８

1780K ～ 1819R 第１８試験室 Ｂ２０９

1820C ～ 1859Y 第１９試験室 Ｂ２１０

1860M ～ 1899B 第２０試験室 Ｂ２１１

1900H ～ 1939Z 第２１試験室 Ｂ２１２

1940R ～ 1979C 第２２試験室 Ｂ２１３

1980Y ～ 2079H 第２３試験室 Ｈ００４

2080Z ～ 2179A 第２４試験室 Ｈ００５

2180U ～ 2254R 第２５試験室 Ｈ２０１

2255M ～ 2329K 第２６試験室 Ｈ２０２

2330A ～ 2404Z 第２７試験室 Ｈ２０３

2405Y ～ 2493K 第２８試験室 Ｓ１０１

2494H ～ 2577B 第２９試験室 Ｓ２０１

受 験 番 号 試験室名 教室名 試験棟入口

9901R 第３１試験室 Ｋ１０４

9902M 第３２試験室 B １１０

令和４年度 大学入学共通テスト 試験室案内

試験場コード：２３９１０１　　試験場名：愛知県立大学（長久手キャンパス）試験場

試験場コード：２３９１５１　　試験場名：愛知県立大学（長久手キャンパス）試験場



南門

愛知県立大学試験場案内図

正門

◆

◆

℡

◎

試験棟入口【Ｂ１】
　１階　第１試験室～第６試験室
　　　　受験番号　1001U～1260B

　２階　第10試験室～第15試験室
　　　　受験番号　1401R～1660A

試験棟入口【Ｂ２】
　１階　第７試験室～第９試験室
　　　　受験番号　1261A～1400U
　　　　第32試験室
　　　　受験番号　9902M

　２階　第16試験室～第22試験室
　　　　受験番号　1661Z～1979C

待 機 所
（第1食堂）

試験棟入口【Ｈ】
地下１階　第23試験室・第24試験室
　　　　　受験番号　1980Y～2179A

　　２階　第25試験室～第27試験室
　　　　　受験番号　2180U～2404Z

第1グランド
送迎車駐停車場所

送迎車降車場

試験棟入口【Ｓ】
　１階　第28試験室
　　　　受験番号　2405Y～2493K

　２階　第29試験室
　　　　受験番号　2494H～2577B

試験実施本部窓口【Ａ】
　仮受験票・写真票発行
　追試験受験申請　窓口
　保健室

試験棟入口【Ｋ】
地下１階　第31試験室
　　　　　受験番号　9901R

〔凡例〕

℡：公衆電話
◆：試験会場案内掲示板
◎：トイレ（一般利用可）

　：送迎車（一方通行）
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