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大学名 区分 募集人員
受験資格

選考方法
入試日程　

現浪 成績 出願期間 選考日

岩手医科大学

一般（公募制） 15 1浪 4.0 書、面、基（英、数、理） 11/1～11/10 11/20
地域枠A（岩手県出身者枠） 15 1浪 4.3※1 書、面、基（英、数、理）

11/1～11/10 11/20地域枠B（東北出身者枠） 8※2
1浪 4.0※1、3

書、面、基（英、数、理）
秋田県地域枠 2 4.0※4

獨協医科大学 公募制（地域特別枠） 10 現役 4.0※5 書、面、小、基（英、数） 11/1～11/9 ①11/13②11/19

埼玉医科大学 一般（一般枠・埼玉県地域枠） 33※6 1浪 3.8※7
書、面、適（英、理数系、小） ㋑11/1～11/12

郵 11/13必着 11/21
特別枠 2 1浪 ※8

昭和大学 卒業生推薦 5 現役 ※9 書、面、基（英、国または数、理）、小 11/1～11/12 11/27
帝京大学 一般（公募制） 10 現役 4.0 書、面、小、適（英、数、理） 11/1～11/12 11/20

東京医科大学

一般（公募制） 20以内 現役 4.0
書、面、小（日、英）、基（数理的問題） 11/8～11/19 12/4茨城県地域枠 ８以内 1浪 4.0※10

山梨県地域枠 ２以内 1浪 4.0※11

新潟県地域枠 ２以内 1浪 4.0 書、面、小（日、英）、基（数理的問題） 11/8～11/19 12/4

東京女子医科大学 一般 約23 1浪 4.1
書、面、適、小グループ討論※13、小 11/1～11/10 11/20・21※14

「至誠と愛」 約10 1浪 4.1※12

東邦大学 新潟県地域枠（公募制） 3※15 ※16 ※16 書、面、基、適 11/1～11/4 ①11/19 ②12/4
聖マリアンナ医科大学 一般 約15※17 現役 4.0※18、19 書、面、基（英、自然科学）、小 11/1～11/8 11/13

愛知医科大学 公募制 約20※20 1浪 3.7※21
書、面、小、基（英、数） 11/1～11/12 11/27

愛知県地域特別枠（A方式） 約5 1浪 3.7※21、22

関西医科大学

特別枠 10 1浪 4.0 書、面、小、適（英、数理的問題） 11/1～11/20 ①12/12 ②12/18
地域枠（大阪府） 5 1浪 3.5

書、面、小、適（英、数理的問題） 11/1～11/20 ①12/12 ②12/18地域枠（静岡県・新潟県） 10※23 1浪 3.5
一般枠 10 1浪 3.5

近畿大学 一般 25 1浪 － 書、面、小、基（英、数、理） 11/1～11/11 ①11/21 ②12/5

兵庫医科大学

一般 約10 現役 4.0
書、面、小、基（英、数、理） 11/1～11/11 11/21

地域指定制 5以内 1浪 現役4.0※24 
1浪4.2※24

兵庫県推薦枠※25 3 － － 書、英、数、理、小、面 12/13～1/17※26 ①1/26 ②2/5か6

久留米大学 一般 約10 1浪 3.8
書、面、小、基（英、数） 11/1～11/9 11/20

地域枠 約25※27 2浪 3.8
産業医科大学 3ブロック※28 25以内 1浪 4.3 書、面、小 11/1～11/7 12/1

福岡大学 一般A方式 30※29 1浪 3.7
書、面、学科（英、数） 11/1～11/10 11/28

地域枠 10 1浪 3.7※30

学校推薦型選抜

大学名 募集人員
受験資格 選考方法

出願期間
現浪 成績 1次 2次

岩手医科大学
（地域医療医師育成特別枠） 5名以内 2浪※1 3.8 書、面、基（英、数、理） 11/1～11/10

獨協医科大学 3以内 ※2 ー 書、小、適 面、ワークショップ試験 9/1～9/17

杏林大学 1 1浪 ー 書 共テ（3・5）、小、面 11/18～11/30

順天堂大学
（国際臨床医・研究医枠）

研究医特別選抜※3 ー 4.5※4 書、基（英、数、理） 小※5、面 12/13～1/13
国際バカロレア※3 ※7 ※4 書、面、小 共テ（5・7）、1次試験結果の成績 9/1～9/21

東邦大学 約10 1浪 3.8※8 基、適 面 11/1～11/4

東海大学 希望の星育生10 現役 3.8 書、小、面、オブザベー
ション評価 共テ（3・5） ①9/22～10/13 ②12/1～21

金沢医科大学 21※9 ※10 ー 基（英、数、理、文章理
解能力や一般常識問題）面、書 11/1～11/6

藤田医科大学 
（ふじた未来入試）

高3枠と高卒枠とあ
わせて12 1浪 ー 英、数、小 課、面 ㋑10/1～10/29

郵 11/1必着

大阪医科薬科大学
（至誠仁術入試）

専願制3 現役 ー 書 小、面、共テ（5・7）※12 9/27～10/6

併願制5 1浪 ー 共テ（4・6）※13 書、小、面 11/15～11/24
関西医科大学
（特色入試） 7 ※14 書、小、適（数理、英） 面（英語型は別途英語面接） 11/1～11/20

川崎医科大学
（中国・四国地域出身者枠） 約20 4浪※15 ※16 適（総合読解力・論理力

問題）、小※5 書、面 11/1～11/9

総合型選抜

大学名 募集人員 編入年度 編入年次
受験資格・制限 選考方法

R4.3 必須単位 1次 2次 3次
岩手医科大学 4 2022 3年次 ※1 書、学科試験（生命科学全般）、小 面 ー

北里大学 若干名 2022 1年次後期 ※2 ー 英、数、理 書、面、論文 ー

東海大学 10 2022 １年次4月 ※4※5 ー 書、英、小 面 ー

※1  歯学部を平成30年3月以降に卒業した者ならびに令和4年3月31日までに卒業見込みの者で歯科医師免許を取得または取得見込みの者。ただし、歯科医師国家試験に不合格となった場合は合
格取り消しとなる。

