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Ⅰ.共通テストの概要



志願者数と平均点



共通テスト・センター試験 志願者数の動向

年度 1992 2017 2018 2019 2020 2021

センター試験 共通テスト

志願者数 約47.2万 約57.6万 約58.3万 約57.7万 約55.8万 約53.5万

うち
現役生

約29.7万 約47.2万 約47.4万 約46.5万 約45.2万 約45.0万

うち
既卒生等

約17.5万 約10.4万 約10.4万 約11.2万 約10.5万 約8.5万

高校新規
卒業見込数 約181万 約107万 約106万 約105万 約104万 約102万

※大学入試センター公表値



『共通テスト』と『センター試験』の違いとは？

大学に入学を志願する者の高等学校段階における基礎的な学習の達成の程度を判
定することを主たる目的とするもの。 (大学入試センターHPより抜粋)

大学入学希望者を対象に、高等学校段階における基礎的な学習の達成の程度を判
定し、大学教育を受けるために必要な能力について把握することを目的とする。
このため、各教科・科目の特質に応じ、知識・技能を十分有しているかの評価も行いつ
つ、思考力・判断力・表現力を中心に評価を行うものとする。
(文科省のHP「大学入学共通テスト実施方針」より抜粋)

『大学入学共通テスト』の目的

『大学入試センター試験』の目的

(本年11月に行う)試行調査は、この方向性に基づき作成した問題について全国的な回答データ
を収集し、共通テストの問題作成方針の決定に必要な分析・検証を行うものです。
なお、平均得点率（平均正答率）については、５割程度として実施し検証する予定です。

■試行調査(プレテスト)における平均得点率の作成方針

平成３０年６月１８日 独立行政法人大学入試センター
「「大学入学共通テスト」における問題作成の方向性等と本年１１月に実施する試行調査（プレテスト）の趣旨について」より抜粋



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

センター試験 共通テスト
(第１日程)

5教科7科目
（900点満点）

理系
平均点予測

570 564 562 564 576 559 572

得点率 63% 63% 62% 63％ 64％ 62％ 64％

対前年
アップダウン

ー
-6

ー
-6

ー
-2

ー
+2

↑
+12

↓
-17

↑
+13点

共通テスト・センター試験の平均得点率

（※ベネッセコーポレーション・データネットより作成）



（※データネット実行委員会予測より）

共通テスト・センター試験の度数分布

80% 85% 90%

平均点



共通テスト・センター試験の主要科目別平均点 ※大学入試センターHPより

英語
（リーディング）

英語
（リスニング）

数学
ⅠA

数学
ⅡB

物理 化学 生物

配点 100 100 100 100 100 100 100

2021 58.80 56.16 57.68 59.93 62.36
[57.82]

57.59
[51.06]

72.65

2020 58.15※ 57.56※ 51.88 49.03 60.68 54.79 57.56

2019 61.65※ 62.84※ 59.68 53.21 56.94 54.67 62.89

2021-2020

差 ＋0.65 -1.4 +5.8 +10.9 +1.68 +2.80 +15.09

※は、100点満点に換算 [   ]は得点調整前



共通テスト・センター試験の主要科目別平均点 ※大学入試センターHPより

国語 世界史Ｂ 日本史Ｂ 地理Ｂ
倫理、

政治経済

配点 200 100 100 100 100

2021 117.51
(58.76)

63.49 64.26 60.06 69.26

2020 119.33
(59.7)

62.97 65.45 66.35 66.51

2019 121.55
(60.8)

65.36 63.54 62.03 64.22

2021-2020

差
-1.82

(-0.91)
+0.52 -1.19 -6.29 +2.75

※は、200点満点を、100点満点に換算



平均点 （※ベネッセコーポレーション・データネットより作成）

共通テスト・センター試験の自己採点結果 科目別の度数分布



共通テストの英語の「リーディング」と「リスニング」

◆センター試験

試験時間 配点
配点
比率

記述 80分 200点 4

リスニング 60分(＊) 50点 1
(＊) 解答時間は30分
※250点×0.8＝200点に換算する大学多い

◆共通テスト

試験時間 配点
配点
比率

リーディング(R) 80分 100点 1

リスニング(L) 60分(＊) 100点 1

(＊) 解答時間は30分

※大学(学部・学科)ごとに、
配点比率が異なる

例えば
九州大学(前期)
共通テストの英語の比率は、 R:L＝1:1
共通テストの英語の傾斜配点：200×1/2＝100点
よって、R:50点、L:50点となる。



