
 

東海大学留学生一般選抜（春学期・二期） 

オンライン面接に関する注意事項 

 

「インタビューメーカー」を使用します。 

詳細は、インタビューメーカー操作マニュアルを参照してください。 

 

オンライン面接を受けるにあたり、以下の機器類を事前に準備してください。 

（１）使用端末 

パソコン（PC）での実施を推奨していますが、用意できない場合は、スマートフォンでの受験も可能です。 

・タブレットは使用しないでください。 

・ノートＰＣ 、スマートフォンは電源ケーブルに接続して使用してください。 

・使用するパソコン（PC）、スマートフォンの OS やブラウザは、最新バージョンにアップデートしてください。 

■対応端末・対応ブラウザ 

PC スマートフォン 

＜Windows の場合＞ 

・OS    Windows10 以上の最新版 

・ブラウザ Google Chrome / Chromium 版 Microsoft Edge / Firefox 

の最新版 

＜iPhone の場合＞ 

・端末   iPhone 8 以降    

・OS    iOS の最新版 

・ブラウザ  Safari の最新版 

＜Mac の場合＞ 

・OS    macOS Mojave(10.14.5)以上の最新版 

・ブラウザ Google Chrome / Firefox / Safari の最新版 

＜Android の場合＞ 

・OS     Android 7 以降 

・ブラウザ Google Chrome の最新版 

 * Windowsの Internet Explorerは、使用することができませんのでご注意ください。 

（２）インターネットアクセス 

有線または無線のインターネット接続可能な環境が必要です。通信環境は、20Mbps（UP, Down それぞれ）以上を推奨

します。以下のサイトにて通信環境が測定できますので、ご利用ください。 

https://fast.com/ja/  

・遅延（レイテンシ）は 50ms 以内推奨 

・自宅や学校で Wi-Fi 接続する際、複数の端末を同時に使用すると通信速度が遅くなることがあります。 

・PC のハードディスク容量に余裕がないと、通信が不安定になる可能性があります。 

（３）イヤホン、ヘッドホン またはヘッドセット 

明瞭な音声を確保するために、各自で必ず用意してください。 

・イヤホンはマイク付きのものを推奨しています。 

・Bluetooth のイヤホンは使用しないでください。 

（４）マイク 

・PC（またはスマートフォン）等に内蔵されているマイクを使用しても構いませんが、クリアな音声でオンライン面接試

験を受けるために、マイク付きイヤホンまたはヘッドセットの使用を推奨しています。 

・市販の Web カメラのなかには、画像に問題がなくても、マイクの性能が低いものもあるため、よく確認して使用してく

ださい。 

 

１. オンライン面接時の使用ツールについて 

２. 試験に使用する機器等について（事前準備のお願い） 

https://fast.com/ja/


 

（５）Web カメラ 

・PC（またはスマートフォン）内蔵、または外付け製品のいずれでも構いません。 

・目隠しやフィルターをかけることは認めません。 

・受験生の表情等が見えるように位置を調節してください。上半身が映っていれば構いません。 

・カメラを目線の高さに保つと、面接担当教員から受験生の表情が見やすくなります。 

・スマートフォンの場合は、十分な明るさがある空間で、受験生の顔がはっきりと見えるよう横長の向きで映してください。 

（６）電話 

予期せぬ通信トラブル等に備え、通話機能のある通信機器（スマートフォン、固定電話等）を用意してください。 

ただし、緊急時の連絡以外の用途での使用は認めません。 

オンライン面接時に使用する PC（またはスマートフォン）にて、問題なくオンライン面接を受けられるか、事前に確認

することができます。オンライン面接を受ける時と、同じ環境（同じ場所、同じ PC またはスマートフォン、ネットワーク、

イヤホン使用）で実施してください。 

 