※2  大学院修士課程または博士課程を修了した者または2022年3月までに修了見込みの者。
※3  いずれか1日を選択。
※4  4年制以上の大学（外国の大学を含む）を卒業した者、または2年以上在学し62単位以上を修得した者および2022年3月修得見込みの者。
※5  短期大学、高等専門学校を卒業または2022年3月卒業見込みの者、専修学校の専門課程のうち基準を満たすものを修了した者または2022年3月に修了見込みの者。

編入学試験

（指定校推薦・内部推薦を除く）

（卒業生子女等を除く）

2022年度 学校推薦型選抜 総合型選抜 編入学試験私立
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合格発表 手続締切
12/3 12/13

12/3 12/13

①11/17②12/1 12/10

12/1 12/10

12/1 12/8
12/1 12/9

12/9 12/17

12/9 12/17

12/1 12/10

①11/26 ②12/8 12/14
12/1 12/8

12/9 12/21

①12/14 ②12/23 1/7

①12/14 ②12/23 1/7

①12/1 ②12/15 12/23

12/1 12/7

①2/3 ②2/11 2/18

12/1 12/20

12/10 12/16

12/10 3/8※31

※1  岩手県外の高等学校、中等教育学校を卒業ま
たは卒業見込みの場合、本人または保護者等
が3年前から岩手県に在住している者。

※2  岩手県４名を含む。
※3  岩手県、青森県・秋田県・宮城県・山形県・福島

県の高等学校、中等教育学校を卒業または卒
業見込みの者。

※4  秋田県内の高等学校を卒業または卒業見込
みの者。

※5  北関東３県、埼玉県および福島県、東京都の
各県内高等学校（中等教育学校の後期課程を
含む）を卒業見込みの者。または本人もしくは
保護者が、２０１９年４月１日から引き続き当
該地域に在住している者。

※6  一般枠は14名、埼玉県地域枠は臨時定員増
申請予定で募集人員は、2021年度の実績19
名を掲載。詳細はホームページなどを確認す
ること。

※7    全体が3.8以上で、数・理・外のそれぞれが3.8
以上の者。

※8　 英語資格試験、科学オリンピック等にて好成
績を収めた者、化学グランプリ等の1次合格
者、高校生科学技術チャレンジ、日本学生科学
賞等の入賞実績のある者。

※9  祖父母、または両親のいずれかが本学医学部、
歯学部、薬学部、保健医療学部である者。

※10  茨城県内の高等学校（中等教育学校等の後期

課程を含む）または出願時に保護者が茨城県
内に2年以上居住しており、茨城県外の高等
学校を卒業あるいは卒業見込みの者。

※11   山梨県内の高等学校（中等教育学校等の後期
課程を含む）または保護者が山梨県内に居住
している者で、山梨県外の高等学校を卒業あ
るいは卒業見込みの者。

※12  3親等以内の親族に至誠会の会員または準会
員がおり、至誠会の所定の手続きを経て、至誠
会の推薦を受けた者。

※13  小グループ討論は一般推薦のみ。
※14 「至誠と愛」は、11/20のみ。
※15   現在認可申請予定。
※16   受験（出願）資格等の詳細は、後日発表される

募集要項等を確認のこと。
※17   神奈川県地域枠5名を含む。
※18   全体が4.0以上で、数・理・外のそれぞれが4.0

以上の者。
※19   神奈川県地域枠は、神奈川県内に通算1年以

上居住（令和4年4月1日時点）したことのあ
る者、または神奈川県内の高等学校（中等教育
学校を含む）を卒業見込みの者が対象。

※20  国際バカロレア入学若干名含む。
※21   全体が3.7以上で、数・理・外のそれぞれが3.7

以上の者。
※22  愛知県内に所在する高等学校または中等教

育学校の出身者。あるいは出願時、本人または

保護者が愛知県内に居住する者。
※23  静岡県地域枠は8名、新潟県地域枠は2名の

募集
※24  出願時点で、兵庫県内に保護者が1年以上在

住していることが住民票で確認できる者、ま
たは兵庫県内の高等学校を卒業見込みの者
または卒業した者。

※25  試験日程、科目とも一般選抜Ａと同じ。
※26  兵庫県推薦入学制度は、出願書類を兵庫県に

提出することになるため、出願受付期間は異
なる。2021年9月現在、出願期間は通常の一
般選抜Aと同じものを掲載。兵庫県から公表
される募集要項を必ず確認すること。

※27  福岡県特別枠5名を含む。
※28  全国を3ブロックに分け、ブロックごとに募

集。Ａブロック10名以内（北海道・東北・関東
甲信越・静岡）、Ｂブロック10名以内（北陸・東
海〈静岡を除く〉・近畿・中国・四国）、Ｃブロック
10名以内（九州・沖縄）。

※29 付属高校推薦最大8名を含む。
※30  九州（沖縄を含む）・山口県内に所在する高等

学校または中等教育学校の出身者。あるいは
出願時において、本人または保護者等が九州
（沖縄を含む）・山口県各内に居住する者。

※31  入学申込金締切は12/21。

表の見方

■区分 ● 地域枠の名称は大学によって異な
る場合があります。
● 一般枠以外は、受験できる地域の
条件が大学によって異なりますの
で、募集要項を確認してください。

■募集人員 ● カッコ［ ］内の人数は、地域枠等
を含む合計数。

■受験資格 ●「現浪」は、現役＝現役のみ可、1
浪＝ 1浪まで可といった、制限を
示します。
●「成績」は、評定平均値（数値）ま
たは成績概評（Ⓐ、A～ Eの段階
評価）の必要条件を示します。制
限・条件のない場合は「－」とし
ています。
● 高校での履修科目を指定されてい
る場合があるので、必ず募集要項
を確認してください。