2021年度 共通テストの英語の「リーディング」と「リスニング」

共通テスト英語のリーディング(R)とリスニング(L)の配点比率

※RとLの配点のみを公表している大学の場合、配点比率に換算しています。

大学名 R : L 大学名 R : L 大学名 R : L 大学名 R : L

旭川医科大 1 : 1 横浜市立大 4 : 1 京都大 3 : 1 香川大 4 : 1

北海道大 1 : 1 新潟大 4 : 1 京都府立医科大 1：1 愛媛大 9 : 1

札幌医科大 1 : 1 山梨大 1 : 1 奈良県立医科大 3 : 1 高知大 ４：１

弘前大 1 : 1 信州大 4 : 1 和歌山県立医科大 3：1 九州大 1 : 1

東北大 3 : 1 富山大 4：1 大阪大 3 : 1 佐賀大 3：1

秋田大 4 : 1 金沢大 1：1 大阪市立大 3 : 1 長崎大 4 : 1

山形大 1 : 1 福井大 3 : 1 神戸大 4 : 1 熊本大 4 : 1

福島県立医科大 3 : 2 岐阜大 3 : 1 鳥取大 4 : 1 大分大 1 : 1

筑波大 4 : 1 浜松医科大 3 : 1 島根大 4 : 1 宮崎大 4：1

群馬大 4 : 1 名古屋大 3 : 1 岡山大 4 : 1 鹿児島大 3 : 1

千葉大 4 : 1 名古屋市立大 4 : 1 広島大 1 : 1 琉球大 1：1

東京大 7 : 3 三重大 2 : 1 山口大 4 : 1

東京医科歯科大 3 : 1 滋賀医科大 4：1 徳島大 4 : 1



平均点 （※ベネッセコーポレーション・データネットより作成）

共通テスト・センター試験の自己採点結果 科目別の度数分布



共通テストの自己採点結果からみた
医学部の難易度



2021年度入試の動向 難易度予想 [国公立大 一般・前期共通テスト]

※ 2021年度共通テストの自己採点集計結果を基に、ベネッセ、河合塾が作成した各大学の得点率より作成。ベネッセ得点率は、四捨五入後の値。 地域枠等を除く

92% 東京大

90% 東京医科歯科大、京都大

89% 大阪大

88% 千葉大、横浜市立大

87% 名古屋大、大阪市立大、神戸大、九州大

86% 東北大、筑波大

85% 北海道大、新潟大、岡山大

84% 名古屋市立大、奈良県立医科大、広島大、熊本大

83%
山形大、福島県立医科大、群馬大、信州大
金沢大、岐阜大、浜松医科大、三重大
京都府立医科大、長崎大、鹿児島大

82%
弘前大、秋田大、富山大、福井大、滋賀医科大
和歌山県立医科大、鳥取大、島根大、徳島大
香川大、愛媛大、高知大、佐賀大、宮崎大

81%
旭川医科大、札幌医科大、山口大、大分大
琉球大

得点率 ベネッセ データネット B判定
[合格可能性60％以上80％未満] 2021年1月20日公表

得点率 河合塾 共通テストリサーチ ボーダーライン
[合格可能性50％]2021年１月23日公表

93% 東京大

92% 京都大

91% 東京医科歯科大

90% 東北大、大阪大

89% 名古屋大

88% 筑波大、千葉大、横浜市立大、神戸大、九州大

87%
北海道大、名古屋市立大、京都府立医科大
大阪市立大、岡山大、広島大、山梨大(後)