≪プレサポート（事前接続テスト）≫ 

セルフ動作テストでエラーが出た方は、上記のサポートデスクにお電話いただく他に、専任ス

タッフと接続環境を確認することができます。所要時間は 15 分です。 

＊セルフ動作テストを行ってエラーが出た方が対象になりますので、必ずセルフ動作テストを実

施してからご予約ください。 

 予約期間：1 月 19日（木）～ 1 月 25日（水） 

実施期間：1 月 26日（木）～ 2 月 2日（木） 

予約URL：https://blag.cc/FKxH9u     

≪オンライン面接に使用する機器や設定等について不明な点がある場合≫ 

以下のサイトで確認するか、インタビューメーカー・サポートデスクに問い合わせてください。 

・ヘルプページ： https://blag.cc/YCuhQt 

・お問い合わせ： https://form.run/@stadium-1618547729 

サポートデスク TEL： 050-1744-4406 
＊平日：9：00～18：00 土・日・祝日は休み 

 
 

３. セルフ動作テスト及びプレサポート（事前接続テスト）について 

≪セルフ動作テスト≫ 

OSブラウザ、カメラ、マイク、スポーカー、インターネット回線の速度について、問題がないか 

自身で確認することができます。以下のサイトより、必ずセルフ動作テストを実施してください。面接

当日までに余裕を持って実施するようにお願いいたします。 

https://blag.cc/kGQ5g4 
予約不要・24時間いつでも実施可能 

 

https://blag.cc/FKxH9u
https://blag.cc/FKxH9u
https://blag.cc/YCuhQt
https://form.run/@stadium-1618547729
https://blag.cc/kGQ5g4


（１）個室で受験することとし、試験中の他の人の同席は認めません。 

（２）室内の窓や扉は完全に閉め、できる限り静穏な環境を整えるようにしてください。 

（３）外が見える場合は、カーテン等を閉めてください。 

（４）東海大学の指定する受験環境が保持できれば、自宅でも、自宅以外の場所（学校等）でも構いません。 

（５）オンライン面接中に、面接担当教員が必要と判断した場合は、Web カメラを 360 度まわすよう指示をし、受験生の室内

環境（室内及び机上）を確認する場合があります。プライバシーに関わるものが映らないように注意してください。 

 

（１）試験当日は、オンライン面接用 URL より、事前に指定されたオンライン面接開始時間までに、接続をしてください。 

・余裕をもって接続することを推奨します。 

・面接が開始されるまで、オンライン接続（入室）した状態でお待ちください（5 分程度お待ちいただく予定です）。 

（２）面接開始時にオンライン接続（入室）していない場合は、面接開始から 5 分以内までは、遅刻者として受験を許可し

ます。ただし、5 分経過してもオンライン接続（入室）していない場合は、欠席とします。 

（３）オンライン面接中は、面接担当教員の指示にしたがってください。 

（４）受験票は、オンライン面接時に手元に用意してください。 

（５）机上や室内の見える場所に置けるものは、オンライン面接で使用する機器、受験票、顔写真付きの身分証明書（在留

カードまたはパスポート）のみです。 

（６）入学試験にふさわしい服装で受験してください。また、帽子やマスクで顔が隠れない状態で受験してください(オンラ

イン面接中は、マスクは外してください)。 

（７）オンライン面接中の飲食（ペットボトル飲料、飴、ガム等も含めて）は禁止します。 

（８）オンライン面接中に体調が悪くなった場合は、面接担当教員に申し出てください。ただし、オンライン面接中に離席し

た場合は、試験を放棄したものとみなします。 

（９）本学では、すべての受験生が公平に受験できるよう入学試験を厳正に実施します。公正な入学試験の実施を妨げる不

正行為があったと認められた場合は、以後の受験は認められず、また当該年度の本学におけるすべての入学試験につ

いて無効とします（入学検定料の返還はいたしません）。 

 

【不正と判断される行為】 

・カンニング（カンニングペーパー等を隠し持つ・使用する、翻訳ソフトを使用する等）をすること。 

・オンライン面接中に他の人との会話や連絡を行うこと。 

・オンライン面接の様子を他の人に観覧させること。 

・オンライン面接の様子を録画・録音、撮影や他の人へ伝達及び配信を行うこと。 

・オンライン面接中に、使用を認めていない物品や機器を使用、操作すること（緊急時の電話連絡を除く）。 

・面接担当教員の指示に従わないこと。 

・受験生以外の者が、受験生本人になりすましてオンライン面接を受けること。 

・その他、試験の公平性を損なう行為をすること。 

 