【選考方法欄の略称】
書：調査書、推薦書、志望理由書などの各種書類
面： 個人面接、集団面接、集団討論、課題型面接、MMI 方式面接など
小：小論文
適：適性検査、基礎適性検査、学習能力適性検査、総合適性検査、思考力
試験など
基：基礎学力検査、基礎適性試験など
課：課題作文、課題論文など
口：口述試験　　総：総合問題
共テ：大学入学共通テスト　※教科・科目数を（5・7）のように示しています
【出願期間の略称】
㋑：インターネットでの出願登録期間　郵：郵便（書類）での出願期間
※出願時㋑及び郵の両方の手続きが必要という意です。
【選考日欄の略称】
書：書類選考　　共テ：大学入学共通テストによる選考
※ 募集人員に対する志願者数が、規程の割合を超えたときのみ1次選考
が行われる場合（予定を含む）は、その規程倍数を（↑3）など、カッコ
内の↑の右に記しています。

【選考方法欄の略称】
書：調査書、推薦書、志望理由書などの各種書類　　面：個人面接、集団面接、集団討論、
グループディスカッションなど
小：小論文　　適：適性検査、基礎適性検査、学習能力適性検査、総合適性検査など
基：基礎学力検査、基礎適性試験など　　課：課題作文、課題論文、講義課題など　
口：口述試験・口頭試問
総：総合問題　　共テ：大学入学共通テスト　※教科・科目数を（5・7）のように示してい
ます。
【出願期間の略称】
㋑：インターネットでの出願登録期間　郵：郵便（書類）での出願期間
※出願時㋑及び郵の両方の手続きが必要という意です。
【選考日欄の略称】
書：書類選考　　共テ：大学入学共通テストによる選考
※ 募集人員に対する志願者数が、規程の割合を超えたときのみ1次選考が行われる場合
（予定を含む）は、その規程倍数を（↑3）など、カッコ内の↑の右に記しています。

選考日 合格発表
手続締切

1次 2次 1次 2次

11/20 － 12/3 － 12/13

10/2 10/16 10/13 11/1 11/8

－ 共テ1/15・16、
2/20 12/15 2/25 3/7

2/3 2/12～14※6 2/10 2/19 2/25
10/13 共テ1/15・16 11/1 2/10 2/16
11/19 12/4 11/26 12/8 12/14

10/24 共テ1/15・16 11/1 2/9 2/18

11/13（↑4） 11/28 11/17 12/2 12/9

11/7 11/14 11/11 11/19 11/26※11

10/29（書） 11/6・7
最終は共テ 10/29 11/10

最終は2/16 2/24

1/15・16 3/13 2/16 3/18 3/25

12/12 12/18 12/14 12/23 1/7

11/13 11/20 11/16 11/24 11/30

出願期間
選考日 合格発表 手続

締切1次 2次 3次 1次 2次 3次
2022/1/24～2/4 2/15 2/22 ー 2/18 2/28 ー 3/4
2021/12/17～2022/1/21 1/30 2/5～2/7※3 ー 2/3 2/9 ー 2/16
2021/9/13～10/1 10/30 11/21 ー 11/6 12/1 ー 12/10

【受験資格・制限】
R4.3：  4 年制以上の大学を卒業、または令和 4 年 3

月までに卒業見込み。
必須単位：  4 年制以上の大学を卒業または卒業見込みで、

なおかつ修得（修得見込み）を必要とする科目・
単位が指定されていることを示します。

【募集人員】
 カッコ（　）内は募集人数に含まれる地域枠の人数。

※1  圭陵会正会員（本学の職員および志願者の2等
身以内を除く）の推薦を得た者。

※2  2022年4月1日現在、30歳未満で4年制以上
の大学卒業者、卒業見込みの者、または在籍者
（2年次課程修了者）。

※3  研究医特別選抜、国際バカロレア入学で各2名
予定。

※4  TOEFL-iBT72点以上、IELTS5.5以上、GTEC 
CBT1190点以上、英検2304以上、TEAP309
以上、TEAP CBT600以上、ケンブリッジ英語
検定160以上のいずれかを満たすこと。

※5 1次選考日に実施し、2次選抜時に使用。
※6  うちいずれか1日（面接）。
※7  国際バカロレア資格を2022年3月31日まで

に授与される者、高等学校を卒業した者および
2022年卒業見込みの者。ディプロマ・プログラ
ムのカリキュラムのうち、物理・化学・生物から
1科目および数学を履修していること。

※8  全体が3.8以上の者で、数・理のそれぞれが4.0
以上の者。

※9  総合型選抜として、研究医枠（1名）を認可申請中。

※10  令和3年4月1日現在、25歳以下で高等学校（中
等教育後期課程を含む）を卒業者・卒業見込み者。

※11  国公立大学医学科の総合型選抜・推薦または前
期日程に合格し、3/14までに入学辞退届けを
提出した場合に限り辞退を認め、入学金を除く
学費を返金する。

※12  共テは最終選考。共テ（英・数・理2・国・社1）の
配点合計の75％以上。

※13 共テ（英・数・理2・国）の配点合計の80％以上。
※14  英語型、国際型、科学型がある。出願要件は、英語

型はCEFR B2以上。国際型は国際バカロレア
資格を2021年4月1日～2022年3月31日ま
でに授与される者で総合成績36以上。科学型
は国際科学オリンピック等の過去３年間の日本
代表最終選考の参加者。詳細は募集要項を確認
すること。

※15  2022年4月1日現在、22歳以下で高等学校卒
業者・卒業見込みの者。

※16  中・四国地域の高等学校出身の者、あるいは中・
四国の住民の者。

  実施大学
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●合格得点
区分 満点 合格最高点 合格最低点