86%
群馬大、新潟大、岐阜大、浜松医科大、金沢大
三重大、奈良県立医科大、徳島大、長崎大
鹿児島大

85%
札幌医科大、弘前大、秋田大、山形大
滋賀医科大、和歌山県立医科大、熊本大

84%
福島県立医科大、富山大、福井大、信州大
鳥取大、島根大、山口大、香川大、愛媛大
高知大、佐賀大、宮崎大、琉球大

83% 旭川医科大、大分大



共通テストの内容



『センター試験』と『大学入学共通テスト』 の違い

これまで これから

英検やTOEFLなどの資格・検定試験を導入

①複数の情報を組み合わせて考える問題
②会話文形式の問題
③日常生活の場面に即した問題
④正解をすべてを選ぶ問題
⑤前の問題が次の問題に連動する問題

問題形式なども変更

問題分量の増加



『大学入学共通テスト』 の問題 英語リーディング

大問 テーマ

1
Ａ スマートフォンでの友人とのメッセージのやり取り

Ｂ 好きな音楽家のＷＥＢサイトをみて必要な情報を読み取る

2
Ａ 英国の学校での音楽祭での評価

Ｂ
英国の学校の校則について、オンラインフォーラムでの生徒と先生の
やり取り

3
Ａ 英国旅行についてのＷＥＢサイトから必要な情報を得る

Ｂ 学校でのボランティア募集のニュースレター

4 ― 姉妹校からやって来る生徒の対応についてのメールのやり取り

5 ―
プレゼンテーションコンテストに出場するためにニュースの内容を参考に
準備をする

6
Ａ

アイスホッケーの安全性についての記事を読んで、ポスターを作成して
クラスで発表する

Ｂ 甘味料に関する文章



以下のようなことを意識して勉強をする。

[数学・理科]

＊定義をきちんと説明できるようにする
＊定理や公式は導出までできるようにする
＊別解がないか考える（数学）
＊実験の目的と意味を理解する（理科）
＊実際に実験ができない場合は「図説・図録」で確認をする。
＊問題文と記載の複数の資料(グラフや表・図など)を見て

必要な情報を整理して推理する力を養う
＊友人に説明できるようにする

→個別試験の対策も同じ！

共通テストで高得点を取るためには？



以下のようなことを意識して勉強をする。

[英語・国語・地歴公民]

＊速読力、読解力を強化する
＊問題文と記載の複数の資料(グラフや表・地図・手紙など)を

見て必要な情報を整理して推理する力を養う
＊学習過程を意識した勉強をする
＊友人に説明できるようにする

→個別試験の対策も同じ！

共通テストで高得点を取るためには？



Ⅱ.志願者数からみる
医学部入試の動向



国公立大学の医学部



共通テスト 学部系統別 志望動向

2021年度 共通テストの自己採点集計結果における
「学部系統別の志望者前年比」

[河合塾]

①薬学部 117％
②医学部 113％
③理学部 104％

[ベネッセ/駿台]

①薬学部 115％
②医学部 105％
③総合科学部・法学部 101％



2018 2019 2020 2021

医学部
医学科

17,064人 16,391人 14,742人 14,876人

前年比 94% 96% 90% 101%

増減数
ー 1,030

人
ー 673

人
ー 1,649

人
+134

人

全国の国公立大学 医学部 (一般前期日程) 志願者数

※メディカルラボ調べ



全国 医学部医学科[一般前期日程] 地区別 志願者数

北海道 東北
関東・
甲信越

北陸 東海 近畿 中国 四国
九州・
沖縄

国公立大
[前期]

志願者数

2020
vs 

2019

前年比
％

99 78 81 104 118 76 109 117 80

増減数 -14 -420 -560 +28 +247 -574 +181 +164 -592

※メディカルラボ調べ

北海道 東北
関東・
甲信越

北陸 東海 近畿 中国 四国
九州・
沖縄

国公立大
[前期]

志願者数

2021
vs 

2020

前年比
％

92 94 102 89 104 106 100 124 95

増減数 -74 -86 +59 -90 +56 +103 +3 +275 -112



旧帝大 医学部 志願者数 [前期日程]