（１）自然災害や不測の事態により、所定の日程どおりに入学試験を実施することが困難であると、東海大学が判断した場

合は、試験時間の繰り下げ、試験の延期等の対応措置をとることがあります。ただし、このことに伴う受験生の個人的

損害について東海大学は責任を負いません。これらの対応措置を講じる場合は、出願時に登録した E-mail（または電

話）にてお知らせします。 

（２）公平な試験の実施のために、東海大学は、オンライン面接中の様子を録画・録音します。記録した動画・音声は合否判

定後に消去します。 

 

 

 

 

４. 室内環境について 

５. 受験上の注意 

６．その他の注意 



（１）試験当日、インタビューメーカーの操作や接続に関してトラブル等があった場合は、直ちにインタビューメーカー・

サポートデスク（050-1744-4406）に連絡をしてください。 

（２）試験当日、指定された時間までに、オンライン接続（入室）が困難な場合は、直ちに東海大学（0463-63-4630）に 

連絡をしてください。何らかの事情で指定された時間までに連絡することが困難な場合は、試験当日の午後 4 時まで 

に連絡をしてください。 

（３）オンライン面接中、オンライン接続が完全に途切れた場合は、直ちに東海大学（0463-63-4630）に連絡をしてください。 

（４）東海大学の技術的な問題等により、試験の実施が困難な場合は、面接時間を変更（場合によっては翌日に変更）して、

オンライン面接試験を実施します。試験当日は、出願時に登録した E-mail、電話での着信を確認できるようにしてお

いてください。 

 

 

 

 

 

（１）セルフ動作テスト 

＊予約不要で、24時間いつでも実施することが可能です。→ https://blag.cc/kGQ5g4 

（２）プレサポート（事前接続テスト）＊セルフ動作でエラーが出た方のみ対象 

予約期間： 1月 19日 (木) ～ 1月 25日 (水) 予約 URL：https://blag.cc/FKxH9u 

実施期間： 1月 26日 (木) ～ 2月 2日 (木) 

＊事前予約が必要なので、p.2「3. セルフ動画テスト及びプレサポート（事前接続テスト）について」を参照して 

 予約をお願いいたします。 

（３）オンライン面接用URL、オンライン面接開始時間の通知 

    1月 31日 (火) 

＊出願時に登録した E-mail 宛にお送りします。各自のオンライン面接用 URL、オンライン面接開始時間を確認して 

 ください。 

（４）受験票の印刷                             

1 月 24日 (火) ～ 試験前日まで 

＊「東海大学留学生入試 Web 出願登録サイト」にログインし、「受験票」を印刷してください。 

受験票は必ず、オンライン面接時に手元に用意してください。 

（５）オンライン面接に向けての事前説明会 

1 月 31日 (火)  14：30～15：00   申込みはこちら→ https://imk.pw/nMUmLNSSxwfpeK4e 

2 月 1日 (水)   17：30～18：00   申込みはこちら→ https://imk.pw/ZNR492eGvWpNVHHX 

＊オンライン面接の注意事項について説明します。説明内容は両日とも同じです。都合のよい日程に申込みのうえ、

参加してください。                                                            

以 上 

【問い合わせ先】 

東海大学 入試担当 

 TEL : 0463-63-4660 / E-mail : oasis@tsc.u-tokai.ac.j 

＜インタビューメーカーの操作・接続に関するトラブルの場合＞ 

インタビューメーカー・サポートデスク 

TEL：050-1744-4406 
＊平日：9：00～18：00 土・日・祝日は休み 

 
＜試験当日、指定された時間までにオンライン接続が困難な場合＞ 

東海大学 入試担当 

TEL：0463-63-4630（試験当日のみ） 

７. 当日の技術的なトラブル等への対応について 

８. 今後の通知、試験日までに行うことについて 

https://blag.cc/kGQ5g4
https://blag.cc/FKxH9u