得点 得点率 得点 得点率

一般選抜 550 非公表 ー 非公表 非公表
共テ利用 900 非公表 ー 非公表 非公表

●一般選抜志願者数の推移（センター・共通テスト利用含む）
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現役
44名
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79名

・1浪 44名
・2浪その他 35名

千葉県
21名

その他
119名

〈出身校〉

センター利用

共通テスト利用

※留学生特別選抜を除く。
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入試に関する問合せ先

募集要項の請求方法

医学部入試事務室／〒286-8686 千葉県成田市公津の杜4-3
☎0476-20-7810 https://narita.iuhw.ac.jp/gakubu/igakubu/

①大学のホームページ
※募集要項は紙媒体による配布を行わず、大学ホームページに掲載。

国際医療福祉大学
千葉県

1995年に開学した日本初の医療福祉の総合大学です。2017年、首都圏では43年ぶりとな
る医学部を開設しました。国際性を重視した革新的な医学教育を行いながら、国内外で活躍
できる高い総合診療力を持った医師の育成に取り組んでいます。学生の7人に1人が留学生
という国際色豊かな学修環境のもと、大多数の科目で英語による授業、学生主導・参加型の
アクティブラーニングを行います。キャンパス内には世界最大級5,338㎡のシミュレーションセ
ンターを設置し、附属病院を中心に世界水準を上回る90週の診療参加型臨床実習を実施す
るなど、実践的に学べる環境を整えています。6年次は、協定を締結している世界各国の大
学や医療機関で行われる4週間以上の海外臨床実習を必修としています。

DATA
●学部所在地　問合せ先に同じ。
●アクセス　京成本線公津の杜駅下車、徒歩
約1分。
●学部学科・定員　医学部＝医学科140
●大学院　医学研究科＝（修士）公衆衛生学専
攻、（博士）医学専攻
●おもな付属施設　大学病院、大学成田病
院、大学塩谷病院、大学市川病院、大学三田
病院、大学熱海病院など
●沿革 1995年開学。2016年成田看護学
部、成田保健医療学部を擁する成田キャンパス
開設。2017年同キャンパスに医学部開設。現
在5キャンパスに10学部25学科を設置。

●学納金関連情報
一般選抜、大学入学共通テスト利用選抜、留学生特別
選抜、帰国生および外国人学校卒業生特別選抜におい
て特に成績優秀で人物見識ともに優れる者を医学部特
待奨学生として選抜する（一般選抜45名、共通テスト利
用5名、留学生特別選抜若干名、帰国生および外国人
学校卒業生特別選抜若干名）。医学部特待奨学生とし
て入学した場合には、奨学金として最大６年間で1,400
万円を給付し、入学金150万円を免除するほか、本学
学生寮への入寮希望の場合は優先的に入寮を許可する。

●寄付金・学債
寄付を求めることは一切していません。

●学納金（2022年度）
初年度 .......................... 4,500,000円
内訳　入学金 ........ 1,500,000円

授業料 ........ 1,900,000円
施設設備費 ....... 500,000円
実験実習費 ....... 600,000円

6年間の総額.............18,500,000円

●医師国家試験合格率推移
総計 新卒 既卒

2015 99.1％ 99.1％ 100.0％
2014 99.1％ 99.1％ 100.0％
2013 99.1％ 99.0％ 100.0％
2012 98.1％ 98.1％ 100.0％
2011 99.0％ 99.0％ 100.0％

年
区分

※この他、教育後援会年会費45,000円、海外
臨床実習費の積立金年70,000円が必要。

2020年に開設された国際医療福祉大学成田病院。世界中から
患者を受け入れられる国際的な病院を目指している。

2021年度入試DATA
●志願・合格状況
区分 募集人員 志願者 受験者 1次合格者 2次受験者 正規合格者 補欠者 繰上合格者 総合格者 志願者合格倍率 入学者
一般選抜 105 2881 2793 640 非公表 280 321 非公表 354 8.1

140
共テ利用 15 740 719 177 非公表 30 18 非公表 30 24.7

※総合格者は繰上合格の辞退者を含まない。

一般選抜ネット出願 必須

新型コロナウイルス感染症に伴う特別対応や追試験については、各大学のホームページで
最新情報をご確認ください。

アドミッションポリシーと
ポイントをCHECK▶
医学部受験ラボ

国
際
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●試験日程
区分 出願期間 試験 合格発表 手続締切 辞退締切

一般選抜
1次試験 12／21（火）～1／7（金）

※2

1／19（水） 1／23（日）15：00 ネット ― ―

2次試験 1／26（水）～1／31（月）
いずれか1日 ※3 2／5（土）15：00  ネット 郵便 2／11（金）※2 3／25（金）※4

大学入学
共通テスト

共通テスト 9／27（月）～10／7（木）※1 1／15（土）・16（日） 2／14（月）15：00 ネット ― ―

2次試験 12／21（火）～1／13（木）
※2

学力試験・小論文：2／18（金）
面接：2／22（火） 2／26（土）15：00 ネット 郵便 3／4（金）※2 3／25（金）※4

※2 締切日消印有効。
※3 6日間のうちいずれか1日を大学が指定（出願時に希望日程を第6希望まで入力）。
※4 辞退締切は17:00まで。3／31（木）17：00までに辞退すれば入学金を除く学生納付金を返還するが、返還時期は2022年5月以降となる。

■ ボーダー偏差値

一般枠 共テ枠（2次）
65.0 65.0

■ 共テボーダー
得点率
共テ枠
87%

●募集人員
一般選抜 共通テスト利用 留学生特別選抜 帰国生および外国人学校卒業生特別選抜
105名 15名 20名 若干名

一般選抜
※1 大学入試センターへ出願する。

☞繰上合格について
合格者の入学手続状況により欠員が生じた場合に限り、繰上合格となることがあ
る。繰上合格については、本人に電話連絡の上、入学の意思を確認する。

補欠者発表方法 補欠順位 繰上合格通知方法
ネット あり TEL

●入試科目
区分 教科・科目 配点 解答時間

一般選抜 1次試験

外国語＝コ英ⅠⅡⅢ・英表ⅠⅡ 200点
計

550点

80分
数学＝数ⅠⅡⅢAB（列べ） 150点 80分
理科＝化基・化、生基・生、物基・物→2 各100点 120分
小論文＝評価は1次選考では使用せず、2次選考の合否判定に使用。 段階評価 ー 60分