北海道大 東北大 東京大 名古屋大 京都大 大阪大 九州大

2021 338 243 385 345 299 233 276

2020 366 252 413 295 278 279 271

2019 307 354 405 250 298 230 356

2021-
2020

増減人数
-28 -9 -28 +50 +21 -46 +5

2020-
2019

増減人数
+59 -102 +8 +45 -20 +49 -85

2021
第一段階
選抜基準

3.5倍 約3倍 約3.5倍 ― 約3倍 約3倍※ 約2.5倍

※900点満点中630点以上から約3倍



前期日程
志願者数国公立大 医学部 志願者の変動が大きかった大学

大学名

2019年度 2020年度 2021年度 2021/2020

志願者 志願者 志願者 増減数 前年比

秋田大 200 364 244 -120 67%

福島県立医科大 454 270 430 ＋160 159%

三重大 271 298 401 +103 135%

和歌山県立医科大 388 171 243 +72 142%

徳島大 218 151 212 +61 140%

香川大 270 287 382 +95 133%



前期日程
志願者数国公立大 医学部 志願者の変動が大きかった大学

大学名

2019年度 2020年度 2021年度 2021/2020

志願者 志願者 志願者 増減数 前年比

愛媛大 228 306 531 +225 174%

長崎大 395 284 422 +138 149%

熊本大 529 487 332 -155 68%

大分大 286 285 178 -107 62％

宮崎大 424 226 296 +70 131%



2020 2021
志願者数の
増減

旭川医科大 10倍程度 ５倍程度 ±０

信州大 ５倍 ４倍 +104

京都大
900点満点中

630点以上から約3倍 約3倍 +21

神戸大
900点満点中
650点以上 約3倍 +11

鳥取大
概ね80％に満たない場合は
合格となりえないことがある

900点満点中
600点以上 +76

香川大 約5倍 約4倍 +95

横浜市立大 約3倍
1000点満点中750点

以上から約３倍
+20

名古屋市立大
500点満点中

375点以上で実施
550点満点中

約75％以上で実施
+14

京都府立医科大 約４倍 約３倍 +28

第１段階選抜基準を変更した大学と志願者数の増減 [前期]



2017 2018 2019 2020 2021

医学部
医学科

9,927人 8,969人 9,081人 7,404人 7,110人

前年比 99% 90% 101% 82% 96％

増減数 ー146 ー 958 +112 ー 1,677 -294

全国の国公立大学 医学部 (一般後期日程) 志願者数



私立大学の医学部



2016 2017 2018 2019 2020 2021

医学部
医学科

84,173
人

86,134
人

83,673
人

75,256
人

75,187
人 ？

前年比 103% 102% 97% 90% 100% ？

増減数
+2,479

人
+1,961

人
ー2,461

人
ー8,417

人
ー 69

人 ？

※産業医科大以外のセンター利用は全て除く。

全国の私立大学 医学部 (一般前期) 志願者数 2021/3/1時点



全国の私立大 医学部 (一般前期日程) のべ志願者数

のべ志願者数は減少

※2021年3月1日現在公表の18大学を集計(31大学中)

(2020年度は2021年度と同じ大学で集計)

※メディカルラボ調べ



全国の私立大 医学部 (一般前期) 志願者数 2021/3/1現在

※メディカルラボ調べ

大学名 方式
2021
定員

志願者数 2021-2020 2020→2021

2020 2021 増減
前年
比 ％

１次試験日の
重複数など

東北医科薬科大 一般・Ａ・Ｂ 100 1,642 1,765 123 107% 3 → 単独

獨協医科大 一般(地域含) 68 2,450 2,507 57 102%
①単独 → 3
②無 → 単

国際医療福祉大 一般 105 2,887 2,881 -6 100% ２ → 2

杏林大
一般
（地域枠含）

98 2,290 2,280 -10 100% ２ → 単独

慶應義塾大 一般 66 1,391 1,248 -143 90% 単独 → 単独

東京医科大 一般 79 1,916 1,765 -151 92% ３ → 2

日本大
一般(A方式) 97 3,226 2,737 -489 85% 単独 → 単独

一般(N方式) 10 455 602 147 132% ３ → 2

北里大
一般(修学資金
枠含)