2次試験 ※1 面接＝個人面接 ※2 段階評価 約30分×2回

大学入学
共通テスト
利用

共通テスト

外国語＝英（Ｒ：Ｌ＝1：1） 200点

計
900点

Ｒ80分
Ｌ60分（解30分）

数学＝数 Ⅰ A、数ⅡB 各100点 数ⅠＡ70分
数ⅡＢ60分

理科＝化、生、物→2 各100点 各60分
国語＝国（近代以降の文章および古典（古文・漢文）） 200点 80分
地歴・公民＝世B、日B、地B、倫政経→1※3 100点 60分

2次試験 ※1

学力試験＝英語 100点
計

100点

60分
小論文 段階評価 60分
面接＝個人面接 ※2 段階評価 約30分×2回

※1 2次試験後に3次試験（面接のみ）を行う場合がある。※2 希望する者には一部英語による面接を行う。
※3 2科目受験した場合は、高得点の方の1科目を合否判定に使用する。

医学科

選抜要項2022年度

☞合否判定　 1次試験／共通テストの結果および出願書類を総合して1次試験の合否を判定する。1次試験合格者
のみに対して2次試験を実施し、1次試験の結果および2次試験の結果を総合して合否を判定する。

☞受験料　一般選抜60,000円　共通テスト利用50,000円
☞試験会場
区分 都市名 会場名 所在地

一般
選抜
1次

本学成田キャンパス 千葉県成田市公津の杜 4-3

東京
五反田 TOCビル 13階 東京都品川区西五反田 7-22-17
本学東京赤坂キャンパス 東京都港区赤坂 4-1-26

大阪 TKP新大阪駅前
カンファレンスセンター

大阪府大阪市東淀川区西淡路 1-3-12
新大阪ラーニングスクエアビル

本学大学院福岡キャンパス 福岡県福岡市早良区百道浜 2-4-16
一般選抜・
共通テスト
利用 2次
※ 1

本学成田キャンパス 千葉県成田市公津の杜 4-3

本学東京赤坂キャンパス 東京都港区赤坂 4-1-26

※1 本学の指定するいずれかのキャンパス。

一般選抜の2次試験日は6日間のうち1
日が希望を考慮した上で指定され、試験
場も成田・東京のいずれかが指定され
る。一般選抜では成績上位45名を、共
通テスト利用選抜では成績上位5名を、
留学生特別選抜、帰国生および外国人学
校卒業生特別選抜では成績上位各若干名
を医学部特待奨学生として選抜し、1年
次は入学金免除の上、2,500,000円の奨
学金を給付。2年次以降は成績等の継続
条件をクリアすれば毎年2,300,000円
の奨学金を給付する。

information

総合型選抜 実施しない。学校推薦型選抜 実施しない。

編入学 実施しない。

帰国生および外国人学校卒業生特別選抜
募集
人員

試験日程 受験
資格 選考方法

出願期間 試験日 合格発表 手続締切

若干名 第1回　8／11～8／24
第2回　11／1～11／15

第1回  1次9／7、2次9／18
第2回  1次11／27、2次12／11

第1回  1次9／13 15:00 2次10／1 15:00
第2回  1次12／6 15:00 2次12／17 15:00

第1回10／8
第2回12／24 ※ 1次（英語・数学・理科）・小論文

2次（個人面接）
※  日本国籍を有する者または日本国の永住許可を得ている外国人で、日本の大学入学資格を有し、かつ次のいずれかの条件を満たすもの。（1）海外において、外国の学校教育課程12年以上、ま
たは文部科学大臣指定の在外教育施設に最終学年を含む2年以上継続して在学し、卒業、および卒業見込みの者。（2）海外において、外国の大学または大学院に２年以上継続して在学し、卒
業、および卒業見込みの者。（3）通算で６年以上の海外在住経験を有する者（満6歳未満は含まない）。（4）外国人学校に最終学年を含む２年以上継続して在学し、卒業、および卒業見込みの者。

サンプル
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2021年度の出題傾向と分析
国際医療福祉大学

大問 分野 長文の種類
単語数 内容 出題形式 難易度

1 文法 － 空所補充 選択 ★★☆☆

2 英作文 － 語句整序 選択 ★★☆☆

3 読解 医療系
約600語

「オーストラリアの医療過疎地を支える医療サービス」
についての長文問題（誤り指摘） 選択 ★★☆☆

4 読解 医療科学系
約800語

「特定のタンパク質の働きを止めると風邪は治るのか」
についての長文問題（同意語選択・空所補充・内容一
致・主題選択）

選択 ★★☆☆

5 読解 人文・科学系
約700語

「遺伝子的観点から見たローマ帝国の歴史」についての
長文問題（同意表現・空所補充・段落補充・内容一致）選択 ★★★☆

20年度から大きな変化はないが、英文内容が理解しやすく
なり、やや難しい大問5も消去法で正解できるため、時間
内で解答できるようになった。大問3の誤り指摘の中には
文法の誤りではなく、文脈に合わないものが正解となる場

合があるため注意。文法・整序作文・誤り指摘はそれぞれ
特化した問題集に取り組み、細部まで理解する。読解は語
彙力を高め、機能語を意識して論理的に読む習慣をつけ、
800語程度の英文を25分以内で解答するよう心掛ける。