74 1,970 1,915 -55 97% ４ → 2

聖マリアンナ
医科大

一般前期 70 2,355 1,992 -363 85% 単独 → 2

東海大 一般 60 3,659 3,286 -373 90%
①３ → 4
②２ → 2  



全国の私立大 医学部 (一般前期日程) 志願者数 2021/3/1現在

※産業医科大は、２次試験の重複数を記載。（１次試験はセンター試験）

大学名 方式
2021
定員

志願者数 2021-2020
2020→2021

2020 2021 増減
前年
比 ％

１次試験日の重複数

愛知医科大 一般 約65 2,360 2,244 -116 95％ ２ → 単独

藤田医科大
一般前期
(地域枠含)

77 1,742 1,841 99 106％ ２ → 単独

大阪医科薬科大 一般前期 82 1,871 1,593 -278 85% 単独 → 2

近畿大 一般前期 55 1,236 1,618 382 131% ３ → 単独

兵庫医科大

一般Ａ 約85 1,796 1,540 -256 86% ３ → 3

一般Ｂ 約10 273 248 -25 91% 3 → 3

久留米大 一般前期 約75 2,056 2,034 -22 99% ３→ 2

産業医科大
一般
[共通テスト利用]

約85 1,616 1,249 -367 77% 単独 → 単独

福岡大 一般 65 2,729 2,340 -389 86% ３ → 4

※メディカルラボ調べ



2017 2018 2019 2020 2021

医学部
医学科

8,219人 10,237人 12,110人 10,518人 ？

前年比 97% 125% 118% 87％ ？

増減数 -235人 +2,018人 +1,873人 -1,592 ？

後期日程
実施大学

埼玉医科・昭和・
日本医科・
大阪医科・
関西医科・近畿

計6大学

埼玉医科・昭和・
日本医科・金沢医科・
藤田保健衛生・
大阪医科・関西医科・
近畿

計８大学

埼玉医科・昭和・
杏林大・日本医科・
金沢医科・藤田医科・
大阪医科・関西医科・
近畿・久留米

計10大学

埼玉医科・昭和・
日本医科・金沢医科・
藤田医科・大阪医科・
関西医科・近畿・
久留米

計9大学

埼玉医科・昭和・
日本医科・
聖マリアンナ医科
金沢医科・
藤田医科・大阪医科・
関西医科・近畿・
久留米

計10大学

全国の私立大 医学部 (一般後期、Ⅱ期) のべ志願者数 2021/3/1現在



全国の私立大 医学部 (一般後期日程) のべ志願者数

のべ志願者数は増加

※2021年3月1日現在公表の4大学のみを集計(10大学中)

(2020年度は2021年度と同じ大学で集計)