問題の全体難易度 ★★☆☆ 標準 前年との難易度比較 変化なし 時間に対する分量 適量

英 語 解答形式▶マーク

2年前に易化し、21年度は更に易化したが、新型コロナウイ
ルス感染拡大の影響とも考えられる。例年、数学A（場合の
数・確率）、数学B（ベクトル、数列）、数学Ⅲ（複素数平面、
微積分）を中心に出題される。大問では基本事項の問題から
始まり後半は難しくなり、計算量も多い。21年度もこの傾
向は変わらなかったものの、計算量はかなり少なくなって

いた。典型解法で対応できるものばかりだが、例年の計算
量を踏まえると、解法は瞬時に出てくるようにしておき、
計算時間を確保する必要がある。日頃から面倒がらずに計
算に取り組んでおこう。難関国公立大レベルの問題で練習
しておくとよい。

大問 分野 内容 出題形式 難易度

1

数と式 Ⅰ 絶対値を含む１次方程式 空所補充 ★☆☆☆

２次関数 Ⅰ ２次方程式の解の配置 空所補充 ★☆☆☆

式と証明 Ⅱ 二項定理 空所補充 ★☆☆☆

図形と方程式 Ⅱ 内分点の軌跡 空所補充 ★☆☆☆

2 確率 A コインが 4回連続して表の出る確率・条件付き確率 空所補充 ★☆☆☆

3 平面ベクトル B 内積、三角形の面積、線分の長さ、線分の比、面積比 空所補充 ★☆☆☆

4 微分法の応用、
積分法の応用 Ⅲ 極値、面積の最小 空所補充 ★☆☆☆

問題の全体難易度 ★☆☆☆ 易 前年との難易度比較 易化 時間に対する分量 適量

数 学 解答形式▶マーク

大問4題。例年同様、出題量が多く深かった。小問集合
ではマリケンの電気陰性度、β崩壊、ルミノール反応な
ども出題された。今回も、他の大問で注射液の浸透圧、
生体膜、生体pHに近い緩衝液調製、辛味成分など生命化

学に関係する内容が扱われていた。本学の過去問を踏ま
えて生命系に関する物質に関心を持ち、理解を深めてお
くようにしよう。また難関国公立大レベルの問題に積極
的に取り組んで、解答処理力を高めておく必要がある。

大問 分野 内容 出題形式 難易度

1 小問集合8問 理論 5問、無機 1問、有機 2問 選択 ★★☆☆

2 理論 蒸気圧降下、凝固点降下、浸透圧 空所補充・選択 ★★☆☆

3 理論、無機 リン単体、リン脂質、電離平衡、オリゴリン酸 空所補充・選択 ★★★☆

4 有機 配糖体、芳香族化合物、質量分析 空所補充・選択 ★★★☆

問題の全体難易度 ★★★☆ やや難 前年との難易度比較 変化なし 時間に対する分量 非常に多い

化 学 解答形式▶マーク
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年度／内容 字数／時間
2021
㋱新型コロナウイルスについての政府の取り組みの
良い点、悪い点を述べて評価する。また、医学生や
看護学生が医師不足を補うために、医療現場に行く
ように要請されたら、あなたはどのように考え、ど
う行動するか。

600字
60分

2020
㋱OECDの調査結果における日本の子供の読解力の
低下について、その原因、背景、対策を述べる。

600字
60分

2019
※公表不可

2018
※公表不可

小論文

大問 分野 内容 出題形式 難易度

1 生命現象と物質 生 タンパク質、酵素 選択 ★★☆☆

2 生命現象と物質 生 複製、ジデオキシ法 選択 ★★☆☆

3 体内環境の維持 生基 体液 選択 ★★☆☆

4 生物の進化と系統 生 生物の進化、遺伝子頻度 選択 ★★☆☆

問題の全体難易度 ★★☆☆ 標準 前年との難易度比較 やや易化 時間に対する分量 適量

生 物 解答形式▶マーク

20年度と同様に大問4題構成のマーク式。計算問題が多
く見られたが、20年度ほど難度は高くなく、解きやすい
ものが多かった。20年度はほとんど見られなかった考察
問題が少し復活したが、19年度のように難度の高いもの

はなく、解きやすいものだった。年度によって考察問題
が多かったり、計算問題が多かったりと、難度にも差が
あるので、どのタイプの問題が出題されてもいいように、
苦手な問題のタイプをなくしておきたい。

大問 分野 内容 出題形式 難易度

1 小問集合 単振り子、電流計と電圧計、見かけの深さ、熱量保存則、電子の電磁場中での運動 選択 ★★☆☆

2 力学 壁のある台上における小物体の運動 選択 ★★☆☆

3 熱 シリンダー内の気体の変化 選択 ★★☆☆

4 波動 ドップラー効果 選択 ★★★☆

5 電磁気 ガウスの法則 選択 ★★★☆

問題の全体難易度 ★★★☆ やや難 前年との難易度比較 やや易化 時間に対する分量 多い

各分野、基礎～応用レベルの問題で構成されている。大
問2～5までは原子以外の各分野から1題ずつ出題されて
いる。よく見かける事例のようでありながら、設問は工
夫されており、最適な解法を見抜き、手際よく計算しな
いと時間内に解ききれない。過去問を利用して、解きや

すい問題から取りかかるなど、時間配分を意識した演習
をしておきたい。問題の後半ほど難度が上がる。また、
難関国公立大レベルの問題集を用いて、誘導に乗って解
答する練習をし、自分で解法を見抜く力を身につけても
らいたい。

物 理 解答形式▶マーク

面 接

形式 所要時間 面接の進行と質問内容

個人面接 30分×2回
（1回目）
□自己紹介（3分）
□医師志望理由
□本学志望理由
□本学の特徴は、国際性とは
□本学の説明会には参加したか
□併願校は
□地域医療に興味はあるか
□成田病院を見学したことはあるか