※メディカルラボ調べ



全国の私立大 医学部 (一般後期日程) 志願者数 2021/3/1現在

大学名 方式
2021
定員

志願者数 2021-2020
2020→2021

2020 2021 増減
前年
比 ％

１次試験日の重複数

聖マリアンナ
医科大

一般後期 約10 ― 1,212 1,212 新設 無 → 2

藤田医科大 一般後期 計13 818 671 -147 82％ ２ → 2

近畿大 一般後期 5 758 722 -36 95% 単独 → 単独

久留米大 一般後期 約5 941 688 -253 73% 単独 → 単独

※メディカルラボ調べ



2016 2017 2018 2019 2020 2021

センター試験利用
共通テスト

利用

医学部
医学科

13,234
人

13,944
人

15,336
人

15,541
人

14,566
人 ？

前年比 96% 105% 110% 101％ 94％ ？

増減数
-534
人

+710
人

+1,392
人

+205
人

-975
人 ？

全国の私立大 医学部 (共通テスト利用) 志願者数



全国の私立大 医学部 (共通テスト・センタ―利用) 志願者数

方式
志願者数 2021ー2019

2020 2021 増減 前年比 ％

共通テスト利用
前期

7,590 5,517 -2,073 73%

のべ志願者数は大幅減少

※2021年3月1日現在の公表大学のみを集計
※9大学集計（センタ―利用実施の私大全17校）

※前期日程のみ集計

※メディカルラボ調べ



全国の私立大 医学部 (共通テスト利用) 志願者数 2021/3/1現在

大学名 方式
2021
定員

志願者数 2021ー2020

2020 2021 増減 前年比 ％

獨協医科大 [3-5]型 10 1,106 601 -505 54%

国際医療福祉大 [5-7]型 15 972 739 -233 76%

杏林大 前期[3-5]型 10 1,035 750 -285 72%

東京医科大 [5-7]型 10以内 700 537 -163 77%

東海大

[3-5]型 10 903 615 -288 68%

[3-5]型 神奈川県枠 5 151 109 -42 72%

[3-5]型 静岡県枠 3 123 80 -43 65%

愛知医科大 前期[4-6]型 約15 955 713 -242 75%

藤田医科大 前期[4-6]型 10 596 547 -49 92%

大阪医科大 前期[4-6]型 10 466 422 -7 98%

近畿大 前期[3-5]型 5 600 404 -196 67%

※メディカルラボ調べ



Ⅲ.医学部の個別学力試験



[メディカルラボ 受験振り返りシート]



[メディカルラボ 受験振り返りシート]



科目別の入試問題傾向と合格するためのポイント「大学入試改革」を踏まえた選抜試験

文科省、平成33年度大学入学者選抜実施要項の見直しに係る予告の改正について（通知） 平成30年10月22日より抜粋



「受験振り返りシート」と入試問題からみた個別試験の概要

『大学入試改革』 → 「思考力・判断力・表現力」
「主体性・協働性・多様性」

『コロナ禍の入試』 → 現役生に対する学習進度の配慮

■国公立大は、従来から「思考力・判断力・表現力」を評価する出題だっ
たが、2021年度も出題方針・形式を大きく変更する大学あまりなかった。

■私立大も、概ね前年度と同じ様な出題方針・形式であった。
■ただし、大学によっては「思考力・判断力・表現力」を評価する問題が

増加し難化した。
■英語、生物、面接、小論文は、「コロナ」がテーマとなった出題がされた。
■数Ⅲについては、現役生の学習進度を配慮した大学は、予想以上に

少なかった。
■物理は、私立大で「原子」分野の出題が減少。化学でも「理論」「無機」

分野からの出題が僅かに増加した。生物は、これまで出題が少なかった
「ＰＣＲ法」に関する問題を出題した大学が複数あった。



科目別の入試問題傾向と合格するためのポイント英語の特徴

多くの大学で見られる特徴

国公立大
2次

文理共通問題。読解問題と英作文で構成される。
読解問題は、大問で３～４題。各大問の単語数は600～800語が
多い。
英文の内容、構造などをしっかりと把握することが求められる

英作文が大問として１～２題出題（和文英訳・自由英作）

または、読解問題の小問として出題

私立大

試験時間に対する問題量が多く、速読力を必要とする大学が
多い。解答する問題の順番などを含めた戦略が必要

科学系・医療系の英文素材の出題が多いので、これらの英文に慣れる
だけでなく、日本語で書かれた医療系記事を読んでおくことが役立つ場
合もある。（小論文試験対策・面接試験対策としても有効）

大学ごとに問題構成が違い、解答形式も異なるので、過去問で確認
しておく。前もって解答する順番も考えていた方がよい大学もある。
文法や発音が大問で出題する大学も多い。



科目別の入試問題傾向と合格するためのポイント数学の特徴

多くの大学で見られる特徴

国公立大
2次

証明問題や「～を示せ」 が出題される

数Ⅲ の出題割合が高い

融合問題が多い

私立大

答えのみの解答が多い
（マーク式・選択式・空欄補充）

時間に対する 問題量が多いので、解答する問題の順番
などを含めた戦略が必要

計算量が多い



Ⅳ.医学部の面接試験



面接試験はどのように実施されるか？

■個人面接
受験生1人、面接官2人以上

■集団面接（グループ面接）
受験生2人以上、面接官2人以上

■集団討論（グループ討論）
受験生2人以上、面接官2人以上

■MMI（multiple mini interview）
特定のテーマについての個人面接を、
複数回、面接官およびテーマを変えて
実施する形式。



科目別の入試問題傾向と合格するためのポイント「大学入試改革」を踏まえた選抜試験

文科省、平成33年度大学入学者選抜実施要項の見直しに係る予告の改正について（通知） 平成30年10月22日より抜粋



面接試験で質問されること [前もって準備が可能]

医学部入学
に関すること

経験・性格・勉強
に関すること

医療に関すること

なぜ医師をめざすのか 自己アピール 地域医療について

本学を志望した理由は 長所・短所は？ 少子高齢化について

理想の医師像は どんな高校生活だったか？ ＡＩと医療

将来の進路は 得意科目は？苦手科目は？ 最近、気になった医療ニュースは

医師に向いている人とは 学科試験はできたか？ 安楽死・尊厳死について

体力はあるか 併願校はどこか？ 終末期医療について

リーダーシップとコミュニケーション ボランティア経験は？ 日本の医療の問題点

大学で勉強以外に何をするか どんな家族か？ 再生医療について

海外留学の希望はあるか 尊敬する人は？ コロナウイルについて など

併願大学 趣味は何か？ その他

など 影響を与えた本は？ 社会問題、一般常識

など など

は、「主体性」等をアピールできる質問



医学部医学科 2021年度の面接試験

■「アドミッションポリシー」や「建学の精神」の内容に関すること

■個人面接方式・MMI方式で「場面設定の質問」

●「アドミッションポリシーにあてはまる自分の特徴は何か」
●「本学のアドミションポリシーに適した人材か。その理由は」
●「本学のアドミションポリシーに当てはまるもの１つとその理由」

●「PCR検査を民間の機関が実施すること」
●「医師が自分の専門外であるコロナ患者を診察することをどう思うか」
●「コロナ禍の影響で印象に残ったこと。プラスとマイナス面」
●文章の書かれた用紙を見て返答。「あなたは図書館で勉強をしている。
友人２人がソーシャルディスタンスを保って、あなたの前に座り勉強の相談
にきた。あなたはどうするか。友人２人はマスクをつけている」



『３つのポリシー』『建学の精神』『学長・学部長の挨拶』など

『アドミッションポリシー』（入学者受け入れ方針）

『カリキュラムポリシー』（教育課程編成・実施の方針）

『ディプロマポリシー』（学位授与の方針）

『建学の精神』
『基本理念』
『学是・校是』
『学長・学部長の挨拶』

など



コロナ禍を意識した面接試験の質問

質問内容・テーマなど 大学名

■コロナ禍で友人に「カラオケに行こう」と誘われたどうするか 獨協医科大

■コロナ禍での大学生活をどのように過ごすか 獨協医科大

■コロナ対策であなたがやっていたことを３つ 埼玉医科大

■コロナワクチンは打つ予定か 国際医療福祉大

■ＰＣＲ検査を民間会社が格安で提供することについて 国際医療福祉大

■コロナウイルスの対応で、日本政府の良かった点、悪かった点 国際医療福祉大

■文章の書かれた用紙を見て返答。「あなたは図書館で勉強をして
いる。友人２人(友人２人はマスクをつけている)がソーシャルディス
タンスを保って、あなたの前に座り勉強の相談にきた。あなたはどうす
るか。」

帝京大

■コロナ禍の影響で印象に残ったこと。プラスとマイナス面 北里大

■コロナ対策の日本の対応は 北里大

■コロナ禍の政府の政策 昭和大

■医師が自分の専門外であるコロナ患者を診察することをどう思うか 愛知医科大

■コロナウイルスについてどう思うか 川崎医科大

■[集団討論]対面授業と遠隔授業について 福岡大



特徴があった面接試験の質問

質問内容・テーマなど 大学名

■不妊治療の保険適用とベーシックインカムについて 国際医療福祉大

■新しい医療技術を導入する際、限られた情報をどのように患者に伝えるか 杏林大

■[ＭＭＩ型]（机上に課題が書かれた用紙がある。3分×4回）
「サケはどうして自分の生まれた川を覚えているか。それを科学的に証明する
方法は」「ゲノム編集に賛成か反対か」「本学の全人的医療について」「コロナ
ワクチンの投与の優先順位について」「宇宙エレベーターの建設上の問題点」
※今年度は、同じ部屋で同じ面接官で実施された