（2回目）
□自己紹介（3分）
□SNSの誹謗中傷は何が原因か、対
　策を3つ述べる
□新聞や本は読むか
□不妊治療の保険適用とベーシック
　インカムについて
□東京オリンピックについてどう思
　うか
□ワクチン接種を希望するか
□へき地と都市部での医療崩壊の違
　い
□教育格差の原因と解決策
□PCR検査を民間の機関が安価で提
　供することについて
□医師に必要な教養とは

面接会場の配置

面接官＝3名
受験生＝1名

㋱は、メディカルラボの生徒からの情報を基に作成。

サンプル
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区分 募集人員 志願者 2段階選抜 受験者 追加合格者 総合格者 志願者合格倍率 入学者

一
般
選
抜

前
期
一般枠 82 331 実施 238

非公表
88 3.8 81予告／約 3倍

地域枠 15 44 実施せず 42 15 2.9 15予告／約 3倍

後
期
一般枠 15 388 実施 59

非公表
20 19.4 17予告／約 7倍

地域枠 5 45 実施 17 5 9.0 5予告／約 7倍

●合格得点〈正規合格者〉
区分 満点 合格最高点 合格最低点

得点 得点率 得点 得点率

一
般
選
抜

前
期
一般枠 1450 1229 85% 1034 71%
地域枠 1450 1115 77% 924 64%

後期（一般枠） 1450 1232 85% 1091 75%
※追加合格者を除く。

入試に関する問合せ先

募集要項の請求方法

医学部学務係／〒260-8670　千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1
☎043-226-2008 http://www.m.chiba-u.ac.jp/

①大学のホームページ　
※インターネット出願導入に伴い、募集要項（一般選抜）は
　紙媒体による配布を行わない。10月下旬に掲載予定。

千葉大学
千葉県

2021年度入試DATA

1874年に創立された共立病院を前身とし、基礎医学や臨床医学分野の研究・診療で数々の業績を上げてきました。カリキュラムは、全国でも先
進的な「学習成果基盤型教育」を導入。卒業時の到達目標を明示し、確実に達成できるよう6年間のカリキュラムが組まれています。入学直後か
ら行われる早期体験学習やチュートリアル教育なども、医師に必要な能力の修得に役立ちます。

DATA
●学部所在地　問合せ先に同じ。
●アクセス　JR千葉駅・京成千葉駅⑦番バス
乗場から約15分、千葉大医学部入口下車。
●学部学科・定員　医学部＝医学科100
●大学院　医学薬学府＝先端医学薬学専攻、
先端創薬科学専攻、先進予防医学共同専攻、
医科学専攻、総合薬品科学専攻
●おもな付属施設　附属病院など。
●沿革　大正12年創設の千葉医科大学が母
体。昭和24年に千葉大学医学部となった。

●一般選抜科目

☞追加合格について
10月下旬発表の募集要項
で公表。

●一般選抜日程
区分 出願期間 試験 合格発表（発表方法は昨年度） 手続締切
前期

1／24（月）～2／4（金）
2／25（金）・26（土） 3／9（水） 時間未定 HP 郵便 3／15（火）

後期 3／12（土）・13（日） 3／20（日） 時間未定 HP 郵便 3／26（土）
※第1段階選抜結果の発表：前期2／10（木）、後期3／1（火）。※第1段階選抜の発表方法、合格発表時間、方法は募集要項で公表。

●募集人員
一般選抜前期 後期一般枠 千葉県地域枠

80名 5名 15名

※医師確保の計画等により増員の可能性あり。
詳細は確定次第大学ホームページ等で公表。
※私費外国人留学生入試、若干名。

☞合否判定　共通テスト・個別・調査書の内容の総合得点で判定。個別等の得点が学部・学科等受験者の平均点に満たない教科・科目
などがあった場合には、不合格とすることがある。同点者は、個別の得点上位者を優先。

☞2段階選抜　前期3倍、後期7倍　　
☞受験料　17,000円（予定）　　☞試験場　未定（募集要項で公表）

学校推薦型選抜 実施しない。 総合型選抜 実施しない。

帰国生徒選抜 実施しない。 学士入学 実施しない。2020年度より募集停止。

男
86名

女
42名現役

86名

浪人
42名 非公表

●総合格者の
現浪別内訳

●総合格者の
男女別内訳

●総合格者の
地元占有率

一般選抜ネット出願 必須

医学科

選抜要項2022年度

区分 教科・科目 配点 解答時間

大学入学
共通
テスト

前期
・
後期

外国語＝英（R：L＝4：1）、独、仏→1 100点

計
450点

R80分
L60分（解30分）

数学＝数ⅠA、数ⅡB 各50点 数ⅠA70分
数ⅡB60分

理科＝化、生、物→2 各50点 各60分
国語＝国 100点 80分
地歴・公民＝世B、日B、地B、倫政経→1 50点 60分

個別
前期
・
後期

外国語＝［前期］コ英ⅠⅡⅢ　［後期］コ英ⅠⅡⅢ・英表ⅠⅡ 300点
計

1000点

未定
数学＝数ⅠⅡⅢAB（列ベ） 300点 未定
理科＝化基・化、生基・生、物基・物→2 各150点 未定
面接 100点 未定

※個別の解答時間は募集要項で公表。

■共テボーダー得点率
前期 後期一般枠 地域枠

88% 91%

前期 後期一般枠 地域枠

67.5 70.0

■ボーダー偏差値（2次）

●志願・合格状況 第1段階選抜合格者数は前期一般枠246名（合格最低点711点）、後期一般枠260名（合
格最低点778点）、後期地域枠35名（合格最低点648点）。

アドミッションポリシーと
ポイントをCHECK▶
医学部受験ラボ

新型コロナウイルス感染症に伴う特別対応や追試験については、各大学のホームページで
最新情報をご確認ください。

国
立

千
葉
大
学
／
東
京
大
学
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浪人16.3%
・1浪13.3%
・2浪2.0%
・3浪その他