東邦大

■チームで何かを成し遂げたことはあるか 昭和大

■集団討論「近年、中学生が制服のある高校を志望するのはなぜか」 金沢医科大

■[MMI方式] 3分×2回
「疲れていて寝たかったので、新幹線のグリーン車に乗車したが、後ろの座席の
２人組が大声で騒いでいる。どうするか」
「コロナ禍、間隔をあけてバス停に並んでいたら、高齢者があなたの前に横入り
をした。どうするか」
■[個人面接] 10分×1回
(アドミションポリシーが書かれた用紙が配布される。)

「本学のアドミションポリシーに適した人材か。その理由は」
「本学のアドミションポリシーに当てはまるもの１つとその理由」

藤田医科大



東北医科薬科大

面接官：受験者＝３(男・男・女）：１ 個人面接

面接時間：約15分

特徴的な質問内容：

■仙台の景観はどうか
■これまでどのような医療系の本、漫画、ドラマなどを見ていたか
■地域医療においてのオンライン診療について
■医療でのＡＩの活用について
■20年度の医療は、ＡＩなどが活用されて、映画のターミ

ネーターのような世界になっていると思うか
■自己ＰＲ

東北医科薬科大学の面接試験



Ⅴ.医学部の小論文試験



特徴があった小論文試験の内容

出題内容の特徴 大学名

テーマ型
「新型コロナウイルスに対する政府の取り組みの良い点・悪い点」
「医学生・看護学生が医療現場に行くように要請されたらどうするか」
（60分・600字）

国際医療福祉大

テーマ型
「リーダーシップについて論ぜよ」(2/3実施分・60分・800字)

杏林大

課題文型
「感染症と文明―共生への道」の抜粋文を読んで、①200字要約
②文中のグラフをみてわかること（60分・①200字②200字）

金沢医科大

テーマ型
「国はどうしても持たなければならないか。国に属していない無国籍者であるこ
とは、悪いことか」谷川俊太郎の質問箱より(1/29実施・600字)

愛知医科大

テーマ型
「コロナ禍における医療崩壊で、あなたが思う必要なこと」(60分・800字)

久留米大



Ⅵ.今後の医学部入試



知識・技能

思考力・判断力・表現力

主体性※

「主体性を持って
多様な人々と

協働して学ぶ態度」

センター試験

学力の３要素
「多面的・総合的に評価」

個別試験

国公立大２次や
私立大１次の

学科試験+(面接)
共通テスト

個別選抜

面接試験、集団討論
MMI方式
ディベート

プレゼンテーション
小論文

調査書・活動報告書
志望動機書

自己推薦書 など

国公立大２次や
私立大１次の

学科試験

これまで

これから

※ 主体性とは、「自分の意志・判断によって、みずから責任をもって行動する態度や性質。」（大辞林）

大学入試改革について



共通テストの平均点予想

試行調査(プレテスト)における、平均得点率について

平成３０年６月１８日 独立行政法人大学入試センター
「「大学入学共通テスト」における問題作成の方向性等と本年１１月に実施する試行調査（プレテスト）の趣旨について」より抜粋

本年１１月に行う試行調査は、この方向性に基づき作成した問題
について全国的な回答データを収集し、共通テストの問題作成方針
の決定に必要な分析・検証を行うものです。
なお、平均得点率（平均正答率）については、５割程度として実
施し検証する予定です。



■医師になるという強い意思

■現在の学力の分析 → 入試直前までの学習計画

■基礎学力（「知識」・「技能」）の定着

■応用力「思考力・判断力・表現力」の養成

■共通テスト模試の受験と復習

■受験校の過去問対策

■面接試験対策・小論文試験対策
（主体性等の評価を考えた対策）

医学部に合格するために必要なこと！