1.0%

入試に関する問合せ先

募集要項の請求方法

入試事務室／〒113-8654　東京都文京区本郷7-3-1
☎03-5841-1222 https://www.u-tokyo.ac.jp/

①テレメール　②モバっちょ
③本郷地区､ 駒場Ⅰ各キャンパスで配布
※詳細は大学のホームページ、募集要項に掲載。

東京大学
東京都

2021年度入試DATA

江戸時代、天然痘の種痘を開始して以来約150年の歴史を持ち、基礎医学、社会医学、臨床医学の各分野で世界に新しい情報を発信すること
を目指しています。1・2年次は駒場キャンパスでリベラル・アーツを学びます。3年次からの専門教育では臨床教育の充実が図られ、チューター
制度や統合講義を実施。5年次以降のほとんどの講義や実習は先端医療をリードする附属病院で行われます。

DATA
●学部所在地　問合せ先に同じ。
●アクセス 都営地下鉄大江戸線・東京メトロ丸
ノ内線で本郷三丁目駅下車、徒歩約10分など。
●学部学科・定員　理科三類（医学部医学科）
97（認可申請中含む）
●大学院 医学系研究科＝分子細胞生物学専攻、
機能生物学専攻、病因・病理学専攻、生体物理医
学専攻、脳神経医学専攻、社会医学専攻、内科
学専攻、生殖・発達・加齢医学専攻、外科学専攻
●おもな付属施設　附属病院、医科学研究所、
医科学研究所附属病院など。
●沿革 明治元年に東京医学校を設置。昭和14年に
臨時附属医学専門部を設置、24年に東京大学医学部。

●合格得点〈総合格者〉●志願・合格状況
区分 募集人員 志願者 2段階選抜 受験者 追加合格者 総合格者 志願者合格倍率 入学者
一般選抜前期 97 385 実施 335 0 98 3.9 98予告／約 3.5倍

学校推薦型選抜 3 14 実施 8 ー ー ー 3

満点 合格最高点 合格最低点
得点 得点率 得点 得点率

550 480.4 87% 375.7 68%
※学校推薦型選抜入試の合格得点は非公表。

※第1段階選抜合格者数は前期342名、学校推薦型選抜9名。

●一般選抜日程
☞追加合格について
11月中旬発表予定の募
集要項（願書）で公表。

区分 出願期間 試験 合格発表 手続締切
前期 1／24（月）～2／4（金） 2／25（金）・26（土）・27（日） 3／10木）12：00 HP ネット 未定

※第1段階選抜結果の発表：2／15（火）HP　※手続締切日は11月中旬発行の募集要項で公表。※合格者の第2次学力試験受験番号
を3／10に発表。大学ホームページと大学携帯電話サイトに掲載し、掲示もする。合格者には電子郵便（レタックス）で合格通知書を送
付。※電話などによる合否の照会には応じない。

●募集人員
一般選抜前期 学校推薦型選抜 外国学校卒業学生

97名※ 1 3名程度 若干名

■共テボーダー
得点率
前期（理科Ⅲ類）

91%

■ボーダー
偏差値（2次）
前期（理科Ⅲ類）

72.5

※1  97名のうち2名が認可申請中。認可後、
大学ホームページ等で公表。

※学校推薦型選抜の合格者が募集人員に満た
ない場合は、前期の募集人員に繰り入れる。

●総合格者の
現浪別比率

●総合格者の
男女別内訳 非公表非公表

●総合格者の
地元占有率

一般選抜ネット出願 なし

理科三類

選抜要項2022年度

●一般選抜科目
区分 教科・科目 配点 解答時間

大学入学
共通テスト

外国語＝英（R：L＝7：3）、独、仏、中、韓→1 200点

計
110点
※

R80分
L60分（解30分）

数学＝数ⅠA（必）、数ⅡB、簿、情報→1の計2 200点 数ⅠA70分
その他60分

理科＝化、生、物、地学→2 200点 各60分
国語＝国 200点 80分
地歴・公民＝世B、日B、地B、倫政経→1 100点 60分

個別

外国語＝コ英ⅠⅡⅢ（一部聞き取りも実施）、独、仏、中→1 120点

計
440点

120分
数学＝数ⅠⅡⅢAB（列ベ） 120点 150分
理科＝化基・化、生基・生、物基・物、地学基礎・地学→2 120点 150分
国語＝国総・国表 80点 100分
面接＝個人面接で人間的成熟度、医学部への適性、コミュニケーション能力等を評価。複数の
面接員による評価も参考にして、場合によっては、2次面接を行うことがある。

総合判定の
資料とする 10分程度

※共通テストは900点満点を110点に換算。

☞合否判定　共通テスト・個別・調査書の内容と面接試験の結果を総合的に評価。将来、医療や医学研究に従事するのにふさわしい資
質を持った受験生を合格者とする。学力試験の得点にかかわらず不合格になることがある。　　

☞2段階選抜　約3.5倍　　☞受験料　募集要項で公表　　☞試験場　本学本郷キャンパス

外国学校卒業学生特別選考 若干名を募集する。

総合型選抜 実施しない。

編入学 実施しない。

学校推薦型選抜

募集人員
試験日程

出願期間 選考 合格発表 手続締切

3名程度 11／1～
11／5＊

1次：書類、資料
2次：12／ 11面接等、共通テスト

1次：12／ 1
2次：2／ 15 2／21

※共通テストの基準点は概ね８割以上の得点。※書類は高等学校校長へ送付。
※インターネットによる志願者情報登録が必要となる。インターネット出願登録は10／18～11／5。
＊高等学校による出願作業の期間を含む。

インターネット出願登録＋書類提出
インターネット出願登録
＋書類提出

現役83.7%

アドミッションポリシーと
ポイントをCHECK▶
医学部受験ラボ

新型コロナウイルス感染症に伴う特別対応や追試験については、各大学のホームページで
最新情報をご確認ください。

サンプル




